
23 石井工業（株）

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

能
代
山
本

能代市

 いしいこうぎょう

■会社の特徴
　　・元気で明るい職場づくりを心掛けています

　　・災害時には積極的に取り組める
　　　体制を整えています（災害訓練）

　　・花見会・スタミナ会・忘年会・慰安旅行など
　　　お楽しみ会があります（北海道旅行）

■求める人物像
　　・実行する人
　　・素直に人の話を聞ける人
　　・向上心のある人

■その他
　　・人にはそれぞれ向き不向きがありますが
　　　何でもやってみる気持ちが大事です
　　　会社見学受入れします

　　

石井工業 株式会社

〒０１６－０１０３ 能代市字宮ノ前７６－１
TEL.０１８５－７４－６４０１ FAX.０１８５－７４－６４０２

（営業所）石井工業（株）三種本店／石井工業（株）気仙沼営業所

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　平成４年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　５・６億円
■従業員数／　３１人（男２７人　女４人）
■休日休暇／日曜、第2・４土曜、お盆・年末年始・GW

■年間休日数／　１００日　　　
■福利厚生／各種社会保険、退職金制度、入院医療保険　

■諸手当／　通勤手当、現場手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高校卒170,000円～　　短大卒２００，０００円～　大学卒220,000円～

担当者　取締役　副社長　・　田中　穂豊
電話０１８５－７４－６４０１　　E-mail:hachiro@theia.ocn.ne.jp
インターンシップ・応募前会社見学 可能

　　

　　物づくりの出来上がっていく楽しさや、地域の為の貢献の大切さを
　　知ってもらいたいと思います。「建設業は魅力がいっぱいです」
　　解体作業を行って思うのですが壊して無くなるのではなく、そこから
　　物事が始まっていくものだと思います
　　　　　　　　　　　〈是非、経験してみてください〉

　

　　　取締役　副社長

　　　田中　穂豊

 いしいこうぎょう

■会社の特徴
　　・元気で明るい職場づくりを心掛けています

　　・災害時には積極的に取り組める
　　　体制を整えています（災害訓練）

　　・花見会・スタミナ会・忘年会・慰安旅行など
　　　お楽しみ会があります（北海道旅行）

■求める人物像
　　・実行する人
　　・素直に人の話を聞ける人
　　・向上心のある人

■その他
　　・人にはそれぞれ向き不向きがありますが
　　　何でもやってみる気持ちが大事です
　　　会社見学受入れします

　　

石井工業 株式会社

〒０１６－０１０３ 能代市字宮ノ前７６－１
TEL.０１８５－７４－６４０１ FAX.０１８５－７４－６４０２

（営業所）石井工業（株）三種本店／石井工業（株）気仙沼営業所

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　平成４年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　５・６億円
■従業員数／　３１人（男２７人　女４人）
■休日休暇／日曜、第2・４土曜、お盆・年末年始・GW

■年間休日数／　１００日　　　
■福利厚生／各種社会保険、退職金制度、入院医療保険　

■諸手当／　通勤手当、現場手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高校卒170,000円～　　短大卒２００，０００円～　大学卒220,000円～

担当者　取締役　副社長　・　田中　穂豊
電話０１８５－７４－６４０１　　E-mail:hachiro@theia.ocn.ne.jp
インターンシップ・応募前会社見学 可能

　　

　　物づくりの出来上がっていく楽しさや、地域の為の貢献の大切さを
　　知ってもらいたいと思います。「建設業は魅力がいっぱいです」
　　解体作業を行って思うのですが壊して無くなるのではなく、そこから
　　物事が始まっていくものだと思います
　　　　　　　　　　　〈是非、経験してみてください〉

　

　　　取締役　副社長

　　　田中　穂豊

 いしいこうぎょう

■会社の特徴
　　・元気で明るい職場づくりを心掛けています

　　・災害時には積極的に取り組める
　　　体制を整えています（災害訓練）

　　・花見会・スタミナ会・忘年会・慰安旅行など
　　　お楽しみ会があります（北海道旅行）

■求める人物像
　　・実行する人
　　・素直に人の話を聞ける人
　　・向上心のある人

■その他
　　・人にはそれぞれ向き不向きがありますが
　　　何でもやってみる気持ちが大事です
　　　会社見学受入れします

　　

石井工業 株式会社

〒０１６－０１０３ 能代市字宮ノ前７６－１
TEL.０１８５－７４－６４０１ FAX.０１８５－７４－６４０２

（営業所）石井工業（株）三種本店／石井工業（株）気仙沼営業所

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　平成４年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　５・６億円
■従業員数／　３１人（男２７人　女４人）
■休日休暇／日曜、第2・４土曜、お盆・年末年始・GW

■年間休日数／　１００日　　　
■福利厚生／各種社会保険、退職金制度、入院医療保険　

■諸手当／　通勤手当、現場手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高校卒170,000円～　　短大卒２００，０００円～　大学卒220,000円～

担当者　取締役　副社長　・　田中　穂豊
電話０１８５－７４－６４０１　　E-mail:hachiro@theia.ocn.ne.jp
インターンシップ・応募前会社見学 可能

　　

　　物づくりの出来上がっていく楽しさや、地域の為の貢献の大切さを
　　知ってもらいたいと思います。「建設業は魅力がいっぱいです」
　　解体作業を行って思うのですが壊して無くなるのではなく、そこから
　　物事が始まっていくものだと思います
　　　　　　　　　　　〈是非、経験してみてください〉

　

　　　取締役　副社長

　　　田中　穂豊

 いしいこうぎょう

■会社の特徴
　　・元気で明るい職場づくりを心掛けています

　　・災害時には積極的に取り組める
　　　体制を整えています（災害訓練）

　　・花見会・スタミナ会・忘年会・慰安旅行など
　　　お楽しみ会があります（北海道旅行）

■求める人物像
　　・実行する人
　　・素直に人の話を聞ける人
　　・向上心のある人

■その他
　　・人にはそれぞれ向き不向きがありますが
　　　何でもやってみる気持ちが大事です
　　　会社見学受入れします

　　

石井工業 株式会社

〒０１６－０１０３ 能代市字宮ノ前７６－１
TEL.０１８５－７４－６４０１ FAX.０１８５－７４－６４０２

（営業所）石井工業（株）三種本店／石井工業（株）気仙沼営業所

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　平成４年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　５・６億円
■従業員数／　３１人（男２７人　女４人）
■休日休暇／日曜、第2・４土曜、お盆・年末年始・GW

■年間休日数／　１００日　　　
■福利厚生／各種社会保険、退職金制度、入院医療保険　

■諸手当／　通勤手当、現場手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高校卒170,000円～　　短大卒２００，０００円～　大学卒220,000円～

担当者　取締役　副社長　・　田中　穂豊
電話０１８５－７４－６４０１　　E-mail:hachiro@theia.ocn.ne.jp
インターンシップ・応募前会社見学 可能

　　

　　物づくりの出来上がっていく楽しさや、地域の為の貢献の大切さを
　　知ってもらいたいと思います。「建設業は魅力がいっぱいです」
　　解体作業を行って思うのですが壊して無くなるのではなく、そこから
　　物事が始まっていくものだと思います
　　　　　　　　　　　〈是非、経験してみてください〉

　

　　　取締役　副社長

　　　田中　穂豊

 いしいこうぎょう

■会社の特徴
　　・元気で明るい職場づくりを心掛けています

　　・災害時には積極的に取り組める
　　　体制を整えています（災害訓練）

　　・花見会・スタミナ会・忘年会・慰安旅行など
　　　お楽しみ会があります（北海道旅行）

■求める人物像
　　・実行する人
　　・素直に人の話を聞ける人
　　・向上心のある人

■その他
　　・人にはそれぞれ向き不向きがありますが
　　　何でもやってみる気持ちが大事です
　　　会社見学受入れします

　　

石井工業 株式会社

〒０１６－０１０３ 能代市字宮ノ前７６－１
TEL.０１８５－７４－６４０１ FAX.０１８５－７４－６４０２

（営業所）石井工業（株）三種本店／石井工業（株）気仙沼営業所

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　平成４年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　５・６億円
■従業員数／　３１人（男２７人　女４人）
■休日休暇／日曜、第2・４土曜、お盆・年末年始・GW

■年間休日数／　１００日　　　
■福利厚生／各種社会保険、退職金制度、入院医療保険　

■諸手当／　通勤手当、現場手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高校卒170,000円～　　短大卒２００，０００円～　大学卒220,000円～

担当者　取締役　副社長　・　田中　穂豊
電話０１８５－７４－６４０１　　E-mail:hachiro@theia.ocn.ne.jp
インターンシップ・応募前会社見学 可能

　　

　　物づくりの出来上がっていく楽しさや、地域の為の貢献の大切さを
　　知ってもらいたいと思います。「建設業は魅力がいっぱいです」
　　解体作業を行って思うのですが壊して無くなるのではなく、そこから
　　物事が始まっていくものだと思います
　　　　　　　　　　　〈是非、経験してみてください〉

　

　　　取締役　副社長

　　　田中　穂豊

 いしいこうぎょう

■会社の特徴
　　・元気で明るい職場づくりを心掛けています

　　・災害時には積極的に取り組める
　　　体制を整えています（災害訓練）

　　・花見会・スタミナ会・忘年会・慰安旅行など
　　　お楽しみ会があります（北海道旅行）

■求める人物像
　　・実行する人
　　・素直に人の話を聞ける人
　　・向上心のある人

■その他
　　・人にはそれぞれ向き不向きがありますが
　　　何でもやってみる気持ちが大事です
　　　会社見学受入れします

　　

石井工業 株式会社

〒０１６－０１０３ 能代市字宮ノ前７６－１
TEL.０１８５－７４－６４０１ FAX.０１８５－７４－６４０２

（営業所）石井工業（株）三種本店／石井工業（株）気仙沼営業所

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　平成４年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　５・６億円
■従業員数／　３１人（男２７人　女４人）
■休日休暇／日曜、第2・４土曜、お盆・年末年始・GW

■年間休日数／　１００日　　　
■福利厚生／各種社会保険、退職金制度、入院医療保険　

■諸手当／　通勤手当、現場手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　高校卒170,000円～　　短大卒２００，０００円～　大学卒220,000円～

担当者　取締役　副社長　・　田中　穂豊
電話０１８５－７４－６４０１　　E-mail:hachiro@theia.ocn.ne.jp
インターンシップ・応募前会社見学 可能

　　

　　物づくりの出来上がっていく楽しさや、地域の為の貢献の大切さを
　　知ってもらいたいと思います。「建設業は魅力がいっぱいです」
　　解体作業を行って思うのですが壊して無くなるのではなく、そこから
　　物事が始まっていくものだと思います
　　　　　　　　　　　〈是非、経験してみてください〉

　

　　　取締役　副社長

　　　田中　穂豊

新卒
採用実績
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Ｒ３
Ｒ２
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インターン
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春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇



24（株）石川組

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

能
代
山
本

三種町

■会社の特徴

■求める人物像

　　
工事部長　　　　平成17年入社

能代高校・日本大学卒

      いしかわぐみ

株式会社　石川組

〒018‐2104 山本郡三種町鹿渡字二本柳39-9
TEL.0185-87-2748 FAX.0185-87-3370

■主な業種／　総合建設業（土木）
■創立／　昭和42年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　3億円
■従業員数／　24人（男21人　女3人）
■休日休暇／　4週7休、GW、盆休、年末年始休
■年間休日数／　97日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　　高卒175,000円

三種川 河川改修工事

能代市二ツ井町 ボックスカルバート設置工事 防災訓練でのシート張り実習

弊社は八郎潟干拓の時代に創業し、それ以降、地元地域社会の暮らし
を支えるインフラ整備を担う総合建設業として事業を行っています。
「顧客の求める品質で地域に貢献する」をスローガンに、顧客満足度の
向上・環境負荷の低減・社員の安全を3つの柱として、地域社会の共生
を目指す企業運営を行います。（主な事業内容：河川工事、舗装工事、
ほ場整備工事、治山工事、林道工事など）

特に現場では、様々な工種や作業の調和と効率性、常に一緒に働く人
への気配りが大切となってきます。先輩方の指導を受け入れながら自分
でも考え、努力して積極的に行動し、少しずつでも着実に技術習得する
ことをやりがいに感じることができる人材を求めています。
技術職・事務職問わず、女性も大歓迎です。

石川　崇

新入社員当時は、初めて経験することばかりで「失敗したらどうしよう」と悩みな
がら仕事をしていたことが思い出されます。今になってみれば、失敗してもいいか
ら思い切ってやってみれば良かったなと感じています。
若さは無限の力と可能性を秘めています。失敗を恐れず、常にチャレンジし、この
地域の起爆剤となり、大いに羽ばたいてもらいたいと思います。

経営管理部　　近藤 明紀子
TEL. 0185-87-2748
E-mail: akiko_kondo@ishikawa-const.co.jp

■会社の特徴

■求める人物像

　　
工事部長　　　　平成17年入社

能代高校・日本大学卒

      いしかわぐみ

株式会社　石川組

〒018‐2104 山本郡三種町鹿渡字二本柳39-9
TEL.0185-87-2748 FAX.0185-87-3370

■主な業種／　総合建設業（土木）
■創立／　昭和42年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　3億円
■従業員数／　24人（男21人　女3人）
■休日休暇／　4週7休、GW、盆休、年末年始休
■年間休日数／　97日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　　高卒175,000円

三種川 河川改修工事

能代市二ツ井町 ボックスカルバート設置工事 防災訓練でのシート張り実習

弊社は八郎潟干拓の時代に創業し、それ以降、地元地域社会の暮らし
を支えるインフラ整備を担う総合建設業として事業を行っています。
「顧客の求める品質で地域に貢献する」をスローガンに、顧客満足度の
向上・環境負荷の低減・社員の安全を3つの柱として、地域社会の共生
を目指す企業運営を行います。（主な事業内容：河川工事、舗装工事、
ほ場整備工事、治山工事、林道工事など）

特に現場では、様々な工種や作業の調和と効率性、常に一緒に働く人
への気配りが大切となってきます。先輩方の指導を受け入れながら自分
でも考え、努力して積極的に行動し、少しずつでも着実に技術習得する
ことをやりがいに感じることができる人材を求めています。
技術職・事務職問わず、女性も大歓迎です。

石川　崇

新入社員当時は、初めて経験することばかりで「失敗したらどうしよう」と悩みな
がら仕事をしていたことが思い出されます。今になってみれば、失敗してもいいか
ら思い切ってやってみれば良かったなと感じています。
若さは無限の力と可能性を秘めています。失敗を恐れず、常にチャレンジし、この
地域の起爆剤となり、大いに羽ばたいてもらいたいと思います。

経営管理部　　近藤 明紀子
TEL. 0185-87-2748
E-mail: akiko_kondo@ishikawa-const.co.jp

■会社の特徴

■求める人物像

　　
工事部長　　　　平成17年入社

能代高校・日本大学卒

      いしかわぐみ

株式会社　石川組

〒018‐2104 山本郡三種町鹿渡字二本柳39-9
TEL.0185-87-2748 FAX.0185-87-3370

■主な業種／　総合建設業（土木）
■創立／　昭和42年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　3億円
■従業員数／　24人（男21人　女3人）
■休日休暇／　4週7休、GW、盆休、年末年始休
■年間休日数／　97日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　　高卒175,000円

三種川 河川改修工事

能代市二ツ井町 ボックスカルバート設置工事 防災訓練でのシート張り実習

弊社は八郎潟干拓の時代に創業し、それ以降、地元地域社会の暮らし
を支えるインフラ整備を担う総合建設業として事業を行っています。
「顧客の求める品質で地域に貢献する」をスローガンに、顧客満足度の
向上・環境負荷の低減・社員の安全を3つの柱として、地域社会の共生
を目指す企業運営を行います。（主な事業内容：河川工事、舗装工事、
ほ場整備工事、治山工事、林道工事など）

特に現場では、様々な工種や作業の調和と効率性、常に一緒に働く人
への気配りが大切となってきます。先輩方の指導を受け入れながら自分
でも考え、努力して積極的に行動し、少しずつでも着実に技術習得する
ことをやりがいに感じることができる人材を求めています。
技術職・事務職問わず、女性も大歓迎です。

石川　崇

新入社員当時は、初めて経験することばかりで「失敗したらどうしよう」と悩みな
がら仕事をしていたことが思い出されます。今になってみれば、失敗してもいいか
ら思い切ってやってみれば良かったなと感じています。
若さは無限の力と可能性を秘めています。失敗を恐れず、常にチャレンジし、この
地域の起爆剤となり、大いに羽ばたいてもらいたいと思います。

経営管理部　　近藤 明紀子
TEL. 0185-87-2748
E-mail: akiko_kondo@ishikawa-const.co.jp

■会社の特徴

■求める人物像

　　
工事部長　　　　平成17年入社

能代高校・日本大学卒

      いしかわぐみ

株式会社　石川組

〒018‐2104 山本郡三種町鹿渡字二本柳39-9
TEL.0185-87-2748 FAX.0185-87-3370

■主な業種／　総合建設業（土木）
■創立／　昭和42年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　3億円
■従業員数／　24人（男21人　女3人）
■休日休暇／　4週7休、GW、盆休、年末年始休
■年間休日数／　97日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　　高卒175,000円

三種川 河川改修工事

能代市二ツ井町 ボックスカルバート設置工事 防災訓練でのシート張り実習

弊社は八郎潟干拓の時代に創業し、それ以降、地元地域社会の暮らし
を支えるインフラ整備を担う総合建設業として事業を行っています。
「顧客の求める品質で地域に貢献する」をスローガンに、顧客満足度の
向上・環境負荷の低減・社員の安全を3つの柱として、地域社会の共生
を目指す企業運営を行います。（主な事業内容：河川工事、舗装工事、
ほ場整備工事、治山工事、林道工事など）

特に現場では、様々な工種や作業の調和と効率性、常に一緒に働く人
への気配りが大切となってきます。先輩方の指導を受け入れながら自分
でも考え、努力して積極的に行動し、少しずつでも着実に技術習得する
ことをやりがいに感じることができる人材を求めています。
技術職・事務職問わず、女性も大歓迎です。

石川　崇

新入社員当時は、初めて経験することばかりで「失敗したらどうしよう」と悩みな
がら仕事をしていたことが思い出されます。今になってみれば、失敗してもいいか
ら思い切ってやってみれば良かったなと感じています。
若さは無限の力と可能性を秘めています。失敗を恐れず、常にチャレンジし、この
地域の起爆剤となり、大いに羽ばたいてもらいたいと思います。

経営管理部　　近藤 明紀子
TEL. 0185-87-2748
E-mail: akiko_kondo@ishikawa-const.co.jp

■会社の特徴

■求める人物像

　　
工事部長　　　　平成17年入社

能代高校・日本大学卒

      いしかわぐみ

株式会社　石川組

〒018‐2104 山本郡三種町鹿渡字二本柳39-9
TEL.0185-87-2748 FAX.0185-87-3370

■主な業種／　総合建設業（土木）
■創立／　昭和42年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　3億円
■従業員数／　24人（男21人　女3人）
■休日休暇／　4週7休、GW、盆休、年末年始休
■年間休日数／　97日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　　高卒175,000円

三種川 河川改修工事

能代市二ツ井町 ボックスカルバート設置工事 防災訓練でのシート張り実習

弊社は八郎潟干拓の時代に創業し、それ以降、地元地域社会の暮らし
を支えるインフラ整備を担う総合建設業として事業を行っています。
「顧客の求める品質で地域に貢献する」をスローガンに、顧客満足度の
向上・環境負荷の低減・社員の安全を3つの柱として、地域社会の共生
を目指す企業運営を行います。（主な事業内容：河川工事、舗装工事、
ほ場整備工事、治山工事、林道工事など）

特に現場では、様々な工種や作業の調和と効率性、常に一緒に働く人
への気配りが大切となってきます。先輩方の指導を受け入れながら自分
でも考え、努力して積極的に行動し、少しずつでも着実に技術習得する
ことをやりがいに感じることができる人材を求めています。
技術職・事務職問わず、女性も大歓迎です。

石川　崇

新入社員当時は、初めて経験することばかりで「失敗したらどうしよう」と悩みな
がら仕事をしていたことが思い出されます。今になってみれば、失敗してもいいか
ら思い切ってやってみれば良かったなと感じています。
若さは無限の力と可能性を秘めています。失敗を恐れず、常にチャレンジし、この
地域の起爆剤となり、大いに羽ばたいてもらいたいと思います。

経営管理部　　近藤 明紀子
TEL. 0185-87-2748
E-mail: akiko_kondo@ishikawa-const.co.jp

■会社の特徴

■求める人物像

　　
工事部長　　　　平成17年入社

能代高校・日本大学卒

      いしかわぐみ

株式会社　石川組

〒018‐2104 山本郡三種町鹿渡字二本柳39-9
TEL.0185-87-2748 FAX.0185-87-3370

■主な業種／　総合建設業（土木）
■創立／　昭和42年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　3億円
■従業員数／　24人（男21人　女3人）
■休日休暇／　4週7休、GW、盆休、年末年始休
■年間休日数／　97日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　　高卒175,000円

三種川 河川改修工事

能代市二ツ井町 ボックスカルバート設置工事 防災訓練でのシート張り実習

弊社は八郎潟干拓の時代に創業し、それ以降、地元地域社会の暮らし
を支えるインフラ整備を担う総合建設業として事業を行っています。
「顧客の求める品質で地域に貢献する」をスローガンに、顧客満足度の
向上・環境負荷の低減・社員の安全を3つの柱として、地域社会の共生
を目指す企業運営を行います。（主な事業内容：河川工事、舗装工事、
ほ場整備工事、治山工事、林道工事など）

特に現場では、様々な工種や作業の調和と効率性、常に一緒に働く人
への気配りが大切となってきます。先輩方の指導を受け入れながら自分
でも考え、努力して積極的に行動し、少しずつでも着実に技術習得する
ことをやりがいに感じることができる人材を求めています。
技術職・事務職問わず、女性も大歓迎です。

石川　崇

新入社員当時は、初めて経験することばかりで「失敗したらどうしよう」と悩みな
がら仕事をしていたことが思い出されます。今になってみれば、失敗してもいいか
ら思い切ってやってみれば良かったなと感じています。
若さは無限の力と可能性を秘めています。失敗を恐れず、常にチャレンジし、この
地域の起爆剤となり、大いに羽ばたいてもらいたいと思います。

経営管理部　　近藤 明紀子
TEL. 0185-87-2748
E-mail: akiko_kondo@ishikawa-const.co.jp

■会社の特徴

■求める人物像

　　
工事部長　　　　平成17年入社

能代高校・日本大学卒

      いしかわぐみ

株式会社　石川組

〒018‐2104 山本郡三種町鹿渡字二本柳39-9
TEL.0185-87-2748 FAX.0185-87-3370

■主な業種／　総合建設業（土木）
■創立／　昭和42年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　3億円
■従業員数／　24人（男21人　女3人）
■休日休暇／　4週7休、GW、盆休、年末年始休
■年間休日数／　97日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　　高卒175,000円

三種川 河川改修工事

能代市二ツ井町 ボックスカルバート設置工事 防災訓練でのシート張り実習

弊社は八郎潟干拓の時代に創業し、それ以降、地元地域社会の暮らし
を支えるインフラ整備を担う総合建設業として事業を行っています。
「顧客の求める品質で地域に貢献する」をスローガンに、顧客満足度の
向上・環境負荷の低減・社員の安全を3つの柱として、地域社会の共生
を目指す企業運営を行います。（主な事業内容：河川工事、舗装工事、
ほ場整備工事、治山工事、林道工事など）

特に現場では、様々な工種や作業の調和と効率性、常に一緒に働く人
への気配りが大切となってきます。先輩方の指導を受け入れながら自分
でも考え、努力して積極的に行動し、少しずつでも着実に技術習得する
ことをやりがいに感じることができる人材を求めています。
技術職・事務職問わず、女性も大歓迎です。

石川　崇

新入社員当時は、初めて経験することばかりで「失敗したらどうしよう」と悩みな
がら仕事をしていたことが思い出されます。今になってみれば、失敗してもいいか
ら思い切ってやってみれば良かったなと感じています。
若さは無限の力と可能性を秘めています。失敗を恐れず、常にチャレンジし、この
地域の起爆剤となり、大いに羽ばたいてもらいたいと思います。

経営管理部　　近藤 明紀子
TEL. 0185-87-2748
E-mail: akiko_kondo@ishikawa-const.co.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 1
Ｒ２
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春
夏 〇 〇 〇 〇
冬

■会社の特徴

■求める人物像

　　
工事部長　　　　平成17年入社

能代高校・日本大学卒

      いしかわぐみ

株式会社　石川組

〒018‐2104 山本郡三種町鹿渡字二本柳39-9
TEL.0185-87-2748 FAX.0185-87-3370

■主な業種／　総合建設業（土木）
■創立／　昭和42年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　3億円
■従業員数／　24人（男21人　女3人）
■休日休暇／　4週7休、GW、盆休、年末年始休
■年間休日数／　97日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　　高卒175,000円

三種川 河川改修工事

能代市二ツ井町 ボックスカルバート設置工事 防災訓練でのシート張り実習

弊社は八郎潟干拓の時代に創業し、それ以降、地元地域社会の暮らし
を支えるインフラ整備を担う総合建設業として事業を行っています。
「顧客の求める品質で地域に貢献する」をスローガンに、顧客満足度の
向上・環境負荷の低減・社員の安全を3つの柱として、地域社会の共生
を目指す企業運営を行います。（主な事業内容：河川工事、舗装工事、
ほ場整備工事、治山工事、林道工事など）

特に現場では、様々な工種や作業の調和と効率性、常に一緒に働く人
への気配りが大切となってきます。先輩方の指導を受け入れながら自分
でも考え、努力して積極的に行動し、少しずつでも着実に技術習得する
ことをやりがいに感じることができる人材を求めています。
技術職・事務職問わず、女性も大歓迎です。

石川　崇

新入社員当時は、初めて経験することばかりで「失敗したらどうしよう」と悩みな
がら仕事をしていたことが思い出されます。今になってみれば、失敗してもいいか
ら思い切ってやってみれば良かったなと感じています。
若さは無限の力と可能性を秘めています。失敗を恐れず、常にチャレンジし、この
地域の起爆剤となり、大いに羽ばたいてもらいたいと思います。

経営管理部　　近藤 明紀子
TEL. 0185-87-2748
E-mail: akiko_kondo@ishikawa-const.co.jp

■会社の特徴

■求める人物像

　　
工事部長　　　　平成17年入社

能代高校・日本大学卒

      いしかわぐみ

株式会社　石川組

〒018‐2104 山本郡三種町鹿渡字二本柳39-9
TEL.0185-87-2748 FAX.0185-87-3370

■主な業種／　総合建設業（土木）
■創立／　昭和42年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　3億円
■従業員数／　24人（男21人　女3人）
■休日休暇／　4週7休、GW、盆休、年末年始休
■年間休日数／　97日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　　高卒175,000円

三種川 河川改修工事

能代市二ツ井町 ボックスカルバート設置工事 防災訓練でのシート張り実習

弊社は八郎潟干拓の時代に創業し、それ以降、地元地域社会の暮らし
を支えるインフラ整備を担う総合建設業として事業を行っています。
「顧客の求める品質で地域に貢献する」をスローガンに、顧客満足度の
向上・環境負荷の低減・社員の安全を3つの柱として、地域社会の共生
を目指す企業運営を行います。（主な事業内容：河川工事、舗装工事、
ほ場整備工事、治山工事、林道工事など）

特に現場では、様々な工種や作業の調和と効率性、常に一緒に働く人
への気配りが大切となってきます。先輩方の指導を受け入れながら自分
でも考え、努力して積極的に行動し、少しずつでも着実に技術習得する
ことをやりがいに感じることができる人材を求めています。
技術職・事務職問わず、女性も大歓迎です。

石川　崇

新入社員当時は、初めて経験することばかりで「失敗したらどうしよう」と悩みな
がら仕事をしていたことが思い出されます。今になってみれば、失敗してもいいか
ら思い切ってやってみれば良かったなと感じています。
若さは無限の力と可能性を秘めています。失敗を恐れず、常にチャレンジし、この
地域の起爆剤となり、大いに羽ばたいてもらいたいと思います。

経営管理部　　近藤 明紀子
TEL. 0185-87-2748
E-mail: akiko_kondo@ishikawa-const.co.jp



25 （有）伊藤組

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

能
代
山
本

能代市

■会社の特徴
当社は国道７号から世界自然遺産「白神山地」に向かう県道沿いに
立地していることから、「白神山地」に通じる県道の維持管理の仕事
も受注しています。
このため、地域住民の安全・安心な暮らしを支える社会資本の整備を
施工する際には、自然環境の保全に十分に配慮し取り組んでいます。
「子どもたちの世代においても人と自然が共生できるよう、より良い
環境を未来へ引き継いでいきます。」をモットーに頑張っています。

■求める人物像
１.元気でやる気のある方は大歓迎です。
　 学歴は関係ありません。現場に出てからの勝負。やる気のある方は育てます。
２.「現場」では、社員のみならず協力業者などのたくさんの関係者と協力しながら完成を目指します。
　 多くの人たちとコミュニケーションを取り、目標に向かって仕事ができる方を求めています。
３.地域を良くしていきたい、人々の暮らしに役立ちたいという「志」を持った人材に期待しています。

■その他
建設業は社会資本整備ばかりでなく災害対応などの
大きな使命も課せられています。社員の技術や叡智を
結集して、地域や人々の暮らしの役に立つ仕事をし、
地域社会に貢献したいと考えています。

 道路メンテナンス（橋梁補修）琴音橋

　　 総務課　　令和元年入社　　　　　　　秋田北鷹高校卒

一昨年入社し、事務職に携わっています。
私は、子供や大人が安心できる環境を整備し、
工事をしてくれる建設業に興味を持ちました。
現場職ではありませんが、工事が完成すると
現場で働く方々と同様、喜びと達成感があります。
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企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

能
代
山
本

能代市

〒016‐0014 能代市河戸川字北西山48-1
TEL.0185-54-3358 FAX.0185-55-1470
URL　　http://www.om346co.jp

■創業・創立／　昭和35年　
■資本金／　4800万円　
■売上高／　122億円4千万　
■主な業種／　総合建設業　
■従業員数／　144人　男126名　女18名　
■休日休暇／　105日

■会社の特徴
当社は大森GPの中核企業であり、総合建設業(土木・
建築一式、計画から建設まで一貫して対応)の他、再生
可能エネルギー事業、研究開発など、幅広く事業展開し
ております。
ライフラインである地域を支える仕事です。
目に見える形となって残るため、多くの人の役に立つ
やりがいを実感できます。

■求める人物像
働き易い環境を第一に考えつつ、弊社のスローガン
『郷土を愛し　地域に尽くす』を理解して一緒に働いて
頂ける人財を募集しています。

■その他
随時見学会を実施しております。
ご希望の方は是非お問い合わせください。

土木部  平成28年入社
秋田工業高等専門学校卒

   おおもりけんせつ

 大森建設 株式会社

■福利厚生／　資格取得報奨金・単身ｱﾊﾟｰﾄ
　　　　　　　奨学金返還助成金・貸付金制度
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給／　大卒220,000円　短大･高専卒215,000円　専門卒200,000円　高卒180,000円

　池田　塁
私は土木の工事現場で施工管理の仕事をしています。この仕事のやりがいは自
分たちが作っているものが、景観の一部となって長い期間残ったり、多くの人に役
立ったりすることだと思います。特に、地域の方々から労いの言葉を頂く度にそれ
を実感しています。大森建設は秋田県でトップクラスの実績と売上を誇り、多数の
表彰を受賞するなど、技術力や設備力においても高い評価を受けている会社で
す。シビルエンジニアを目指す皆さん、一緒に切磋琢磨しながら人々の暮らしの礎
となる仕事をしませんか？

部署　総務部　　氏名　鍵谷　諭子
TEL.0185-54-3358
E-mail:s-kagitani@om346.co.jp

〒016‐0014 能代市河戸川字北西山48-1
TEL.0185-54-3358 FAX.0185-55-1470
URL　　http://www.om346co.jp

■創業・創立／　昭和35年　
■資本金／　4800万円　
■売上高／　122億円4千万　
■主な業種／　総合建設業　
■従業員数／　144人　男126名　女18名　
■休日休暇／　105日
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目に見える形となって残るため、多くの人の役に立つ
やりがいを実感できます。

■求める人物像
働き易い環境を第一に考えつつ、弊社のスローガン
『郷土を愛し　地域に尽くす』を理解して一緒に働いて
頂ける人財を募集しています。

■その他
随時見学会を実施しております。
ご希望の方は是非お問い合わせください。
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■初任給／　大卒220,000円　短大･高専卒215,000円　専門卒200,000円　高卒180,000円

　池田　塁
私は土木の工事現場で施工管理の仕事をしています。この仕事のやりがいは自
分たちが作っているものが、景観の一部となって長い期間残ったり、多くの人に役
立ったりすることだと思います。特に、地域の方々から労いの言葉を頂く度にそれ
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表彰を受賞するなど、技術力や設備力においても高い評価を受けている会社で
す。シビルエンジニアを目指す皆さん、一緒に切磋琢磨しながら人々の暮らしの礎
となる仕事をしませんか？

部署　総務部　　氏名　鍵谷　諭子
TEL.0185-54-3358
E-mail:s-kagitani@om346.co.jp

〒016‐0014 能代市河戸川字北西山48-1
TEL.0185-54-3358 FAX.0185-55-1470
URL　　http://www.om346co.jp
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　　地域社会の発展に取り組んでいます。
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　　　確固とした人生の目標を持ち、意欲と技術向上の
　　心を持って仕事に取り組む人で、明るく元気な人が
　　よろしいのですが、「人それぞれ性格が有ります」
　　個人の人格を認め合い、共に成長する事を目指す
　　人材を求めます。

■その他
　　　インターンシップの受入はもちろん、会社見学及び
　　就業体験は、随時いつでも受入可能ですので、
　　ご連絡待っています。

　　 工事部　工事課　R2年入社（中途採用）

　近藤　春華　　　　　能代工業高校卒

  こだまけんせつ

小玉建設 株式会社

〒０１８‐２１０４ 山本郡三種町鹿渡字西小瀬川１４３
TEL.018５-８７-２４５２ FAX.018５-８７-２４３３
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■休日休暇／　４週６休、春季、夏季、年末　　　
■年間休日数／　８７日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　有
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒２１0,000円　短大･高専卒1９０,000円　専門卒1９０,000円　高卒１７５,000円

小玉建設（株）本社
平成10年9月に社屋を新築

総務部　取締役室長　・　児玉　亮太
TEL.0185-８７-２４５２
E-mail:kodama.k@ninus.ocn.ne.jp
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「自分も携わって、人の役に立ちたい」と思い入社しました。
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やりがいのある仕事です。
　”建設・土木業”と一言で言っても様々な役割があります。機械を
運転する人、測量する人、現場を管理する人などです。
「この仕事をやってみたい！」という方はもちろんですが、興味はあるけれど
「体力に自信がない」「女性だから,,,」と迷っている方も、
ぜひ一度見学にいらして下さい。
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 1
Ｒ２ 1
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇
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企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

能
代
山
本

能代市

■会社の特徴
秋田本社では舗装、橋梁、河川改修等の一般土木を得意とし、
仙台営業所では地すべり対策、法面、管推進、薬液注入等の
特殊工事を中心に対応しています。特殊な分野としての地すべ
り対策工事のアースアンカー工事では東北で唯一の施工業者
であります。時代に適した安全な土地の形成と、自然と調和した
質の高い生活環境の創造を目指しながら、「技術と信頼をモッ
トーに！」をスローガンのもと創業４３年目を迎えた歴史と伝統の
ある会社です。

■求める人物像
〇建設業に興味を持ち、色んなことに挑戦する意欲がある人材
〇元気で明るく積極的に仕事に取り組める人材
〇相手とのコミュニケーションが取れる人材
　（言葉のキャッチボール）

■その他
〇寮を完備しております。
〇隔年で海外研修があります。

工事部　現場担当　　（平成５年　二ツ井高校卒）

　今日における建設業界は若手の建設業離れにより我が社も人手不足で悩んでおります。

貴重な若手の皆さんを必要としております。生徒・学生の皆さん、少しでも建設業に興味が

ありましたら、ぜひ一度会社へ見学しにいらしてください。経験豊富な社員が皆さんを歓迎

し、応対いたします。お待ちしております。

　　　　こ　ん　の ど　ぼ　く

　　株式会社 コンノ土木

〒018-3124 能代市二ツ井町切石字大倉29-1
TEL.0185-73-2123 FAX.0185-73-3709
URL　　http://www.konno-doboku.com

■主な業種／　総合建設業
■創立／　昭和53年4月
■資本金／　3，000万円　
■売上高／　19億円
■従業員数／　47人（男　45　人　女　2　人）
■休日休暇／GW、夏季、冬季（会社カレンダーあり）
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、現場手当　等
■初任給(諸手当除く)／　専門卒、短大･高専卒、大卒　225,000円～325,000円　高卒200,000円

佐々木　一成

【アスファルト舗装工事】

【地すべり対策工事】

【橋梁工事】

【砂防堰堤工事】

人事担当　事業部長　堀部　誠
TEL.0185-73-2123　　E-mail:horibe@konno-doboku.com
応募前会社見学 可能（学校を通じてご連絡ください。）

■会社の特徴
秋田本社では舗装、橋梁、河川改修等の一般土木を得意とし、
仙台営業所では地すべり対策、法面、管推進、薬液注入等の
特殊工事を中心に対応しています。特殊な分野としての地すべ
り対策工事のアースアンカー工事では東北で唯一の施工業者
であります。時代に適した安全な土地の形成と、自然と調和した
質の高い生活環境の創造を目指しながら、「技術と信頼をモッ
トーに！」をスローガンのもと創業４３年目を迎えた歴史と伝統の
ある会社です。

■求める人物像
〇建設業に興味を持ち、色んなことに挑戦する意欲がある人材
〇元気で明るく積極的に仕事に取り組める人材
〇相手とのコミュニケーションが取れる人材
　（言葉のキャッチボール）

■その他
〇寮を完備しております。
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仙台営業所では地すべり対策、法面、管推進、薬液注入等の
特殊工事を中心に対応しています。特殊な分野としての地すべ
り対策工事のアースアンカー工事では東北で唯一の施工業者
であります。時代に適した安全な土地の形成と、自然と調和した
質の高い生活環境の創造を目指しながら、「技術と信頼をモッ
トーに！」をスローガンのもと創業４３年目を迎えた歴史と伝統の
ある会社です。

■求める人物像
〇建設業に興味を持ち、色んなことに挑戦する意欲がある人材
〇元気で明るく積極的に仕事に取り組める人材
〇相手とのコミュニケーションが取れる人材
　（言葉のキャッチボール）

■その他
〇寮を完備しております。
〇隔年で海外研修があります。

工事部　現場担当　　（平成５年　二ツ井高校卒）

　今日における建設業界は若手の建設業離れにより我が社も人手不足で悩んでおります。

貴重な若手の皆さんを必要としております。生徒・学生の皆さん、少しでも建設業に興味が

ありましたら、ぜひ一度会社へ見学しにいらしてください。経験豊富な社員が皆さんを歓迎

し、応対いたします。お待ちしております。

　　　　こ　ん　の ど　ぼ　く

　　株式会社 コンノ土木

〒018-3124 能代市二ツ井町切石字大倉29-1
TEL.0185-73-2123 FAX.0185-73-3709
URL　　http://www.konno-doboku.com
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■創立／　昭和53年4月
■資本金／　3，000万円　
■売上高／　19億円
■従業員数／　47人（男　45　人　女　2　人）
■休日休暇／GW、夏季、冬季（会社カレンダーあり）
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、現場手当　等
■初任給(諸手当除く)／　専門卒、短大･高専卒、大卒　225,000円～325,000円　高卒200,000円

佐々木　一成

【アスファルト舗装工事】

【地すべり対策工事】

【橋梁工事】

【砂防堰堤工事】

人事担当　事業部長　堀部　誠
TEL.0185-73-2123　　E-mail:horibe@konno-doboku.com
応募前会社見学 可能（学校を通じてご連絡ください。）
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企　業　デ　ー　タ
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生徒･学生の皆さんへのメッセージ
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　　・協調性がある方。
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 1
Ｒ２ 1
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇
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企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

能
代
山
本

八峰町

　当社は、一般土木工事業を主とする建設会社で、秋田県
　でのランクは『A級』です。
　土木工事を通して社会に貢献すると共に、品質・環境に
　最大限の配慮をし、次世代の為の豊かな生活環境づくりに
　取り組んでいます。
　建設業関係の資格取得を推奨しており、人材育成に力を
　入れています。

　・向上心を持って仕事に取り組む人。
　・職場でのコミュニケーションがとれる人。

　在学中の成績よりも、生活面とやる気を重視しています。
　業務に必要な資格については、費用の全額を会社負担
　しています。

　　
総務部　  Ｈ22年入社

田口　由美子
当社は、一般土木工事業を主とする建設会社で、公共工事を中心
に施工しております。社員一人一人の健康管理に重点をおき、健康
経営を目指しております。とても明るく元気な社内です。

       しまだけんせつ

株式会社 嶋田建設

〒018‐2503 山本郡八峰町峰浜塙字豊後長根141-1

TEL.0185-76-2106 FAX.0185-76-3956
URL　　http://www.shirakami.or.jp/~sima-k/
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■年間休日数／　85日　　　
■休日休暇／　夏季休暇、年末年始休暇　　
■福利厚生／　雇用、健康、介護、厚生、労災
　　　　　　　　　　　　 退職金共済、財形
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、現場管理手当

■会社の特徴

■求める人物像

■その他
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■年間休日数／　85日　　　
■休日休暇／　夏季休暇、年末年始休暇　　
■福利厚生／　雇用、健康、介護、厚生、労災
　　　　　　　　　　　　 退職金共済、財形
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、現場管理手当

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

総務部　　担当者　(氏名)田口　由美子
TEL.0185-76-2106
E-mail:sima-k@shirakami@or@jp

　当社は、一般土木工事業を主とする建設会社で、秋田県
　でのランクは『A級』です。
　土木工事を通して社会に貢献すると共に、品質・環境に
　最大限の配慮をし、次世代の為の豊かな生活環境づくりに
　取り組んでいます。
　建設業関係の資格取得を推奨しており、人材育成に力を
　入れています。

　・向上心を持って仕事に取り組む人。
　・職場でのコミュニケーションがとれる人。

　在学中の成績よりも、生活面とやる気を重視しています。
　業務に必要な資格については、費用の全額を会社負担
　しています。

　　
総務部　  Ｈ22年入社

田口　由美子
当社は、一般土木工事業を主とする建設会社で、公共工事を中心
に施工しております。社員一人一人の健康管理に重点をおき、健康
経営を目指しております。とても明るく元気な社内です。

       しまだけんせつ

株式会社 嶋田建設

〒018‐2503 山本郡八峰町峰浜塙字豊後長根141-1

TEL.0185-76-2106 FAX.0185-76-3956
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■休日休暇／　夏季休暇、年末年始休暇　　
■福利厚生／　雇用、健康、介護、厚生、労災
　　　　　　　　　　　　 退職金共済、財形
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、現場管理手当

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

総務部　　担当者　(氏名)田口　由美子
TEL.0185-76-2106
E-mail:sima-k@shirakami@or@jp

　当社は、一般土木工事業を主とする建設会社で、秋田県
　でのランクは『A級』です。
　土木工事を通して社会に貢献すると共に、品質・環境に
　最大限の配慮をし、次世代の為の豊かな生活環境づくりに
　取り組んでいます。
　建設業関係の資格取得を推奨しており、人材育成に力を
　入れています。

　・向上心を持って仕事に取り組む人。
　・職場でのコミュニケーションがとれる人。

　在学中の成績よりも、生活面とやる気を重視しています。
　業務に必要な資格については、費用の全額を会社負担
　しています。

　　
総務部　  Ｈ22年入社

田口　由美子
当社は、一般土木工事業を主とする建設会社で、公共工事を中心
に施工しております。社員一人一人の健康管理に重点をおき、健康
経営を目指しております。とても明るく元気な社内です。

       しまだけんせつ

株式会社 嶋田建設

〒018‐2503 山本郡八峰町峰浜塙字豊後長根141-1

TEL.0185-76-2106 FAX.0185-76-3956
URL　　http://www.shirakami.or.jp/~sima-k/

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和40年
■資本金／　2,000万円　
■従業員数／　16人（男13人　女3人）
■年間休日数／　85日　　　
■休日休暇／　夏季休暇、年末年始休暇　　
■福利厚生／　雇用、健康、介護、厚生、労災
　　　　　　　　　　　　 退職金共済、財形
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、現場管理手当

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

総務部　　担当者　(氏名)田口　由美子
TEL.0185-76-2106
E-mail:sima-k@shirakami@or@jp

　当社は、一般土木工事業を主とする建設会社で、秋田県
　でのランクは『A級』です。
　土木工事を通して社会に貢献すると共に、品質・環境に
　最大限の配慮をし、次世代の為の豊かな生活環境づくりに
　取り組んでいます。
　建設業関係の資格取得を推奨しており、人材育成に力を
　入れています。

　・向上心を持って仕事に取り組む人。
　・職場でのコミュニケーションがとれる人。

　在学中の成績よりも、生活面とやる気を重視しています。
　業務に必要な資格については、費用の全額を会社負担
　しています。

　　
総務部　  Ｈ22年入社

田口　由美子
当社は、一般土木工事業を主とする建設会社で、公共工事を中心
に施工しております。社員一人一人の健康管理に重点をおき、健康
経営を目指しております。とても明るく元気な社内です。

       しまだけんせつ

株式会社 嶋田建設
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■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和40年
■資本金／　2,000万円　
■従業員数／　16人（男13人　女3人）
■年間休日数／　85日　　　
■休日休暇／　夏季休暇、年末年始休暇　　
■福利厚生／　雇用、健康、介護、厚生、労災
　　　　　　　　　　　　 退職金共済、財形
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、現場管理手当
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇
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　最大限の配慮をし、次世代の為の豊かな生活環境づくりに
　取り組んでいます。
　建設業関係の資格取得を推奨しており、人材育成に力を
　入れています。

　・向上心を持って仕事に取り組む人。
　・職場でのコミュニケーションがとれる人。

　在学中の成績よりも、生活面とやる気を重視しています。
　業務に必要な資格については、費用の全額を会社負担
　しています。

　　
総務部　  Ｈ22年入社

田口　由美子
当社は、一般土木工事業を主とする建設会社で、公共工事を中心
に施工しております。社員一人一人の健康管理に重点をおき、健康
経営を目指しております。とても明るく元気な社内です。

       しまだけんせつ

株式会社 嶋田建設

〒018‐2503 山本郡八峰町峰浜塙字豊後長根141-1

TEL.0185-76-2106 FAX.0185-76-3956
URL　　http://www.shirakami.or.jp/~sima-k/

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和40年
■資本金／　2,000万円　
■従業員数／　16人（男13人　女3人）
■年間休日数／　85日　　　
■休日休暇／　夏季休暇、年末年始休暇　　
■福利厚生／　雇用、健康、介護、厚生、労災
　　　　　　　　　　　　 退職金共済、財形
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、現場管理手当

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

総務部　　担当者　(氏名)田口　由美子
TEL.0185-76-2106
E-mail:sima-k@shirakami@or@jp

　当社は、一般土木工事業を主とする建設会社で、秋田県
　でのランクは『A級』です。
　土木工事を通して社会に貢献すると共に、品質・環境に
　最大限の配慮をし、次世代の為の豊かな生活環境づくりに
　取り組んでいます。
　建設業関係の資格取得を推奨しており、人材育成に力を
　入れています。

　・向上心を持って仕事に取り組む人。
　・職場でのコミュニケーションがとれる人。

　在学中の成績よりも、生活面とやる気を重視しています。
　業務に必要な資格については、費用の全額を会社負担
　しています。

　　
総務部　  Ｈ22年入社

田口　由美子
当社は、一般土木工事業を主とする建設会社で、公共工事を中心
に施工しております。社員一人一人の健康管理に重点をおき、健康
経営を目指しております。とても明るく元気な社内です。

       しまだけんせつ

株式会社 嶋田建設

〒018‐2503 山本郡八峰町峰浜塙字豊後長根141-1

TEL.0185-76-2106 FAX.0185-76-3956
URL　　http://www.shirakami.or.jp/~sima-k/

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和40年
■資本金／　2,000万円　
■従業員数／　16人（男13人　女3人）
■年間休日数／　85日　　　
■休日休暇／　夏季休暇、年末年始休暇　　
■福利厚生／　雇用、健康、介護、厚生、労災
　　　　　　　　　　　　 退職金共済、財形
■初任給(諸手当除く)／　高卒160,000円
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、現場管理手当

■会社の特徴

■求める人物像

■その他

総務部　　担当者　(氏名)田口　由美子
TEL.0185-76-2106
E-mail:sima-k@shirakami@or@jp



31 秀栄建設（株）

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

能
代
山
本

能代市

  総合建設業として、道路・河川・下水道・舗装・ほ場整備等の施工
実績を積み重ね、地域と共に発展する企業を目指します。ドローンや
ICT等、変化し続ける建設技術を学び、積極的に導入しています。

■求める人物像
健康+第一　であること
仲間を思いやり、互いに尊重し
　　「協力」して仕事ができる人

資格取得支援 資格試験、各種技能講習、受験料及び交通費等の支援

地方道路交付金工事
（改築）02-HF35-20

　作業員・重機オペレーター・施工管理と様々な仕事があります。資格を取得
することにより、自分が手掛ける範囲も広がり、やりがいのある仕事です。
現在、長年の経験を持つ人達が多い中、たくさんの知識を吸収できる環境
にあります。人々の暮らしに必要不可欠な建設の仕事を生涯の仕事として
考えている方、是非お待ちしています。

地方道路交付金工事

若い世代が頑張っています
（舗装補修）02-FI43-K4

平成25年入社　工事部

　普通高校卒業後右も左も分かりませんでしたが、先輩達に教えて
もらいながら仕事をし、今では測量業務を担当させてもらい責任の
ある仕事をしています。
　我社は社長をはじめアットホームな会社で若手も楽しく仕事をで
きると思います。
皆さんも一緒に働きましょう。

しゅうえいけんせつ

〒018-2804 能代市槐字西田面96番地1
TEL.0185-59-2336 FAX.0185-59-2337

■主な業種／　総合建設業（土木）　
■創立／　昭和４９年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　12億円
■従業員数／　36人（男　35人　女　1人）
■休日休暇／４週6休 GW,夏季,年末年始,有給休暇
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　雇用・健康・厚生・労災・退職金制度
■諸手当／　現場手当、各種作業に関わる手当
■初任給(諸手当除く)／　200,000円（高卒）

■会社の特徴

■その他

堀内　駿樹 二ツ井高校卒

総務部　佐藤
TEL.0185-59-2336 E-mail:syueikensetsu@h2.dion.ne.jp
インターンシップ・会社見学のお問合せは随時受付しています

  総合建設業として、道路・河川・下水道・舗装・ほ場整備等の施工
実績を積み重ね、地域と共に発展する企業を目指します。ドローンや
ICT等、変化し続ける建設技術を学び、積極的に導入しています。

■求める人物像
健康+第一　であること
仲間を思いやり、互いに尊重し
　　「協力」して仕事ができる人

資格取得支援 資格試験、各種技能講習、受験料及び交通費等の支援

地方道路交付金工事
（改築）02-HF35-20

　作業員・重機オペレーター・施工管理と様々な仕事があります。資格を取得
することにより、自分が手掛ける範囲も広がり、やりがいのある仕事です。
現在、長年の経験を持つ人達が多い中、たくさんの知識を吸収できる環境
にあります。人々の暮らしに必要不可欠な建設の仕事を生涯の仕事として
考えている方、是非お待ちしています。

地方道路交付金工事

若い世代が頑張っています
（舗装補修）02-FI43-K4

平成25年入社　工事部

　普通高校卒業後右も左も分かりませんでしたが、先輩達に教えて
もらいながら仕事をし、今では測量業務を担当させてもらい責任の
ある仕事をしています。
　我社は社長をはじめアットホームな会社で若手も楽しく仕事をで
きると思います。
皆さんも一緒に働きましょう。

しゅうえいけんせつ

〒018-2804 能代市槐字西田面96番地1
TEL.0185-59-2336 FAX.0185-59-2337

■主な業種／　総合建設業（土木）　
■創立／　昭和４９年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　12億円
■従業員数／　36人（男　35人　女　1人）
■休日休暇／４週6休 GW,夏季,年末年始,有給休暇
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　雇用・健康・厚生・労災・退職金制度
■諸手当／　現場手当、各種作業に関わる手当
■初任給(諸手当除く)／　200,000円（高卒）

■会社の特徴

■その他

堀内　駿樹 二ツ井高校卒

総務部　佐藤
TEL.0185-59-2336 E-mail:syueikensetsu@h2.dion.ne.jp
インターンシップ・会社見学のお問合せは随時受付しています

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇

  総合建設業として、道路・河川・下水道・舗装・ほ場整備等の施工
実績を積み重ね、地域と共に発展する企業を目指します。ドローンや
ICT等、変化し続ける建設技術を学び、積極的に導入しています。

■求める人物像
健康+第一　であること
仲間を思いやり、互いに尊重し
　　「協力」して仕事ができる人

資格取得支援 資格試験、各種技能講習、受験料及び交通費等の支援

地方道路交付金工事
（改築）02-HF35-20

　作業員・重機オペレーター・施工管理と様々な仕事があります。資格を取得
することにより、自分が手掛ける範囲も広がり、やりがいのある仕事です。
現在、長年の経験を持つ人達が多い中、たくさんの知識を吸収できる環境
にあります。人々の暮らしに必要不可欠な建設の仕事を生涯の仕事として
考えている方、是非お待ちしています。

地方道路交付金工事

若い世代が頑張っています
（舗装補修）02-FI43-K4

平成25年入社　工事部

　普通高校卒業後右も左も分かりませんでしたが、先輩達に教えて
もらいながら仕事をし、今では測量業務を担当させてもらい責任の
ある仕事をしています。
　我社は社長をはじめアットホームな会社で若手も楽しく仕事をで
きると思います。
皆さんも一緒に働きましょう。

しゅうえいけんせつ

〒018-2804 能代市槐字西田面96番地1
TEL.0185-59-2336 FAX.0185-59-2337

■主な業種／　総合建設業（土木）　
■創立／　昭和４９年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　12億円
■従業員数／　36人（男　35人　女　1人）
■休日休暇／４週6休 GW,夏季,年末年始,有給休暇
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　雇用・健康・厚生・労災・退職金制度
■諸手当／　現場手当、各種作業に関わる手当
■初任給(諸手当除く)／　200,000円（高卒）

■会社の特徴

■その他

堀内　駿樹 二ツ井高校卒

総務部　佐藤
TEL.0185-59-2336 E-mail:syueikensetsu@h2.dion.ne.jp
インターンシップ・会社見学のお問合せは随時受付しています

  総合建設業として、道路・河川・下水道・舗装・ほ場整備等の施工
実績を積み重ね、地域と共に発展する企業を目指します。ドローンや
ICT等、変化し続ける建設技術を学び、積極的に導入しています。

■求める人物像
健康+第一　であること
仲間を思いやり、互いに尊重し
　　「協力」して仕事ができる人

資格取得支援 資格試験、各種技能講習、受験料及び交通費等の支援

地方道路交付金工事
（改築）02-HF35-20

　作業員・重機オペレーター・施工管理と様々な仕事があります。資格を取得
することにより、自分が手掛ける範囲も広がり、やりがいのある仕事です。
現在、長年の経験を持つ人達が多い中、たくさんの知識を吸収できる環境
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■創立／　昭和４９年
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■会社の特徴
FEEL GRAND'S PULSATION
　　　～大地の鼓動を感じる～
昭和２２年創業以来、社名及び組織の変更し、現在まで
土木工事を主とし、能代山本で展開している企業です。
公共工事も多く受注しており、地域に貢献し、未来への
架け橋となる企業を目指し、日々努力しております。

■求める人物像
老齢化が進む建設業界においては、チャレンジ精神を
もった若い力を必要としています。
土木施工管理技士１級・２級、
玉掛け技能者、小型移動式クレーン、車両系建設機械など
色々な資格取得の支援もしています。

■その他
近年は女性が活躍できる建設業としても力を入れており、
技術者１名、オペレータ１名が活躍しております。

　工事部  令和元年5月入社 令和元年10月　玉掛け技能講習　　石井　夢咲 令和元年11月　締固め用機械特別講習

令和2年1月　職長・安全衛生責任者教育

令和2年1月　車両系建設機械技能講習

令和3年5月　中型自動車運転免許取得

　　未知の世界に入り、新しい発見にワクワクした一年目
　　やっと先輩方の邪魔にならなくなった二年目
　　未来への架け橋を一緒に創りませんか？

                すずきどけん

株式会社 鈴木土建

〒０１６－０８１５ 能代市御指南町１－４０

TEL.０１８５－５５－０３３４ FAX.０１８５－５５－１７４０
URL　　https://www.suzukidoken-co.com/

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和２２年
■資本金／　２．０００万円　
■売上高／　6億４億円
■従業員数／　３１人（男２９人　女３人）
■休日休暇／　４週６休（休日カレンダーのとおり）
■年間休日数／　９４日　　　
■福利厚生／　社会保険・厚生年金保険・雇用保険
　　　　　　　　　　 　　労災保険・退職金共済
■初任給(諸手当除く)／　高卒１９０，０００円

石井　夢咲

工事部　工事部長　佐藤　守
TEL.0185-55-0334
E-mail:calssdoken5@shirakami.or.jp

■会社の特徴
FEEL GRAND'S PULSATION
　　　～大地の鼓動を感じる～
昭和２２年創業以来、社名及び組織の変更し、現在まで
土木工事を主とし、能代山本で展開している企業です。
公共工事も多く受注しており、地域に貢献し、未来への
架け橋となる企業を目指し、日々努力しております。

■求める人物像
老齢化が進む建設業界においては、チャレンジ精神を
もった若い力を必要としています。
土木施工管理技士１級・２級、
玉掛け技能者、小型移動式クレーン、車両系建設機械など
色々な資格取得の支援もしています。

■その他
近年は女性が活躍できる建設業としても力を入れており、
技術者１名、オペレータ１名が活躍しております。

　工事部  令和元年5月入社 令和元年10月　玉掛け技能講習　　石井　夢咲 令和元年11月　締固め用機械特別講習

令和2年1月　職長・安全衛生責任者教育

令和2年1月　車両系建設機械技能講習

令和3年5月　中型自動車運転免許取得

　　未知の世界に入り、新しい発見にワクワクした一年目
　　やっと先輩方の邪魔にならなくなった二年目
　　未来への架け橋を一緒に創りませんか？

                すずきどけん
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〒０１６－０８１５ 能代市御指南町１－４０

TEL.０１８５－５５－０３３４ FAX.０１８５－５５－１７４０
URL　　https://www.suzukidoken-co.com/
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　　　　　　　　　　 　　労災保険・退職金共済
■初任給(諸手当除く)／　高卒１９０，０００円

石井　夢咲

工事部　工事部長　佐藤　守
TEL.0185-55-0334
E-mail:calssdoken5@shirakami.or.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春 〇
夏 〇
冬

■会社の特徴
FEEL GRAND'S PULSATION
　　　～大地の鼓動を感じる～
昭和２２年創業以来、社名及び組織の変更し、現在まで
土木工事を主とし、能代山本で展開している企業です。
公共工事も多く受注しており、地域に貢献し、未来への
架け橋となる企業を目指し、日々努力しております。

■求める人物像
老齢化が進む建設業界においては、チャレンジ精神を
もった若い力を必要としています。
土木施工管理技士１級・２級、
玉掛け技能者、小型移動式クレーン、車両系建設機械など
色々な資格取得の支援もしています。

■その他
近年は女性が活躍できる建設業としても力を入れており、
技術者１名、オペレータ１名が活躍しております。

　工事部  令和元年5月入社 令和元年10月　玉掛け技能講習　　石井　夢咲 令和元年11月　締固め用機械特別講習

令和2年1月　職長・安全衛生責任者教育

令和2年1月　車両系建設機械技能講習

令和3年5月　中型自動車運転免許取得

　　未知の世界に入り、新しい発見にワクワクした一年目
　　やっと先輩方の邪魔にならなくなった二年目
　　未来への架け橋を一緒に創りませんか？

                すずきどけん

株式会社 鈴木土建

〒０１６－０８１５ 能代市御指南町１－４０

TEL.０１８５－５５－０３３４ FAX.０１８５－５５－１７４０
URL　　https://www.suzukidoken-co.com/

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和２２年
■資本金／　２．０００万円　
■売上高／　6億４億円
■従業員数／　３１人（男２９人　女３人）
■休日休暇／　４週６休（休日カレンダーのとおり）
■年間休日数／　９４日　　　
■福利厚生／　社会保険・厚生年金保険・雇用保険
　　　　　　　　　　 　　労災保険・退職金共済
■初任給(諸手当除く)／　高卒１９０，０００円

石井　夢咲

工事部　工事部長　佐藤　守
TEL.0185-55-0334
E-mail:calssdoken5@shirakami.or.jp

■会社の特徴
FEEL GRAND'S PULSATION
　　　～大地の鼓動を感じる～
昭和２２年創業以来、社名及び組織の変更し、現在まで
土木工事を主とし、能代山本で展開している企業です。
公共工事も多く受注しており、地域に貢献し、未来への
架け橋となる企業を目指し、日々努力しております。

■求める人物像
老齢化が進む建設業界においては、チャレンジ精神を
もった若い力を必要としています。
土木施工管理技士１級・２級、
玉掛け技能者、小型移動式クレーン、車両系建設機械など
色々な資格取得の支援もしています。

■その他
近年は女性が活躍できる建設業としても力を入れており、
技術者１名、オペレータ１名が活躍しております。

　工事部  令和元年5月入社 令和元年10月　玉掛け技能講習　　石井　夢咲 令和元年11月　締固め用機械特別講習

令和2年1月　職長・安全衛生責任者教育

令和2年1月　車両系建設機械技能講習

令和3年5月　中型自動車運転免許取得

　　未知の世界に入り、新しい発見にワクワクした一年目
　　やっと先輩方の邪魔にならなくなった二年目
　　未来への架け橋を一緒に創りませんか？

                すずきどけん

株式会社 鈴木土建

〒０１６－０８１５ 能代市御指南町１－４０

TEL.０１８５－５５－０３３４ FAX.０１８５－５５－１７４０
URL　　https://www.suzukidoken-co.com/

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和２２年
■資本金／　２．０００万円　
■売上高／　6億４億円
■従業員数／　３１人（男２９人　女３人）
■休日休暇／　４週６休（休日カレンダーのとおり）
■年間休日数／　９４日　　　
■福利厚生／　社会保険・厚生年金保険・雇用保険
　　　　　　　　　　 　　労災保険・退職金共済
■初任給(諸手当除く)／　高卒１９０，０００円

石井　夢咲

工事部　工事部長　佐藤　守
TEL.0185-55-0334
E-mail:calssdoken5@shirakami.or.jp



33 田中建設（株）

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

能
代
山
本

三種町

■会社の特徴
当社の特徴は、何といっても従業員数です。
多くの従業員が集う理由として「働きやすさ」が魅力です。
そして、その人材を最大限に発揮するために数多くの
建設資機材を自社で保有しています。また、外国人技能実習生
の受け入れも積極的に取り組んでいます。
「多くの従業員」＋「多種多様な自社重機」＝『機動力』
この『機動力』を武器に、地元地域だけではなく、秋田市
や男鹿市など中央地区のお仕事のお手伝い（下請工事）
など幅広く展開しております。

■求める人物像
・何事も最後までやり遂げる人材
・互いに助け合い、ともに成長することを目指す人材
・ものづくりが好き、興味がある人材

■社訓

　　

　たなかけんせつ

田中建設 株式会社

〒０１８‐２１０４ 山本郡三種町鹿渡字千刈田１９４－３
TEL.0185-87-2237 FAX.0185-87-2427

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和５６年
■資本金／　２,０００万円　
■売上高／　２５億円
■従業員数／　１２０人（男　113人　女　7人）
■休日休暇／　当社年間休日カレンダーによる　　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　短大･高専卒210,000円　専門卒200,000円　高卒180,000円

能代管内交通安全対策工事

二ツ井地区道路改良工事

工事部　令和元年度入社

安藤　嵐威

現場は道路、河川、農地など多種

多様ですが、どれも人が安全安心

に生活するためには必要不可欠で

す。それに携われる事が建設業の

魅力と感じています。

工事部　令和元年度入社

安藤　翠陸

まだまだ知らない事、分からない事

が沢山ありますが、資格取得をして

重機の運転、操作など建設業でし

か体験できない経験は働く楽しさに

繋がっています。

最高への果敢なる挑戦　～為せば成る～

総務部　田村　敬子
TEL.0185-87-2237
E-mail:tanaken@tnk-cons.co.jp

■会社の特徴
当社の特徴は、何といっても従業員数です。
多くの従業員が集う理由として「働きやすさ」が魅力です。
そして、その人材を最大限に発揮するために数多くの
建設資機材を自社で保有しています。また、外国人技能実習生
の受け入れも積極的に取り組んでいます。
「多くの従業員」＋「多種多様な自社重機」＝『機動力』
この『機動力』を武器に、地元地域だけではなく、秋田市
や男鹿市など中央地区のお仕事のお手伝い（下請工事）
など幅広く展開しております。

■求める人物像
・何事も最後までやり遂げる人材
・互いに助け合い、ともに成長することを目指す人材
・ものづくりが好き、興味がある人材

■社訓

　　

　たなかけんせつ

田中建設 株式会社

〒０１８‐２１０４ 山本郡三種町鹿渡字千刈田１９４－３
TEL.0185-87-2237 FAX.0185-87-2427

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和５６年
■資本金／　２,０００万円　
■売上高／　２５億円
■従業員数／　１２０人（男　113人　女　7人）
■休日休暇／　当社年間休日カレンダーによる　　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　短大･高専卒210,000円　専門卒200,000円　高卒180,000円

能代管内交通安全対策工事

二ツ井地区道路改良工事

工事部　令和元年度入社

安藤　嵐威

現場は道路、河川、農地など多種

多様ですが、どれも人が安全安心

に生活するためには必要不可欠で

す。それに携われる事が建設業の

魅力と感じています。

工事部　令和元年度入社

安藤　翠陸

まだまだ知らない事、分からない事

が沢山ありますが、資格取得をして

重機の運転、操作など建設業でし

か体験できない経験は働く楽しさに

繋がっています。

最高への果敢なる挑戦　～為せば成る～

総務部　田村　敬子
TEL.0185-87-2237
E-mail:tanaken@tnk-cons.co.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇

■会社の特徴
当社の特徴は、何といっても従業員数です。
多くの従業員が集う理由として「働きやすさ」が魅力です。
そして、その人材を最大限に発揮するために数多くの
建設資機材を自社で保有しています。また、外国人技能実習生
の受け入れも積極的に取り組んでいます。
「多くの従業員」＋「多種多様な自社重機」＝『機動力』
この『機動力』を武器に、地元地域だけではなく、秋田市
や男鹿市など中央地区のお仕事のお手伝い（下請工事）
など幅広く展開しております。

■求める人物像
・何事も最後までやり遂げる人材
・互いに助け合い、ともに成長することを目指す人材
・ものづくりが好き、興味がある人材

■社訓

　　

　たなかけんせつ

田中建設 株式会社

〒０１８‐２１０４ 山本郡三種町鹿渡字千刈田１９４－３
TEL.0185-87-2237 FAX.0185-87-2427

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和５６年
■資本金／　２,０００万円　
■売上高／　２５億円
■従業員数／　１２０人（男　113人　女　7人）
■休日休暇／　当社年間休日カレンダーによる　　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　短大･高専卒210,000円　専門卒200,000円　高卒180,000円

能代管内交通安全対策工事

二ツ井地区道路改良工事

工事部　令和元年度入社

安藤　嵐威

現場は道路、河川、農地など多種

多様ですが、どれも人が安全安心

に生活するためには必要不可欠で

す。それに携われる事が建設業の

魅力と感じています。

工事部　令和元年度入社

安藤　翠陸

まだまだ知らない事、分からない事

が沢山ありますが、資格取得をして

重機の運転、操作など建設業でし

か体験できない経験は働く楽しさに

繋がっています。

最高への果敢なる挑戦　～為せば成る～

総務部　田村　敬子
TEL.0185-87-2237
E-mail:tanaken@tnk-cons.co.jp

■会社の特徴
当社の特徴は、何といっても従業員数です。
多くの従業員が集う理由として「働きやすさ」が魅力です。
そして、その人材を最大限に発揮するために数多くの
建設資機材を自社で保有しています。また、外国人技能実習生
の受け入れも積極的に取り組んでいます。
「多くの従業員」＋「多種多様な自社重機」＝『機動力』
この『機動力』を武器に、地元地域だけではなく、秋田市
や男鹿市など中央地区のお仕事のお手伝い（下請工事）
など幅広く展開しております。

■求める人物像
・何事も最後までやり遂げる人材
・互いに助け合い、ともに成長することを目指す人材
・ものづくりが好き、興味がある人材

■社訓

　　

　たなかけんせつ

田中建設 株式会社

〒０１８‐２１０４ 山本郡三種町鹿渡字千刈田１９４－３
TEL.0185-87-2237 FAX.0185-87-2427

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和５６年
■資本金／　２,０００万円　
■売上高／　２５億円
■従業員数／　１２０人（男　113人　女　7人）
■休日休暇／　当社年間休日カレンダーによる　　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　短大･高専卒210,000円　専門卒200,000円　高卒180,000円

能代管内交通安全対策工事

二ツ井地区道路改良工事

工事部　令和元年度入社

安藤　嵐威

現場は道路、河川、農地など多種

多様ですが、どれも人が安全安心

に生活するためには必要不可欠で

す。それに携われる事が建設業の

魅力と感じています。

工事部　令和元年度入社

安藤　翠陸

まだまだ知らない事、分からない事

が沢山ありますが、資格取得をして

重機の運転、操作など建設業でし

か体験できない経験は働く楽しさに

繋がっています。

最高への果敢なる挑戦　～為せば成る～

総務部　田村　敬子
TEL.0185-87-2237
E-mail:tanaken@tnk-cons.co.jp

■会社の特徴
当社の特徴は、何といっても従業員数です。
多くの従業員が集う理由として「働きやすさ」が魅力です。
そして、その人材を最大限に発揮するために数多くの
建設資機材を自社で保有しています。また、外国人技能実習生
の受け入れも積極的に取り組んでいます。
「多くの従業員」＋「多種多様な自社重機」＝『機動力』
この『機動力』を武器に、地元地域だけではなく、秋田市
や男鹿市など中央地区のお仕事のお手伝い（下請工事）
など幅広く展開しております。

■求める人物像
・何事も最後までやり遂げる人材
・互いに助け合い、ともに成長することを目指す人材
・ものづくりが好き、興味がある人材

■社訓

　　

　たなかけんせつ

田中建設 株式会社

〒０１８‐２１０４ 山本郡三種町鹿渡字千刈田１９４－３
TEL.0185-87-2237 FAX.0185-87-2427

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和５６年
■資本金／　２,０００万円　
■売上高／　２５億円
■従業員数／　１２０人（男　113人　女　7人）
■休日休暇／　当社年間休日カレンダーによる　　　
■年間休日数／　98日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒210,000円　短大･高専卒210,000円　専門卒200,000円　高卒180,000円

能代管内交通安全対策工事

二ツ井地区道路改良工事

工事部　令和元年度入社

安藤　嵐威

現場は道路、河川、農地など多種

多様ですが、どれも人が安全安心

に生活するためには必要不可欠で

す。それに携われる事が建設業の

魅力と感じています。

工事部　令和元年度入社

安藤　翠陸

まだまだ知らない事、分からない事

が沢山ありますが、資格取得をして

重機の運転、操作など建設業でし

か体験できない経験は働く楽しさに

繋がっています。

最高への果敢なる挑戦　～為せば成る～

総務部　田村　敬子
TEL.0185-87-2237
E-mail:tanaken@tnk-cons.co.jp

■会社の特徴
当社の特徴は、何といっても従業員数です。
多くの従業員が集う理由として「働きやすさ」が魅力です。
そして、その人材を最大限に発揮するために数多くの
建設資機材を自社で保有しています。また、外国人技能実習生
の受け入れも積極的に取り組んでいます。
「多くの従業員」＋「多種多様な自社重機」＝『機動力』
この『機動力』を武器に、地元地域だけではなく、秋田市
や男鹿市など中央地区のお仕事のお手伝い（下請工事）
など幅広く展開しております。

■求める人物像
・何事も最後までやり遂げる人材
・互いに助け合い、ともに成長することを目指す人材
・ものづくりが好き、興味がある人材

■社訓

　　

　たなかけんせつ

田中建設 株式会社

〒０１８‐２１０４ 山本郡三種町鹿渡字千刈田１９４－３
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県単道路補修工事
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『 つかしょうism（イズム）』を継承し、私たちと一緒に新たな

“みち”を造り、地域を支える仕事をしてみませんか？

・ 自分で考え行動を起こせる方！

・ 自分から積極的にコミュニケーションを図れる方！

・ 何事もチャンスと捉えることのできる方！

株式会社塚本商会では、従業員は会社の宝・財産だと考えて

います。だからこそ、何事にも前向きに挑戦できる人財となっ

てくれる人を求めています。

株式会社塚本商会は、長年『つかしょう』の愛称で地元の
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オレンジの

つなぎ服が
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の仕事です。そんな自分たちの仕事をぜひ見学に来て、進路の選択に入れてください。
建設系の勉強をした人も、そうでない人も、現場にはワクワクすることが沢山あります。
明るく愉快な先輩たちとワクワクを体験してください。お待ちしています！

        つかもとしょうかい

　　株式会社　塚本商会

〒016-0171 能代市河戸川字谷地143
TEL.0185-52-5226 FAX.0185-54-3065
URL　　http://www.tsukashou.com

■主な業種／　総合建設業（土木）　
■創立／　大正12年（1923年）創業
■資本金／　2000万円　
■売上高／　7億円
■従業員数／　42人（男　40　人　女　2　人）
■休日休暇／　1年単位変形労働時間制　　　
■年間休日数／　105日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　残業手当、休日出勤手当　等
■初任給(諸手当除く)／大卒240,000円　短大･高専卒220,000円　専門卒200,000円　高卒180,000円

当社では平成9年から繁忙期（11月・12月・3月）以外の月

は、週休二日（土日休日）となっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

祝日も基本的に休みです。

この道のかなたに　また　新たな道を・・・

より確かな≪技術≫と≪品質≫と≪安全性≫を求めて・・・

県単道路補修工事

能代国道維持補修工事

『 つかしょうism（イズム）』を継承し、私たちと一緒に新たな

“みち”を造り、地域を支える仕事をしてみませんか？

・ 自分で考え行動を起こせる方！

・ 自分から積極的にコミュニケーションを図れる方！

・ 何事もチャンスと捉えることのできる方！

株式会社塚本商会では、従業員は会社の宝・財産だと考えて

います。だからこそ、何事にも前向きに挑戦できる人財となっ

てくれる人を求めています。

株式会社塚本商会は、長年『つかしょう』の愛称で地元の

方々に愛され親しまれています。

オレンジの

つなぎ服が

塚本商会の

トレードマーク！

～　NEW　WAY　OVER　THIS　ONE　～

総務部　総務部長　戸松陽悦
TEL.0185-52-5226
E-mail:tomatu-ts@tsukashou.co.jp

能代市　Y様邸

塚本商会はもうすぐ100歳！　（創業98年目）
舗装工事をメインに営業している会社です。
【町の舗装屋さん】として、公共工事をはじめ
住宅の通路や駐車場などの舗装をしています。

【一般土木工事】
国道7号線、秋田道の維持補修を行っています。

工務部　工務課　H27年入社　（能代工業高校　都市工学科卒）

現在は、主に舗装工事の現場を担当しています。
自分の担当した道路を、いつでも車で走れるのが舗装工事の面白いところだと思っています。
『綺麗になったね』『ありがとね』と声を掛けられることもあり、やりがいを感じます。
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇



35 成田建設（株）

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

能
代
山
本

能代市

　　

　　なりたけんせつ

成田建設 株式会社
      創る環境まごころこめて－創造

〒０１６－０８６４ 能代市字鳥小屋 ５番地２
TEL.０１８５－８８－８６０１ FAX.０１８５－８８－８６０３
URL　　http://www.narita-const.co.jp

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和40年
■資本金／　２,０００万円　
■売上高／　２２億円(令和３年6月期決算)
■従業員数／　４５人（男４０人　女５人）
■休日休暇／　会社年間カレンダーによる
■年間休日数／100日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給／　大卒225,625円　短大･高専卒204,140円　専門卒204,140円　高卒1６5,000～１７５、０００円

建築部:平成３０年４月入社 　　　　　土木部:平成３０年４月入社

■会社の特徴

総合建設業(土木、建築、舗装、住宅事業、１級建築士事務所、

不動産業)として創業５６年目となります。能代市に本社、三種

町に本店を置き、秋田県内、能代山本地域を中心とし土地の

造成・道路の新設及び改築・河川改修などの一般土木工事や

公共施設・民間企業様新築・改築・一般住宅などの建築工事

を通して、長年社会に貢献すると共に、ますます成長し続けてい

る企業です。

■求める人物像

わが社は、建設業の未来を担う、郷土と共に創造する人材を求

めています。各種現場で基礎から幅広く知識を習得して頂き、

ゆくゆくは土木や建築管理技術者などの国家資格取得を目指

して頂きます。将来的に、社の中核を担う存在になって頂きたい

と考えております。共に地域を創り上げましょう。

■その他

<社　是>  安　全　　協　調　　刷　新

<経営理念> 顧客に喜ばれる品質を提供し、コストを追求

　　　　　　　　　　　　し社員と社会に貢献する。　

地元で働こう!!

(１)土木技術者

(２)建築技術者 

(３)重機オペ・作業員

※職場見学随時開催中

八竜風力発電所建設工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

覚えることがたく
さんあり大変で
すが、出来るよう
になると仕事が
楽しくもっとやり
たくなります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

優しい先輩ばかり
で、辛い仕事も楽
しくできます。この
地域で一緒にがん
ばって行きましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　

総務部　(役職)総務部長 (氏名)佐藤 守
TEL.０１８５－８５－２４０１
E-mail: m-sato@narita-const.co.jp
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総務部　(役職)総務部長 (氏名)佐藤 守
TEL.０１８５－８５－２４０１
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地元で働こう!!
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※職場見学随時開催中
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36（有）南建設工業

企　業　デ　ー　タ

企　業　ア　ピ　ー　ル　ポ　イ　ン　ト

生徒･学生の皆さんへのメッセージ

問い合わせ先

能
代
山
本

能代市

■会社の特徴

■求める人物像

■皆さんへ
建設業に悪いイメージを思っていませんか？
夏はあつい　冬は寒いその通りです。しかし外仕事
を頑張っている人たち我々がいて地域が守られています。
皆さん　一緒に自分の住む町を守ってみませんか

　　
　　工事部  平成31年入社

　　　　　　　　　　　　　 みなみけんせつこうぎょう

有限会社 南建設工業

〒016-0179 能代市浅内字黒岡5番地
TEL.0185-2318 FAX.0185-54-2376
メールアドレス：minami1@shirakami.or.jp

■主な業種／　建設業（舗装工事など色々です）
■創立／　平成8年　5月
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　約10億円
■従業員数／　36人　男性33人　女性3人
■休日休暇／　5月連休・夏季休暇・冬季休暇など　
■年間休日数／　85日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、精勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒200,000円　高卒170,000～185，000円

当社は一般土木工事（道路・下水道・田んぼ）等と
商業施設、住宅の造成などの工事を行っています。
特に道路や駐車場の舗装工事は得意分野です。
悪くなった（傷んだ）道路を直し、皆さんが
生活しやすいように地域を守っています。

仕事をしたい方であれば大歓迎です！
皆さん性格・人物　人それぞれです。
私たち南建設工業は　個の人格を認め成長を
手助けできればなぁーと思います。
そして一緒に成長しましょう！

能代工業高校卒

高校で学んだ事を生かしたいと思い南建設工業に入社しました。

皆さん普段何気なく通っている道路やお店の駐車場など　私は今作っています。

入社する前は気付かなかったけど　私の仕事は生活するために本当に欠かせない

仕事なのだと思っています。そして今とてもやりがいを感じ仕事をしています。

佐藤　美羽

研修旅行（大阪です）

道路を作っています

タイヤローラー　転圧中

工事部　人事担当　専務取締役　金谷　太陽（どんどん連絡下さい。）
TEL.0185-54-2318
E-mail:minami-kaneya@shirakami.or.jp
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 1
Ｒ２ 1
Ｒ１ 1

インターン
シップ
受入

春
夏
冬


