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■会社の特徴
　　秋田県における格付けがＡ級の建設会社で、
　　公共土木工事の施工、解体工事を中心に受注しています。
　　現場をコーディネートし、人や機械、材料などを手配して
　　監督として仕事を進める　【技術者】、
　　実際に現場で作業をし、道具や機械を駆使して仕事を
　　こなす職人　【技能者】。　どちらにもなれます！
　　若手社員の望む将来を見据えた成長サポート体制が
　　充実している会社です！

■　最近力を入れていることは・・
　　当社では作業に必要な資格取得に力を入れており
　　重機オペレータの研修も行っています。

汚泥運搬車（強力吸引車）
　　また、「超高圧水によるアスベスト除去工事」の

　超高圧水によるアスベスト除去工事で大活躍
　　施工実績が着実に増えています。（左記写真の車）

　　
　　土木事業部　  2020年入社 湯沢翔北高校卒

　私が働いている小野建設では、土木の他に建築・解体などをやっております。
この仕事の良いところは、地図に載る仕事だという事です。また、地図に載る事
以外にも、地域の活性化につながったりします。仕事を通して技術面だけでなく
精神面も鍛える事ができます。ぜひ見学にいらして下さい。

　　　  おのけんせつ

株式会社 小野建設

〒012‐1102 雄勝郡羽後町新町字最上山7-1
TEL.0183-62-0127 FAX.0183-62-0128
URL　　http://www.a-onoken.com/

■主な業種／　総合建設業（土木・建築・解体）
■創立／　昭和34年
■資本金／　2,000万円　
■売上高／　9億円（前年実績）
■従業員数／　47人（男　　41人　女　　6人）
■休日休暇／　4週7休　　　
■年間休日数／　96日　　　
■福利厚生／　育児・介護休業制度　など
■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒195,000円　短大･高専卒185,000円　専門卒170,000円　高卒150,000円

二万石橋 橋梁補修（羽後町西馬音内）

真田　侑輝

こっちゃけ 　 会社ホームページ 　

■　地域との関わりを大切に

　　生活の基幹となる橋や道路のほか、

　　公共施設の工事にも多く携わります。

　　町や住民との協力を大切にし、

　　地域貢献活動にも力を入れています。

総務・経理部　（人事担当）　・　高山
TEL.0183-62-0127
E-mail:  onoken00@cello.ocn.ne.jp
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こっちゃけ 　 会社ホームページ 　

■　地域との関わりを大切に

　　生活の基幹となる橋や道路のほか、

　　公共施設の工事にも多く携わります。

　　町や住民との協力を大切にし、

　　地域貢献活動にも力を入れています。

総務・経理部　（人事担当）　・　高山
TEL.0183-62-0127
E-mail:  onoken00@cello.ocn.ne.jp

■会社の特徴
　　秋田県における格付けがＡ級の建設会社で、
　　公共土木工事の施工、解体工事を中心に受注しています。
　　現場をコーディネートし、人や機械、材料などを手配して
　　監督として仕事を進める　【技術者】、
　　実際に現場で作業をし、道具や機械を駆使して仕事を
　　こなす職人　【技能者】。　どちらにもなれます！
　　若手社員の望む将来を見据えた成長サポート体制が
　　充実している会社です！

■　最近力を入れていることは・・
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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

雄  

勝

羽後町

■会社の特徴
　工事品質を図るためISOを認証取得（9001：品質・14001：環境）
　いち早い電子化OA化への対応
　若手とベテランとの信頼と結束力で更なる業績アップに挑戦中

■求める人物像
　野外での活動が多いため体を動かすのが好きな方
　普通運転免許取得の方（通勤用）※現場には社員用車両で移動します
　パソコン等の電子機器が得意な方（Excel、Wordを主に使用）
　資格取得に積極的な方（小型、中型、大型重機や土木建築技術者etc）
　ドローンやICTを活用しているため情報処理や通信技術に興味がある方

■その他
　主な受注先は国土交通省、東北農政局、秋田県市町村（県南地区）
　業務上必要な資格を取得する場合は、取得費用を会社で負担します
　基本的に各部門ごとに業務します（繁忙期の際、他の部門の手伝いをする場合があります）

■工事実績
　２０１６年度～２０２１年度連続工事優秀企業認定(国土交通)
　令和３年度　国土交通行政功労者優良工事事務局長表彰(雄物川上流大森地区災害復旧工事)
　第42回秋田県優良工事表彰(深堀地区　基幹水利施設ストックマネジメント工事　04602-K02)

　　
土木部　  平成29年入社

羽後高校卒

                           　さとうけんせつ

株式会社 佐藤建設

〒012-1121 雄勝郡羽後町大久保字柏原96－9

TEL.0183-62-0131 FAX.0183-62-0132

■主な業種／　土木一式、建築一式、廃棄物収集及運搬

■創立／　昭和31年
■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　１１億円
■従業員数／　３３人（男３０人　女３人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　１１４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)／　高卒170,000円

尾久　翔平

　建設業は、きついと思われることが多いと思いますが、自分が携わった工事で完
成した施設が多くの方に利用してもらい、地域の方にも「ありがとう」と言っていた
だけることが多く、 社会と多くの方々に役に立っている実感が得られる仕事だと思
います。

雄物川上流大森地区災害復旧工事

深堀地区　

基幹水利施設ストックマネジメント工事
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代表取締役　佐藤清次
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TEL.0183-62-0131 FAX.0183-62-0132

■主な業種／　土木一式、建築一式、廃棄物収集及運搬

■創立／　昭和31年
■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　１１億円
■従業員数／　３３人（男３０人　女３人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　１１４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)／　高卒170,000円

尾久　翔平

　建設業は、きついと思われることが多いと思いますが、自分が携わった工事で完
成した施設が多くの方に利用してもらい、地域の方にも「ありがとう」と言っていた
だけることが多く、 社会と多くの方々に役に立っている実感が得られる仕事だと思
います。

雄物川上流大森地区災害復旧工事

深堀地区　

基幹水利施設ストックマネジメント工事

総務部
代表取締役　佐藤清次
TEL.0183-62-0131　　E-mail:info@kksato.jp

■会社の特徴
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　いち早い電子化OA化への対応
　若手とベテランとの信頼と結束力で更なる業績アップに挑戦中
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　野外での活動が多いため体を動かすのが好きな方
　普通運転免許取得の方（通勤用）※現場には社員用車両で移動します
　パソコン等の電子機器が得意な方（Excel、Wordを主に使用）
　資格取得に積極的な方（小型、中型、大型重機や土木建築技術者etc）
　ドローンやICTを活用しているため情報処理や通信技術に興味がある方

■その他
　主な受注先は国土交通省、東北農政局、秋田県市町村（県南地区）
　業務上必要な資格を取得する場合は、取得費用を会社で負担します
　基本的に各部門ごとに業務します（繁忙期の際、他の部門の手伝いをする場合があります）

■工事実績
　２０１６年度～２０２１年度連続工事優秀企業認定(国土交通)
　令和３年度　国土交通行政功労者優良工事事務局長表彰(雄物川上流大森地区災害復旧工事)
　第42回秋田県優良工事表彰(深堀地区　基幹水利施設ストックマネジメント工事　04602-K02)
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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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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

雄  

勝

羽後町

■会社の特徴
明治元年創業の建設会社です。住みよい街づくりの為、土木、舗装、建築の工事を行い地域社会に貢献することを
目指しています。３０代の若い社長と共に、「安全かつ確かな技術力」で「信頼される品質」を日々探求しています。

■求める人物像
建設現場では社員だけでなく多くの協力業者と共に完成を目指します
ので、お互いに協力し理解し合える人材を求めています。

■働きやすい職場環境づくりへ
・土日祝祭日休みの完全週休二日制。夏期・年末年始休暇もあり、
　プライベートの時間を充実させることができます。
・育児休暇取得実績あり。結婚休暇、忌引休暇、出産休暇（本人・
　配偶者が出産する時）などの特別休暇を設けています。

　　

　　　　　　　 　  しばたぐみ

   株式会社　

〒０１２-１１２６ 雄勝郡羽後町杉宮字東腰廻６３
TEL.０１８３-６２-２１２４ FAX.０１８３-６２-３３１７

■主な業種／　総合建設業　石油製品販売業　
■創立／　明治元年
■資本金／　２,１００万円　
■売上高／　１０億円
■従業員数／　５３人（男４８人　女５人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　１２２日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、家族手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒１７０,０００円　短大･高専卒１６５,０００円　高卒１６０,０００円

・社員旅行が年１回あります。

工務部　Ｈ２８入社

子どものころから働く車が大好きで、よく玩具のバックホウで遊んでいました。

職場も迷わず地元のトップ企業であるこの会社を選び、今では本物の働く車に乗っています。

自己負担一切なしで、国家資格や各種免許も取得できましたし、自分次第で能力を向上させて、

経歴を高めることが可能な職場です。

皆さん、一度見学に来てみませんか？きっとこの業種の楽しさを発見できると思います。

藤原　竜馬 羽後高校卒

現場パトロールの様子　

県道大曲大森羽後線工事

社員旅行（東京）

・資格取得費用の全額補助

・インフルエンザ予防接費用全額補助

・健康診断の検査項目の拡充

（胃がん、大腸がん、前立腺がん検診　等）

・有給休暇の時間単位取得　

総務部　主任　　近野　洋子
TEL.０１８３－６２－２１２４
E-mail:konno@shibatagumi.jp
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目指しています。３０代の若い社長と共に、「安全かつ確かな技術力」で「信頼される品質」を日々探求しています。

■求める人物像
建設現場では社員だけでなく多くの協力業者と共に完成を目指します
ので、お互いに協力し理解し合える人材を求めています。

■働きやすい職場環境づくりへ
・土日祝祭日休みの完全週休二日制。夏期・年末年始休暇もあり、
　プライベートの時間を充実させることができます。
・育児休暇取得実績あり。結婚休暇、忌引休暇、出産休暇（本人・
　配偶者が出産する時）などの特別休暇を設けています。
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
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Ｒ１

インターン
シップ
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冬 〇 〇 〇 〇

■会社の特徴
明治元年創業の建設会社です。住みよい街づくりの為、土木、舗装、建築の工事を行い地域社会に貢献することを
目指しています。３０代の若い社長と共に、「安全かつ確かな技術力」で「信頼される品質」を日々探求しています。

■求める人物像
建設現場では社員だけでなく多くの協力業者と共に完成を目指します
ので、お互いに協力し理解し合える人材を求めています。

■働きやすい職場環境づくりへ
・土日祝祭日休みの完全週休二日制。夏期・年末年始休暇もあり、
　プライベートの時間を充実させることができます。
・育児休暇取得実績あり。結婚休暇、忌引休暇、出産休暇（本人・
　配偶者が出産する時）などの特別休暇を設けています。

　　

　　　　　　　 　  しばたぐみ

   株式会社　

〒０１２-１１２６ 雄勝郡羽後町杉宮字東腰廻６３
TEL.０１８３-６２-２１２４ FAX.０１８３-６２-３３１７

■主な業種／　総合建設業　石油製品販売業　
■創立／　明治元年
■資本金／　２,１００万円　
■売上高／　１０億円
■従業員数／　５３人（男４８人　女５人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　１２２日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、家族手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒１７０,０００円　短大･高専卒１６５,０００円　高卒１６０,０００円

・社員旅行が年１回あります。

工務部　Ｈ２８入社

子どものころから働く車が大好きで、よく玩具のバックホウで遊んでいました。

職場も迷わず地元のトップ企業であるこの会社を選び、今では本物の働く車に乗っています。

自己負担一切なしで、国家資格や各種免許も取得できましたし、自分次第で能力を向上させて、

経歴を高めることが可能な職場です。

皆さん、一度見学に来てみませんか？きっとこの業種の楽しさを発見できると思います。

藤原　竜馬 羽後高校卒

現場パトロールの様子　

県道大曲大森羽後線工事

社員旅行（東京）

・資格取得費用の全額補助

・インフルエンザ予防接費用全額補助

・健康診断の検査項目の拡充

（胃がん、大腸がん、前立腺がん検診　等）

・有給休暇の時間単位取得　

総務部　主任　　近野　洋子
TEL.０１８３－６２－２１２４
E-mail:konno@shibatagumi.jp

■会社の特徴
明治元年創業の建設会社です。住みよい街づくりの為、土木、舗装、建築の工事を行い地域社会に貢献することを
目指しています。３０代の若い社長と共に、「安全かつ確かな技術力」で「信頼される品質」を日々探求しています。

■求める人物像
建設現場では社員だけでなく多くの協力業者と共に完成を目指します
ので、お互いに協力し理解し合える人材を求めています。

■働きやすい職場環境づくりへ
・土日祝祭日休みの完全週休二日制。夏期・年末年始休暇もあり、
　プライベートの時間を充実させることができます。
・育児休暇取得実績あり。結婚休暇、忌引休暇、出産休暇（本人・
　配偶者が出産する時）などの特別休暇を設けています。

　　

　　　　　　　 　  しばたぐみ

   株式会社　

〒０１２-１１２６ 雄勝郡羽後町杉宮字東腰廻６３
TEL.０１８３-６２-２１２４ FAX.０１８３-６２-３３１７

■主な業種／　総合建設業　石油製品販売業　
■創立／　明治元年
■資本金／　２,１００万円　
■売上高／　１０億円
■従業員数／　５３人（男４８人　女５人）
■休日休暇／　完全週休二日制　　　
■年間休日数／　１２２日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、家族手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒１７０,０００円　短大･高専卒１６５,０００円　高卒１６０,０００円

・社員旅行が年１回あります。

工務部　Ｈ２８入社

子どものころから働く車が大好きで、よく玩具のバックホウで遊んでいました。

職場も迷わず地元のトップ企業であるこの会社を選び、今では本物の働く車に乗っています。

自己負担一切なしで、国家資格や各種免許も取得できましたし、自分次第で能力を向上させて、

経歴を高めることが可能な職場です。

皆さん、一度見学に来てみませんか？きっとこの業種の楽しさを発見できると思います。

藤原　竜馬 羽後高校卒

現場パトロールの様子　

県道大曲大森羽後線工事

社員旅行（東京）

・資格取得費用の全額補助

・インフルエンザ予防接費用全額補助

・健康診断の検査項目の拡充

（胃がん、大腸がん、前立腺がん検診　等）

・有給休暇の時間単位取得　

総務部　主任　　近野　洋子
TEL.０１８３－６２－２１２４
E-mail:konno@shibatagumi.jp



122（株）菅組

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

雄  

勝

湯沢市

■会社の特徴
　　　　　　　道路構造物のメンテナンス、農業水路など将来的に必要となる分野や除雪に特化した戦略で安定した
  　　　　実績をあげています。
　　　　　　　工事では国土交通省東北地方整備局より２年連続で工事成績優秀企業の認定を受け、除雪では
　　　　　雄勝地域振興局より昨年の豪雪対応に尽力した実績に対して感謝状を頂きました。
■求める人物像等
　　　　　　　土木の仕事に関心のある人
　　　　　　　円滑なコミュニケーションが図れる人
■充実した福利厚生
　　　　　　　各種資格取得時は会社でバックアップします
　　　 （費用会社負担、就業時間内の資格取得可能） 　 会社のモットー 
　　　　　　　社内表彰・報奨金制度多数有り

　　　　　　湯沢地区構造物補修工事 　　　　農業水路整備工事 冬季間閉鎖された道路の除雪

　　　　（東北地方整備局長表彰受賞）

　　
織田直希　（平成26年入社）

メンター制度により

仕事は大変だけど、 歳の近い先輩が

先輩や仲間と一緒だから しっかりと教えてくれます。

やりがいがあります。

自分の手でできることも増え、

挑戦しがいのある仕事だと  指導担当の先輩と

感じています！  令和３年度新入社員の２人

　　　　　　　　　　　　　　　　すがぐみ
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〒019-0205 湯沢市小野字東古戸１９－４
TEL.0183-52-2188 FAX.0183-52-4482
URL　　http://sugagumi.co.jp
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■初任給(諸手当除く)／　大卒186,000円　短大・高専175,000円　高卒１６５，０００円

自ら考え
仕事を楽しむ

管理部総務課長　佐々木啓志
TEL.0183-52-2188
E-mail:sugag003@io.ocn.ne.jp
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３ 2
Ｒ２ 1
Ｒ１

インターン
シップ
受入

春
夏 〇 〇 〇 〇
冬 〇 〇 〇 〇



123 （株）高嶋組

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

雄  

勝

湯沢市

■会社の特徴
　昭和２１年に創立して７０年以上にわたり、地域密着で民間工事、
公共工事を手がけてきました。現在は、湯沢・雄勝地域を通る国道
や高速道路の維持・管理を請け負うなど、国の仕事にも携わってい
ます。私たちの仕事は、地域の安全・安心のため、人のために無くて
はならないもの。そして、携わった仕事が後世まで形として残る大変
やりがいのある仕事です。人々の生活基盤を守り、地域社会の繁栄
と発展に貢献する仕事に誇りを持って取り組んでいます。

■求める人物像
　何事にも前向きに、積極的にチャレンジを！
　「人や社会のために貢献する仕事がしたい」「ものづくりに携わり
たい」「スケールの大きな仕事がしたい」「ＩＣＴに興味がある」など、
やる気・熱意のある人材を私たちは待っています。
やる気・熱意に会社は全力でサポートします。

■インターンシップ
　職場見学・現場見学は随時行っています。

■最近の募集状況
　施工管理技術者・技術者見習い・土木作業員・重機オペレーター
＊就職支援サイト「（株）マイナビ」登録

　　
工務部　工事課　２０１７年入社　　雄勝高校卒

　私は高校在学中に建設業主催の実技講習会に参加し、小型車輛系建設
機械特別教育修了証を取得しました。以前から建設業に興味があり弊社
に入社させていただきました。先輩の重機作業を見習いながら「いずれは
自分も」という思いで、車輛系建設機械技能講習や大型・大型特殊自動車
の免許を取得し、簡易な重機作業や除雪オペレーターを行っています。
　現在はため池整備工事で奮闘中です。弊社や建設業に興味のある方は、
職場見学・現場見学に来て下さい。

　　　　　たかしまぐみ

　　　　　　株式会社 高嶋組

〒０１９‐０２０３ 湯沢市寺沢字中川原２番地１
TEL.018３－５２－２１４７ FAX.018３-５２-４４８８
URL　　http://www.takashimagumi.com

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和２１年
■資本金／　２０００万円　
■売上高／　１６．３億円
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■会社の特徴 ■令和3年スローガン

国交省、農水省、秋田県等発注の公共事業が90%以上です。高 ■求める人物像
規格道路、河川治水工事などを主に施工しています。公共工事が ・チームで協力することが出来る
主なので安定した経営で機動力を活かし誠実と効率で地域貢献 ・自ら考え、周りに伝えることが出来る
しています。 ・協調性がある
その他『小町祭り』、『雄勝大花火大会』、『横堀仮装盆踊り大会』 ・ルールやフローに沿って正確に仕事を
『雄勝の雪まつり』等地域の伝統イベントにも協力しています。 　進めることができる
関連会社には、こまち運建(建設業運搬、土木工事)仙秋プラザ給 ・明るく元気で向上心がある
油所(ガソリンスタンド)があります。 ※１つでも当てはまる方は是非ご応募下さい

■施工実績(令和2年度実績の一部)

　　

    たかしゅうこうぎょう  

株式会社 高修興業

〒019‐0205 湯沢市小野字小町100番地
TEL.0183-52-2191 FAX.0183-52-2193
URL　　http://takasyu.co.jp
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■年間休日数／　年間106日　　　
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■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒200,000円　高卒161,000円(年齢、経験等考慮の上で検討)

雄物川上流強首・寺館地区
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平成28年４月入社

工務部

工務主任

羽後高校卒

Ａ．先輩たちはとても優しく、何もわからない自分にも1つ1つ丁寧に仕事の内容や、やり方を教えてくれました。そんな

先輩たちのおかげで自分はここまで成長することができました。なのでこれから、建設業界に入社したいなと考えてい

る方がいましたら是非（株）高修興業へ！！

Ｑ３．将来の夢と高校生へのメッセージをお願いします。

Ｑ１．入社のきっかけ、現在の仕事内容は？
Ａ．地元で安定した、地域貢献できる建設関連の会社を受験してみようと思いました。経営理念や受注している公共工事

について詳しい話を聞き決めました。現在は公共工事の高速道路や国道などの建設に従事しています。また、書類や図面

作成、測量・現場での作業指示を行っております。

Ｑ２．仕事のやりがいを感じるときは？
Ａ．建設業は、土木と建築に分かれています。当社は、土木を主としていますが、土木と建築のどちらをとっても共通する

ことは、国民の生活にかかわるインフラで、後世に残るものを作る仕事に携われていることを誇りに感じています。

『ホームページ』 『インスタグラム』
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Ｑ３．将来の夢と高校生へのメッセージをお願いします。

Ｑ１．入社のきっかけ、現在の仕事内容は？
Ａ．地元で安定した、地域貢献できる建設関連の会社を受験してみようと思いました。経営理念や受注している公共工事

について詳しい話を聞き決めました。現在は公共工事の高速道路や国道などの建設に従事しています。また、書類や図面

作成、測量・現場での作業指示を行っております。

Ｑ２．仕事のやりがいを感じるときは？
Ａ．建設業は、土木と建築に分かれています。当社は、土木を主としていますが、土木と建築のどちらをとっても共通する

ことは、国民の生活にかかわるインフラで、後世に残るものを作る仕事に携われていることを誇りに感じています。

『ホームページ』 『インスタグラム』

総務部　　総務部長　　高橋　隆
TEL.0183-52-2191
E-mail:mamo@takasyu.co.jp

■会社の特徴 ■令和3年スローガン

国交省、農水省、秋田県等発注の公共事業が90%以上です。高 ■求める人物像
規格道路、河川治水工事などを主に施工しています。公共工事が ・チームで協力することが出来る
主なので安定した経営で機動力を活かし誠実と効率で地域貢献 ・自ら考え、周りに伝えることが出来る
しています。 ・協調性がある
その他『小町祭り』、『雄勝大花火大会』、『横堀仮装盆踊り大会』 ・ルールやフローに沿って正確に仕事を
『雄勝の雪まつり』等地域の伝統イベントにも協力しています。 　進めることができる
関連会社には、こまち運建(建設業運搬、土木工事)仙秋プラザ給 ・明るく元気で向上心がある
油所(ガソリンスタンド)があります。 ※１つでも当てはまる方は是非ご応募下さい

■施工実績(令和2年度実績の一部)

　　

    たかしゅうこうぎょう  

株式会社 高修興業

〒019‐0205 湯沢市小野字小町100番地
TEL.0183-52-2191 FAX.0183-52-2193
URL　　http://takasyu.co.jp

■主な業種／　総合土木業
■創立／　昭和46年
■資本金／　2100万円
■売上高／　14.5億円
■従業員数／　45人（男41人　女4人）
■休日休暇／　週休二日制(年5日程土曜出社)　　　
■年間休日数／　年間106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200,000円　高卒161,000円(年齢、経験等考慮の上で検討)

雄物川上流強首・寺館地区
築堤護岸工事 横手地区歩道工事 横手十文字地区舗装工事 小白岩地区道路改良工事
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■売上高／　14.5億円
■従業員数／　45人（男41人　女4人）
■休日休暇／　週休二日制(年5日程土曜出社)　　　
■年間休日数／　年間106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200,000円　高卒161,000円(年齢、経験等考慮の上で検討)

雄物川上流強首・寺館地区
築堤護岸工事 横手地区歩道工事 横手十文字地区舗装工事 小白岩地区道路改良工事

平成28年４月入社

工務部

工務主任

羽後高校卒

Ａ．先輩たちはとても優しく、何もわからない自分にも1つ1つ丁寧に仕事の内容や、やり方を教えてくれました。そんな

先輩たちのおかげで自分はここまで成長することができました。なのでこれから、建設業界に入社したいなと考えてい

る方がいましたら是非（株）高修興業へ！！

Ｑ３．将来の夢と高校生へのメッセージをお願いします。

Ｑ１．入社のきっかけ、現在の仕事内容は？
Ａ．地元で安定した、地域貢献できる建設関連の会社を受験してみようと思いました。経営理念や受注している公共工事

について詳しい話を聞き決めました。現在は公共工事の高速道路や国道などの建設に従事しています。また、書類や図面

作成、測量・現場での作業指示を行っております。

Ｑ２．仕事のやりがいを感じるときは？
Ａ．建設業は、土木と建築に分かれています。当社は、土木を主としていますが、土木と建築のどちらをとっても共通する

ことは、国民の生活にかかわるインフラで、後世に残るものを作る仕事に携われていることを誇りに感じています。

『ホームページ』 『インスタグラム』

総務部　　総務部長　　高橋　隆
TEL.0183-52-2191
E-mail:mamo@takasyu.co.jp
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『雄勝の雪まつり』等地域の伝統イベントにも協力しています。 　進めることができる
関連会社には、こまち運建(建設業運搬、土木工事)仙秋プラザ給 ・明るく元気で向上心がある
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インターン
シップ
受入
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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

雄  

勝

湯沢市

　　　松田・湯沢生コン・出羽運輸・エイコウ物産の5社から

　なる松田グループの1社で、グループ全体で約150名の

　従業員がいて、横のつながりも深いです。

　　その中で、弊社は建設工事を担い、土木・舗装・法面等の

　公共事業を主体に行っています。

　　"お客様から信頼される”と”地域に貢献する”を2つの柱

　とし、従業員の資格取得・スキルアップには、積極的な支援

　を行います。

■求める人物像
　　何事にも前向きで向上心があり、生まれ育った秋田や住

　んでいる街が大好きで、何かしら地域の為に役に立ちたい

　と考えられる人。

　　仕事以外でも趣味を見つけ、人生を楽しめる人。

■その他
　　まだまだ発展途上の会社です。一緒に会社を成長させて

　くれる仲間になって貰えませんか。

　　
土木工事部　令和元年入社 平成高校卒

     ま　る　え　い　け　ん　せ　つ

〒012‐0811 湯沢市桜通り２番８号
TEL.0183-73-8185 FAX.0183-73-8187
URL　　http://www.matsuda-group.jp/maruei/

■主な業種／　土木・舗装・法面業
■創立／　昭和45年
■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　5.3億円
■従業員数／　30人（男27人　女３人）
■休日休暇／　第1・2・４土、日、お盆、正月、その他
■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(諸手当除く)／　高卒160,000円

■会社の特徴

　　佐藤　美優

担当者　総務部　三浦ひとみ
TEL.0183-73-8185
E-mail:maruei@matsuda-gp.co.jp
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■会社の方針
【働く心・奉仕の心・感謝の心・反省の心・謙虚な心】この『五つの心』を持ち、品質・安全・環境に配慮し、地域と
未来のために活動することを常に心がけています。
■会社の特徴
多様な資機材と建設機械を多く保有していることで、機動力が優れており、県内外の施工現場及び地域において
災害応急活動にも対応することができます。
■会社の魅力
人材育成にも力を注ぎ、現場に必要不可欠な知識及び資格取得には、積極的に教育訓練を行い、技術力向上
図られ、それが企業価値に繋がり、当社や建設業界の魅力を発信できています。

　　
専務取締役　2014年入社

横手清陵高校卒／日本大学工学部卒

　　　　みなせどぼく

株式会社 皆瀬土木

〒012-0183 湯沢市皆瀬字宮田115
TEL.0183－46－2216 FAX.0183－46－2628

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・建築・解体)
■創立／　昭和44年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　6億円
■従業員数／　35人（男34人　女1人）
■休日休暇／　4週6休制　　　
■年間休日数／　89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160,000円　短大･高専卒160,000円　専門卒155,000円　高卒145,000円

第３６回　秋田県優良工事表彰 第４１回　秋田県優良工事表彰
（秋田県湯沢市秋ノ宮地区） （秋田県湯沢市八幡地区）

平成26年度施工 令和元年度施工
HF15-60　地方道路交付金工事 下川原堰地区 ため池等整備工事 01702-K02

高橋　俊樹
◆建設業の魅力
・地図に残る仕事(無かった場所に道路や橋、川ができる)
・完成したときの達成感(たくさんの人と協力して造り上げる)
・地域を支える存在(災害時の復旧活動、地域の安心・安全な暮らしを支える)
まだまだ「魅力」がありますので、いつでも体験・見学に来てみてください。

総務部長　小野寺嘉則
TEL.0183-46-2216
E-mail:onodera@minase-doboku.co.jp
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■諸手当／　通勤手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒160,000円　短大･高専卒160,000円　専門卒155,000円　高卒145,000円

第３６回　秋田県優良工事表彰 第４１回　秋田県優良工事表彰
（秋田県湯沢市秋ノ宮地区） （秋田県湯沢市八幡地区）

平成26年度施工 令和元年度施工
HF15-60　地方道路交付金工事 下川原堰地区 ため池等整備工事 01702-K02

高橋　俊樹
◆建設業の魅力
・地図に残る仕事(無かった場所に道路や橋、川ができる)
・完成したときの達成感(たくさんの人と協力して造り上げる)
・地域を支える存在(災害時の復旧活動、地域の安心・安全な暮らしを支える)
まだまだ「魅力」がありますので、いつでも体験・見学に来てみてください。

総務部長　小野寺嘉則
TEL.0183-46-2216
E-mail:onodera@minase-doboku.co.jp

■会社の方針
【働く心・奉仕の心・感謝の心・反省の心・謙虚な心】この『五つの心』を持ち、品質・安全・環境に配慮し、地域と
未来のために活動することを常に心がけています。
■会社の特徴
多様な資機材と建設機械を多く保有していることで、機動力が優れており、県内外の施工現場及び地域において
災害応急活動にも対応することができます。
■会社の魅力
人材育成にも力を注ぎ、現場に必要不可欠な知識及び資格取得には、積極的に教育訓練を行い、技術力向上
図られ、それが企業価値に繋がり、当社や建設業界の魅力を発信できています。

　　
専務取締役　2014年入社

横手清陵高校卒／日本大学工学部卒

　　　　みなせどぼく

株式会社 皆瀬土木

〒012-0183 湯沢市皆瀬字宮田115
TEL.0183－46－2216 FAX.0183－46－2628

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・建築・解体)
■創立／　昭和44年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　6億円
■従業員数／　35人（男34人　女1人）
■休日休暇／　4週6休制　　　
■年間休日数／　89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160,000円　短大･高専卒160,000円　専門卒155,000円　高卒145,000円

第３６回　秋田県優良工事表彰 第４１回　秋田県優良工事表彰
（秋田県湯沢市秋ノ宮地区） （秋田県湯沢市八幡地区）

平成26年度施工 令和元年度施工
HF15-60　地方道路交付金工事 下川原堰地区 ため池等整備工事 01702-K02

高橋　俊樹
◆建設業の魅力
・地図に残る仕事(無かった場所に道路や橋、川ができる)
・完成したときの達成感(たくさんの人と協力して造り上げる)
・地域を支える存在(災害時の復旧活動、地域の安心・安全な暮らしを支える)
まだまだ「魅力」がありますので、いつでも体験・見学に来てみてください。

総務部長　小野寺嘉則
TEL.0183-46-2216
E-mail:onodera@minase-doboku.co.jp

■会社の方針
【働く心・奉仕の心・感謝の心・反省の心・謙虚な心】この『五つの心』を持ち、品質・安全・環境に配慮し、地域と
未来のために活動することを常に心がけています。
■会社の特徴
多様な資機材と建設機械を多く保有していることで、機動力が優れており、県内外の施工現場及び地域において
災害応急活動にも対応することができます。
■会社の魅力
人材育成にも力を注ぎ、現場に必要不可欠な知識及び資格取得には、積極的に教育訓練を行い、技術力向上
図られ、それが企業価値に繋がり、当社や建設業界の魅力を発信できています。

　　
専務取締役　2014年入社

横手清陵高校卒／日本大学工学部卒

　　　　みなせどぼく

株式会社 皆瀬土木

〒012-0183 湯沢市皆瀬字宮田115
TEL.0183－46－2216 FAX.0183－46－2628

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・建築・解体)
■創立／　昭和44年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　6億円
■従業員数／　35人（男34人　女1人）
■休日休暇／　4週6休制　　　
■年間休日数／　89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160,000円　短大･高専卒160,000円　専門卒155,000円　高卒145,000円

第３６回　秋田県優良工事表彰 第４１回　秋田県優良工事表彰
（秋田県湯沢市秋ノ宮地区） （秋田県湯沢市八幡地区）

平成26年度施工 令和元年度施工
HF15-60　地方道路交付金工事 下川原堰地区 ため池等整備工事 01702-K02

高橋　俊樹
◆建設業の魅力
・地図に残る仕事(無かった場所に道路や橋、川ができる)
・完成したときの達成感(たくさんの人と協力して造り上げる)
・地域を支える存在(災害時の復旧活動、地域の安心・安全な暮らしを支える)
まだまだ「魅力」がありますので、いつでも体験・見学に来てみてください。

総務部長　小野寺嘉則
TEL.0183-46-2216
E-mail:onodera@minase-doboku.co.jp

■会社の方針
【働く心・奉仕の心・感謝の心・反省の心・謙虚な心】この『五つの心』を持ち、品質・安全・環境に配慮し、地域と
未来のために活動することを常に心がけています。
■会社の特徴
多様な資機材と建設機械を多く保有していることで、機動力が優れており、県内外の施工現場及び地域において
災害応急活動にも対応することができます。
■会社の魅力
人材育成にも力を注ぎ、現場に必要不可欠な知識及び資格取得には、積極的に教育訓練を行い、技術力向上
図られ、それが企業価値に繋がり、当社や建設業界の魅力を発信できています。

　　
専務取締役　2014年入社

横手清陵高校卒／日本大学工学部卒

　　　　みなせどぼく

株式会社 皆瀬土木

〒012-0183 湯沢市皆瀬字宮田115
TEL.0183－46－2216 FAX.0183－46－2628

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・建築・解体)
■創立／　昭和44年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　6億円
■従業員数／　35人（男34人　女1人）
■休日休暇／　4週6休制　　　
■年間休日数／　89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160,000円　短大･高専卒160,000円　専門卒155,000円　高卒145,000円

第３６回　秋田県優良工事表彰 第４１回　秋田県優良工事表彰
（秋田県湯沢市秋ノ宮地区） （秋田県湯沢市八幡地区）

平成26年度施工 令和元年度施工
HF15-60　地方道路交付金工事 下川原堰地区 ため池等整備工事 01702-K02

高橋　俊樹
◆建設業の魅力
・地図に残る仕事(無かった場所に道路や橋、川ができる)
・完成したときの達成感(たくさんの人と協力して造り上げる)
・地域を支える存在(災害時の復旧活動、地域の安心・安全な暮らしを支える)
まだまだ「魅力」がありますので、いつでも体験・見学に来てみてください。

総務部長　小野寺嘉則
TEL.0183-46-2216
E-mail:onodera@minase-doboku.co.jp

■会社の方針
【働く心・奉仕の心・感謝の心・反省の心・謙虚な心】この『五つの心』を持ち、品質・安全・環境に配慮し、地域と
未来のために活動することを常に心がけています。
■会社の特徴
多様な資機材と建設機械を多く保有していることで、機動力が優れており、県内外の施工現場及び地域において
災害応急活動にも対応することができます。
■会社の魅力
人材育成にも力を注ぎ、現場に必要不可欠な知識及び資格取得には、積極的に教育訓練を行い、技術力向上
図られ、それが企業価値に繋がり、当社や建設業界の魅力を発信できています。

　　
専務取締役　2014年入社

横手清陵高校卒／日本大学工学部卒

　　　　みなせどぼく

株式会社 皆瀬土木

〒012-0183 湯沢市皆瀬字宮田115
TEL.0183－46－2216 FAX.0183－46－2628

■主な業種／　総合建設業（土木・舗装・建築・解体)
■創立／　昭和44年
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　6億円
■従業員数／　35人（男34人　女1人）
■休日休暇／　4週6休制　　　
■年間休日数／　89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160,000円　短大･高専卒160,000円　専門卒155,000円　高卒145,000円

第３６回　秋田県優良工事表彰 第４１回　秋田県優良工事表彰
（秋田県湯沢市秋ノ宮地区） （秋田県湯沢市八幡地区）

平成26年度施工 令和元年度施工
HF15-60　地方道路交付金工事 下川原堰地区 ため池等整備工事 01702-K02

高橋　俊樹
◆建設業の魅力
・地図に残る仕事(無かった場所に道路や橋、川ができる)
・完成したときの達成感(たくさんの人と協力して造り上げる)
・地域を支える存在(災害時の復旧活動、地域の安心・安全な暮らしを支える)
まだまだ「魅力」がありますので、いつでも体験・見学に来てみてください。

総務部長　小野寺嘉則
TEL.0183-46-2216
E-mail:onodera@minase-doboku.co.jp

新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２ 1
Ｒ１ 2

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



127 （株）山脇組

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

雄  

勝

湯沢市

■会社の特徴
　当社は、大正９年8月に湯沢町の発注工事施工のため創業致しました。それから、旧営林署
（現：森林管理局）より受注を頂きながら事業基盤をつくり建設工事を中心に営業して参りました。
　平成6年　4月に法人化、平成18年に有限会社柴田建材との合併を経て現在は土木工事、建築工事
を中心に舗装工事、解体工事の施工、骨材の販売、運輸事業、除排雪事業など多種に亘る事業運営を
しております。

■求める人物像
・協調性をもって働く事が出来る。
・何事も自分の成長と捉え、前向きな考えを持つ事が出来る。
・自分のするべきことを考え、フォロワーシップのとれる人材
と成る事が出来る。
・向上心を持ち、仕事に向かう事が出来る。

　「地域に愛され、必要とされる企業」をキャッチフレーズに、エフエムゆーとぴあでの

情報発信、新築住宅内覧会など開催して参りました。

これからも、地域と一体となるべく情報発信など続けて参りたいと思います。

　従業員のデザイン、企画で端材を利用してゴミ箱カバー、スリッパラック、
検温器カバーなど作成してみました。

個性を活かして、「作る・造る・創る」を体験してみませんか！！

　　
工務部　工務課　　R3年4月　入社 湯沢翔北高校卒

　 丹　大亮

　私は、令和3年4月入社致しました。新入社員研修を受けた後、公共工事の現場に

配属となり諸先輩方のご指導の下、沢山勉強させて頂きました。初めて現場の竣工

検査に立ち会い、ポイントを任せられ大変緊張しました。

　今後も沢山の現場を経験し、資格も取得しどの様な現場でも対応できる　

スペシャリストとなれる様頑張りたいと思います。

やまわきぐみ

株式会社　山脇組

〒012-0825 湯沢市北荒町２番１４号
TEL.0183-73-3201 FAX.0183-72-0711
URL　　http://yamawakigumi.co.jp

■主な業種／　建設業　
■創立／　平成6年（創業　大正9年）
■資本金／3000万円　
■売上高／　9.6億円
■従業員数／　35人（男　　33人　女　　2人）
■休日休暇／　隔週休二日制　　　
■年間休日数／　 96日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　資格手当、役職手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒167,000円

総務部　遠田　留美
TEL.0183-73-3201
E-mail:yamawakigumi@yutopia.or.jp
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■主な業種／　建設業　
■創立／　平成6年（創業　大正9年）
■資本金／3000万円　
■売上高／　9.6億円
■従業員数／　35人（男　　33人　女　　2人）
■休日休暇／　隔週休二日制　　　
■年間休日数／　 96日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　資格手当、役職手当　等
■初任給(諸手当除く)／　　高卒167,000円

総務部　遠田　留美
TEL.0183-73-3201
E-mail:yamawakigumi@yutopia.or.jp

■会社の特徴
　当社は、大正９年8月に湯沢町の発注工事施工のため創業致しました。それから、旧営林署
（現：森林管理局）より受注を頂きながら事業基盤をつくり建設工事を中心に営業して参りました。
　平成6年　4月に法人化、平成18年に有限会社柴田建材との合併を経て現在は土木工事、建築工事
を中心に舗装工事、解体工事の施工、骨材の販売、運輸事業、除排雪事業など多種に亘る事業運営を
しております。

■求める人物像
・協調性をもって働く事が出来る。
・何事も自分の成長と捉え、前向きな考えを持つ事が出来る。
・自分のするべきことを考え、フォロワーシップのとれる人材
と成る事が出来る。
・向上心を持ち、仕事に向かう事が出来る。

　「地域に愛され、必要とされる企業」をキャッチフレーズに、エフエムゆーとぴあでの

情報発信、新築住宅内覧会など開催して参りました。

これからも、地域と一体となるべく情報発信など続けて参りたいと思います。

　従業員のデザイン、企画で端材を利用してゴミ箱カバー、スリッパラック、
検温器カバーなど作成してみました。

個性を活かして、「作る・造る・創る」を体験してみませんか！！

　　
工務部　工務課　　R3年4月　入社 湯沢翔北高校卒

　 丹　大亮

　私は、令和3年4月入社致しました。新入社員研修を受けた後、公共工事の現場に

配属となり諸先輩方のご指導の下、沢山勉強させて頂きました。初めて現場の竣工

検査に立ち会い、ポイントを任せられ大変緊張しました。
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　「地域に愛され、必要とされる企業」をキャッチフレーズに、エフエムゆーとぴあでの

情報発信、新築住宅内覧会など開催して参りました。

これからも、地域と一体となるべく情報発信など続けて参りたいと思います。

　従業員のデザイン、企画で端材を利用してゴミ箱カバー、スリッパラック、
検温器カバーなど作成してみました。

個性を活かして、「作る・造る・創る」を体験してみませんか！！

　　
工務部　工務課　　R3年4月　入社 湯沢翔北高校卒

　 丹　大亮

　私は、令和3年4月入社致しました。新入社員研修を受けた後、公共工事の現場に

配属となり諸先輩方のご指導の下、沢山勉強させて頂きました。初めて現場の竣工

検査に立ち会い、ポイントを任せられ大変緊張しました。

　今後も沢山の現場を経験し、資格も取得しどの様な現場でも対応できる　
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やまわきぐみ

株式会社　山脇組

〒012-0825 湯沢市北荒町２番１４号
TEL.0183-73-3201 FAX.0183-72-0711
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■主な業種／　建設業　
■創立／　平成6年（創業　大正9年）
■資本金／3000万円　
■売上高／　9.6億円
■従業員数／　35人（男　　33人　女　　2人）
■休日休暇／　隔週休二日制　　　
■年間休日数／　 96日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　資格手当、役職手当　等
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128（株）和賀組

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

雄  

勝

湯沢市

■会社の特徴

■求める人物像
・土木・建築に関心がある人
・好奇心が旺盛で、前向きな人
・協調性があり、明るい人 

■その他

・資格取得後の資格手当の支給や、取得時の祝い金制度があります。
・資格取得に係る費用は会社が負担するので、安心して取り組めます。

　　

　　　　　 わがぐみ

株式会社　和賀組

〒012-0826 湯沢市柳町二丁目２番４０号
TEL.0183-73-5107 FAX.0183-73-8788
URL　　http://www.waga.co.jp/

■主な業種／　総合建設業（土木・建築）　
■創立／　明治10年（1877年）
■資本金／　2，000万円　
■売上高／　15億円
■従業員数／　70人（男63人　女7人）
■休日休暇／　完全週休二日制、GW、夏季年末　　　
■年間休日数／　113日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、子供手当、資格手当、禁煙手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒187,000円　高卒167,000円

土木部　工務担当  2015年入社 横手清陵学院高校卒

・土木・建築技術者及び重機オペレーターそれぞれにカリ
キュラムを準備し、キャリアアップをしていきます。
・各種機関で開催する講習会や研修会にも積極的に参加
し、ＯＪＴによる技能習得も実施します。

田中　一樹
私も７年前は新入社員で、たくさん失敗もし、先輩方にご迷惑をおかけしてきまし
たが、そのたびにフォローしてくださり、ここまで頑張ることができました。明るく朗
らかに・皆仲良く・喜んで働ける職場づくりを目指している会社です。一緒に取り
組んでいただける方の入社を心よりお待ちしています。

　現在は土木・建築・舗装・鉄道工事・地盤事業・戸建住宅の
６つの柱を軸に事業展開しており、また、ドイツstoクリテック
社が開発したコンクリート補修技術を導入し積極的に県外
への橋梁補修にも参入しています。
　当社は創業以来140年を越えましたが、守るべきものは守
り、変えるべきものは時代の変化とともに変革を積み重ねて
いく。このことこそが企業存続と繁栄の礎であると心得て、打
つ手は無限、易・不易、明朗愛和喜働を実践し、未来を見据
えた事業活動に全社で取り組んでいます。

潟上市K様邸

第1槻沢地区　ため池等整備工事

KocchAke!会社HP

総務安全推進部　部長　佐藤　弘樹
TEL.0183-73-5107
E-mail:info@waga.co.jp
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・土木・建築に関心がある人
・好奇心が旺盛で、前向きな人
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田中　一樹
私も７年前は新入社員で、たくさん失敗もし、先輩方にご迷惑をおかけしてきまし
たが、そのたびにフォローしてくださり、ここまで頑張ることができました。明るく朗
らかに・皆仲良く・喜んで働ける職場づくりを目指している会社です。一緒に取り
組んでいただける方の入社を心よりお待ちしています。

　現在は土木・建築・舗装・鉄道工事・地盤事業・戸建住宅の
６つの柱を軸に事業展開しており、また、ドイツstoクリテック
社が開発したコンクリート補修技術を導入し積極的に県外
への橋梁補修にも参入しています。
　当社は創業以来140年を越えましたが、守るべきものは守
り、変えるべきものは時代の変化とともに変革を積み重ねて
いく。このことこそが企業存続と繁栄の礎であると心得て、打
つ手は無限、易・不易、明朗愛和喜働を実践し、未来を見据
えた事業活動に全社で取り組んでいます。
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■会社の特徴

■求める人物像
・土木・建築に関心がある人
・好奇心が旺盛で、前向きな人
・協調性があり、明るい人 

■その他

・資格取得後の資格手当の支給や、取得時の祝い金制度があります。
・資格取得に係る費用は会社が負担するので、安心して取り組めます。

　　

　　　　　 わがぐみ

株式会社　和賀組

〒012-0826 湯沢市柳町二丁目２番４０号
TEL.0183-73-5107 FAX.0183-73-8788
URL　　http://www.waga.co.jp/
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■諸手当／　通勤手当、子供手当、資格手当、禁煙手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒187,000円　高卒167,000円
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新卒
採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
Ｒ３
Ｒ２ 3
Ｒ１ 1 2

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


