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■会社の特徴 平成30年竣工 道の駅おおゆ
地域の皆様に支えられお蔭様で創業７０年を迎えます。
現在では土木、建築工事などの建設業のほか林業事業
にも力を入れ、若手社員が元気に活躍しております。
最近では、平成３０年に地域未来牽引企業（経産省）、
令和元年には鹿角市ワーク・ライフ・バランス優良企業
表彰を受賞するなど、若手・女性の活躍しやすい職場環
境の充実にも力を入れて取り組んでおります。

■求める人物像
感謝の気持ち、あきらめない気持ち、挑戦する気持ちを
もって意欲的に頑張れる人 　　国道

　　舗装工事
■その他
将来性の高いスキルを 一 から取得できるよう全面的な
バックアップをしますよ！　　又、有志同好会（釣り、ゴルフ
旅行会）などもありますので、同僚社員との親睦を深め 　　　　
やすいと思います。随時、会社見学やインターンシップ等 　　　　　　　ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
募集中です。 　　　　　　　　の様子

　　
　　
　　
　　

　　　　　　　建築の仕事に興味があり、昨年春に地元高校を卒業し

       いしかわぐみ

株式会社　石川組

〒018‐5421 鹿角市十和田大湯字中田１－３
TEL.018６-３７-３０４１ FAX.018６-３７-３０４３

URL　　httpｓ://ｗｗｗ.ishikawanet.co.jp/

■主な業種／　総合建設業（土木・建築）　
■創立／　昭和２６年
■資本金／　２，０００万円　
■売上高／　１５億円
■従業員数／　５４人（男　５２人　女　２人）
■休日休暇／　４週６休　　　
■年間休日数／　８８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、住宅手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒２00,000円　　高卒１８0,000円

　　　　　　建築部　 令和２年入社 花輪高校卒

　　　　　 就職しました。建築という物造りを通じて社会へ貢献できる
　　　　　 ことに誇りとやりがいを感じることができる仕事です。
　　　　　　　まだまだ日々勉強の毎日ですが若手社員も多く活気があ
　　　　　 るので一度会社見学へ来てみませんか？

　　　　　村方　雄人

総務部　課長　　泉澤　晃
TEL.0186-37-3041
E-mail:izumizawa@ishikawanet.co.jp
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Ｒ３ 1
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インターン
シップ
受入

春 〇 〇 〇 〇
夏 〇
冬 〇 〇 〇 〇
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3 （株）新東組

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

鹿  

角

鹿角市

■会社の特徴
　　①社員のライフスタイルに合わせて、休暇を取り易い
　　　環境を整えています。〔時差出勤、一時間単位の有給等〕
　　②社業の中で必要な資格や技能の取得を会社が
　　　全面的にバックアップします。
　　③地域の行事や学校での活動に社員を積極的に
　　　参加させています。
　　④年間を通して様々な行事を行い、社員同士の親睦を
　　　深めています。〔花見、盆、忘年会、社員旅行等〕

■求める人物像
　・土木、水道工事に興味があり、努力する事を惜しまない人
　・技能や資格の取得に積極的な人
　・地域を誇れて、家族や友人を大切に出来る人　等

■その他
　主要資格　一級・二級土木施工管理技士
　　　　　　　　 　一級・二級管工事施工管理技士　一級技能士
　　　　　　　　　給水装置・排水装置主任技術者　車両系建設機械
　　　　　　　　　小型移動式クレーン等

　　

       しんとうぐみ

株式会社　新東組

〒018‐5141 鹿角市八幡平字永代地50
TEL.0186-32-2222 FAX.0186-32-2221

■主な業種／　土木工事業　管工事業　
■創立／　昭和46年２月
■資本金／　2013万円　
■売上高／　4.5億円
■従業員数／　41人（男　36人　女　5人）
■休日休暇／　完全週休二日制　他　盆、正月等
■年間休日数／　116日　　　
■福利厚生／　各種保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当、子供手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒200,000円　高卒165,000円

谷内地区　復旧治山工事

当社擁壁　八幡平小学校課外授業

当社は八幡平にあり、創業は昭和46年に設立し、創業51年目と
なります。
創業以来、地域の多くの人達に支えられて現在に至ります。
主な仕事は道路や橋、護岸等永く残る構造物を造っています。
私達と一緒に『ものづくり』をしてみませんか。
天候に左右されたり、体力的にもきつい仕事もあるけれども、
生きた証が残り、社会の安全や安心の土台となる大切な仕事です。
共に私達と取り組む仲間を心から待っています。

代表取締役　佐藤　弘毅

会社の外観や主力事業の写真

春山除雪

八幡平アスピーテライン

総務部　　留守居役　山本　幸栄〔こうえい〕
TEL.0186-32-2222
E-mail:shintoh_koh@ink.or.jp
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当社は八幡平にあり、創業は昭和46年に設立し、創業51年目と
なります。
創業以来、地域の多くの人達に支えられて現在に至ります。
主な仕事は道路や橋、護岸等永く残る構造物を造っています。
私達と一緒に『ものづくり』をしてみませんか。
天候に左右されたり、体力的にもきつい仕事もあるけれども、
生きた証が残り、社会の安全や安心の土台となる大切な仕事です。
共に私達と取り組む仲間を心から待っています。

代表取締役　佐藤　弘毅

会社の外観や主力事業の写真

春山除雪

八幡平アスピーテライン

総務部　　留守居役　山本　幸栄〔こうえい〕
TEL.0186-32-2222
E-mail:shintoh_koh@ink.or.jp
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4（株）田中建設

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

鹿  

角

鹿角市

　　

　　　　たなかけんせつ

株式会社　田中建設

〒018‐5201 鹿角市花輪字大川添２６番地
TEL.0186-22-0774 FAX.0186-22-1362
URL　　https://www.fp-tanaken.jp/

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2,100万円　
■売上高／　11億円
■従業員数／　19人（男　15人　女　4人）
■休日休暇／　隔週土、日、GW・夏季・年末年始
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　社会保険、退職金制度
■諸手当／　通勤手当、資格手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒185,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒180,000円　高卒170,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「地域に根ざし夢づくり　住みよい環境幸福（しあわせ）づくり」
 　株式会社田中建設は、秋田県北部を事業エリアとする住宅建築を主とした建設会社です。高性能住宅
「FPの家」を中心に、高断熱・高気密住宅をご提案しております。
　 家づくりに携わる私たちは、そこに住む家族の個性や家づくりに対するこだわり、大切にしたいライフスタイ
ルなどを十分に理解し、みなさんが理想とする家づくりをお手伝いすることが重要な仕事です。家族がいつ
までも健康で快適に暮らすことのできる、やすらぎの場を提供することが、家づくりのプロとして果たすべき
最大の使命だと考えております。

道の駅かづの　あんとらあ感動　鹿角パークホテル

　私が入社したときには何もかも知らないゼロからのスタートだったので、仕

事や人間関係もとても不安でした。ですが、そんな心配は必要無く、会社の

人達はとても優しく、仕事も今ではとてもやりがいのある仕事だと思っていま

す。

　会社の雰囲気は、その会社へ行ってみなければ分かりません。皆さんが会

社の雰囲気を知る為にもぜひ、一度会社見学へ来てみて下さい！

令和２年入社　専門学校卒　

髙瀬　彩華
工務部　建築課　

　私が高校生の頃は、大工工事は大変というイメージがありました。

　今では、お客様に快適な暮らしを提供できるようにと思って仕事をしており

ます。

　私が入社して感じた事は、大工の先輩方や現場監督など、会社全体が

アットホームな雰囲気でとても親しみやすい会社だなと感じております。

　もしよければ、一度会社見学に来てみませんか？

令和３年入社　専門学校卒　

兎澤　柊人
工務部　大工部門　

こっちゃけ 自社HP

Ｋ様邸

Ｔ寺　庫裡

Ｉ様邸

施工実例

Ｍ様邸 八正寺建売住宅

総務部　渋谷
TEL.0186-22-0774
E-mail:tanaken@ink.or.jp
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　私が入社して感じた事は、大工の先輩方や現場監督など、会社全体が

アットホームな雰囲気でとても親しみやすい会社だなと感じております。

　もしよければ、一度会社見学に来てみませんか？

令和３年入社　専門学校卒　

兎澤　柊人
工務部　大工部門　

こっちゃけ 自社HP

Ｋ様邸

Ｔ寺　庫裡

Ｉ様邸

施工実例

Ｍ様邸 八正寺建売住宅

総務部　渋谷
TEL.0186-22-0774
E-mail:tanaken@ink.or.jp

　　

　　　　たなかけんせつ

株式会社　田中建設

〒018‐5201 鹿角市花輪字大川添２６番地
TEL.0186-22-0774 FAX.0186-22-1362
URL　　https://www.fp-tanaken.jp/

■主な業種／　建設業　
■創立／　昭和47年
■資本金／　2,100万円　
■売上高／　11億円
■従業員数／　19人（男　15人　女　4人）
■休日休暇／　隔週土、日、GW・夏季・年末年始
■年間休日数／　87日　　　
■福利厚生／　社会保険、退職金制度
■諸手当／　通勤手当、資格手当
■初任給(諸手当除く)／　大卒185,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒180,000円　高卒170,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「地域に根ざし夢づくり　住みよい環境幸福（しあわせ）づくり」
 　株式会社田中建設は、秋田県北部を事業エリアとする住宅建築を主とした建設会社です。高性能住宅
「FPの家」を中心に、高断熱・高気密住宅をご提案しております。
　 家づくりに携わる私たちは、そこに住む家族の個性や家づくりに対するこだわり、大切にしたいライフスタイ
ルなどを十分に理解し、みなさんが理想とする家づくりをお手伝いすることが重要な仕事です。家族がいつ
までも健康で快適に暮らすことのできる、やすらぎの場を提供することが、家づくりのプロとして果たすべき
最大の使命だと考えております。

道の駅かづの　あんとらあ感動　鹿角パークホテル

　私が入社したときには何もかも知らないゼロからのスタートだったので、仕

事や人間関係もとても不安でした。ですが、そんな心配は必要無く、会社の

人達はとても優しく、仕事も今ではとてもやりがいのある仕事だと思っていま

す。

　会社の雰囲気は、その会社へ行ってみなければ分かりません。皆さんが会

社の雰囲気を知る為にもぜひ、一度会社見学へ来てみて下さい！

令和２年入社　専門学校卒　

髙瀬　彩華
工務部　建築課　

　私が高校生の頃は、大工工事は大変というイメージがありました。

　今では、お客様に快適な暮らしを提供できるようにと思って仕事をしており

ます。

　私が入社して感じた事は、大工の先輩方や現場監督など、会社全体が

アットホームな雰囲気でとても親しみやすい会社だなと感じております。

　もしよければ、一度会社見学に来てみませんか？

令和３年入社　専門学校卒　

兎澤　柊人
工務部　大工部門　

こっちゃけ 自社HP

Ｋ様邸

Ｔ寺　庫裡

Ｉ様邸

施工実例

Ｍ様邸 八正寺建売住宅

総務部　渋谷
TEL.0186-22-0774
E-mail:tanaken@ink.or.jp

新卒
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大　学 短大･高専 専　門 高　校
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5 （株）タナックス

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

鹿  

角

小坂町

■会社の特徴
・当社は明治28年創業という長い歴史があり、信頼性があります。

■求める人物像

今泉地区現場
■その他

 ホームページもご覧ください。 七滝活性化拠点センター

        たなっくす

株式会社　タナックス

〒017‐0201 鹿角郡小坂町小坂字五十刈5-3
TEL. 0186-29-2311 FAX. 0186-29-2217
URL　　https://www.tanax1895.co.jp/

■主な業種／　総合建設業・不動産業
■創業 ／　明治28年
■資本金／　1億円　
■売上高／　24億円
■従業員数／　62人（男　57人　女　5人）
■休日休暇／ 夏季年末、GW、育児･介護休暇
■年間休日数／ 105日
■福利厚生／ 各種社会保険、退職金制度、社員旅行

■諸手当／  資格手当、通勤手当、住宅手当､扶養手当､子供手当等
■初任給(諸手当除く)／ 大卒210,000円 　高卒143,000円

弘前支店（藤崎町）

総務部　  平成31年入社   十和田高校卒

・昭和33年に弘前支店を設置。秋田県に限らず、青森県内でも知名度が
高く、広い営業エリアをもっています。
・秋田県、青森県のみならず国交省の工事も多く手掛け、数多くの工事種類の実
績があり、あらゆる工事に対処ができ、工事実績は官公庁に限らず、広く
民間会社にも衆知されています。

・地図を変える仕事であり、インフラ整備等で地域に貢献出来る仕事、日々の
生活や社会資本の整備等には無くてはならない仕事をしている会社です。

 地元に根をはり、活力ある企業を目指しており、明るく意欲と向上心のある
若い力を必要としています。
★技術者・技能者    ※女性大歓迎
元気に挨拶でき、コミュニケーションのとれる方。やる気のある方。

『感謝・感動・貢献』の3Kを目指し、女性･若手職員の意見を取り入れ、
安心して働ける職場です。
何もないところから物を造り上げていく。完成した後の達成感！
そんな醍醐味を味わってみませんか？  

木村  梓央李

 私は事務経理という形で内から支える仕事をしています。
直接工事に触れてはいませんが、橋や道路等公共設備を整え、
地元社会に貢献出来る仕事に魅力を感じています。
男女共に活躍出来る当社で一緒に働いてみませんか？

女性による現場パトロールも実施し、
現場に触れることもあります

総務部（取締役 総務部長）・（高橋 好晴）
TEL.0186-29-2311
E-mail:y-takahashi@tanax1895.co.jp

■会社の特徴
・当社は明治28年創業という長い歴史があり、信頼性があります。

■求める人物像

今泉地区現場
■その他

 ホームページもご覧ください。 七滝活性化拠点センター

        たなっくす

株式会社　タナックス

〒017‐0201 鹿角郡小坂町小坂字五十刈5-3
TEL. 0186-29-2311 FAX. 0186-29-2217
URL　　https://www.tanax1895.co.jp/

■主な業種／　総合建設業・不動産業
■創業 ／　明治28年
■資本金／　1億円　
■売上高／　24億円
■従業員数／　62人（男　57人　女　5人）
■休日休暇／ 夏季年末、GW、育児･介護休暇
■年間休日数／ 105日
■福利厚生／ 各種社会保険、退職金制度、社員旅行

■諸手当／  資格手当、通勤手当、住宅手当､扶養手当､子供手当等
■初任給(諸手当除く)／ 大卒210,000円 　高卒143,000円

弘前支店（藤崎町）

総務部　  平成31年入社   十和田高校卒

・昭和33年に弘前支店を設置。秋田県に限らず、青森県内でも知名度が
高く、広い営業エリアをもっています。
・秋田県、青森県のみならず国交省の工事も多く手掛け、数多くの工事種類の実
績があり、あらゆる工事に対処ができ、工事実績は官公庁に限らず、広く
民間会社にも衆知されています。

・地図を変える仕事であり、インフラ整備等で地域に貢献出来る仕事、日々の
生活や社会資本の整備等には無くてはならない仕事をしている会社です。

 地元に根をはり、活力ある企業を目指しており、明るく意欲と向上心のある
若い力を必要としています。
★技術者・技能者    ※女性大歓迎
元気に挨拶でき、コミュニケーションのとれる方。やる気のある方。

『感謝・感動・貢献』の3Kを目指し、女性･若手職員の意見を取り入れ、
安心して働ける職場です。
何もないところから物を造り上げていく。完成した後の達成感！
そんな醍醐味を味わってみませんか？  

木村  梓央李

 私は事務経理という形で内から支える仕事をしています。
直接工事に触れてはいませんが、橋や道路等公共設備を整え、
地元社会に貢献出来る仕事に魅力を感じています。
男女共に活躍出来る当社で一緒に働いてみませんか？

女性による現場パトロールも実施し、
現場に触れることもあります

総務部（取締役 総務部長）・（高橋 好晴）
TEL.0186-29-2311
E-mail:y-takahashi@tanax1895.co.jp

■会社の特徴
・当社は明治28年創業という長い歴史があり、信頼性があります。

■求める人物像

今泉地区現場
■その他

 ホームページもご覧ください。 七滝活性化拠点センター

        たなっくす

株式会社　タナックス

〒017‐0201 鹿角郡小坂町小坂字五十刈5-3
TEL. 0186-29-2311 FAX. 0186-29-2217
URL　　https://www.tanax1895.co.jp/

■主な業種／　総合建設業・不動産業
■創業 ／　明治28年
■資本金／　1億円　
■売上高／　24億円
■従業員数／　62人（男　57人　女　5人）
■休日休暇／ 夏季年末、GW、育児･介護休暇
■年間休日数／ 105日
■福利厚生／ 各種社会保険、退職金制度、社員旅行

■諸手当／  資格手当、通勤手当、住宅手当､扶養手当､子供手当等
■初任給(諸手当除く)／ 大卒210,000円 　高卒143,000円

弘前支店（藤崎町）

総務部　  平成31年入社   十和田高校卒

・昭和33年に弘前支店を設置。秋田県に限らず、青森県内でも知名度が
高く、広い営業エリアをもっています。
・秋田県、青森県のみならず国交省の工事も多く手掛け、数多くの工事種類の実
績があり、あらゆる工事に対処ができ、工事実績は官公庁に限らず、広く
民間会社にも衆知されています。

・地図を変える仕事であり、インフラ整備等で地域に貢献出来る仕事、日々の
生活や社会資本の整備等には無くてはならない仕事をしている会社です。

 地元に根をはり、活力ある企業を目指しており、明るく意欲と向上心のある
若い力を必要としています。
★技術者・技能者    ※女性大歓迎
元気に挨拶でき、コミュニケーションのとれる方。やる気のある方。

『感謝・感動・貢献』の3Kを目指し、女性･若手職員の意見を取り入れ、
安心して働ける職場です。
何もないところから物を造り上げていく。完成した後の達成感！
そんな醍醐味を味わってみませんか？  

木村  梓央李

 私は事務経理という形で内から支える仕事をしています。
直接工事に触れてはいませんが、橋や道路等公共設備を整え、
地元社会に貢献出来る仕事に魅力を感じています。
男女共に活躍出来る当社で一緒に働いてみませんか？

女性による現場パトロールも実施し、
現場に触れることもあります

総務部（取締役 総務部長）・（高橋 好晴）
TEL.0186-29-2311
E-mail:y-takahashi@tanax1895.co.jp

■会社の特徴
・当社は明治28年創業という長い歴史があり、信頼性があります。

■求める人物像

今泉地区現場
■その他

 ホームページもご覧ください。 七滝活性化拠点センター

        たなっくす

株式会社　タナックス

〒017‐0201 鹿角郡小坂町小坂字五十刈5-3
TEL. 0186-29-2311 FAX. 0186-29-2217
URL　　https://www.tanax1895.co.jp/

■主な業種／　総合建設業・不動産業
■創業 ／　明治28年
■資本金／　1億円　
■売上高／　24億円
■従業員数／　62人（男　57人　女　5人）
■休日休暇／ 夏季年末、GW、育児･介護休暇
■年間休日数／ 105日
■福利厚生／ 各種社会保険、退職金制度、社員旅行

■諸手当／  資格手当、通勤手当、住宅手当､扶養手当､子供手当等
■初任給(諸手当除く)／ 大卒210,000円 　高卒143,000円

弘前支店（藤崎町）

総務部　  平成31年入社   十和田高校卒

・昭和33年に弘前支店を設置。秋田県に限らず、青森県内でも知名度が
高く、広い営業エリアをもっています。
・秋田県、青森県のみならず国交省の工事も多く手掛け、数多くの工事種類の実
績があり、あらゆる工事に対処ができ、工事実績は官公庁に限らず、広く
民間会社にも衆知されています。

・地図を変える仕事であり、インフラ整備等で地域に貢献出来る仕事、日々の
生活や社会資本の整備等には無くてはならない仕事をしている会社です。

 地元に根をはり、活力ある企業を目指しており、明るく意欲と向上心のある
若い力を必要としています。
★技術者・技能者    ※女性大歓迎
元気に挨拶でき、コミュニケーションのとれる方。やる気のある方。

『感謝・感動・貢献』の3Kを目指し、女性･若手職員の意見を取り入れ、
安心して働ける職場です。
何もないところから物を造り上げていく。完成した後の達成感！
そんな醍醐味を味わってみませんか？  

木村  梓央李

 私は事務経理という形で内から支える仕事をしています。
直接工事に触れてはいませんが、橋や道路等公共設備を整え、
地元社会に貢献出来る仕事に魅力を感じています。
男女共に活躍出来る当社で一緒に働いてみませんか？

女性による現場パトロールも実施し、
現場に触れることもあります

総務部（取締役 総務部長）・（高橋 好晴）
TEL.0186-29-2311
E-mail:y-takahashi@tanax1895.co.jp

■会社の特徴
・当社は明治28年創業という長い歴史があり、信頼性があります。

■求める人物像

今泉地区現場
■その他

 ホームページもご覧ください。 七滝活性化拠点センター

        たなっくす

株式会社　タナックス

〒017‐0201 鹿角郡小坂町小坂字五十刈5-3
TEL. 0186-29-2311 FAX. 0186-29-2217
URL　　https://www.tanax1895.co.jp/

■主な業種／　総合建設業・不動産業
■創業 ／　明治28年
■資本金／　1億円　
■売上高／　24億円
■従業員数／　62人（男　57人　女　5人）
■休日休暇／ 夏季年末、GW、育児･介護休暇
■年間休日数／ 105日
■福利厚生／ 各種社会保険、退職金制度、社員旅行

■諸手当／  資格手当、通勤手当、住宅手当､扶養手当､子供手当等
■初任給(諸手当除く)／ 大卒210,000円 　高卒143,000円

弘前支店（藤崎町）

総務部　  平成31年入社   十和田高校卒

・昭和33年に弘前支店を設置。秋田県に限らず、青森県内でも知名度が
高く、広い営業エリアをもっています。
・秋田県、青森県のみならず国交省の工事も多く手掛け、数多くの工事種類の実
績があり、あらゆる工事に対処ができ、工事実績は官公庁に限らず、広く
民間会社にも衆知されています。

・地図を変える仕事であり、インフラ整備等で地域に貢献出来る仕事、日々の
生活や社会資本の整備等には無くてはならない仕事をしている会社です。

 地元に根をはり、活力ある企業を目指しており、明るく意欲と向上心のある
若い力を必要としています。
★技術者・技能者    ※女性大歓迎
元気に挨拶でき、コミュニケーションのとれる方。やる気のある方。

『感謝・感動・貢献』の3Kを目指し、女性･若手職員の意見を取り入れ、
安心して働ける職場です。
何もないところから物を造り上げていく。完成した後の達成感！
そんな醍醐味を味わってみませんか？  

木村  梓央李

 私は事務経理という形で内から支える仕事をしています。
直接工事に触れてはいませんが、橋や道路等公共設備を整え、
地元社会に貢献出来る仕事に魅力を感じています。
男女共に活躍出来る当社で一緒に働いてみませんか？

女性による現場パトロールも実施し、
現場に触れることもあります

総務部（取締役 総務部長）・（高橋 好晴）
TEL.0186-29-2311
E-mail:y-takahashi@tanax1895.co.jp
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採用実績
人数

大　学 短大･高専 専　門 高　校
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■会社の特徴
・当社は明治28年創業という長い歴史があり、信頼性があります。

■求める人物像

今泉地区現場
■その他

 ホームページもご覧ください。 七滝活性化拠点センター

        たなっくす

株式会社　タナックス

〒017‐0201 鹿角郡小坂町小坂字五十刈5-3
TEL. 0186-29-2311 FAX. 0186-29-2217
URL　　https://www.tanax1895.co.jp/

■主な業種／　総合建設業・不動産業
■創業 ／　明治28年
■資本金／　1億円　
■売上高／　24億円
■従業員数／　62人（男　57人　女　5人）
■休日休暇／ 夏季年末、GW、育児･介護休暇
■年間休日数／ 105日
■福利厚生／ 各種社会保険、退職金制度、社員旅行

■諸手当／  資格手当、通勤手当、住宅手当､扶養手当､子供手当等
■初任給(諸手当除く)／ 大卒210,000円 　高卒143,000円

弘前支店（藤崎町）

総務部　  平成31年入社   十和田高校卒

・昭和33年に弘前支店を設置。秋田県に限らず、青森県内でも知名度が
高く、広い営業エリアをもっています。
・秋田県、青森県のみならず国交省の工事も多く手掛け、数多くの工事種類の実
績があり、あらゆる工事に対処ができ、工事実績は官公庁に限らず、広く
民間会社にも衆知されています。

・地図を変える仕事であり、インフラ整備等で地域に貢献出来る仕事、日々の
生活や社会資本の整備等には無くてはならない仕事をしている会社です。

 地元に根をはり、活力ある企業を目指しており、明るく意欲と向上心のある
若い力を必要としています。
★技術者・技能者    ※女性大歓迎
元気に挨拶でき、コミュニケーションのとれる方。やる気のある方。

『感謝・感動・貢献』の3Kを目指し、女性･若手職員の意見を取り入れ、
安心して働ける職場です。
何もないところから物を造り上げていく。完成した後の達成感！
そんな醍醐味を味わってみませんか？  

木村  梓央李

 私は事務経理という形で内から支える仕事をしています。
直接工事に触れてはいませんが、橋や道路等公共設備を整え、
地元社会に貢献出来る仕事に魅力を感じています。
男女共に活躍出来る当社で一緒に働いてみませんか？

女性による現場パトロールも実施し、
現場に触れることもあります

総務部（取締役 総務部長）・（高橋 好晴）
TEL.0186-29-2311
E-mail:y-takahashi@tanax1895.co.jp

■会社の特徴
・当社は明治28年創業という長い歴史があり、信頼性があります。

■求める人物像

今泉地区現場
■その他

 ホームページもご覧ください。 七滝活性化拠点センター

        たなっくす

株式会社　タナックス

〒017‐0201 鹿角郡小坂町小坂字五十刈5-3
TEL. 0186-29-2311 FAX. 0186-29-2217
URL　　https://www.tanax1895.co.jp/
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■会社の特徴
当社の創業は明治30年5月にして、今日まで実に120年の
長い間一貫して建設事業に従事し、道路、舗装、河川、橋梁
工事などにおいて、主として官公庁発注の工事を受注施工し、
技術の向上を図り、地域社会への貢献に励んでおります。

■求める人物像
建設業に興味のある方。
チームでモノづくりをすることが好きな方。
誠実でやる気があれば大歓迎です！

地方道路交付金工事

■その他
必要な資格取得は会社がバックアップします。
インターンシップや職場見学は随時受け入れしています。

県単河川改良工事（緊急自然災害防止債）

　　
工事部　平成11年入社
　

建設業は、自分が携わり造ったものが、そこに暮らす人たちの生活基盤となり、
形として残ります。いつも通っている道路の景観を良くしたり、川魚が住みやすい
よう河川の整備を行うなど、地域貢献ができるとてもやり甲斐のある仕事です。
未経験でも熟練した先輩たちが、仕事はもちろん、人の付き合いまで、時には優
しく時には厳しく教えてくれます。私たちと一緒に未来へ良いものを残しましょう。

       むらきぐみ

株式会社 村木組

〒018-5201 鹿角市花輪字小坂26-4
TEL.0186-23-3465 FAX.0186-23-3453
URL　　http://murakigumi.co.jp

■主な業種／　総合建設業、技能教習、製造業　
■創立／　明治30年
■資本金／　5300万円　
■売上高／　5億円
■従業員数／　36人（男　30人　女　6人）
■休日休暇／　週休二日（日、第2・4土、夏季年末）　　　
■年間休日数／　91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200,000円、高卒165,000円

中村勝利 十和田高校卒

総務部　総務部長　・　梅田利生
TEL.0186-23-3465
E-mail:so-mu@murakigumi.co.jp
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地方道路交付金工事

■その他
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7 八重樫建設（株）
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＊会社の特色

＊主事業内容
土木工事：　道路の新設・改良／河川改修／田畑の造成／橋梁工事／水路新設・改修／上下水道工事

　　

　　やえがしけんせつ

八重樫建設 株式会社　

〒018‐5421 鹿角市十和田大湯字荒瀬12-2
TEL.0186-37-2045 FAX.0186-37-4113
URL　　http://www.yaegashi.co.jp/

　　　　　　　　　　　　　　　　  い   しん  い   ほん

　　　社　是　　　以　信　為　本　　（信を以って本と為す）

　　今年創業106年目を迎える総合建設業です。営業業種は公共工事を主体に、土木・舗装・建築・管・電気・
造園・水道施設・解体と多岐に渡っております。また国道・県道の穴埋めや道路沿いの草刈などの道路維持業務
や、市道除雪など市民生活の安定を支える仕事にも一生懸命取り組んでおります。

舗装工事：　国道・県道・市道の舗装／公共施設の駐車場等の舗装／民間舗装

＊求める人物像＊

☆謙虚であること

☆意欲を持って物事に取組むこと

☆失敗してもへこたれないこと
花輪スキー場スモールヒルジャンプ台 　　 白沢地区道路改良工事

工務部工務担当　　令和2年入社

　　皆さんは土木の仕事は大変だと思うかもしれませんが、自分のした仕事の
成果が形に残るとてもやりがいのある仕事だと思います。今は測量の助手を
したり作業状況の写真を撮ったりなど一つ一つが自分の身になっていくのを
実感しています。同じ建設業界でも建築関係への就職を希望している人や
未だ進路が決まらない人も是非一度現場見学に来てみて下さい。

　　西　村　　　翼　　　　　　十和田高校卒　

総務部長　佐 藤　隆 志
TEL.0186-37-2045
E-mail: t-sato@yaegashi.co.jp

■主な業種／　土木工事業　
■創立／　大正５年（1916年）
■資本金／　2,900万円　
■売上高／　10億円
■従業員数／42人（男　38人　女　4人）
■休日休暇／　週休二日制（会社カレンダーによる）　　　
■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、扶養手当、資格手当　等
■初任給(諸手当除く)／　大卒190,000円　短大･高専卒180,000円　専門卒175,000円　高卒170,000円
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株式会社　柳沢建設

〒０１８－５４２１ 鹿角市十和田大湯字川原ノ湯15-10
TEL.0186-37-2129 FAX.0186-37-3468
URL　　https://yanagi-k.co.jp/

■主な業種／　総合建設業　
■創業／　大正2年
■資本金／　3500万円　
■売上高／　13億8740万円(R3.5月決算)
■従業員数／　44人（男39人　女5人）
■休日休暇／　隔週週休二日制※当社カレンダーによる　　

■年間休日数／　94日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　資格手当、通勤手当、住宅手当等
■初任給(諸手当除く)／　大卒220,000円　短大･高専・専門卒200,000円　高卒175,000～180,000円

～ 地域と共に未来を ～
　鹿角地域を主な基盤とする総合建設業です。

　土木・建築・舗装・産廃処理・除雪などの公共インフラから民間工事まで

幅広く対応し、地域に必要な生活基盤の整備や生活に密着するさまざま

な構造物を造っています。

　また近年多発する自然災害への対応の最前線に立つ“危機管理産業”

であり、地域インフラの「まち医者的存在」であると自覚して日々活動して

います。

　大正2年の創業以来、「和を以て貴しとなす」を企業理念に協和・協調

を大切に、地域未来の発展のために活動してきました。今後も、人のた

め・社会のために貢献できる会社を目指していきます。

◆求める人物像

＊明るく健康で体力に自信のある方

＊協調性のある方

＊途中で諦めずに、最後まで考え抜き仕事をやり遂げる方

◆その他

＊インターンシップや職場見学など受け入れしています。

 (日程など要相談) お気軽にお尋ねください！

＊会社が必要と認めた資格の経費等、助成しています。

　　　　土木部　平成30年入社　花輪高校卒

　　　安保　竜矢
父親の影響で建設業に興味があり、進路を決める際、この会社を知り、職場見学や

合同会社説明会などを経て、入社させていただきました。

普通科高校卒で専門的な知識がなかったのですが、幅広い年代の方々と一緒に仕

事をすることで知らないことを教えてもらったり、新しいことが出来るようになったりと、

日々自分の成長を感じることができます。

地元に新しいものを作り、地元に貢献できるというところ、また、親元の近くに住み、親

孝行できるところも地元就職の魅力の一つだと思います。

総務部　総務主任　・　木村澄香
TEL.0186-37-2129
E-mail:当社HP［お問い合わせ］よりメールください
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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

鹿  

角

鹿角市

■会社の特徴
　土木建設業をメインに、建築、水道、電気、舗装、鋼構造物など、
　大型公共工事から個人宅の草刈りまで広く業務を行っています。
　また、道路除雪や道路維持管理業務などを行い、ここに暮らす
　全ての人々の安心な生活に貢献する建設会社です。

■求める人物像
　・コミュニケーション・協調性・思いやりをもって仕事に取り組める人
　・社会貢献出来る仕事に誇りを持ち、使命・責任をもって取組める人
　・誠実な人

■その他
　　・建設業では資格必要なため、取得費用は
　　　自動車運転免許以外すべて会社で負担します。

工事部　２０２０年入社 十和田高校卒

私達の仕事は０から工事が始まり、最後には形に残る仕事をしています。
その過程で分からない事があっても、優しい先輩方が理解できるまで
丁寧に教えてくれます。
多くの人達と一丸となり工事を竣工した時の達成感がとても大きく、
そのために日々頑張っています。
地元鹿角で私達と一緒に働きましょう！

      よねむらぐみ

株式会社 米村組

〒018-5202 鹿角市尾去沢字山根20-3
TEL.0186-23-2330 FAX.0186-23-2376
URL　　http://www.ink.or.jp/~yonemuragumi/

■主な業種／　総合建設業　
■創立／　昭和１８年
■資本金／　３０００万円　
■売上高／　５億円
■従業員数／　３３人（男３１人　女　２人）
■休日休暇／　４週６休、夏季年末・育児休暇、
■年間休日数／　８７日　　　
■福利厚生／　各種社会保険、退職金制度　等
■諸手当／　通勤手当・時間外手当　他
■初任給(諸手当除く)／　高卒170,000円～
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