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総合工事業

一畑工業株式会社 2 一般土木建築業

有限会社糸賀工務店 3 一般土木建築業

株式会社井上組 4 一般土木建築業

今井産業株式会社 5 一般土木建築業

今岡工業株式会社 6 一般土木建築業

岩崎建設有限会社 7 一般土木建築業

石見銀山建設株式会社 8 一般土木建築業

石見工業株式会社 9 一般土木建築業

株式会社植田建設 10 一般土木建築業

大畑建設株式会社 11 一般土木建築業

カナツ技建工業株式会社 12 一般土木建築業

株式会社金見工務店 13 建築工事業

株式会社金田建設 14 一般土木建築業

有限会社神門組 15 建築工事業

幸陽建設株式会社 16 一般土木建築業

幸和建設株式会社 17 一般土木建築業

株式会社後藤建設 18 土木工事業、建築工事業

株式会社佐藤組 19 一般土木建築業

祥洋建設株式会社 20 土木工事業、建築工事業、
しゅんせつ工事

高橋建設株式会社 21 一般土木建築業

株式会社都間土建 22 一般土木建築業

徳栄建設株式会社 23 一般土木建築業

内藤建設工業株式会社 24 一般土木建築業

永井建設株式会社 25 一般土木建築業

株式会社中筋組 26 一般土木建築業

有限会社西工務店 27 一般土木建築業

株式会社はたの産業 28 一般土木建築業

株式会社原工務所 29 一般土木建築業

平井建設株式会社 30 一般土木建築業

株式会社フクダ 31 一般土木建築業

株式会社豊洋 32 一般土木建築業

松江土建株式会社 33 一般土木建築業

まるなか建設株式会社 34 一般土木建築業

丸永建設株式会社 35 建築工事業

株式会社御船組 36 建築工事業

宮田建設工業株式会社 37 一般土木建築業

有限会社渡辺眞工務店 38 建築工事業
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発刊にあたり

島根県公共建築品質確保推進協議会は、県内の公共建

築物について将来にわたって品質の確保を進めるため、発

注者（県·市町村）と受注者（設計者、施工者等の団体）

が建築業界の担い手の育成と確保のために連携·協働して取

組を行う組織として、令和元年11月1日に設立しました。

この度、当協議会の施工者団体の会員企業への、新卒

者を始めとした若年者の就職を促進するため、「令和４年度

に新入社員の採用を予定する企業」の情報を掲載したパン

フレットを作成しました。

このパンフレットが多くの人の目に留まり、県内の建築業界

の担い手確保が進むことを願っています。

【 掲載企業の所属団体 】
一般社団法人　島根県建築技術協会	 ３７社

一般社団法人　島根県管工事業協会	 ６社

一般社団法人　島根県電業協会	 ９社

一般社団法人　日本塗装工業会島根県支部	 ７社



〒699‐1511 島根県仁多郡奥出雲町三成285
代表取締役 糸賀 寿夫

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

美美ししいい郷郷土土をを未未来来のの子子供供たたちちににつつななげげるる。。

当社は、島根県仁多郡奥出雲町に密着して60年超。土木工事
建築工事を手掛ける総合建設会社です。

公共事業や企業法人の事務所・倉庫の建築、新築住宅、リフォー
ムまで幅広く行う会社です。地域の皆様のよりどころとなるなれ
るような会社を目指して日々取り組んでいます。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 奥出雲町内中心
転勤無し

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

各部署１名(計３名)
事務：高卒以上
土木・建築技術者：高卒以上

小小ささなな仕仕事事をを大大切切にに、、おお茶茶をを飲飲みみにに行行けけるる家家づづくくりり。。
誠実と信頼をモットーに地域社会の信頼に応え美しい郷土づくりに取り組む会社

基準時期 令和3年 1月 21日時点

従業員数
19人（男性18人･女性1人)

（平均年齢 歳）女性のうち技術系 0人・事務系 1人

初任給

技術職(土木・建築)
●高卒175,000円 ●短大・専修学校卒180,000円
●大卒：195,000円
事務職
●高卒165,000円 ●短大・専修学校卒180,000円
●大卒205,000円

手当等 通勤手当、資格手当、時間外手当、精勤手当等

昇給・賞与 賞与：年2回 昇給：年1回

勤務時間 7：30～17:00(休憩1時間30分)

休日・休暇 土日(社内ｶﾚﾝﾀﾞｰによる)(年間休日103日令和2年度）

加入保険 各種社会保険完備 退職金共済

福利厚生 確定拠出年金制度 資格取得支援制度

採用担当者 総務部：糸賀 恭平

電話 0854-54-1555

ＦＡＸ 0854-54-1556

E-mail k-itoga@crest.ocn.ne.jp

ホームページ https://www.itoga-koumuten.co.jp

創業 昭和31年 平均勤続年数 20.3年

月平均所定外
労働時間

10時間
有給休暇

平均取得実績
8日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

5人 （ 1人）

R3 1人 (0人) R2 4人 (1人) R1 0人( 人)

離職者の状況
（新卒者）

2人 （ 1人）

R2 2人 (1人) R1 0人 (0人) H30 0人( 0人)

最初は分からないことなどありましたが、今では先輩方と現場で

コミュニケーションを取りながら楽しく仕事を

しています。弊社は資格取得の為のフォローも

充実していて、私もたくさん資格を取る事が

できました。

1級土木施工管理技士を目指して只今奮闘中です！

地元を大切に、地域に感謝される仕事を一緒にしましょう！

総合工事業 一般土木建築業総合工事業

⼀畑⼯業株式会社
〒690‐0852 島根県松江市千鳥町２４番地

代表取締役社長 高井 由起夫

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

「「チチーームム一一畑畑工工業業」」メメンンババーー大大募募集集中中！！

島根県東部・鳥取県西部を中心に総合建設業を展開し、出自であ
る鉄道事業から長年培われた技術と経験を継承してまいりまし
た。一畑グループの一員として、地元に貢献できるよう日々研鑽
を重ねております。
建築部門・土木部門・鉄道部門・管理部門の4部門があります。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 島根県松江市・出雲市
（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

建築施工管理・土木施工管理
軌道工・総合職（営業）

地地域域にに根根ざざしし地地域域をを愛愛すするる一一畑畑ググルルーーププのの会会社社でですす。。
従業員の⼦育てを積極的に⽀援し、仕事と家庭の両⽴がしやすい職場、⼦育てに優しい雇⽤環境づくりを進めています。

基準時期 令和 3年 2月 3日時点

従業員数
80人（男性 69人･女性 11人)

（平均年齢45.7歳）女性のうち技術系 5人・事務系 6人

初任給 高卒180,000円 専門卒190,000円 大卒200,000円

手当等 資格手当、交通費支給 等

昇給・賞与
年1回（4月）・年2回（7月・12月）

（＋業績次第で3月）

勤務時間 基本8：00～17：00（休憩1時間）

休日・休暇
休日…第一を除く土・日・祝
休暇…年末年始・夏季・特別(年間休日 112日）

加入保険 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

福利厚生 退職金制度有

採用担当者 総務部 武田 達夫

電話 ０８５２－２１－５２４２

ＦＡＸ ０８５２－３１－０５６１

E-mail recruit@kogyoichibata.co.jp

ホームページ https://www.ichibata.co.jp/kougyou/

創業 1966 年 平均勤続年数 10.1 年

月平均所定外
労働時間

19.2 時間
有給休暇

平均取得実績
6.8 日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

27人 （ 11人）

R3 8人(8人) R2 4人(0人) R1 15人(3人)

離職者の状況
（新卒者）

30人 （ 3人）

R2 5人(0人) R1 7人(1人) H30 18人( 2人)

一畑工業で、ぜひ一緒に
働きましょう！！

（メッセージはこの下↓）

島根マツダ本社 スズキ自販島根 松江市立南学校給食センター

マクラギ交換 東京橋橋梁修繕母衣南北線

現在の仕事内容は、主に現場内での工事写真の撮影・安全書類の
確認・清掃・測量業務です。上司は、現場内ではとても仕事にス
トイックで厳しいですが、現場後の事務所内ではとても優しく、
他愛のない会話もできたりと、ホッとできる方ばかりです。

高卒からいきなり社会人として働き始め不安でいっぱいでした
が、分からないことを聞けばそれ以上の事を教えてもらえること
も多く、働きやすいです。一日でも早く先輩方のようになること
が、今の一番の目標です。
就活は苦しいこともあると思いますが、頑張ってください。

平成３１年度入社 土木部 Wさん

一般土木建築業
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〒699‐4298 島根県江津市桜江町川戸４７２番地１

代表取締役 今井 久師

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

共共にに未未来来をを創創ろろうう！！

道路やトンネル、ダムといった公共の土木・舗装工事から、個人
住宅、マンション、ビル、工場、病院、学校などの建築工事まで
幅広く扱う総合建設会社です。人々が安心安全に暮らせること、
そして社会の活力を引き出すインフラ整備を通じて未来を創る仕
事をしています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 江津市、松江市、広島市
東京都（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

技術職（建築・土木・舗装）
総合職（事務・営業）

学学科科はは問問いいまませせんん、、未未経経験験かかららモモノノづづくくりりののププロロへへななろろうう！！
土木系学科未就学の方、入社後給与を受け取りながら島根県立東部高等技術校の住環境・土木科（２年課程）で専門知識を学べる「国内
留学制度」を設けました☆

基準時期 令和 3年 2月 1日時点

従業員数
275人（男性 247人･女性 28人)

（平均年齢 47.1歳）女性のうち技術系 3人・事務系 25人

初任給 １９２，１００円（別途手当）

手当等 役職手当、資格手当、扶養手当、通勤手当など

昇給・賞与
昇給（年１回・４月）
賞与（年２回 ７月,１２月）約３ヶ月分

勤務時間 ８：００～１７：００

休日・休暇 日曜日・祝日・指定土曜日(年間休日１１０日）

加入保険 健康・厚生・雇用・労災・財形

福利厚生
退職金一時金制度 + 確定拠出年金制度、
男性社員の育休・時短勤務取得実績有り など

採用担当者 人事課 肥川

電話 0855-92-1321

ＦＡＸ 0855-92-0126

E-mail yasutaka.hikawa@imai-corp.co.jp

ホームページ https://www.imai-corp.co.jp

創業 １９２７年 平均勤続年数 １５.２年

月平均所定外
労働時間

３７.２時間
有給休暇

平均取得実績
１１.８日/年

育児休業取得実績 1人

採用状況
（新卒者）

34人 （ 12人）

R3 3人( 3人) R2 12人(3人) R1 19人( 6人)

離職者の状況
（新卒者）

43人 （ 5人）

R2 8人( 0人) R1 17人( 2人) H30 18人( 3人)

女性技術者たちが頑張っています！ ベテランと若手のチームワークで工事をすすめています！

◆河野さん（入社３年目）

土木部に配属しています。導水路（水が通るためのトンネル）をリニューアルする工事

や敷地造成工事の現場に携わり、ドローンを使った３次元測量などの業務を行ってい

ます。

県外で自動車関係の仕事をしていましたが、地元である江津市で働きたいと考え、現

在勤める「今井産業」と出会いました。

入社当時、土木・建築といった『建設業』の知識は全くありませんでした。非常に不安で

したが、先輩・上司から指導して頂きながら少しずつ勉強しています。そのなかで携

わった工事を無事に終えた時の達成感や嬉しさは他では味わえません。

建設業はハードルが高く見えるかもしれませんが、是非一緒に働きましょう！

総合工事業 一般土木建築業

株式会社井上組
〒699‐4225 島根県江津市桜江町小田943‐12
代表取締役 船津 忠亮

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

「「ププララススワワンンラランンクク上上のの暮暮ららししをを」」

創業 昭和３１年９月
資本金 3000万円
事業内容 公共工事を中心とする土木工事業

一般木造住宅工事を中心とする建築業
（フランチャイズ：イシンホーム他）

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 江津市桜江町小田943‐12

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

技術職（現場施工・現場監督）
土木、建築共（学歴不問）

「「信信頼頼とと地地域域づづくくりり」」、、安安全全でで快快適適なな社社会会基基盤盤とと生生活活環環境境のの整整備備をを通通じじてて

地地域域にに貢貢献献すするるここととをを目目指指ししてていいまますす

基準時期 令和３年２月１日時点

従業員数
２６人（男性２３人･女性３人)

（平均年齢３８歳）女性のうち技術系０人・事務系３人

初任給 200,000円～（職種により異なる）

手当等 通勤手当・資格手当

昇給・賞与 昇給：年１回 賞与：年２回（令和２年実績）

勤務時間 ８：００～１７：００（休憩時間６０分）

休日・休暇 休日：当社カレンダーによる(年間休日９５日）

加入保険 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金

福利厚生 退職金制度

採用担当者 永井 恵里香

電話 0855-92-0151

ＦＡＸ 0855-92-0270

E-mail kkinoue@inoue-inc.co.jp

ホームページ http://www.inoue-inc.co.jp

創業 昭和31年 平均勤続年数 12年

月平均所定外
労働時間

5時間
有給休暇

平均取得実績
10日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

0人 （ 0人）

R3 0人( 0人) R2 0人( 0人) R1 0人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

0人 （ 0人）

R2 0人( 0人) R1 0人( 0人) H30 0人( 0人)

【入社を希望される皆様へ】

当社は65年という長い歴史の中で、「信頼と地域づくり」という経営理念の下

で、建設業を中心に企業活動を行い、安全で快適な社会基盤と生活環境の

整備を通じて地域に貢献し、企業として発展することを目指していいます。こ

の先も地域に信頼される企業としてあり続けられるよう企業活動を通じで人

材の育成、個々の成長に努め、社会から信頼される企業づくりを推進してい

きたいと思います。共に発展していく人材を募集しています。

総合工事業 一般土木建築業
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総合工事業 一般土木建築業

岩崎建設有限会社
〒693‐0024 島根県出雲市塩冶町１０７３番地１

代表取締役 岩崎 和良

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

安安心心空空間間のの構構築築をを目目指指すす

私たちは創業より、『誠心』、『努力』、『団結』を社訓とし主

に建築業を主体としたきめ細やかなサービスが行える『総合建設

業』を目指し、地元に密着した事業を展開してまいりました。

公共施設や商業施設、福祉施設や住宅など多くの施工実績を有し

ております。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 島根県出雲市

但し、担当する現場によって勤務地
が異なる場合があります
（鳥取県西部、島根県東部エリア）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

建築系学部の卒業の大学、短大、
高専、専修（中途・既卒可）

『『人人にに必必要要なな施施設設をを』』、、『『人人のの手手でで作作るる』』とといいうう建建設設業業のの原原点点をを常常にに念念頭頭にに置置きき、、
私私達達はは安安心心空空間間のの構構築築をを目目指指ししててままいいりりまますす。。

基準時期 令和３年 １月 １日時点

従業員数
１５人（男性１３人･女性 ２人)

（平均年齢４３歳）女性のうち技術系 ０人・事務系 ２人

初任給
大学院：200,000円 大学190,000円
短大・高専・専修：180,000円

手当等 時間外手当等

昇給・賞与 昇給：年１回 賞与：あり（年２回）

勤務時間 ８：００～１７：３０

休日・休暇
第2～4土曜日、毎週日曜日、祝日、盆年末年始休
(年間休日 １１１日）

加入保険 社会保険、

福利厚生 退職金制度

採用担当者 岩崎 利行

電話 ０８５３－２２－３６３０

ＦＡＸ ０８５３－２２－３６３２

E-mail t-Iwasaki@iwasakikensetsu.co.jp

ホームページ http://iwasakikensetsu.co.jp/

創業 １９５０年 平均勤続年数 ２３年

月平均所定外
労働時間

１０時間
有給休暇

平均取得実績
７日/年

育児休業取得実績 ０人

採用状況
（新卒者）

１人 （ ０人）

R3 ０人(０人) R2 ０人(０人) R1 １人(０人)

離職者の状況
（新卒者）

０人 （ ０人）

R3 ０人(０人) R2 ０人(０人) R1 ０人(０人)

⼈材育成の特⾊

弊社では若い技術者でも資格要件や能⼒さえ認められれば、⼤規模⼯事の施⼯を先輩技術者のバックアップのもと担当すること
が出来、早いうちから技術⼒を⾼めることが出来ます。
また、弊社では毎⽉１回全職員が参加する『職員会議』を実施しており、社歴の浅い社員でも打ち解けやすい環境となっていま
す。
主な施⼯実績

S邸新築⼯事N邸新築⼯事ローソン学園南店新築⼯事出雲養護学校改築⼯事

私は、入社当初はやはり戸惑いや不安などもありまし

た。しかし直接指導して下さった上司の皆様に支えても

らい、少しずつ仕事も覚える事が出来ました。現場は一

人の力だけでは完成しません。さまざまな人達と、一緒

になって造り上げた現場が、完成した時の達成感。そし

てお客様から「ありがとう」の一言を頂いた時の感動は、

建設業ならではのものだと思います。ぜひ一緒に働きま

しょう。

総合工事業

今岡⼯業株式会社
〒693‐0024 島根県出雲市塩冶神前2‐8‐16
代表取締役社長 今岡幹晴

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

つつくくりりまますす 豊豊かかなな環環境境 ききれれいいなな地地球球

昭和20年創業以来、土木、建築工事施工の建設業一筋に75年が経

過しました。ノウハウを継承しつつ、新技術・新工法を導入して
新しい建設事業を展開しています。公共工事、桧家住宅等を通じ
て、地域の皆様と密着した企業として取り組んでいます。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 出雲市、松江市、米子市（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

10名程度
・高卒：土木技術職、建築技術職
・高専卒、専修卒：土木技術職、建築技術職
・短大卒：土木技術職、建築技術職、事務職
・大卒：土木技術職、建築技術職、営業職、事務職

建建設設をを通通じじてて、、島島根根県県のの様様々々なな場場所所でで「「解解決決」」とと「「便便利利」」をを提提供供
工事現場の司令塔！ 工事現場の施工管理をしています。

基準時期 令和 ３年 ２月 １日時点

従業員数
１００人（男性８５人･女性１５人)

（平均年齢４４歳）女性のうち技術系 0人・事務系１５人

初任給
【土木、建築技術職】高卒：180,000円 高専：195,000円 大学：200,000円

【営業職、事務職】大卒：185,000円～ 事務職：短大 170,000円

手当等 能率、精勤、資格、家族、通勤等

昇給・賞与
昇給：年１回（５月）
賞与：年２回（６月、１２月）

勤務時間 ８：３０～１７：３０（休憩１時間）

休日・休暇
休日：土・日・祝 休暇：有休、夏季、年末年始、リフ

レッシュウィーク、ステップ休暇(年間休日１２３日）

加入保険
各種社会保険（健康保険、厚生年金、労災保険、雇

用保険）

福利厚生
研修旅行（国内、海外）、グループBBQ大会、同好

会活動、退職金制度

採用担当者 勝部

電話 0853-23-7778

ＦＡＸ 0853-22-5959

E-mail soumu@imaokakogyo.com

ホームページ http://www.imaokakogyo.com/

一般土木建築業

創業 １９４５年 平均勤続年数 １４.９年

月平均所定外
労働時間

全体平均１０時間
有給休暇

平均取得実績
７.２日/年

育児休業取得実績 令和元年度 ０人

採用状況
（新卒者）

１４人 （ ８人）

R3 ３人(３人) R2 ７人(４人) R1 ４人(１人)

離職者の状況
（新卒者）

１２人 （ １人）

R2 ５人(０人) R1 ２人(０人) H30 ５人(１人)

現場管理の仕事は、何も無い所から建物が
できる過程を最前線で見ることができ、完
成した時の達成感は、言葉になりません。

現場では沢山の方々と一緒に仕事をします
が、私の名前を覚えて貰えた時は嬉しかっ
たです。皆さんも沢山の人と接すると思い
ますが、まず名前を覚えて貰えるように頑
張ってください。

建築部 青木寛理

高架橋、法面、トンネル、道路、海岸整備、河川改
修。新築住宅・増築。学校、銀行、老人施設の新築な
ど。当社が島根で施工してきたものは、さまざまな分
野にわたります。

これらの工事を行う目的は、島根に住む人たちに便利
さを感じてもらうことであったり、安全を確保するこ
とです。

私たちがつくった建設物は何かを解決し、何かを便利
にしているからこそつくる喜びがある、残す喜びがあ
ると私たちは実感しています。

福利厚生

・二年に一度の社員研修旅行や、野球、ボウリン
グなどのクラブ活動があります。

仕事では交流のない部署の人達と親睦を深める機
会がたくさんあります。

・グループ間の結束力を高めるために、創業記念
式典、社員の家族も参加OKなBBQ大会を開催して
います。

・資格取得助成金などの制度があり、チャレンジ
する人を応援しています。

施工事例

出雲ケーブルビジョン新築工事

静間仁摩道路大屋地区改良第２工事
土木

建築

一般土木建築業
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⽯⾒⼯業株式会社
〒696-0103 島根県邑智郡邑南町矢上7486-1

代表取締役 小泉 賢咲

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

継継承承しし次次代代にに紡紡ぐぐププロロのの技技

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 邑智郡邑南町矢上（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

学歴不問 2名程度
技術職（現場施工）

地地域域にに密密着着しし地地域域をを守守るる仕仕事事。。地地域域にに必必要要ととさされれるる存存在在にに。。

基準時期 令和 3 年 2 月 15 日時点

従業員数
33 人（男性 28 人･女性 5 人)

（平均年齢 47 歳）女性のうち事務系 5 人

初任給 165,000円（高卒）

手当等 資格手当、交通費、住宅費手当、時間外手当

昇給・賞与 年二回（８月、12月）

勤務時間 7：30～17：00 （休憩1時30分含む）

休日・休暇 週休２日（土、日）(年間休日 122 日）

加入保険 各種社会保険 健康保険、厚生年金、労災保険

福利厚生
社員旅行、忘年会旅行、お花見会、各種レクリエー

ションあり

採用担当者 小泉 篤

電話 0855-95-0220

ＦＡＸ 0855-95-1385

E-mail info@iwami-kougyou.com

ホームページ http://iwami-kougyou.com/

創業 昭和57年 平均勤続年数 8 年

月平均所定外
労働時間

時間
有給休暇

平均取得実績
日/年

育児休業取得実績 2 人

採用状況
（新卒者）

2 人 （ 2人）

R3 0人( 人) R2 1 人(1人) R1 1人(1人)

離職者の状況
（新卒者）

4 人 （ 人）

R2 1 人( 人) R1 1 ( 人) H30 2人( 人)

自分の手掛けたものが残っていくという建築の仕事
はとても魅力的です。実際にどんな仕事をするのか

イメージしずらい部分もあると思います。
ですので是非一度会社見学やＨＰ・SNSなどで確
認してもらえればと思います。建築の仕事に是非関

心を持って頂ければと思います。
田崎 勇太 （工務部・大工）

邑南町・北広島町（広島県）を中心に総合建設業を営んでいます。建築監理・
土木監理から大工・左官・管工事・コンクリート圧送業等、現場で働く職人の会
社です。また設計や不動産業も行い建築・土木分野で地域でオールマイティな
会社として、地域の為に頑張っています。

地地域域にに愛愛さされれ、、必必要要ととさされれるる存存在在にに。。
職職人人をを育育てて、、地地域域をを守守るる人人材材をを育育ててるる。。
職職人人のの成成長長がが地地域域のの豊豊かかささをを生生むむ。。

総合工事業 一般土木建築業総合工事業 一般土木建築業

⽯⾒銀⼭建設株式会社
〒694‐0054 島根県大田市鳥井町鳥井963‐2
代表取締役 黒田突義

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

未未来来へへつつななぐぐ夢夢ああるる仕仕事事

当社の強みは、土木一式工事、法面工事、上下水道工事、浄
化槽工事、解体工事、舗装工事、遺跡調査など幅広く工事を
受注できる体制にしている事です。

その他の事業として産廃物収集運搬、処分業、不動産賃貸業
も活動しています。
近年日本各地で災害が発生しました。当社は平成24年度に

東北震災の復興に少しでも役に立ち、そして飛躍のきっかけ
にする目的で宮城支店を開設しました。現在では宮城県の採
用者も増え地域貢献に大きな役割を果たしています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 島根県大田市

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

２名程度
高卒：技術職見習い・現場作業員

基準時期 令和 3 年 1 月 16 日時点

従業員数
35人（男性 30 人･女性 5 人)

（平均年齢 38 歳）女性のうち技術系 0人・事務系4人

初任給 166,000 円

手当等
通勤手当(実質上限あり。月額20,000円まで)、
マイカー通勤可能

昇給・賞与 有

勤務時間 7：40～17：40 休憩２時間

休日・休暇 年間カレンダーによる (年間休日 105日）

加入保険 雇用、労災、健康、厚生、財形

福利厚生 国内外研修旅行（１年に１回）

採用担当者 黒石伸也

電話 0854-82-6533

ＦＡＸ 0854-84-5358

E-mail kuroishi@iwamiginzan.co.jp

ホームページ http://www.iwamiginzan.co.jp

創業 昭和 58年 平均勤続年数 9 年

月平均所定外
労働時間

1時間
有給休暇

平均取得実績
6日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

1人 （ 1人）

R3 0人(0人) R2 1人(1人) R1 0人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

1人 （ 1人）

R2 0人(0人) R1 1人(1人) H30 0人(0人)

建設業界は若手の人材が不足している状況です。若い方が入社し
て働き、お金を稼ぎ、休日には趣味を楽しむなど、充実した暮らしが
できる様に、当社は社員の年間休日日数を87日→105日へと大幅
に増やしました。
会社のキャッチフレーズは『未来へつなぐ夢ある仕事』です。
地域から強く必要とされる会社を目指し一緒に活躍して頂ける仲間
を募集しております。

高校卒業後に自動車整備の学校にかよっていましたが、コロナ
禍で学校が休校となり、ゆっくり将来の事を考える時間が出来ま
した。その間に土木の仕事をしたいという気持ちが強くなったの
で就職しました。入社当初は会社の雰囲気がどうなのか不安で
したが、会社の皆さんはとても優しい人ばかりで入社して良かっ
たと思います。
今では日々仕事を覚えて自分で出来る様になっていく事が喜び
です。
早く自分のやりたいことが見つかるといいですね
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総合工事業 一般土木建築業

⼤畑建設株式会社
〒698‐0012 島根県益田市大谷町３６番地３

代表取締役社長 大畑 勉

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

人人ののちちかかららがが、、未未来来ををつつくくるる。。

当社は、土木・港湾・建築・住宅・造園・交通安全施設工事の施
工のほか、不動産販売・公園指定管理・文化財発掘調査業務等を
行っています。県内では本社益田市のほかに松江営業所、県外に
は山口営業所を設置しています。また、グループ会社に益田興産
㈱、浜田砕石㈱、大東興産㈱、中国道路㈱、㈱和興、㈱大建コン
サルタント、㈱ランドマックの７社を擁し、多種多様な事業展開
を行っています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地））
本社（益田市）
松江営業所（松江市）

企企業業PPRR

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

土木技術者（施工管理）２名
建築技術者（施工管理）１名
事務総合職（経理・人事等）１名

子子どどももたたちちのの未未来来ののたためめにに。。大大ききなな未未来来ををつつくくっっててみみまませせんんかか？？
地域のために、未来のために、子どもたちのために、情熱を持った仲間を当社は探し求めています。

基準時期 令和 ３ 年 １ 月 １５ 日時点

従業員数
１６０人（男性１４１人･女性１９人)

（平均年齢４５歳）女性のうち技術系７人・事務系１２人

初任給 大卒２０３，０００円 高卒１７２，０００円

手当等 通勤、住宅、家族、資格、役職、時間外手当等

昇給・賞与 昇給年1回（５月）、賞与年２回（７，１２月）

勤務時間 ８：００～１７：００（休憩１時間）

休日・休暇
土日祝、夏季、年末年始、誕生日、特別休暇等

（年間休日１２５日）、有給休暇

加入保険 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

福利厚生
クラブ活動（野球、サッカー、バレー、テニス、

ゴルフ、武道、自転車）、社員旅行、退職金制度等

採用担当者 向井 俊治

電話 0856-23-3530

ＦＡＸ 0856-23-0935

E-mail toshiharu.mukai@ohata.co.jp

ホームページ http://ohata.jp/

創業 １９５３年 平均勤続年数 １５年

月平均所定外
労働時間

１０時間
有給休暇

平均取得実績
１２.７日/年

育児休業取得実績 １人

採用状況
（新卒者）

１５人 （ ９人）

R3 2人( 2人) R2 8人( 5人) R1 5人( 2人)

離職者の状況
（新卒者）

１４人 （ ０人）

R2 4人( 0人) R1 4人( 0人) H30 6人( 0人)

当社は「社員の生活と幸せの
向上」＝「会社の繁栄」であ
ると考え、様々な福利厚生を
行っています。社員の半分以
上が７つある運動部のいずれ
かに所属し、健康増進とコ
ミュニケーションの向上に努
めています。また、社員の過
重労働防止と家族との時間を
増やす事を目的に、誕生日休
暇とリフレッシュ休暇制度を
導入しました。

新たに発足した自転車部でのサイクリング

株式会社植⽥建設
〒699‐1221 島根県雲南市大東町飯田１３０番地２

代表取締役 植田泰輔

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

技技術術をを未未来来にに伝伝承承すするる

地域と共に６７年。創造し続ける企業をめざして雲南市大東町で
学校や病院を建てる「建築工事」と道路や橋を造る「土木工事」
を営んでいる企業です。社員３８名、平均年齢４６歳。福利厚生

が充実しており、和気あいあいとした雰囲気で仕事をしていま
す。興味があればいつでも気軽にご連絡を。お待ちしています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 雲南市大東町(主たる勤務地)、
(転勤無し)

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

建築及び土木技術者、現場施工技能者
各２名 計４名(学歴不問)

高高いい技技術術力力をを維維持持継継続続ででききるるここととはは、、人人をを育育ててるるここととががででききるる企企業業のの証証((ああかかしし))。。

「早く・正確に」を合言葉に、社員が一丸となって造る道路や建物にあなたも携わってみませんか？

基準時期 令和 ３年 ２月 １日時点

従業員数
３８人（男性 ３５人･女性 ３人)

（平均年齢４６歳）女性のうち技術系０人・事務系３人

初任給 185,000円(高校卒)、220,000円(大学卒)

手当等 通勤手当(5,000円～)、皆勤手当(10,000円)

昇給・賞与 昨年度実績 昇給年１回、賞与年２回＋期末手当

勤務時間 8:00～17:00(10ヶ月)、8:00～17:30(2ヶ月)

休日・休暇 日曜日、土曜日(月3回程度)他 (年間休日１０１日）

加入保険 雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険

福利厚生 社員旅行及び慰労会、資格取得支援制度有り

採用担当者 総務部 野村恭一

電話 ０８５４－４３－６１５６

ＦＡＸ ０８５４－４３－６２４１

E-mail honsya@ueda-const.com

ホームページ http://www.ueda-const.com

創業 １９５４年 平均勤続年数 １４年

月平均所定外
労働時間

３時間
有給休暇

平均取得実績
１１日/年

育児休業取得実績 昨年度実績なし

採用状況
（新卒者）

８人 （１人）

R3 ０人(０人) R2 ６人(１人) R1 ２人(０人)

離職者の状況
（新卒者）

３人 （０人）

R2 １人(０人) R1 １人(０人) H30 １人(０人)

(土木技術者として令和２年４月に入社)

土木・建築業は毎日同じ業務の繰り返しでは
ないので大変なこともありますが、楽しさや成
長できる喜びも大きいです。
実際に働いてみるまで分からなかった良さが
たくさんある業界です。
島根県や地域のためになる仕事に興味があ
る方は、是非とも一緒に働いてみませんか？

優良工事表彰(島根県知事) 県道改良工事(大東町内)

本社事務所(外観)

優良工事表彰(雲南市長) 地域交流センター新築工事(大東町内)

総合工事業 一般土木建築業
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総合工事業 建築工事業

〒690‐0015 島根県松江市上乃木２丁目１８－１

代表取締役 金見誠司

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

～～地地域域No.1工工務務店店へへのの挑挑戦戦～～

弊社は江戸時代から大工として建築に携わり、住宅や寺社仏閣等
地域の皆様の生活に密着し、皆様にとても近いところで仕事をさ
せて頂いてきました。会社としてのその立ち位置は今でも変わっ
ていません。一方、現在ではそれらに加えて学校等の公共建築物
や商業ビル、店舗等の設計・施工や、家具木工部では家具のデザ
イン、製造、リメイク等もしています。大工やマルチ工も抱え、
幅広い建築の領域を網羅し、建築分野ではどこにも負けない
〝〝地地域域No.１１工工務務店店〟〟を目指しています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 松江市（転勤無）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

１名程度
学歴問わず
マルチ工(基礎工事や足場組立作業等)

基準時期 令和 ３年 ２月 １日時点

従業員数
５２人（男性４０人･女性１２人）

女性のうち技術系４人・事務系８人

（平均年齢４３歳 ※役員除く）

初任給
高校152,000円、短大他162,000円、大学177,500円
※上記金額は諸手当除く。

手当等
通勤手当、私有車借上手当、役職手当、資格手当、
残業手当、休日出勤手当他

昇給・賞与
昇給：年１回（４月）
賞与：年３回（７月・１２月・２月）

勤務時間 ８時～１７時

休日・休暇

第2･第3･第4土曜日､日曜日､祝祭日､GW､盆､年末年
始､バース―デー休暇､有給休暇､慶弔休暇､子の看
護休暇､介護休暇､裁判員休暇
（年間休日１１１日 ※会社カレンダーによる）

加入保険 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

福利厚生
資格取得支援制度、退職金制度、社員旅行、社内
ＢＢＱ、スポーツ懇親会他。

採用担当者 野波 隆司

電話 ０８５２－２５－６０２５

ＦＡＸ ０８５２－２５－６０６４

E-mail t.nonami@kanami-k.jp

ホームページ http://www.kanami-k.jp

創業 昭和２３年 平均勤続年数 １４年

月平均所定外
労働時間

２５.５時間
有給休暇

平均取得実績
９.５日/年

育児休業取得実績
R1 ０人
（H29年に1人、H30年に1人 ※いずれも男性）

採用状況
（新卒者）

１２人 （７人）

R3 ３人(３人) R2 ３人(３人) R1 ６人(１人)

離職者の状況
（新卒者）

３人 （０人）

R2 ０人(０人) R1 ２人(０人) H30 １人(０人)

株式会社 金見工務店
～誠実こそが信用を築く～

この業界に入るきっかけは、街に残る仕事がした
いという思いからでした。工業高校で実際に建築
について学び、物づくりに興味を持ち、それが今
では現場管理者という形となって働き始めていま
す。一般的に建設業と聞くと、きつい・汚い・危
険な仕事とよく言われたりします。ですが、その
苦労を乗り越えた先に「建物」として街に残るこ
とで、達成感ややりがい、お客様に喜んで貰える
嬉しさというものを直で感じれる仕事だと思いま
す。

（Ｒ１入社 現場管理者）

【金見工務店 マスコットキャラクター】

カナツ技建⼯業株式会社
〒690‐8550 島根県松江市春日町６３６番地

代表取締役社長 金津 任紀

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

創創りりまますす！！感感動動・・笑笑顔顔・・人人・・未未来来

1938年創業、1954年設立の当社は、創業以来一貫して技術本位･品質重視

の経営に努め、「創ります！感動･笑顔･人･未来」をスローガンに、土木･
建築･水処理施設等の社会資本整備とそのメンテナンスを通じ、住みよい
地域づくりのお手伝いをしています。ICT施工(情報化施工)にもいち早く取
り組み、第１回「i‐Construction大賞」の最高賞「国土交通大臣賞」を受
賞。また、経済産業省より「地域未来牽引企業」にも認定されました。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地））
主に松江市・出雲市内の現場。
（転勤なし※工事赴任あり）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

８８名名程程度度
・・大大卒卒：：施施工工管管理理職職（（土土木木・・建建築築・・機機械械））
・・短短大大・・高高専専等等：：

施施工工管管理理職職（（土土木木・・建建築築・・機機械械））
・・高高卒卒：：施施工工管管理理職職（（土土木木・・建建築築））

私私たたちちのの仕仕事事はは地地域域生生活活のの「「安安心心」」「「安安全全」」をを創創るる仕仕事事でですす。。
ＩＣＴなどの新しい技術を積極的に取り入れながら、より良い技術サービスの提供に努めています。

基準時期 令和 ３ 年 ２ 月 １ 日時点

従業員数
２７５人（男性２４９人･女性２６人)

（平均年齢４５歳）女性のうち技術系１４人・事務系１２人

初任給
大卒２１１，１００円、短大・高専等１９２，６００円
高卒１７２，３００円

手当等 現場管理手当、時間外手当、役付手当、通勤手当

昇給・賞与
昇給 年１回（６月）
賞与 年２回（７月、１２月）

勤務時間 ８：００～１７：００（休憩時間１時間）

休日・休暇
休日：日祝、第2,3,4土曜・休暇：夏季、年末年始
年間休日１１０日（会社カレンダーによる）

加入保険 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

福利厚生 退職金制度、確定拠出年金、従業員持株会制度など

採用担当者 総務部 総務・人事グループ 三角 敦嗣

電話 ０８５２－２５－５５５５

ＦＡＸ ０８５２－２７－１２０７

E-mail a-misumi@kanatsu.co.jp

ホームページ https://www.kanatsu.co.jp/

創業 昭和１３年 平均勤続年数 １４．０年

月平均所定外
労働時間

１０．９時間
有給休暇

平均取得実績
１２．２日/年

育児休業取得実績 ３人

採用状況
（新卒者）

７０人 （２１人）

R3 22人(10人) R2 18人( 9人) R1 30人( 2人)

離職者の状況
（新卒者）

３７人 （ ０人）

R2 8人( 0人) R1 19人( 0人) H30 10人( 0人)

私たちの仕事は、現場を指揮し、管理する力だ
けでなく、地域の方々や工事関係者など多くの
方々とのコニュニケーション力も求められる大変
な仕事です。しかし、何もない状態から多くの
方々と協力し、工事を進め、完成させた時の達成
感は他の業種とは異なった大きな喜びを感じられ
る、とてもやりがいのある仕事です。

ものづくりを通して、人のために、感動や笑
顔・未来を私たちと一緒に創っていきましょう！

土土木木部部 工工事事ググルルーーププ 安安達達悠悠人人 （（ 2018年年4月月入入社社））

総合工事業 一般土木建築業
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総合工事業 建築工事業

有限会社 神⾨組
〒694‐0063 島根県大田市大田町吉永1648‐2
代表取締役 神門 敦

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

夢夢ををかかななええるる仕仕事事をを。。

当社は、創業以来約50年にわたって建設業を柱に、地域の発展に

貢献してきた企業です。一人一人のお客様からの「信頼」をモッ
トーに、地域に根ざした暮らしのサポートに取り組んでまいりま
した。近年ではユニバーサルホームのＦＣ店として、他社にない
特徴のある住宅を提供しています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 大田市・出雲市
（相談・協議の上 決定）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

1名程度 学歴不問
職種：技術職（建築施工管理）

基準時期 令和 3 年 1 月 23 日時点

従業員数
18 人（男性 12人･女性 6人)

（平均年齢 45歳）女性のうち営業系 3人・事務系 3人

初任給 高卒 190,000 円 大卒 220,000 円

手当等

昇給・賞与 昇給 年 1回 ・ 賞与 年 2回

勤務時間 8：00～17：30 （休憩 2時間）

休日・休暇
休日：（土）日祝 ※建設業カレンダーによる
休暇：有給、夏季、年末年始 (年間休日 102 日）

加入保険 雇用・労災・健康・厚生・財形

福利厚生 社員旅行・退職金共済加入

採用担当者 岩野

電話 0854-82-2689

ＦＡＸ 0854-82-4670

E-mail k-yu-nao@mx.miracle.ne.jp

ホームページ http://kandogumi.p-kit.com/

創業 昭和 52年 平均勤続年数 7 年

月平均所定外
労働時間

10 時間
有給休暇

平均取得実績
6 日/年

育児休業取得実績 0 人

採用状況
（新卒者）

0 人 （ 人）

R3 0人( 0人) R2 3人( 0人) R1 3人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

0 人 （ 人）

R2 1人( 0人) R1 2人( 0人) H30 1人( 0人)

現場監督の仕事は、数多くの業種の方たちと一緒に協力して家づくりをし
ます。

その過程で、いろんな人たちと相談したり、考えたり、悩んだりしながら完
成させていきます。また、完成した時の嬉しさは自分にしか分かりません。

そんな経験をこれから一緒にしてみませんか？
とてもやり甲斐のある仕事です！！！

（建築施工管理歴 15年）

〒685‐0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町大津ノ二・13番地4
代表取締役社長 金田隆徳

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

『『地地域域にに生生きき、、地地域域ととととももにに成成長長！！』』

隠岐の島町を拠点として、土木工事や建築工事、建築リフォーム
工事を手掛けています。防波堤や岸壁工事など海上での特殊な作
業船を使用した工事を得意としています。また建築工事ではお客
様の希望に応じた世界にひとつだけしかない木造戸建て住宅や学
校や病院等の公共工事にも携わっています。また、家屋や土地等
の売買仲介や賃貸管理等の不動産業務を行っています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 隠岐郡隠岐の島町（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

採用計画：若干名（学歴問わず）
業種区分：技術職（現場施工、設計）

隠隠岐岐のの島島とといいうう大大自自然然のの中中でで、、私私たたちちとと一一緒緒にに働働ききままししょょうう!!!!
完全週休二日制を早期から実現し、定年を65歳とし、その後70歳まで働くことができます。

基準時期 令和 2 年 12 月 31 日時点

従業員数
58人（男性 47人･女性 11人)

（平均年齢51.6歳）女性のうち技術系 2 人・事務系 10 人

初任給 大学卒185,000円、短大卒180,000円、高卒170,000円

手当等
役職手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、島外現
場手当、携帯手当

昇給・賞与 昇給：年1回（8月）・ 賞与：年2回（8月、12月）

勤務時間 7:50～17:20（休憩1時間）

休日・休暇
休日：土曜、日曜、他会社が指定する日 ・休暇：有
休、夏季、年末年始、特別休暇(年間休日114 日）

加入保険 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

福利厚生 退職金制度、釣りクラブ、ゴルフクラブ

採用担当者 総務部 嶽野政利

電話 08512-2-1421

ＦＡＸ 08512-2-1423

E-mail m-dakeno@gr-Kaneda.co.jp

ホームページ http://www.gr-Kaneda.co.jp/

創業 昭和 26 年 平均勤続年数 16.7 年

月平均所定外
労働時間

7.5 時間
有給休暇

平均取得実績
8.9 日/年

育児休業取得実績 7 人

採用状況
（新卒者）

3人 （ 0人）

R3 1人( 0人) R2 1人(0人) R1 1人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

18人 （ 0人）

R2 6人( 0人) R1 6人(0人) H30 2人( 0人)

入社5年目になりますが、今の仕事は土木部の船舶班で

船の操縦が主になっています。入社前は正直、肉体労
働がメインだと思っていたので、キツそうなイメージでし
たが、実際の作業はほとんど機械で行うので、機械の操
作が多いです。いろんな機械や船の操縦ができるのが
楽しいです。ちなみに、機械の操縦などに必要な資格や
免許は入社後に取れるので安心してくだい。この会社は
業務内容が幅広く、いろんな経験を積めるので、その中
できっとあなたのやりたい仕事がみつけられるはずで
す。

（フローティングドック船） （コンクリートプラント船）

（Ｏ様邸） （Ｆ様邸）

（㈱金田建設本社）

総合工事業 一般土木建築業

1514

総
合
工
事
業

（
菅
工
事
業
）

設
備
工
事
業

（
電
気
工
事
業
）

設
備
工
事
業

（
塗
装
工
事
業
）

職
別
工
事
業



幸和建設株式会社
〒699‐1334 島根県雲南市木次町新市176
代表取締役 周藤浩二

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

地地域域にに幸幸せせのの和和ををひひろろげげたたいい。。

名 称：幸和建設株式社
代表者：代表取締役 周藤 浩二
設 立：昭和63年7月2日
資本金：2,000万円

営業品目：総合建設業（土木工事の設計施工、建築工事の設計施
工）不動産取引業（不動産の売買、交換、賃貸、管理業務）

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 事業所と同じ（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

4名程度
・高卒・大卒：技術職(土木作業員)
(土木施工管理)(建築施工管理)

信信頼頼ででききるる技技術術とと迅迅速速なな対対応応でで地地域域づづくくりりにに貢貢献献ししまますす。。
お客様の幸せな生活の実現に、地域社会という大きな和の一員として企業の社会的責任を果たします。

基準時期 令和 3年 2月 1日時点

従業員数
18人（男性 14人･女性 4人)

（平均年齢45.5歳）女性のうち技術系2人・事務系2人

初任給 高卒：200,000円 大卒：200,000円

手当等 資格手当・役職手当・管理者手当

昇給・賞与 昇給年1回(4月)・賞与年3回(4月、8月、12月)

勤務時間 8：00～17：00 （休憩1.25時間）

休日・休暇 日曜他・夏季・年末年始 (年間休日 99日）

加入保険 雇用保険・健康保険・厚生年金・労災保険

福利厚生 建設業退職金共済制度・作業着支給

採用担当者 周藤

電話 0854-42-0506

ＦＡＸ 0854-42-2060

E-mail info@kowa.shimane.jp

ホームページ https://kowa.shimane.jp

創業 昭和42年 平均勤続年数 10年

月平均所定外
労働時間

8時間
有給休暇

平均取得実績
5日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

4人 （ 0人）

R3 0人(0人) R2 2人(0人) R1 2人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

2人 （ 0人）

R2 1人(0人) R1 1人(0人) H30 0人(0人)

社員数18名と少人数ながら、
土木事業、建築事業、不動産事業と
着実に実績を伸ばしている会社です。

入社1年目：中途採用 Aさん（建築部）

私は前職でハウスメーカーの現場監督をしていましたが、縁あっ

てこの幸和建設へ入社しました。

前職では設計業務には全くかかわることがありませんでしたが、

今は設計から現場管理まで携わらせていただいています。設計業

務は今まで未経験で不安でしたが、優しい先輩社員の皆様に教

えていただきながら日々勉強しています。私は中途採用ですが、

土木も建築も未経験の方でも安心して仕事ができる環境です。

社員の勤続年数が平均10年以上と
長く働ける環境です。
社員の資格取得にも力を入れており、
サポートもあります。
また情報共有と社内コミュニケーションを
大切にしております。

『幸和建設』ご紹介

2020年にはモデルハウスもオープンしました↑

総合工事業 一般土木建築業

幸陽建設株式会社
〒690‐0044 島根県松江市浜乃木3丁目3番12号

代表取締役 持田幸治

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

おお客客様様のの利利益益とと満満足足度度をを優優先先しし
会会社社のの発発展展、、社社員員のの幸幸福福をを同同時時にに達達成成しし地地域域社社会会にに貢貢献献すするる。。

名 称 幸陽建設株式会社
資本金 20,000,000円

創立年月日 1956(昭和31)年8月14日
建設業者許可番号 島根県知事許可（特-28）第222号
建築士登録番号 幸陽建設一級建築士事務所

島根県知事登録一級建築士事務所 第1275号

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 松江市（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

大学、短大、専修、高校、中途

技術職(現場監督）若干名

基準時期 令和 ３年 １月 ２０日時点

従業員数
27人（男性 24人･女性 3人)

（平均年齢 45歳）女性のうち技術系 1人・事務系 2人

初任給
大卒189,800円、短大専修卒175,100円、
高卒160,100円

手当等 役職、職務、資格、家族、通勤、時間外手当等

昇給・賞与 昇給年１回（4月）、賞与年２回（7月、12月）

勤務時間 8：00～17：30（休憩1.5時間）

休日・休暇
休日：日曜、祝日 休暇：有休、夏季、年末年始
年間休日110日（土曜日は当社カレンダーによる）

加入保険 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金

福利厚生
誕生日休暇、退職金制度、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ貸与
資格取得支援、互助会他

採用担当者 総務部 石原

電話 0852-23-2611

ＦＡＸ 0852-27-0096

E-mail info@koyo-kk.jp

ホームページ http://www.koyo-kk.jp

創業 1956年 平均勤続年数 17年

月平均所定外
労働時間

15時間
有給休暇

平均取得実績
8.5日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

1人 （ 0人）

R3 0人(0人) R2 1人 (0人) R1 0人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

0人 （ 0人）

R2 0人(0人) R1 0人（0人) H30 0人(0人)

しし ああ わわ せせ をを つつ くく るる

《毎回新しいことに取り組める仕事》

地図に残るといいますが、入社して初めて、何もなかったところにきれいな新築の建物

ができたのを見たときは感動しました。竣工から何年か経って現場を通りがかったときも

「ああ、あそこだな」と思いますし、ずっと有効に活用されるとやっぱり嬉しくて、それが

やりがいです。形に残るという部分が大きいですね。

建設業は誰にでもできるものではなく、そのためのノウハウを持った会社である必要が

あります。大変なことも多いですけど、毎回新しい場所（現場）で、新しい仕事をすることで、

気持ちを常に切り替えられるのがいい点だと思います。

〈建築工事部 瀬田直樹さん〉

私たちは、こんな会社です！
仕仕事事のの内内容容

会会社社のの雰雰囲囲気気

建築工事を主体として官公庁発注の公共工事から病院・社会福祉施設、店舗、
工場、一般住宅・リフォームなど大型工事から小さな工事まで施工します。
「良く、早く、廉く」をモットーにお客様の困っていることを見つけ、それを満たすことを目標にしています。

当社はあまり固い会社組織という感じではなく、気軽に色々なことを相談しやすい雰囲気があります。
上司や先輩との壁がなく、近い距離で話ができます。

本 社

資資格格をを取取ろろうう

目指せ！ 一級建築士、一級施工管理技士。
資格取得のための費用を助成します。（受験料、登録料、受験地交通費、宿泊費等）

会会社社のの行行事事

納涼会（7月）、忘年会（12月）、新年交礼会（１月）
社員旅行（隔年）

総合工事業 一般土木建築業
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株式会社 佐藤組
〒690‐0851 島根県松江市堂形町７３７－３

代表取締役 佐藤 尚士

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

技技術術とと経経験験をを活活かかしし、、社社会会ののニニーーズズにに対対応応。。

◇土木工事、建築工事、電気工事、送電線鉄塔基礎工事、送・配電線
保守、通信線保守の各施工管理業務に加え、近年は風力・太陽光発
電といった再生可能エネルギー設備の施工・メンテナンス業務にも範
囲を拡げてきました。
◇昨年６月には本社新社屋が完成し、快適な環境で仕事に取り組ん
でいます。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地））
・伐採…松江市または邑智郡美郷町
・その他…松江市

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

・土木技術者…大学(院)・高専２名，
高校２名

・電気技術者…大学(院)・高専１名
・伐採業務従事者…高校１名

信信頼頼にに応応ええるる施施工工でで、、今今、、日日本本全全国国へへ。。

・送電線鉄塔基礎⼯事は、いくつもの⼯程があり⼤
変なことも多いですが、施⼯が終了した時には達成
感があります。社内の雰囲気としては 先輩や上司
とも話など気さくにできるので、とてもやりやすく
感じます。（電⼒⼯事部 男性〔送電線鉄塔基礎⼯
事を担当〕⼊社5年⽬）
・様々な物件に携わりましたが、施主様との⼊念な
打ち合わせをして思いやイメージをカタチにしてい
くことにやりがいと魅⼒を感じています。（建築課
⼥性〔住宅等の設計を担当〕⼊社3年⽬）

基準時期 令和 ３ 年 ２ 月 １５日時点

従業員数
100人（男性90人･女性10人)

（平均年齢45歳）女性のうち技術系 3人・事務系 7人

初任給 大学 210,000円 高専 195,000円 高校 175,000円

手当等 役職手当・国家資格手当・子供手当・通勤手当 他

昇給・賞与 昇給あり・賞与あり（年２回（７月、１２月））

勤務時間 8：00～17：00 休憩１時間

休日・休暇
日曜日・祝日・年末年始・夏季 他
Ｒ２年度年間休日 108日（年間ｶﾚﾝﾀﾞｰによる）

加入保険 雇用・労災・健康・厚生

福利厚生 退職金共済（勤続２年以上）

採用担当者 三代 裕子

電話 0852-26-5480

ＦＡＸ 0852-27-8259

E-mail mishiro@satohgumi.co.jp

ホームページ http://www.satohgumi.co.jp

創業 昭和３９年 平均勤続年数 13 年

月平均所定外
労働時間

10 時間
有給休暇

平均取得実績
12.5 日／年

育児休業取得実績 1 人

採用状況
（新卒者）

8 人 （ 4 人）

R3 1人(1人) R2 1人(1人) R1 6人( 2人)

離職者の状況
（新卒者）

6 人 （ 1 人）

R2 2 人(0人) R1 2人(0人) H30 2人( 1人)

総合工事業 一般土木建築業総合工事業 土木工事業、建築工事業

★★資資格格取取得得支支援援制制度度がが充充実実ししててまますす！！！！
働きながら資格取得をサポート。受講料・受験料は全額負担します。

★★完完全全週週休休二二日日制制、、完完全全月月給給制制導導入入ししててまますす！！！！
入社時点で年次有給休暇１０日間付与します。
さらに時間単位での取得も可能なので、プライベートとの両立もしっかりできます。

★★社社員員のの健健康康はは会会社社のの資資本本！！「「健健康康経経営営」」にに取取りり組組みみ、、心心もも体体もも健健ややかか！！！！
社内健康診断は毎年受診率１００％！

個人的な通院もしやすく、人間ドック受診やインフルエンザ予防接種の費用補助があ
ります。

株式会社 後藤建設
〒690‐3207 島根県飯石郡飯南町頓原２１４４番地

代表取締役 後藤 幹司

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

ああななたたののややるる気気をを全全力力ででササポポーートト！！資資格格をを目目指指すす方方大大歓歓迎迎！！！！

当社は、建築工事業、土木工事業をはじめ全10業種の県知事許可のもと、公

共工事から民間工事まで幅広く事業を展開しています。「ふるさとの未来を
築く技術集団」として地域に寄り添い、地域とともに持続的に成長する企業
を目指しています。
【主な営業許可】

・島根県知事許可（特－３１）第２４４１号
・二級建築士事務所 島根県知事登録第（２）５０３９号 他

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 飯石郡飯南町（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

新卒（大学・短大・専門・高校）
現場管理者候補（建築・土木問わず）

ゴゴトトケケンンはは社社員員ににややささししいい！！仕仕事事ももププラライイベベーートトもも大大切切ににししてていいまますす

基準時期 令和3年 1月 31日時点

従業員数
25人（男性 22人･女性 3人)

（平均年齢 55歳）女性のうち技術系 0人・事務系 3人

初任給 大学202,000円 短大・専門189,000円 高校183,000円

手当等
携帯電話手当、通勤手当、資格手当、管理職手当等
※社内規定による

昇給・賞与 昇給 年1回（4月）、賞与 年2回（4月、12月）

勤務時間 7：45～16：45 （休憩60分）

休日・休暇 ・毎週土・日（完全週休二日制） ・年間休日 110日
※その他、ＧＷ・盆・年末年始休暇あり。社内休日カレンダーによる。

加入保険 健康、厚生、雇用、労災、その他（退職金共済）

福利厚生 退職金制度、慶弔給付金、永年勤続報奨金

採用担当者 後藤 結子

電話 0854-72-0103

ＦＡＸ 0854-72-0528

E-mail info@gotoken.co.jp

ホームページ https://gotoken.co.jp/

創業 1932年 平均勤続年数 15年

月平均所定外
労働時間

4時間
有給休暇

平均取得実績
18日/年

育児休業取得実績 1人

採用状況
（新卒者）

4人 （ 0人）

R3 1人( 0人) R2 3人( 0人) R1 0人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

1人 （ 0人）

R2 0人(0人) R1 1人(0人) H30 0人( 0人)

後後藤藤建建設設っっててどどんんなな会会社社？？後後藤藤建建設設っっててどどんんなな会会社社？？
おもに飯南町内の個人住宅や公共施
設の建築。飯南町の豊かな自然と共
存する建物づくりを目指していま
す。

自然を生かしながら私たちの生活に必要
な社会基盤を整備し、地域に密着したよ
り良い街づくりのお手伝いをしていま
す。

地球温暖化対策の環境への取り組み
として太陽光発電事業に参入し、地
域にやさしい企業を目指していま
す。

道路清掃や冬期の除雪作業、また子育て
支援や次世代を担う地域の子どもたちの
支援などさまざまな社会貢献活動を展開
しています。

みみんんなながが働働ききややすすくく、、活活躍躍ででききるるよよううににみみんんなながが働働ききややすすくく、、活活躍躍ででききるるよよううにに

私は技術校で大工について学び、入社しました。
昨年は建築業務に携わりながら、念願だった２級建築施工管理
技士を取得しました。
当社は、私のように働きながら資格取得を目指す社員にサポー
トしてくれる制度が充実しているので、実務経験を積みながら勉
強ができ、とてもよい環境です。

今年もさらなるステップアップを目指したいと思い、勉強中で
す。
皆さんも私たちとスキルアップを目指し、一緒に働いてみま
せんか？
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⾼橋建設株式会社
〒699‐3676 島根県益田市遠田町３８１５番地１

代表取締役社長 高橋宏聡

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

豊豊かかなな自自然然をを未未来来にに

四季折々の豊かな表情を持つ風土の中で育んできた技術で、公共工事、民
間工事と幅広く受注させて頂き、これまで多くの施工実績をあげることが
できました。これからは、環境の時代と捉えており、この21世紀を、限り

ある資源を大切に「自然・人間・社会」と新たな共生を求めて、環境に優
しい豊かな年づくりを提案し、地域社会に貢献する企業として、全社あげ
て積極的に取り組む所存です。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 本社：島根県益田市
営業所：山口県（周南市）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

３～４名程度
高校卒：土木・建築施工管理技士、土木施工
短大他卒：土木・建築施工管理技士
大学・高専卒：土木・建築施工管理技士

未未来来・・人人・・智智のの融融合合でで、、新新ししいい価価値値をを生生みみ出出すす。。
ふるさとの美しい自然と都市機能を調和させ、地域の人々が快適で豊かな生活を築くこと、それが高橋建設の願いです。

基準時期 令和 ３ 年 １ 月 ３１ 日時点

従業員数
１０３ 人（男性 ８２ 人･女性 ２１ 人)

（平均年齢４４歳）女性のうち技術系７人・事務系１４人

初任給 １７２,０００ 円 ～ ２００,０００ 円

手当等 通勤手当、責任者手当、車輌手当、水道手当

昇給・賞与 昇給：年１回（４月）賞与：年２回（８、１２月）

勤務時間 ８：００～１７：００

休日・休暇 年間休日１０６日（カレンダーによる）

加入保険 健康保険、厚生年金、雇用保険

福利厚生 褒賞制度、社員旅行、研修旅行、クラブ活動支援他

採用担当者 高橋知子

電話 0856-23-2344

ＦＡＸ 0856-23-2343

E-mail tksm@themis.ocn.ne.jp

ホームページ https://www.takahashi-kensetu.com/

創業 1975 年 平均勤続年数 15 年

月平均所定外
労働時間

11 時間
有給休暇

平均取得実績
12日/年

育児休業取得実績 1 人

採用状況
（新卒者）

19 人 （ 10 人）

R3 6 人( 6 人) R2 8 人( 1 人) R1 5 人( 3 人)

離職者の状況
（新卒者）

2 人 （ 1 人）

R2 1 人( 1 人) R1 0 人( 0 人) H30 1人( 0 人)

建築は、皆さんのより身近なもの
づくりができことが実感できる仕事
だと思います。

民間のご自宅を建設させて頂いた
時には、一番心掛けるのが居住空間
を安らげる場所と落ち着ける場所の
提供を心がけます。完成した時に、
お客様が喜んでいる姿はどんな辛い
事があろうとも幸せと喜びを感じる
瞬間です。お客様のニーズに答え、
それを形にしていくこと出来るこ
と、ここが建築という仕事のやりが
いのひとつだと思います。建築部長 友重善博

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

弊社では、地域経済活動となる「道路」「港湾」、安全で安心して
暮らせる地域の為の「河川」「海岸」「災害復旧」などの工事や維
持修繕の土木・港湾工事、生活に欠かせない「公共建物」「個人住
宅」等の建築工事を行っています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 浜田市､松江市､広島市
（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

4名程度
高卒:技術職（現場施工）
大卒:技術職（現場施工）

基準時期 令和 3 年 2 月 1 日時点

従業員数
54人（男性 52人･女性 2人)

（平均年齢 48 歳）女性のうち技術系 人・事務系 2 人

初任給 高卒 165,000円 大卒 194,600円

手当等 役職手当、資格手当、通勤･時間外手当

昇給・賞与 昇給 年1回(4月) 賞与 年2回(7月､12月)

勤務時間 8:00～17:00 (休憩1時間)

休日・休暇
休日:土曜､日曜､祝日・休暇:有休､夏季､年末年始
年間休日111日(カレンダーによる)

加入保険 健康保険､厚生年金､労災保険､雇用保険

福利厚生 退職金制度(確定拠出年金)

採用担当者 田中 靜夫

電話 0855-23-6667

ＦＡＸ 0855-23-6672

E-mail soumu2@shoyo-kensetu.co.jp

ホームページ http://www.shoyo-kensetu.co.jp/

創業 昭和42年 平均勤続年数 13年

月平均所定外
労働時間

34時間
有給休暇

平均取得実績
14日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

8 人 （ 4 人）

R3 1 人( 1人) R2 4 人( 1人) R1 3 人( 2人)

離職者の状況
（新卒者）

7 人 （ 0 人）

R2 4 人( 0人) R1 0 人( 0人) H30 3人( 0人)

祥洋建設株式会社
〒697－0006 島根県浜田市下府町327番地41

代表取締役 今井久晴

未未来来ををカカタタチチににすするる。。
海海原原にに臨臨みみ、、風風をを感感じじ、、地地をを踏踏みみししめめるる。。人人はは自自然然ととととももにに生生ききてていいまますす。。
自然といちばん向き合ってきた私たちだからこそできる「新しい価値」の創造を土木･建築･港湾の3つの事業を
ふるさとに提案していきます。

島根県立しまね海洋館アクアス

益田駅前マンション

魚礁の沈設

橋梁基礎

島根大学医学部附属病院院外薬局

「就職をして、うまく仕事ができるか心配でした。」

誰もが一番気になることだと思います。
入社してからしばらくの間は、先輩社員と一緒に仕事をしな
がら、現場や会社の仕組みなどを覚えるので、困った時や

わからない時はすぐ相談できます。
職場の雰囲気の良く、先輩社員の方々が気にかけて声をか

けてくれるので、すぐに馴染めると思います。
<入社6年目社員より>

総合工事業 一般土木建築業総合工事業 土木工事業、建築工事業、しゅんせつ工事

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

弊社では、地域経済活動となる「道路」「港湾」、安全で安心して
暮らせる地域の為の「河川」「海岸」「災害復旧」などの工事や維
持修繕の土木・港湾工事、生活に欠かせない「公共建物」「個人住
宅」等の建築工事を行っています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 浜田市､松江市､広島市
（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

4名程度
高卒:技術職（現場施工）
大卒:技術職（現場施工）

基準時期 令和 3 年 2 月 1 日時点

従業員数
54人（男性 52人･女性 2人)

（平均年齢 48 歳）女性のうち技術系 人・事務系 2 人

初任給 高卒 165,000円 大卒 194,600円

手当等 役職手当、資格手当、通勤･時間外手当

昇給・賞与 昇給 年1回(4月) 賞与 年2回(7月､12月)

勤務時間 8:00～17:00 (休憩1時間)

休日・休暇
休日:土曜､日曜､祝日・休暇:有休､夏季､年末年始
年間休日111日(カレンダーによる)

加入保険 健康保険､厚生年金､労災保険､雇用保険

福利厚生 退職金制度(確定拠出年金)

採用担当者 田中 靜夫

電話 0855-23-6667

ＦＡＸ 0855-23-6672

E-mail soumu2@shoyo-kensetu.co.jp

ホームページ http://www.shoyo-kensetu.co.jp/

創業 昭和42年 平均勤続年数 13年

月平均所定外
労働時間

34時間
有給休暇

平均取得実績
14日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

8 人 （ 4 人）

R3 1 人( 1人) R2 4 人( 1人) R1 3 人( 2人)

離職者の状況
（新卒者）

7 人 （ 0 人）

R2 4 人( 0人) R1 0 人( 0人) H30 3人( 0人)

祥洋建設株式会社
〒697－0006 島根県浜田市下府町327番地41

代表取締役 今井久晴

未未来来ををカカタタチチににすするる。。
海海原原にに臨臨みみ、、風風をを感感じじ、、地地をを踏踏みみししめめるる。。人人はは自自然然ととととももにに生生ききてていいまますす。。
自然といちばん向き合ってきた私たちだからこそできる「新しい価値」の創造を土木･建築･港湾の3つの事業を
ふるさとに提案していきます。

島根県立しまね海洋館アクアス

益田駅前マンション

魚礁の沈設

橋梁基礎

島根大学医学部附属病院院外薬局

「就職をして、うまく仕事ができるか心配でした。」

誰もが一番気になることだと思います。
入社してからしばらくの間は、先輩社員と一緒に仕事をしな
がら、現場や会社の仕組みなどを覚えるので、困った時や

わからない時はすぐ相談できます。
職場の雰囲気の良く、先輩社員の方々が気にかけて声をか

けてくれるので、すぐに馴染めると思います。
<入社6年目社員より>
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総合工事業 一般土木建築業

徳栄建設株式会社 〒698‐0002 島根県益田市下本郷町454‐1
代表取締役会長 安田徳太

【連絡先】

会社概要 益田市と連携し建築業界を目指す若手を応援するため、専門進学の奨
学金、独自の制度も設立。長く働ける会社を目指して社員の「安定し
た暮らし」を大事にしています。評価により昇給もしています。

勤務地（転勤先の勤務地） 東京、広島、島根本社

令和4年度採用計画（学歴等）
募集区分・募集職種 現場管理者（建築・土木）

基準時期 令和 ３ 年 １ 月 ２１ 日時点

従業員数
６１人（男性５０人･女性１１人)

（平均年齢４７歳）女性のうち技術系１人・事務系１０人

初任給
高卒 185,000円
大卒 220,000円

手当等
資格手当、家族手当、扶養手当、皆勤手当、
通勤手当、県外手当

昇給・賞与
昇給あり 年１回 １月（前年度実績）
賞与あり 年２回 ８・１２月（前年度実績）

勤務時間 ８：００ ～ １７：００ （休憩１時間）

休日・休暇
休日：土曜・日曜・祝日(年間休日 １２６ 日）
完全週休二日制

加入保険 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

福利厚生
就学支援奨学金、宿舎完備、資格取得支援、
退職金制度、社員旅行、 スポーツジム

採用担当者 丸子

電話 0856-22-8103

ＦＡＸ 0856-22-8927

E-mail info@tokuei-kk.co.jp

ホームページ https://tokuei-kk.co.jp/

創業 昭和５７年 平均勤続年数 ８年

月平均所定外
労働時間

３２時間
有給休暇

平均取得実績
６日/年

育児休業取得実績 ３人

採用状況
（新卒者）

１５人 （２人）

R3 人( 人) R2 ７人(２人) R1 ８人(０人)

離職者の状況
（新卒者）

４人 （０人）

R2 ２人(０人) R1 ２人(０人) H30 ０人(０人)

先輩達のメッセージ

私は入社して５年間は、県外の現場で管理作業に従事して
いました。昨年地元に戻り、土木部の一員として新しいス
タートを切りました。地域の安全と安心を守る土木の仕事を
通じて新たな「幸せの創造者」を目指していこうと努力して
います。
（建築部建築課 野﨑拓夢）

将来自分の家を設計し建てることが夢でした。入社後、建築
現場で勉強を重ね、施工資格の１級建築施工管理技士の資
格を取得しました。次は一級建築士にチャレンジしたいと思い
ます。皆さんも私たちと一緒に「幸せの創造者」を目指してみ
ませんか！
（住宅部住宅課 河野祥貴）

株式会社都間⼟建
〒690‐2402 島根県雲南市三刀屋町給下622番地1
代表取締役 都間正隆

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

～～地地域域とと共共にに歩歩みみ住住みみよよいいままちちづづくくりりをを創創造造すするる～～

島根県東部を中心に小規模から大規模工事、民間から公共工事ま
で様々な土木・建築工事を受注・設計・施工しています。

現場では、協力業者など多くの人達と一つになって完成を目指し
ます。お互いに理解し、協力しながら同じ目標に向かって行動が
でき「ものづくり」に情熱をもって取り組むことができる人材を
求めています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 雲南市（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

4名程度
高卒：施工管理技術者（土木・建築）
大卒：施工管理技術者（土木・建築）

後後世世ままでで残残りり地地域域のの未未来来・・発発展展にに貢貢献献ででききるる誇誇りりをを胸胸にに

基準時期 令和 3 年 2 月 1 日時点

従業員数
49人（男性 43人･女性 6人)

（平均年齢 48.1歳）女性のうち技術系 2人・事務系 4人

初任給 高卒 160,000 円 ～ 大卒 170,000 円 ～

手当等 通勤手当 現場手当 家族手当 業務手当

昇給・賞与 昇給 年1回(9月) ・ 賞与 年2回(8月、12月)

勤務時間 8：00 ～ 17：00（休憩 1時間）

休日・休暇 会社カレンダーによる(年間休日 107 日）

加入保険 雇用 労災 健康 厚生 確定拠出年金退職金制度

福利厚生 介護休業制度 育児休業制度 研修旅行 社友会

採用担当者 総務部長 堀江 勇夫

電話 0854-45-2521

ＦＡＸ 0854-45-4920

E-mail horie.i@tsuma.co.jp

ホームページ tsuma.co.jp

創業 1963 年 平均勤続年数 20 年

月平均所定外
労働時間

10.0 時間
有給休暇

平均取得実績
9.0日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

8人 （ 4人）

R3 2人( 2人) R2 4人( 2人) R1 2人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

4人 （ 2人）

R2 1人( 1人) R1 2人( 0人) H30 1人( 1人)

「「ももののづづくくりり」」にに情情熱熱をを！！
経経験験・・未未経経験験問問わわずず募募集集中中

大学では建築学を学び、就職は地元でと考え
ていました。そんな時、同じ大学出身の先輩
に一緒に働いてみないかと誘われ、慣れ親し
んだ地元の発展に貢献できると思い就職を決
めました。

実際に現場で働いてみると、授業だけでは理
解できていなかったことが多いと気付き、試
行錯誤を重ねながら日々勉強の毎日です。

現場での先輩や作業員さんは皆さん優しく働
きやすい環境です。そんな都間土建でぜひ私
たちと共に働いてみませんか。

総合工事業 一般土木建築業
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総合工事業 一般土木建築業

永井建設株式会社
〒695‐0011 島根県江津市江津町1345番1
代表取締役 永井 武彦

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

島島根根でで 江江津津でで 幸幸せせににななろろうう！！！！

当社は土木（道路・河川・各種土木工事）、建築（公共施設、住宅
新築、リフォーム等）の各種工事（公共工事、民間工事）を行なっ
ています。また、兼業として宅地建物取引業務も行っています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 事業所所在地と同じ
転勤なし

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

2名程度、学歴問わず
土木技術職、建築技術職(現場管理全般：

施工管理、工程管理、原価管理、安全管
理等)

企企業業理理念念「「生生ききががいいとと夢夢をを持持ちち幸幸せせににななるるこことと、、地地域域社社会会のの発発展展にに貢貢献献すするるこことと」」

基準時期 令和 3 年 2 月 20 日時点

従業員数 46人（男性 38人･女性 8人)
（平均年齢48.8歳）女性のうち技術系 人・事務系 8人

初任給 205,000 円 (大卒）

手当等 役職手当、資格手当、通勤手当、家族手当等

昇給・賞与 昇給年1回7月、賞与年2回8月･12月

勤務時間 8:00～17:00（休憩12:00～13:00）

休日・休暇 日・祝 その他 (年間休日110日）

加入保険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険等

福利厚生 財形、退職金共済、親睦会、社員旅行(2年毎)等 採用担当者 総務部 部長 中城 直樹

電話 0855-52-2840

ＦＡＸ 0855-52-1085

E-mail nagai-so@tx.miracle.ne.jp

ホームページ https://nagai-construction.wixsite.com/index

創業 昭和13年 平均勤続年数 10.6年

月平均所定外
労働時間

14.2時間
有給休暇

平均取得実績
14.3日/年

育児休業取得実績 1人

採用状況
（新卒者）

7人 （ 1人）

R3 人( 人) R2 6人(1人) R1 1人( 人)

離職者の状況
（新卒者）

13人 （ 人）

R2 6人( 人) R1 2人( 人) H30 5人( 人)

弊社は、平成31年に創業80年を迎え、『社員全員が生きがいと夢を持ち幸せになること、

地域社会の発展に貢献すること』を理念に、道路、橋架、河川整備から学校、病院、福

祉施設など、土木、建築の分野で汗を流してきました。これまで培ってきた経験から学ん

だことは、“過去は生きる力であり、未来は生きるためのエネルギーであること”自分達

がこれまで歩んできた道は間違いなく明日へと続いていると信じ、お互いの力を集結さ

せ、たくましく未来に向かって歩んでいきます。そういう思いを胸に抱き、お客様の信頼

に応え、共に働く仲間と幸せになっていきたい。そして今、次の時代を創っていくために、

若い力、新しい力を求めています。

建築部（20歳代） この会社と出会ったきっかけは、高校2年生の時のインターン

シップでした。資格を取って、でっかい現場を一人でやりきってみたい！現場は楽
しいところですから、でっかいモノ作りが好き、人が好きという方は、ぜひ飛び込
んできてほしいですね。

土木部（40歳代） 今の仕事は現場監督としていろいろな調整や準備を行い、現

場で作業する人に指示を出して管理することです。厳しい現場ですが、イメージ
通りに出来上がったときは、何とも言えないやりがいを感じ、満足感に浸れます。
この仕事は、自分の仕事が目に見える“作品”として後世に残るということが魅力
なんです。

一般土木建築業

〒693‐0011 島根県出雲市大津町585
代表取締役 内藤 祐馬

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

地地域域でで一一番番フファァンンのの多多いい会会社社ににすするる。。

昭和29年の創業より個人住宅から施設や店舗、工場などといった
建物を建設しております。”地域で一番ファンの多い建設会社”を
目指し、地域の方とのふれあいとお客様から安心して任せて頂く
ための「信頼」「誠実」を大切にして取り組んでいます。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 〒693‐0011
島根県出雲市大津町585

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

営業：宅建士(入社後取得可）、

工務：建築士・施工管理技士・土
木施工管理技士など（入社後に取
得可）

温故知新（故きを温ねて新しきを知る）の四字熟語のように、先輩たちの経験や実績を生かしつつ、若い人からの
意見も聞いて取り入れるため、社長自ら若い人へ耳を傾け意見を聞いてくれる。また家庭やプライベートも大切に
と「働く時は働く、休む時にはしっかり休む」といったところも考えて取り組んでいます。

基準時期 令和 2年 12月 16日時点

従業員数
15人（男性 12人･女性 3人)

（平均年齢 47.7歳）女性のうち技術系 0人・事務系 3人

初任給
大卒・高専/１８万 短大・専修/１７万
中途/25万～30万（経験・資格による）

手当等 無事故・資格手当

昇給・賞与 昇給/あり(年1回) 賞与/あり(年2回) 退職金/有

勤務時間 8：00～17：30

休日・休暇
月2回程度の土曜休み・日祝・お盆休み・年末年始

(年間休日 107日）

加入保険 各種社会保険加入

福利厚生 誕生日・結婚記念日祝金・婚活・資格取得手当

採用担当者 営業部 部長 三原 靖司

電話 0853-22-6657

ＦＡＸ 0853-23-1276

E-mail naitou-c@d7.dion.ne.jp

ホームページ https://www.naitou-k.jp/

創業 1954年 平均勤続年数 12.9年

月平均所定外
労働時間

20時間
有給休暇

平均取得実績
7.5日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

3人 （ 0人）

R3 0人( 0人) R2 1人( 0人) R1 2人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

2人 （ 0人）

R2 1人( 0人) R1 1人( 0人) H30 0人( 0人)

建設業は、若手不足と言われており難しい職業と思わ
れがちですが、ここ内藤建設工業株式会社は、建設業
特有の「固い」イメージがなく、先輩方を含めとてもアッ
トホームな職場です。実際、最初は不安があったもの
の、今ではすごくやりがいを感じています。自分が担当
した建物を地元に残し、人々を笑顔にする達成感をぜ
ひ一緒に感じましょう。

総合工事業 一般土木建築業
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総合工事業 一般土木建築業

〒699‐0552 島根県出雲市斐川町中洲545
代表取締役 西研治

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

総総合合建建設設業業

社名：有限会社西工務店
代表者：西 研治
設立年月日:昭和56年8月1日
資本金：20,000,000
事業内容:総合建設業・不動産業・一級建築士事務所
取引先銀行：山陰合同銀行

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 転勤無し

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

2名程度 高卒：技術職（現場
施工 大卒：技術職（設計）

地域に幸せと安心を届けることが私たちの使命です。
育てて頂いた地域と共に成長、発展し続ける企業を目指し、そこに住まう人々に幸せと安心をお届けすることが、私たちの
使命であると感じています。

基準時期 令和 3年 2月 1日時点

従業員数
11人（男性 8人･女性 3人)

（平均年齢 37歳）女性のうち技術系1人・事務系2人

初任給 高卒175,000円 大卒190,000

手当等 資格手当・家族手当・通勤手当・時間外手当・役職手当

昇給・賞与 昇給年1回（4月）・賞与年2回（7月、12月）

勤務時間 8：30～17：30（休憩1時間半）

休日・休暇
休日：祝 日 年末年始 GW 盆休 その他（土曜日はお
およそ休み）年間休日100日（ｶﾚﾝﾀﾞｰによる）
休暇：有給休暇

加入保険
各種社会保険 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用
保険

福利厚生
退職金制度、資格取得費用補助、健康診断、ﾗﾝﾁ会、
制服支給

採用担当者 児玉 恵美子

電話 0853-72-8202

ＦＡＸ 0853-72-9465

E-mail ek24@star.ocn.ne.jp

ホームページ http://e-nisi.com/

創業 昭和44年 平均勤続年数 15年

月平均所定外
労働時間

10時間
有給休暇

平均取得実績
10日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

4人 （ 2人）

R3 1人(1人) R2 2人(1人) R1 1人( 人)

離職者の状況
（新卒者）

1人 （ 1人）

R2 1人(1人) R1 0人( 人) H30 0人( 人)

私は個人住宅の新築、リフォームを
担当しています。大きな公共工事や
個人住宅、小さな補修工事もあり、
いろいろ事を経験したいという希望
をかなえることが出来ています。
思いどおりにできず、落ち込むこと
もありますが、社内の雰囲気も良
く、いつも前向きな気持ちで働けて
います。

大切なお客様と心を通わせ、寄り添い、住まう人
たちの幸せを心から願って家づくりをしています。
小さな声にも耳を傾け、大きな夢の実現の為に、
私たちはここに居るのです。

ショールームには施工例写真を多数掲示し、
キッチンやお風呂などの水廻り商品を展示し
ています。床暖房も設置していますので、遠赤
効果の心地良さを体験することも出来ます。

イベント館を併設し、子育ての応援や、地域の方々のコミュニケーションの
場として提供しています。キッチンスタジオでは料理教室も開催します。

ショールーム

イベント館

総合工事業 一般土木建築業

〒693‐0061 島根県出雲市姫原町２６２番地

代表取締役 中筋豊通

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

美美ししいい地地球球、、渡渡ししまますす次次ななるる世世代代へへ

中筋組（中筋グループ）は創立60余年、個人創業より80年以上
の歴史を刻んできました。

現在、総合建設業（土木、建築、港湾、舗装、上下水道工事）
を中心に幅広い事業展開を行っています。その根底には、経営信
条にもある「中筋グループは社会のために存在し社会と共に繁栄
する」ことにほかなりません。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 出雲市（松江市）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

8名程度
技術職（建築施工管理・土木施工管理）
事務職（総務・経理・経営企画）
営業職

長長ららくく地地域域ののたためめにに、、地地域域ととととももにに歩歩んんででききままししたた。。
中筋グループ７社の中心として、今後も一層住みよいまちづくりに貢献してまいります。

基準時期 令和 3 年 1 月 21 日時点

従業員数
121人（男性 106人･女性 15人)

（平均年齢 44歳）女性のうち技術系 3人・事務系 12人

初任給
高卒技術職191,000円
大卒技術職209,000円、大卒事務職207,000円

手当等 通勤、家族、資格、職務、精勤、時間外手当等

昇給・賞与 昇給：年1回（4月）・賞与：年2回（6月、12月）

勤務時間 8:00～17:00（休憩1時間）

休日・休暇 土、日、祝、夏季、年末年始（年間休日 124日）

加入保険 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金

福利厚生
国内外研修旅行、インフルエンザ予防接種、
借上社宅制度、福利厚生サービス入会、
ノー残業デー（毎週水曜・28日）、クラブ活動

採用担当者 管理部 大塚

電話 0853-22-8111

ＦＡＸ 0853-24-2331

E-mail info@nakasuji.co.jp

ホームページ https://www.nakasuji.co.jp/

創業 1935(昭和10)年 平均勤続年数 19.5年

月平均所定外
労働時間

14.8時間
有給休暇

平均取得実績
9.8日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

25人 （ 16人）

R3 7人( 6人) R2 9人( 6人) R1 9人( 4人)

離職者の状況
（新卒者）

22人 （ 4人）

R2 8人( 2人) R1 7人( 1人) H30 7人( 1人)

私は、道路や橋、川や港、上下水道などの地図
に残るものをつくるための施工管理の仕事をして
います。社会的な役割の大きさを感じながら完成
した時の達成感が仕事のやりがいです。

働きやすい環境づくりや新しい技術の開発によ
り女性でも活躍できる職場です。

中筋組本社

県立浜山公園野球場改築（建築）工事

個人住宅新築工事
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〒699‐3162 島根県江津市敬川町1306番地3
代表取締役 原 諭

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

百百年年企企業業へへのの前前進進

創業90年を超え長年にわたり地域に密着して公共事業・一般建

築・個人住宅などさまざまな工事に携わり、幅広いお客様のニー
ズにお応えして地元の街づくりに貢献してきました。

また近年では再生可能エネルギーが注目されるなか、建設業で
培った経験と技術を基に太陽光発電システムの販売・施工を行う
など環境問題への取り組みも積極的に行っています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 島根県江津市

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

技術職（現場施工）
技術職（現場監督）

「「たたととええ小小ささなな一一歩歩ででもも、、昨昨日日よよりり確確実実にに前前へへとと進進んんででいいるるこことと。。」」
そそれれここそそがが、、私私たたちち《《株株式式会会社社原原工工務務所所》》ののモモッットトーーでですす。。

基準時期 令和 ３ 年 １ 月 １ 日時点

従業員数
７４人（男性７０人･女性 ４人)

（平均年齢４６歳）女性のうち技術系 ０人・事務系 ４人

初任給 大卒 200,000円 高卒 185,000円

手当等 資格手当、技術手当、現場手当、通勤手当

昇給・賞与 昇給年１回、賞与年２回

勤務時間 8:00～17:00

休日・休暇
土日祝（カレンダー方式、年間休日１１１日）
休暇：有休、夏季、年末年始

加入保険 健康、厚生、雇用、労災

福利厚生
慶弔見舞、社員旅行、退職金制度
永年勤続他各種続表彰

採用担当者 岩田信次郎

電話 0855-53-0311

ＦＡＸ 0855-53-0313

E-mail iwata@harakoumusyo.co.jp

ホームページ https://harakoumusyo.co.jp/

創業 １９６０年 平均勤続年数 １５年

月平均所定外
労働時間

１０時間
有給休暇

平均取得実績
９日／年

育児休業取得実績 １人

採用状況
（新卒者）

７人 （ ５人）

R3 １人(１人) R2 ２人(１人) R1 ４人(３人)

離職者の状況
（新卒者）

６人 （ ０人）

R2 ２人(０人) R1 ３人(０人) H30 １人(０人)

小さい頃から石見神楽が大好きでやっています。
江津の社中ではないですが、江津の社中の方とも仲
良くさせてもらってます。江津の社中の方は楽しい
方ばかりで話していると笑い疲れますよ。。。
学生時代は神楽ざんまいです！
高校・短大で建築の勉強をしていて、地元である江
津で学んだことを活かしたいと思いこの仕事を選び
ました。江津には何もないとよく言われるけど、楽
しい職場や美味しい店、遊園地（公園）などたくさ
んあるので不便はないです。ぜひ江津で働いてみて
下さい！

総合工事業 一般土木建築業総合工事業 一般土木建築業

株式会社 はたの産業
〒694‐0064 島根県大田市大田町大田イ６６０番地１３

代表取締役 波多野 瑠璃子

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

島島根根でで技技術術をを磨磨きき未未来来にに繋繋ががるる地地元元をを創創ろろうう。。

総合建設業
解体工事業
1級建築設計事務所
宅地建物取引業
下水道等排水設備工事業

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 大田市大田町

会会社社及及びび社社内内旅旅行行

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

1～2名
専門学校・高校卒

技術職 土木・建築（現場管理・設計）
営業（官民）

今までの公共・民間工事の経験を活かし一人一人のニーズに合った新しい技術とノウハウを持って、
はたの産業は、お客様の信頼と満足を第一に考え誠心誠意お答えしていきます。

基準時期 令和 3年 1月 15日時点

従業員数
16人（男性 15人･女性 1人)

（平均年齢 56歳）女性のうち技術系 人・事務系 1人

初任給 170,000円（高卒）

手当等 通勤手当等

昇給・賞与 賞与年2回（8月・12月）

勤務時間 8：00～17：00 (休憩2時間程度）

休日・休暇
休日：第2・4土曜・日・祝日
休暇：有休・夏季・年末年始(年間休日110～120日）

加入保険 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

福利厚生 社員旅行・退職金共済・資格取得費用・研修講習費用

採用担当者 水瀧 実

電話 0854-82-0468

ＦＡＸ 0854-82-8008

E-mail mizutaki@hatano-s.jp

ホームページ https://www.hatano-s.jp/

創業 昭和43年 平均勤続年数 20年

月平均所定外
労働時間

10時間程度
有給休暇

平均取得実績
10日/年

育児休業取得実績 1人

採用状況
（新卒者）

1人 （ 1人）

R3 1人(1人) R2 0人(0人) R1 0人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

1人 （ 1人）

R2 1人(1人) R1 0人(0人) H30 0人( 0人)

弊社は、企業の発展・成長には社員の成長が無くては、ならないものだと考えています。
社員の成長に必要な事に付いては、全力でサポートします。
資格取得に必要な費用・研修・講習等全て負担します。社員が喜んで働ける職場づくりをする事で、お客様に心から喜
んで頂ける仕事が出来ると考えるからです。これからも、教育環境・福利厚生などを充実させ働き甲斐の有る職場を目
指し人々が安心して暮らす事が出来る様地域に貢献していきます。
一般住宅・店舗・商用ビル・福祉施設・土木工事などから官公庁発注の公共工事まで幅広いジャンルの現場に携わる
事が出来、多くの人と関わり、自分の技術が誰かの役に立つとても魅力のある仕事です。
同じモノを創る事がない事も、私たちの仕事の醍醐味です。
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株式会社 フクダ
〒699‐0551 島根県出雲市斐川町沖洲1080
代表取締役 福田 弘道

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

地地域域社社会会のの発発展展とと豊豊かかなな郷郷土土づづくくりりをを目目指指すす

当社は、島根県の出雲市斐川町に本社を置き、創業以来、経営理念
「製品ではなく商品を納める精神」、社訓「感謝・忍耐・貢献」と
定め、土木工事と建築工事をおこなう総合建設業として事業展開し
ています。働き方改革の実現に向けた取組みを推進し健康経営優良
法人に認定されています。また、しまね女性の活躍応援企業にも登
録されています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 主に島根県東部（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

5名程度 技術職（施工管理）

基準時期 令和 3年 2月 1日時点

従業員数
88人（男性82人･女性6人)

（平均年齢 49歳）女性のうち技術系 1人・事務系 5人

初任給 大卒：190,000円 高卒：180,000円

手当等 資格手当、役職手当、通勤手当等

昇給・賞与 年1回（5月） 賞与：年2回（6月、11月）

勤務時間 1日実働8時間 1週間40時間

休日・休暇 週休2日制(年間休日108日）

加入保険 健康保険、厚生保険、雇用保険、労災保険

福利厚生 退職金共済制度、各種旅行、部活動あり

採用担当者 総務部 江口 政祐

電話 0853-72-0201

ＦＡＸ 0853-72-0205

E-mail eguchi@fukuda-corp.co.jp

ホームページ Http://www.fukuda-corp.co.jp/

創業 昭和29年 平均勤続年数 21年

月平均所定外
労働時間

25時間
有給休暇

平均取得実績
7日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

9人 （ 8人）

R3 4人（4人) R2 3人(3人) R1 2人(1人)

離職者の状況
（新卒者）

25人 （ 1人）

R2 11人(1人) R1 7人(0人) H30 7人( 0人)

私は、入社して5年目になります。入社したきっかけは、

小さい頃からモノ作りが好きで、特に建設業に興味があ

り、高校では建築を学びました。学んだ技術を地元に役立

てたいと、フクダに入社を決めました。まだまだ解らない

事も多々あります。人間力と技術をきちんと身に着け早く

会社に貢献できるように頑張っていこうと思っています。

ぜひ当社で、私達と一緒に建設業を盛り上げていきません

か。

一般土木建築業総合工事業 一般土木建築業総合工事業 一般土木建築業

平井建設株式会社
〒692‐0011 島根県安来市安来町763番地3
代表取締役 平井 徹

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

島島根根県県｛｛初初｝｝『『安安全全衛衛生生優優良良企企業業』』第第１１号号認認定定企企業業

弊社は１９６６年（昭和４１年）５月に創業し、創立５５年を
迎えました。公共工事（土木事業・建築事業等）から一般個人
住宅の建設、太陽光発電事業にも取組み、環境に配慮した発電
を行っており、安来市を中心に地域の皆様に愛される企業を目
指しております。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 安来市を中心に出雲、松江、
雲南

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

高卒以上（若干名）
技術職（土木・建築 施工管理）
営業職（公共部門・住宅部門）

有有給給消消化化率率７７００％％以以上上ななどど３３年年連連続続達達成成でで認認定定さされれるる『『安安全全衛衛生生優優良良企企業業』』
有給取得を促し私生活との両立を目指してます。社員の声から職場環境の改善実績もあり、風通し抜群！！

基準時期 令和 3 年 2 月 1 日時点

従業員数
70人（男性 56人･女性 14人)

（平均年齢 45.6歳）女性のうち技術系 2人・事務系 12人

初任給
大卒/196,000円 短大・高専・専修/190,000円
既卒/190,000～ ※残業代別途、試用期間6カ月

手当等
役付手当（30,000～50,000円）、資格手当（上限30,000円）、
管理手当（対象者一律30,000円）、家族手当（3,000円）、
通勤手当（上限30,000円）

昇給・賞与
昇給/年1回（4月） 賞与/年2回（8月、12月）
この他に業績により決算賞与支給

勤務時間
8：00～17：00（7時間）
10：00～10：30、12：00～13：00、15：00～15：30（休憩）

休日・休暇
第2・第3・第4土曜日、日祝 (年間休日 105日）
特別休暇として、誕生日休暇、リフレッシュ休暇を各１日ず
つ。

加入保険 各種社会保険、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

福利厚生
確定拠出年金制度、福利厚生倶楽部加入、互助会制度、社員
旅行（2年に1度）、資格関連の支給基準（取得表彰）

採用担当者 紅花 博志

電話 0854-22-2218

ＦＡＸ 0854-23-1219

E-mail info@hiraikensetsu.jp

ホームページ https://www.hiraikensetsu.jp

創業 1966 年 平均勤続年数 12.7年

月平均所定外
労働時間

7.7 時間
有給休暇

平均取得実績
13.5日/年

育児休業取得実績 1人

採用状況
（新卒者）

9人 （ 3人）

R3 1人(0人) R2 6人(3人) R1 2人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

10人 （ 1人）

R2 2人(1人) R1 4人(0人) H30 4人(0人)

＜＜ 業業種種紹紹介介 ＞＞

＜＜ リリククルルーートト ＞＞

平井建設イメージ
キャラクター

総合建設業として土木事業、建築事業、個人住宅（ひらいホー
ム）、港湾事業、不動産事業、太陽光発電事業

弊弊社社ははWWeebb説説明明会会・・面面接接をを行行っってておおりりまますす。。
ああななたたととWWeebb説説明明会会・・面面接接をを通通じじてておお会会いいででききるる日日をを楽楽ししみみににしし

てていいまますす！！

大大企企業業とと違違いい地地元元企企業業でではは、、１１人人１１人人がが大大切切なな会会社社のの構構成成員員ととななりりまますす。。そそ
ししてて、、そそれれぞぞれれのの成成果果がが会会社社のの業業績績にに直直結結ししまますす。。皆皆ささんんのの成成長長がが会会社社のの
成成長長にに結結びびつつききまますすののでで、、同同じじ目目標標をを目目指指しし共共にに助助けけ合合いい共共にに頑頑張張っっててくくれれ
るる仲仲間間！！ 一一緒緒にに働働ききままししょょうう！！！！
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総合工事業 一般土木建築業

松江⼟建株式会社
〒６９０－８５１３ 島根県松江市学園南二丁目３番５号

代表取締役社長 平塚智朗

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

自自分分のの仕仕事事がが街街をを創創りり×住住ままいいをを創創るる

当社は、創立以来、総合建設会社として、官公庁発注の公共工事を中心に請負い、島
根県・松江市の発展とともに成長してきました。経営理念にある「そこに暮らす人々
の幸福を追求する」のもと、地域に根差した企業活動を行っています。“街のランド
マークとなる建物をつくる建築事業”、“地図をも変える土木事業”、“マイホーム
の夢をともに叶える住宅事業”と「人々が安心して豊かに暮らすことができる社会」
を支えるため、関係各所と協力して、施工を進めます。同じモノをつくることがない
ことも、私たちの仕事の醍醐味です。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地））

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

持持続続可可能能なな社社会会ののたためめにに
私私たたちちはは、、総総合合建建設設業業をを通通じじてて、、持持続続可可能能なな開開発発目目標標（（SSDDGGｓｓ））をを支支援援ししてていいまますす。。

令和2年4月入社社員からのメッセージ

小さいころ、某テレビ番組を観て建築に携わりたいと思い、その
夢を追いかけて当社に入社しました。入社して日が浅く、分からな
いことも多いですが、建築１つを造り上げるのに100人単位の作業員
さんが関わり、その作業員さんが『安全かつスムーズに』作業する
ために、私たちの「施工管理」という仕事があるのだと実感してい
ます。人が生きていくのに欠かせない“衣食住”の“住”を支える
者として、今後も精進していきたいです。

松江市学園南二丁目3番5号
（土木・建築の技術者は各現場）

土木・建築の施工管理、機械の設計
業務、ITおよび一般業務全般（大
卒、高専・短大卒）

基準時期 令和2年10月1日時点

従業員数
200 人（男性 171 人･女性 29 人)

（平均年齢 42 歳）女性のうち技術系3人・事務系26人

初任給 175,000～186,000円

手当等 現場手当、役職手当、通勤手当など

昇給・賞与 昇給：年1回（4月）、賞与：年3回（6月、9月、12月）

勤務時間 8：30～17：30（現場：8：00～17：00）

休日・休暇 日曜日、祝日、第2・3・4土曜日(年間休日 115日）

加入保険 雇用、労災、健康、厚生

福利厚生
勤続・精励・提案・無災害・特別表彰制度、慶弔金制
度、資格取得補助制度、育児休業2年取得、福利厚生
倶楽部加入、確定拠出（401ｋ）制度、持株会制度等

創業 1944 年 平均勤続年数 14.7年

月平均所定外
労働時間

17.2時間
有給休暇

平均取得実績
11.9日/年

育児休業取得実績 17人

採用状況
（新卒者）

28人 （ 16人）

R3 3人(3人) R2 9人(5人) R1 16人(8人)

離職者の状況
（新卒者）

11人 （ 0人）

R2 2人(0人) R1 5人(0人) H30 4人( 0人)

採用担当者 戸島 邦哲

電話 0852-21-3004

ＦＡＸ 0852-26-2332

E-mail k.toshima@matsue-doken.com

ホームページ https://www.matsue-doken.co.jp/

ラッピングバス
運行中！

一般土木建築業総合工事業 一般土木建築業

株式会社豊洋
〒690‐0823 島根県松江市西川津町2108‐3
代表取締役社長 木村直樹

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

社社会会イインンフフララかからら個個人人住住宅宅ままでで、、
地地域域にに貢貢献献しし未未来来をを創創るる総総合合建建設設会会社社

松江市、出雲市、米子市を中心に土木・建築工事を請負う総合
建設会社です。土木工事は公共工事が主体で道路整備、トンネル
工事等を手掛けております。建築工事は、病院、店舗、個人住宅
棟を手掛けております。

地域の自然を守り、一方で利便性のある暮らしやすい街づくり
にチャレンジしています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 島根県松江市西川津町2108‐3
（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

・各募集職種若干名
・学歴不問
・施工管理技術者、営業職

基準時期 令和 3年 1月 1日時点

従業員数
70人（男性 54人･女性 16人)

（平均年齢40.8歳）女性のうち技術系 10人・事務系 6人

初任給
土木施工管理技術者の場合 ※職種により異なります

大卒：195,962円 短大：183,992円

手当等
役職手当、現場手当、資格手当、家族手当、住宅手当
車両手当、携帯手当、休日労働手当、深夜労働手当

昇給・賞与 年２回（４ヶ月分）

勤務時間 （本社）8:30～17：30 （現場）8:00～17：00

休日・休暇
有給休暇、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔特別休暇
(年間休日105日（土・日・祝）会社ｶﾚﾝﾀﾞｰによる）

加入保険
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
建設業退職金共

福利厚生

各種表彰制度、資格取得補助制度、育児・介護休業制
度、入院医療費給付金制度、新入社員研修・全社員対
象研修会、健康診断＆ストレスチェック、インフルエ
ンザ予防接種会社補助

採用担当者 大井川

電話 0852-28-1111

ＦＡＸ 0852-28-0111

E-mail roigawa@hoyo-ltd.jp

ホームページ https://www.hoyo-ltd.jp/

創業 昭和42年 平均勤続年数 16.8年

月平均所定外
労働時間

13.3時間
有給休暇

平均取得実績
4.2日/年

育児休業取得実績 2人

採用状況
（新卒者）

13 人 （ 6人）

R3 2人( 2人) R2 5人( 2人) R1 6人( 2人)

離職者の状況
（新卒者）

9 人 （ 1人）

R2 4人( 0 人) R1 3人( 1人) H30 2人( 0人)

一緒に仕事をする人との「仲間意識」をとても大切にしています。

一緒にものを造る仲間同士、仲が悪いと決して良いものは作れな

いと思います。それは会社や協力業者の皆さんだけでなく、地域の

方の協力も欠かせません。工事の上ではお願いすることも多く、挨

拶を通した会話も大事にしています。

本社外観

⼟⽊現場インターンシップ建築現場
《だんくん》

住宅展⽰場
暮らしゆうゆう館

決起⼤会

豊洋のfacebookも
ご覧ください！

3332

総
合
工
事
業

（
菅
工
事
業
）

設
備
工
事
業

（
電
気
工
事
業
）

設
備
工
事
業

（
塗
装
工
事
業
）

職
別
工
事
業



総合工事業 建築工事業

丸永建設株式会社
〒692‐0023 島根県安来市黒井田町1895‐3
代表取締役 永島 隆哉

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

今今よよりりもも地地域域にに愛愛さされれるる企企業業にに。。

当社は、品質管理の国際規格ISO9001を取得し、より良い住宅を皆

様にお届けできますよう、日々品質改善活動に取り組んでおりま
す。また、島根県より「しまね子育て応援企業（こっころカンパ
ニー）の認定を受け「仕事と家庭の調和」と「男女共同参画」によ
り子育て中の従業員を積極的にサポートするとともに女性の活躍促
進法に基づく行動計画を策定し、女性社員がその能力を十分に発揮
して輝き活躍できるよう人材育成と環境整備を行っています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 安来市（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

若干名 学歴問わず
技術職（現場施工）

地地域域をを造造るる、、笑笑顔顔ああふふれれるる企企業業でですす。。

私たち、丸永建設は「家づくり」だけではなく地域をよりよくする為に活動する企業です。地域に愛され、笑顔あふれる企業で
一緒に働きませんか？あなたが活躍できる場がきっとあります。

基準時期 令和 3 年 2 月 15 日時点

従業員数
17人（男性 12人･女性 5人)

（平均年齢 53歳）女性のうち技術系 0人・事務系 5人

初任給 当社規定による

手当等
通勤手当、資格手当、役職手当、時間外手当、
現場手当、私有車借上手当

昇給・賞与 昇給 年1回（1月）・賞与 年2回（7月、12月）

勤務時間 8:00～17:00（休憩90分）

休日・休暇
第2･第4土曜、日曜、祝日、夏季、年末年始
年間休日100日(カレンダーによる）、特別休暇

加入保険 各種社会保険、健康、厚生、労災、雇用

福利厚生
退職金制度、資格取得支援制度、ハイパーメディ
カル、インフルエンザ予防接種会社負担

採用担当者 竹谷

電話 0854-22-2478

ＦＡＸ 0854-23-2348

E-mail marunaga@crocus.ocn.ne.jp

ホームページ http://marunaga.jp/

創業 昭和36年 平均勤続年数 19年

月平均所定外
労働時間

20時間
有給休暇

平均取得実績
10日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

0 人 （ 0人）

R3 0人( 0人) R2 1人( 0人) R1 1人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

0 人 （ 0人）

R2 0人( 0人) R1 0人( 0人) H30 0人( 0人)

平成29年入社 技術職
主な業務は工程管理、資材発注、業者さんとの打ち合わせです。最初は

先輩について学び、今は現場を任されるようになりました。
工期通りに家が完成し、お客様に喜んでもらえることが嬉しく、達成感を得
られる仕事だと思います。

令和2年入社 技術職
県外で十年間建設業に携わっておりましたが、育てていただいた地元に

仕事で貢献していきたいと考え、戻って参りました。『よい建物を造る』こと
で、少しでも皆様のお役に立ち、恩返しをしていきたいと思っています。

当社は、島根県安来市にある総合建設会社です。昭和36年2月に設立し、公共施設、商業施設、個人住宅を造っています。「郷土に育て

られ、郷土に奉仕する」を社訓のもと、地域のお客様に安全で高品質な住宅を供給し、「住」を通じてやすらぎと感動を提供することを目

指しています。

人材教育についても当社は住友林業グループに加入しており、地元での研修はもちろん、上司や先輩社員によるマンツーマンの“密着

教育”を実践しています。ミーティングによる情報共有もしますので、安心して仕事を覚えていくことができます。

全く同じ仕事はないのでいろいろな経験を積め、やりがいがあります。

施工事例：日本の伝統色を使用し
た和テイストの家

施工事例：安来市 防災研修棟
施工事例：古民家リフォーム

「家（うち）カフェの家」

総合工事業 一般土木建築業

建設業は街づくり、人々の生活の基盤整備には不可欠な仕事です。
将来の地域社会の発展のために、若い皆さんの力を必要としています。会社
はまず「人ありき」。
私たちは、人を大切にする企業を目指して「人財力」を大事にしています。
「誠実」「協調」「挑戦」の行動ができ、当社の経営信条に共感していただける
方をお待ちしています。

まるなか建設株式会社
総総合合工工事事業業

〒699‐0203 島根県松江市玉湯町布志名767‐52
代表取締役 内藤 忠

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

時時代代をを超超ええてて ままるるななかか建建設設

当社は、1975年創業の「総合建設業」です。
「社会のために存在し社会と共に繁栄する」を経営信条として、
地域の公共施設等の建設・維持に携わってきました。
主に土木事業・舗装事業・建築事業を行い、松江市出雲市を
中心に事業を展開しています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 松江市、出雲市

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

6名程度
・大卒2名（総合事務職、営業職）
・高卒2名（技術職、技能職）
・中途2名（設計担当）

人人とと人人をを結結ぶぶ地地域域にに根根付付いいたた会会社社

まるなか建設は、道をつくり、家を建て常に人の生活になくてはならないものを作る会社です。

基準時期 令和 3 年 1 月 12 日時点

従業員数
102人（男性 90 人･女性 12 人)

（平均年齢 42.1歳）女性のうち技術系 1人・事務系 11人

初任給 高卒 195,000円 大卒 213,000円

手当等 資格手当、精勤手当、家族手当 等

昇給・賞与 昇給（年一回） 賞与（6月、12月）

勤務時間 8：00～17：00（昼休憩 12：00～13：00）

休日・休暇 土、日、祝日、年末年始、盆休 年間休日 126日

加入保険 健康保険、雇用保険 等

福利厚生 退職金制度、社員表彰制度 等

採用担当者 管理部 中村 和久

電話 0852-60-2288

ＦＡＸ 0852-60-2588

E-mail soumu01@maru-naka.co.jp

ホームページ https://www.maru-naka.co.jp

一般土木建築業

創業 1975年 平均勤続年数 15.4年

月平均所定外
労働時間

24.2時間
有給休暇

平均取得実績
6.9日/年

育児休業取得実績 1 人

採用状況
（新卒者）

14 人 （6人）

R3 4人(0人) R2 8 人(6人) R1 2 人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

14 人 （11人）

R2 4 人(3人) R1 7 人(6人) H30 3 人(2人)

建建設設業業はは大大変変だだ、、汚汚れれるる仕仕事事だだ。。とと考考ええるる人人もも少少
ななくくなないいとと思思いいまますす。。でですすがが、、建建築築物物やや橋橋、、道道路路をを
作作りり上上げげたたとときき大大ききなな達達成成感感をを感感じじらられれここれれここそそがが
ここのの仕仕事事のの一一番番のの魅魅力力でですす。。
ぜぜひひ、、ここのの達達成成感感をを一一緒緒ににままるるななかか建建設設でで味味わわいい
ままししょょうう。。

波波多多海海人人（（ははたた かかいいとと）） 建建築築部部所所属属

【乃白北土地区画整理事業】 【松江養護学校乃木校舎整備工事】 建築部施工
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総合工事業 一般土木建築業

宮⽥建設⼯業株式会社
総総合合工工事事業業

〒697‐0033 島根県浜田市朝日町91番地13
代表取締役 宮田智裕

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

1925年年創創業業『『明明るるいい、、豊豊かかなな郷郷土土をを創創るる』』

土木一式工事・建築一式工事を主な業務とし、一級土木施工管
理技士17名・一級建築施工管理技士16名・一級建築士11名の有資
格者がいる技術集団です。〝お客様には誠実〟〝仕事は確実〟
〝経営は堅実〟の3実をモットーとし『いい仕事してるね』と、
地域の皆様に認めてもらえるような仕事を心掛けています。

地域とともに100年そして200年企業を目指しています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 本社(浜田市)

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

技術職(土木現場監督)
技術職(建築現場監督)

〝〝おお客客様様ににはは誠誠実実〟〟〝〝仕仕事事はは確確実実〟〟〝〝経経営営はは堅堅実実〟〟
地域の皆様に『いい仕事しているね』と認めてもらえるような仕事を心掛けています。

基準時期 令和3年1月1日時点

従業員数
50人（男性43人･女性7人)

（平均年齢50歳）女性のうち技術系 2人・事務系 5人

初任給
大学195,000円、短大他185,000円
高校175,000円

手当等 管理手当・資格手当

昇給・賞与 昇給/年1回(7月)、賞与/年2回(7月、12月)

勤務時間 8:00～17:00(休憩1時間)

休日・休暇
休日：日曜・祝日・その他 休暇：有休・お盆・年末
年始・BD他 年間休日：110日(年間ｶﾚﾝﾀﾞｰによる)

加入保険 各種保険(健康・厚生年金・雇用・労働)

福利厚生
花見会・忘年会・定期健康診断・ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種
PET-CT検診助成制度他

採用担当者 総務部長 荒木一朗

電話 0855-22-3388

ＦＡＸ 0855-22-7227

E-mail araki@miyatakk.co.jp

ホームページ http://www.miyatakk.co.jp

一般土木建築業

創業 1925年 平均勤続年数 13年

月平均所定外
労働時間

20時間
有給休暇

平均取得実績
8.2日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

7人 （ 4人）

R3 4人(4人) R2 3人(0人) R1 0人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

6人 （ 0人）

R2 2人(0人) R1 1人(0人) H30 3人(0人)

私は現場で主に工程管理の仕事をしていま
す。日々、多くの職人さんと打ち合わせをし、
現場を進めていきます。現場を重ねていく毎
に出来る仕事も増え、任されることも多くなっ
てきました。
自分の指示一つで現場が良くも悪くもなるこ

とに時には不安もありますが、それ以上に仕事
の楽しさ・達成感があります。
若手に多くのチャンスを与えてくれる会社で

す。是非、一緒に働きましょう！！

建築部 一級建築施工管理者 堀田美幸

総合工事業 建築工事業

株式
〒639‐0001 島根県出雲市今市町311‐9
代表取締役 金築邦彦

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

信信頼頼とと実実績績ををももととにに、、未未来来にに残残るる建建物物をを‼

島根県出雲市今市町に本社を構え、公共事業、民間建築、住宅、古民家等
に取り組む建築主体の総合建設業の会社です。

学校、病院、個人住宅などの地域の皆様の生活に密着した建物を建設して
います。まだ使えるものを処分するのではなく、リデュース・リユースし
て取り組む古民家再生事業にも力をいれております。
しまね景観賞、しまね建築住宅コンクルール優秀賞、LIXILメンバーズコン
テスト2014リフォーム部門大賞他数々の賞を受賞しております。

また、ハートフルロードしまねでの清掃活動やみふね祭り他ボランティア
活動を通して地域の皆様と交流し地域活性化にも力をいれています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 島根県出雲市（転勤無し）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

3名程度､学歴問わず､技術職(現
場施工)､営業職、事務職（経理)

個個人人住住宅宅、、古古民民家家再再生生、、公公共共施施設設ままでで ワワンンチチーームムでで取取りり組組みみまますす。。

基準時期 令和３年２月１日時点

従業員数
22人（男性 19人･女性 3人)

（平均年齢42歳）女性のうち技術系１人・事務系２人

初任給 高卒160,000円、大卒180，000円

手当等
役職手当、資格手当、家族手当、通勤手当、時間外

〇手当他

昇給・賞与 昇給年１回（４月）、賞与年２回（７月、１２月)

勤務時間 8：00～17：30（休憩1時間30分）

休日・休暇
休日：土、日曜、祝日・休暇：有休、夏季、年末年

〇始・年間休日１０６日(会社カレンダーによる）

加入保険 各種保険健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

福利厚生
退職金制度、資格取得金補助、社員旅行、健康診断、

〇慶弔給付金

採用担当者 竹下 茂文

電話 0853-21-0808

ＦＡＸ 0853-22-7124

E-mail kmifune@lime.ocn.ne.jp

ホームページ https//mifune.info

創業 1950年 平均勤続年数 16年

月平均所定外
労働時間

６時間
有給休暇

平均取得実績
７日/年

育児休業取得実績 １人

採用状況
（新卒者）

３人 （ ０人）

R3 ０人(０人) R2 ２人(０人) R1 1人(０人)

離職者の状況
（新卒者）

１人 （１人）

R2 ０人(０人) R1 １人(１人) H30０人((０人)

常松拓実

現場管理には教科書は無く自分も最初はよくわかりませんでした
が、会社の先輩方から丁寧に教えて頂き今は現場管理者として
日々建物を造っています。みんなで建物の完成を目指して仕事を
するので、できたときの達成感はほかではあじわえない
やりがいのある仕事です。また会社の資格取得補助
制度を使い２級建築士、２級建築施工管理技士の
資格を取得しました。仕事をしながらの勉強は大変
でしたが、時間的な協力を会社でしていただき資格
取得することができました。
是非一緒に働きませんか。

3736

総
合
工
事
業

（
菅
工
事
業
）

設
備
工
事
業

（
電
気
工
事
業
）

設
備
工
事
業

（
塗
装
工
事
業
）

職
別
工
事
業



設備工事業
（管工事業）

総合工事業 建築工事業

有限会社 渡辺眞⼯務店
〒694‐0024 島根県大田市久利町久利６２８－２

代表取締役 渡辺 健司

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

継継承承さされれるる伝伝統統のの技技。。

住宅建築を中心に建設業に関わる事業を行っており、リフォーム事業、
不動産事業、住まいに関するご相談などを承っております。昔から継承
される伝統の技を守りつつ、若い技術者の育成にも取り組んでいます。
実績と経験を活かして地域に密着した仕事を継続し、自社施工にこだわ
り【高い技術で喜ばれる仕事を】を理念に皆様に愛される企業を目指し
ています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 大田市（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

学歴問わず：技術職
（現場監督・大工・左官）

地地場場産産材材料料をを使使用用しし地地域域密密着着型型のの住住宅宅建建築築。。

基準時期 令和３年２月１日時点

従業員数
１２人（男性１０人･女性２人)

（平均年齢４５.１歳）女性のうち技術系１人・事務系１人

初任給 当社規定による

手当等 通勤手当・資格手当・時間外手当

昇給・賞与 昇給：能力に応じて 賞与：年２回（8月、12月）

勤務時間 ８：００～１７：３０（休憩２時間）

休日・休暇 日曜・祝日、その他（会社カレンダーによる）

加入保険 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

福利厚生 社員旅行、退職金制度等

採用担当者 渡辺

電話 ０８５４-８２-６１２５

ＦＡＸ ０８５４-８２-５２０８

E-mail info@watanabe-masa.jp

ホームページ https://watanabe-masa.jp/

創業 昭和５５年 平均勤続年数 １７年

月平均所定外
労働時間

０時間
有給休暇

平均取得実績
５日/年

育児休業取得実績 ０人

採用状況
（新卒者）

２人 （１人）

R3 １人(１人) R2 ０人(０人) R1 １人(０人)

離職者の状況
（新卒者）

１人 （０人）

R2 ０人(０人) R1 １人(０人) H30 ０人(０人)

会社設立以来、お客様に喜ばれる家づくりを常
に目指してきました。
安心して注文頂ける工務店を目指し、多様化す

る住宅スタイル・お困り事があれば早急に対応・
お客様のご希望にお応えするべく、日々発展を心
掛けています。
地元しまねの木を取り扱った家づくりにこだわ

り、良さを分かって頂くことで、より良い質の住宅
を提供させていただいております。
お客様の立場に立って一緒に考え、分かりやす

い説明と図面を描き、住み心地よい家を創り、そ
して一生のお付き合いができればと考えておりま
す。 お客様の喜びが私共の活力となり、地域活
性化のお役に立ちたいと思っております。

人が一生関わっていく「家」。家を建て
るということは厳しい世界だと思いま
すが、とてもやりがいのある仕事だと
思っています。お客様の将来のことを
一番に考えて、いつまでも快適に笑
顔で暮らせる家づくりを行うよう心掛
けております。作り上げたものが形と
なり、お客様に見て喜んで頂けた時
は最高の気分になります。やりがいの
ある、仕事を一緒にしませんか？

高い技術で喜ばれる仕事を。地域に愛される会社に。

アクアシステム株式会社 40 管工事業

イマックス株式会社 41 管工事業

山陰冷暖株式会社 42 管工事業

島根水道株式会社 43 管工事業

新和設備工業株式会社 44 管工事業

株式会社電設サービス 45 管工事業

㊳
㊴
㊵
㊶
㊷
㊸

㊳㊳㊷㊷㊶㊶㊴㊴
㊵㊵

㊸㊸
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設備工事業 菅工事業

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

【 創 立 】昭和40年6月10日
【営業種目】〇上下水道・工業用水道及び配水池構造物の

水道施設工事
〇建物・建築物に付帯する給排水衛生・冷暖房

空調設備工事
〇浄化槽設備の設計施工

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 安来市・松江市・奥出雲町
（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

現場管理・配管施工・営業職
総合職

基準時期 令和 3年 1月 31日時点

従業員数
40人（男性 32人･女性 8人)

（平均年齢 49.5歳）女性のうち技術系 0人・事務系 7人

初任給 高卒155,000～ 大卒190,000～

手当等 通勤手当、資格手当、住宅手当、家族手当

昇給・賞与 年1回（4月）・年2回（7月、12月）

勤務時間 8：00～17：00（休憩 80分）

休日・休暇
年間休日104日 誕生日休暇1日
有給休暇(一部時間単位） 一斉付与5日等

加入保険 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

福利厚生 社員旅行、退職金制度、ジョイメイト加入

採用担当者 総務部 三澤彩乃

電話 0854-22-3538

ＦＡＸ 0854-23-1611

E-mail a.mizawa@aqua-sys.co.jp

ホームページ https://aqua-sys.co.jp

創業 昭和38年 平均勤続年数 23.6年

月平均所定外
労働時間

32.1時間
有給休暇

平均取得実績
15.2日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

10人 （ 3人）

R3 2人( 2人) R2 5人( 0人) R1  3人( 1人)

離職者の状況
（新卒者）

11人 （ 1人）

R2 1人( 0人) R1  4人( 0人) H30 6人( 1人)

生まれ育った地域の役
に立てていると実感して
います。

山根さん

思っていたよりも仕事
の幅が広くて驚きまし
た。

石飛さん

Ｕターンして異業種に
チャレンジ!!
信頼できる仲間と
出会えました。

矢田さん

安心・安全な水を
安定供給するという重
要な役割を担っていま
す。

宇賀さん

納涼会で焼肉～♪

資格取得をバックアップ！

・技術を要する資格取得は
先輩がしっかり指導し取得
までサポートします

・取得にかかる費用は
会社が負担します

施工事例： 安来庁舎建設工事(機械)

先輩たちのメッセージ詳しくは
ホームページで！

本本社社社社屋屋

社内レクリエーションも
あり、コミュニケーションを
取りやすい会社です☺

幅広い年齢層の社員が活躍
している職場です！

納涼会で焼肉♪ボルダリングに挑戦！！

みんなでヨガ♪

2017年5月竣工

技能五輪全国大会へ島根県
代表として出場しました！

ここのの街街ののイインンフフララをを守守るる。。

 〒692-0011 島根県安来市安来町431　代表取締役　三澤孝志　

設備工事業 菅工事業

イマックス株式会社
〒699‐0066 島根県出雲市高岡町166番地1
代表取締役社長 小松 博幸

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

弊社は、1959年に創業し2019年に創立60年を迎えました。

社会になくてはならない重要なライフライン（水道・空調）の整
備や維持管理などの社会貢献度の高い仕事をしています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 出雲市、松江市、
大田市、雲南市

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

総合技術職(現場施工管理）
事務職(総務事務又は工務事務)

地地域域のの皆皆様様にに安安心心とと安安全全をを届届けけ、、地地域域貢貢献献ををししたたいい。。
若手からベテランまで皆が働きやすい環境を整え、社員の働きがいを高め、誇りを持って業務に取組めるようにして
います。

基準時期 令和3年2月1日時点

従業員数
75人（男性51人･女性24人)

（平均年齢38歳）女性のうち技術系5人・事務系19人

初任給 高卒160,000円、専卒170,000円、大卒180,000円

手当等 通勤手当、資格手当、役職手当、家族手当、時間外手当

昇給・賞与 昇給：年1回(4月) 賞与：年2回(7月、12月)

勤務時間 8：00～17：00 （休憩時間80分）

休日・休暇 日曜、祝日、土曜(第2,4,5）(年間休日104日）

加入保険 雇用保険、健康保険、厚生年金、労災保険

福利厚生 確定拠出年金401ｋ

採用担当者 景山 あずさ

電話 0853-21-0009

ＦＡＸ 0853-23-1065

E-mail kageyama@imaichisuido.co.jp

ホームページ https://www.imacs.gr.jp/

創業 1959年 平均勤続年数 17年

月平均所定外
労働時間

18時間
有給休暇

平均取得実績
10.8日/年

育児休業取得実績 2人

採用状況
（新卒者）

17人 （11人）

R3予定 3人(3人) R2 6人(4人) R1 9人(5人)

離職者の状況
（新卒者）

4人 （ 3人）

R2 3人(2人) R1 0人(0人) H30 1人(1人)

この会社を選んだ理由
神戸女子大学文学部卒 森脇さん（2019年入社）

就職活動の軸として、社会に役立つ仕事がしたい、
いろんなことを経験したいという希望がありました。

イマックスはそれが実現できそうだと感じたので入社を決めました。

現在は、申請図面や、工事完了に伴う提出書類、広報誌の作成等に関
わっています。入社当初は描けなかった図面が描けるようになった
り、周りから仕事を任せてもらえるようになったり、少しずつ自分が
成長できているときにやりがいを感じています。

働きがいを⾼めるための新制度を積極的に導⼊しています

・キャリアデザインの作成とリンクした研修計画
・個⼈の能⼒UPのための社外セミナー積極的参加

・社内とグループ企業のコミュニケーション活性化企画
・社員の提案制度による⽣産性向上

・個⼈のライフイベントに合わせたさまざまな働き⽅

・介護・⼦育て両⽴⽀援
・有給休暇取得促進（⼤型連休年4回・3連休取得制度有）
・家族のための看護休暇
・社内環境整備

◎⾃⼰成⻑を促し、⽀援する取り組み

◎⾵通しが良く意⾒や提案のできる環境づくり

◎ダイバーシティ(多様性を⽣かした)経営の推進

◎働き⽅改⾰

社社員員ににととっってて働働ききががいいののああるる企企業業ををめめざざししてていいまますす！！
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設備工事業 菅工事業

⼭陰冷暖株式会社
〒693‐0001 島根県出雲市今市町８４０－３

代表取締役 高橋章

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

手手にに職職持持っってて、、生生涯涯現現役役！！

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 出雲市、松江市、益田市

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

高卒以上：管工事技術者(現場施工)
短大卒以上：営業職

(営業、見積作成)

自自ららのの可可能能性性をを当当社社でで引引きき出出ししててみみまませせんんかか？？

基準時期 令和 3 年 1 月 1 日時点

従業員数
43 人（男性 23 人･女性 10 人)

（平均年齢 46 歳）女性のうち技術系 3 人・事務系 7 人

初任給(手当含) 大卒：190,000、短大卒：180,000、 高卒：165,000

手当等
資格奨励手当、通勤手当、時間外手当

その他手当(当社規定による)

昇給・賞与 昇給：年1回(6月)、賞与：年2回(7月、12月)

勤務時間 8：00 ～ 17：00

休日・休暇
日、祝、土は会社カレンダーによる、年末年始、盆休

(年間休日106日）

加入保険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険

福利厚生
育児休業､介護休業､各種資格取得支援､社員表彰制度、

確定拠出年金、誕生日･リフレッシュ休暇

採用担当者 総務部長 高根徹

電話 0853-21-3415

ＦＡＸ 0853-24-2198

E-mail saninreidan@reidan.co.jp

ホームページ http://www.reidan.co.jp/

創業 昭和32 年 平均勤続年数 約 11 年

月平均所定外
労働時間

約 22 時間
有給休暇

平均取得実績
8 日/年

育児休業取得実績 4 人

採用状況
（新卒者）

14 人 （4 人）

R3 0人(0人) R2 8人(1人) R1 6人(3人)

離職者の状況
（新卒者）

20 人 （2 人）

R2 2人(0人) R1 13人(2人) H30 5人(0人)

当当社社ののアアピピーールルポポイインントト

～～ 充充実実ししたた福福利利厚厚生生 ～～

年間休日１０６日と建設業では多く、有給休暇
以外に誕生日休暇リフレッシュ休暇も取得でき、
両取得時には支給金として５，０００円を支給
しています。また休みが取りやすい社風です。
スマートフォンの貸与とLINEWORKSを導入しており
社員皆で働きやすい職場環境を目指しています。

～～ 資資格格取取得得支支援援制制度度 ～～
資格の取得に向け、各種講習などへの参加や先輩
からのアドバイスにより全面的に支援していま
す。費用はもちろんすべて会社負担で行って
います。

作業服が新しくなりました！

私は高校を卒業して入社し知識も何もない状態からのス
タートで不安でしたが、先輩方が優しく指導して頂き、少し
ずつですが知識を身につけ楽しく
作業に取り組むことができています。また、
職場の雰囲気も良くすぐ馴染むことが
できました。まだまだ覚えることが多く
大変ですが一生懸命頑張りたいと思います。

（2020年入社：工務部所属）

～～ 配配管管工工事事 ～～
住宅や店舗の給排水工事など快適な衛生環境の整備を行います。

～～ 空空調調設設備備工工事事 ～～
一般住宅から公共施設、工場などの冷暖房や空気清浄、
換気設備など居住空間を快適に過ごすための整備を行います。

～～ 保保守守・・メメンンテテナナンンスス業業務務 ～～
工場や病院など公共施設や一般家庭の保守・修繕を行います。

当社は、山陰パナソニック㈱グループ企業です！

〒699‐0406 島根県松江市宍道町佐々布213‐25
代表取締役社長 田 本 稔

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

社社員員一一人人ひひととりりががよよりり良良いい会会社社をを目目指指しし、、地地域域のの皆皆様様にに愛愛さされれ信信頼頼さされれるる組組織織をを目目指指ししてておおりりまますす。。

弊社は昭和35年創業以来、たくさんの公共工事、民間工事を手掛け
てまいりました。また、県内唯一の専門の「漏水調査業務」、「管路管
理システム」を山陰では最も早く取り入れました。
平成24年にはリフォーム工事実績が700件を超え、専門事業部「デ・
アール」を立ち上げました。
また、働きやすい職場づくりを心掛け、最長勤続年数50年の社員も頑
張っています。
平均年齢が少し高く、親父ギャグが飛び交う明るい職場です。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 松江市・雲南市（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種 学歴問わず：技術職/事務職/営業職

基準時期 令和 ３年 2月 １日時点

従業員数
６７人 （男性 ５５人 ･ 女性 １２人)
（平均年齢 ４７歳）女性のうち技術系 ４人・事務系 ８人

初任給 大卒：190,000円以上 高卒：170,000円以上

手当等 資格手当、 技術手当、 家族手当、 役職手当 等

昇給・賞与 年１回 ・ 年3回 （前年度実績）

勤務時間 ８：00 ～ 17：00

休日・休暇 年間105日 ・ 有給休暇、 特別休暇、 誕生日休暇、 育児休暇

加入保険 厚生年金、 健康保険、 雇用保険、 労災保険、 退職金共済

福利厚生 社員旅行、 社内レクレーション、 確定拠出年金、社員持株制度

採用担当者 吾 郷 均 （総務課）

電話 ０８５２－６６－００４１

ＦＡＸ ０８５２－６６－００４８

E-mail shinji@shimanesuidoh.co.jp

ホームページ http://www.shimanesuidoh.co.jp

創業 昭和 35年 平均勤続年数 15 年

月平均所定外
労働時間

9.5時間
有給休暇

平均取得実績
9.6日/年

育児休業取得実績 1人

採用状況
（新卒者）

人 （ 人）

R3 0人( 0人) R2 8人( 0人) R1 4人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

人 （ 人）

R2 3人( 1人) R1 1人( 0人) H30 2人( 0人)

入社して2年が経ちました。現在は、精密な作業技
術が必要な“管路情報課”に所属し、日々勉強中です。
漏水調査作業を主に行っており、夜間の作業、
遠方での作業も多々ありますが、難しい資格取得に
向かって勉強をしたり、色々な現場を経験したり、
日々やりがいと達成感を感じながら、充実した毎日
を過ごしています。
また、同僚や先輩方との関係も良好で、
働きやすい職場だと感じています。
社内行事も多く、他部署の社員、勤務地が違う社員
とも定期的にコミニュケーションを図る事ができ、
社員同士の仲が良いのも会社の魅力です。

設備工事業 管工事業
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設備工事業 管工事業

新和設備⼯業株式会社
〒690‐0038 島根県松江市平成町182番地22
代表取締役社長 新田 喜一

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

弊弊社社のの品品質質方方針針はは、、

弊社は創業してから５４年、総勢５０名の管工事業の会社で
す。エアコンや換気扇等の空調設備からキッチン、お風呂、トイ
レ等の水廻り設備をしています。

施工実績：松江市新総合体育館他の大型物件から一般住宅や修
理まで幅広く仕事をしています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 本社：松江市
(支店：雲南市)

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

２名程度
高卒:技術職(配管工)、事務職(一
般事務)・大卒:技術職(現場管理)

「「私私たたちちはは、、変変化化をを恐恐れれずずにに継継続続的的にに改改善善しし続続けけまますす。。」」でですす。。
新しいことに挑戦し続ける、また挑戦する人を皆でサポートする企業です。

基準時期 令和３年２月１５日時点

従業員数
３９人（男性３４人･女性５人)

（平均年齢４２歳）女性のうち技術系２人・事務系３人

初任給 高卒:１５５，０００円 大卒:１９０，０００円

手当等 通勤手当、時間外手当

昇給・賞与 昇給:年１回(７月) 賞与:年２回(７月,１２月)

勤務時間 ８：００～１７：１５（休憩１時間３０分）

休日・休暇
休日カレンダーによる 第２・４・５土曜、日曜、
祝日、盆休、年末年始、有休

加入保険 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

福利厚生 社員旅行、退職金制度など

採用担当者 新田

電話 ０８５２ー２４－５７１６

ＦＡＸ ０８５２－２４－５７２６

E-mail nitta@shinwakk.net

ホームページ http://shinwasetsubi.co.jp/

創業 昭和４２年 平均勤続年数 １５年

月平均所定外
労働時間

８.７時間
有給休暇

平均取得実績
９.６日/年

育児休業取得実績 ０人

採用状況
（新卒者）

１人 （１人）

R3 1人(1人) R2 1人(1人) R1 3人(3人)

離職者の状況
（新卒者）

2人 （0人）

R2 2人(0人) R1 0人(0人) H30 0人(0人)

2020年4月1日受動喫煙法施行の日に社内

外問わず「就業時間内完全禁煙」としまし
た。写真は、腰痛予防や血行促進に良いと
される自動昇降机で仕事をする様子です。
全社員一人1台ずつこの机を導入しまし

た。これらのことが評価され「ヘルス・マ
ネジメント認定事業所」となりました。

働く人がいつまでも健康で仕事もプライ
ベートも充実できる職場です。

地球温暖化、またそれが要因の一つとさ
れます、コロナ禍が人々の生活に影響があ
る時だからこそ、ライフラインを担う企業
として社会に貢献できる企業を目指しま
す。

平成26年入社 添谷舞樹

私は、社会人になり不安もありました
が、新入社員研修・技術研修などを受
講させてもらい、働く意欲が強くなり
ました。社内は、アットホームで働き
やすい環境なので、毎日が充実してい
ます。今後、会社の基本理念に基づい
て、技術向上を目指し、目標を持って
頑張っていきたいと思います。

株式会社電設サービス
〒697‐0016 島根県浜田市黒川町97‐8
代表取締役 渡辺頼孝

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

様様々々なな角角度度かからら、、郷郷土土をを支支ええるる企企業業をを目目指指ししてて。。

電設サービスは設備工事を主体とした総合建設業社とし
て様々な分野の仕事をしており、多くの知識や経験を身
に付けることができます。県や市の大規模な公共工事か
ら一般の修理改修といった民間工事まで請け負っている
ので、自分の長所を伸ばせます。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 本社(浜田)、松江、出雲、大
田、江津、益田
(原則転勤なし)

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

技術職(建築、土木、機械設備、
電気設備)・設備工・営業・事務

不不動動産産かからら土土木木、、建建築築、、設設備備工工事事ままでで幅幅広広くく、、地地域域ののラライイフフラライインンをを支支ええてていいまますす。。

基準時期 令和 3年 1月 31日時点

従業員数
60人（男性 55人･女性 5人)

（平均年齢 55歳）女性のうち技術系 1人・事務系 4人

初任給 高卒155,000～ 大卒190,000～

手当等 資格手当、役職手当、通勤手当

昇給・賞与 年２回

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇 年間休日 100日程度

加入保険 雇用、労災、健康、退職金共済

福利厚生 有給初年度10日付与、最大40日付与

採用担当者 渡辺 博明 (常務)

電話 0855-22-2954

ＦＡＸ 0855-23-4155

E-mail office@densetsu-service.co.jp

ホームページ 新規製作中

創業 1974年 平均勤続年数 25年

月平均所定外
労働時間

10時間
有給休暇

平均取得実績
10日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

0人 （ 0人）

R3 0人( 0人) R2 0人( 0人) R1 0人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

0人 （ 0人）

R2 0人( 0人) R1 0人(0人) H30 0人(0人)

資格取得のサポートもあり施工管理者も目指せます。私は未経験で
入社しましたが、職場の皆さんは暖かく優しい方々ばかりでアット
ホームな雰囲気なので、分からないことがあれば丁寧に教えてもら
えました。また、オンオフがしっかりしており仕事とプライベートの両
立ができます。趣味で繋がり休みの日に釣りやゴルフに行く人もい
ます。仕事の1番のやりがいは、人の暮らしになくてはならない街の
ライフラインに携われることだと思います。

今冬完成予定の新社屋です(イメージ図)

設備工事業 菅工事業
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設備工事業
（電気工事業）

サンベ電気株式会社 48 電気工事業

三和電工株式会社 49 電気工事業

島根電工株式会社 50 電気・電気通信・管工事業

神州電気株式会社 51 電気工事業

大成電気水道工業株式会社 52 電気工事業

日晃電設株式会社 53 電気工事業

株式会社八興電気 54 電気工事業

北陽電気工事株式会社 55 電気工事業

株式会社八束電工 56 電気工事業
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設備工事業 電気工事業

サンベ電気株式会社
〒690‐0017 島根県松江市西津田十丁目13番36号
代表取締役 安達 昌

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

「「快快適適環環境境をを創創造造すするる」」

弊社は松江市に本社を置く電気・管・通信・水道・消防施設を
主とした設備工事業です。

社員ファーストの考えの基、社員やその家族の幸せを第一に考
え、福利厚生面の更なる充実を図り、人間性や人間力の高い人づ
くり、安心で働き甲斐のある企業として県ナンバーワンを目指し
ています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 松江・安来・出雲・大田・川
本・浜田（基本転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

6名程度 高卒以上
技術職（現場施工）

地地域域ととのの絆絆をを深深めめ社社員員のの健健康康とと企企業業のの未未来来をを考考ええるる。。
教育環境・福利厚生の充実で働きやすい、働きがいのある職場を目指して地域に貢献していきます。

基準時期 令和 3 年 2 月 1 日時点

従業員数
50 人（男性 39 人･女性 11 人)

（平均年齢 41.78歳）女性のうち技術系 0 人・事務系 11人

初任給 16万～18万 円 （高卒基本給）

手当等 時間外・休日出勤・通勤・家族・住宅・資格手当等

昇給・賞与 昇給年1回(7月) 賞与年2回（7月・12月）

勤務時間 8：00～17：00（休憩1.5時間）

休日・休暇
休日：土・日・祝日（4週7休制）年間休日 115日）
休暇：有休.特休.夏季.年末年始.

加入保険 各種社会保険（健康保険・厚生年金・雇用保険等）

福利厚生 工具・制服貸与、退職金制度、資格取得祝金等

採用担当者 総務部 泉頭直貴

電話 0852-27－1008

ＦＡＸ 0852－27－1553

E-mail home@sanbe-denki.co.jp

ホームページ hｔｔｐ：//www.sanbe-denki.co.jp

創業 昭和 46 年 平均勤続年数 10 年

月平均所定外
労働時間

14 時間
有給休暇

平均取得実績
8日/年

育児休業取得実績 2 人 （男1・女1）

採用状況
（新卒者）

20 人 （ 7 人）

R3 3 人(3人) R2  8 人(1人) R1 9 人(3人)

離職者の状況
（新卒者）

22 人 （ 1 人）

R2 7 人(1人) R1 7 人(0人) H30 8人( 0人)

現場では、分からないことがたくさんあ
りますが、先輩方に訊くと丁寧に教えてく
ださり、安心して作業ができます。少しず
つですが、できることが増えてきて仕事の
楽しさを感じることができるようになって
きました。また、自分が携わった現場が完
成すると達成感を感じることができ、とて
もやりがいのある仕事です。今後も先輩の
姿を見て、聞いて、経験して、知識や技術
を身に付け、地元島根に貢献できる一人前
の電気工事士になりたいと思います。

設備工事業 電気工事業

三和電⼯株式会社
〒699‐0406 島根県松江市宍道町佐々布213番地34
代表取締役 岡本 広

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

地地域域にに根根ざざししたた 電電気気工工事事ののププロロ集集団団！！！！

一般住宅から店舗、ビル、工場に至るまで、あらゆる建物や構造
物における電気設備の設計、施工、現場管理を主軸に、通信設備
や消防施設など様々な分野を手掛ける総合設備企業です。

県内を中心に営業展開しており、年間の売上高は約２０億円で
す。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 県内各拠点
（支 店：松江、出雲、浜田

営業所：安来、雲南、益田）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

５名程度 学歴問わず
技術職（現場施工）

豊豊富富なな経経験験とと実実績績ををももととにに、、おお客客様様にに『『明明るるいい暮暮ららしし』』をを提提供供ししまますす！！

基準時期 令和 3 年 2 月 8 日時点

従業員数
89人（男性79人･女性10人)

（平均年齢42.7歳）女性のうち技術系 0人・事務系 10人

初任給 高卒 172,000円 大卒 189,000円

手当等 世帯手当、通勤手当、資格手当、役職手当

昇給・賞与
昇給 年1回（4月）

賞与 年2回（6月、12月）

勤務時間 8：30～17：30（休憩1時間）

休日・休暇
休日：日曜、祝日 ・休暇：有休、夏季、年末年始

年間休日105日(カレンダーによる）

加入保険 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険

福利厚生 退職金共済制度あり 社員旅行あり（2年毎）

採用担当者 安部 京子

電話 0852-66-0633

ＦＡＸ 0852-66-0644

E-mail soumu@sanwadenko.jp

ホームページ http://www.sanwadenko.jp

創業 昭和45年 平均勤続年数 15.9年

月平均所定外
労働時間

13.5時間
有給休暇

平均取得実績
8.2日/年

育児休業取得実績 2人

採用状況
（新卒者）

7人 （ 5 人）

R3 2人( 2人) R2 2人( 1人) R1 3人( 2人)

離職者の状況
（新卒者）

2人 （ 1 人）

R2 0人( 0人) R1 1人( 0人) H30 1人( 1人)

私たちは毎⽇の暮らしに必要不可⽋な電気を巧みに操り豊富な
経験と実績をもとに、お客様のあらゆるニーズにお応えする電気
⼯事のプロ集団です︕
マイホームなど⼤きな買い物をされるお客様に、より⾼度な技術を
もって『明るい暮らしを』を提供します︕
地域の皆さまの暮らしを⽀える企業であり続けることが私たちの
使命です︕︕

⼊社2年⽬ですが、今は主に⼤規模現場で
現場管理補佐として経験を積ませてもらって
おります。
現場では様々な職種の⼈が、⽇々打ち合わ
せしながら⼯事を進めていきますので⼈と⼈と
の出会いがあり、とても楽しんで仕事ができま
すし、何より⼯事が完成した時の達成感は
ひとしおです。
是⾮⼀緒にこの達成感を味わいましょう︕

お客様に満⾜していただく「技術」
が商品です︕
住宅やマンション、企業の設備投資は
⼤きな買い物です。そんな宝物をつくら
れるお客様に「技術」を提供しています。
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〒693‐0004 島根県出雲市渡橋町751番地1
代表取締役社長 矢田信一

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

（（パパワワーー トトゥゥーー シシャャイインン））

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 出雲市渡橋町751‐1 又は
松江市乃木福富町388‐3）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

高卒以上：電気工事スタッフ 4名程度
（履修科目問わず）

社社員員ににパパワワーーをを！！電電気気でで地地域域にに輝輝くく力力をを！！私私たたちちはは神神州州電電気気のの社社員員でであありり、、神神州州電電気気のの輝輝ききそそののももののでですす！！

基準時期 令和 3 年2 月 1 日 時点

従業員数
49人（男性 39人･女性 10人)

（平均年齢 43 歳）女性のうち技術系 2人・事務系 8人

初任給 高卒170,000円 高専等卒180,000円～

手当等
通勤手当、皆勤手当、資格手当、現場管理手当、
作業責任者手当、役職手当、扶養手当、他

昇給・賞与 昇給 年1回（6月） 賞与 年2回（8月、12月）

勤務時間 8:00～17:00（休憩1.5h 鉄道関連業務は夜間作業）

休日・休暇 日曜日、祝日、隔週土曜日他(年間休日 99 日）

加入保険 健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険

福利厚生
退職金、社員旅行、家族交流会、社内表彰制度、
永年勤続報奨金、結婚・出産・入学・成人祝金、他

採用担当者 矢田 俊史

電話 0853-22-3344

ＦＡＸ 0853-22-3394

E-mail t-yata@shinshu-denki.co.jp

ホームページ https://www.instagram.com/shinshu_denki/

創業 昭和21年 平均勤続年数 13.8年

月平均所定外
労働時間

20時間
有給休暇

平均取得実績
10.3日/年

育児休業取得実績 1 人

採用状況
（新卒者）

5 人 （ 0人）

R3 4人( 0人) R2 0人( 0人) R1  1人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

0 人 （ 0人）

R2 0人( 0人) R1  0人( 0人) H30 0人( 0人)

私たちの会社は、住宅・事務所・店舗・学校・病院・ホテル等の
建築物や、太陽光発電所・トンネル照明・道路照明・交通信号機
等の屋外構造物に必要な電気設備工事の設計施工を主に行う会社
です。その他にも、鉄道に関係する電気設備の点検・メンテナン
ス・工事も行っています。

神州電気は、
・創業70年を超える歴史ある電気工事業者です！
・建物に電気という命を吹き込むやりがいのある仕事をしています！
・鉄道施設の電気設備の保守・工事も行います！県内では数少ない
業者です！
・入社前の電気的な知識・経験は問いません！未経験者も活躍して
います！
・電気工事に従事するための資格取得に向けては、費用面・学習面
ともに会社としてサポートします！
・社員の家族も大切にします！BBQなどの懇親会にも招待していま
す！今はコロナで自粛中ですが…

私たちの仕事は、ただの電気工事ではありません！
お客様の声や想いを形にし、喜んでもらうことにやりがいを
感じています。
自分の技術を磨き、自分の可能性を広げ、
社会や人の役に立つ！そうやって、心心のの
満満足足をを得得らられれるるここととがが働働くくとといいうう事事だ！
と信じ、そこを目指して取り組んでいます！
充実した毎日を一緒に作っていきましょう！

設備工事業 電気工事業設備工事業 電気・電気通信・管工事業

〒690‐0842 島根県松江市東本町５丁目６３番地

代表取締役 荒木 恭司

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

「「一一番番大大切切ななののはは、、
社社員員ととそそのの家家族族！！」」

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 山陰各市、広島市
（地元配属中心）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

25～30名程度
①営業職・現場管理職

（大学院、大学、短大、高専、専修）

②総務職
（大学院、大学、短大、高専、専修、高校）

③施工職（専修、高校）

基準時期 令和 3 年 1 月 20 日時点

従業員数
628人（男性 547人･女性 81人)

（平均年齢36.0歳）女性のうち技術系 11人・事務系 70人

初任給 高卒165,000円 大卒210,000円 ＋ 諸手当

手当等 通勤、時間外、作業、営業、家族 など

昇給・賞与 昇給：年1回(4月)、賞与：年2回(6月、12月)

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇
・休日:日曜、祝日 ・休暇:有休、夏季、年末年始、
誕生日休暇、特別休暇、有休一斉付与5日間など
・年間休日105日（当社カレンダーによる）

加入保険 雇用、労災、健康、厚生

福利厚生
独身寮、社宅貸与、資格支援援助、社内運動会、ノー
残業デー（月・水・金）、プレミアムフライデーなど

採用担当者 山本 翔

電話 0852-26-2833

ＦＡＸ 0852-26-2835

E-mail saiyou@sdgr.co.jp

ホームページ http://www.sdgr.co.jp/

創業 1956年 平均勤続年数 15.4年

月平均所定外
労働時間

18.6時間
有給休暇

平均取得実績
9.4日/年

育児休業取得実績 5人（100％）

採用状況
（新卒者）

100人 （100人）

R3 27人(27人) R2 39人(39人) R1 34人(34人)

離職者の状況
（新卒者）

6人 （ 6人）

R2 13人 ( 0人) R1 15人( 0人) H30 16人( 0人)

説明会で聞いた「社員とその家族を
一番大切にする」という言葉がとても
印象的でした。社員教育の細やかさ
や良い仲間関係を築くための仕組み、
働き方改革、充実した福利厚生など、
実際に入社してから、本当に会社から
大切にしてもらっていると感じていま
す。

濵田 鈴香（2020年入社）

当社は1956年の創業以来、電気・管・通信工事を主事業とし
て、地域の皆様に快適で安心・安全な住環境や生活空間を提
供しています。 また、お客様の住まいの困りごとを即解決す
る「おたすけ隊」事業は、業界初のビジネスモデルとして全国
へフランチャイズ展開（現在44社加盟）しています。
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〒693‐0071 島根県出雲市稲岡町82番地１

代表取締役 槇野安浩

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

豊豊かかなな地地域域社社会会とと、、快快適適なな居居住住環環境境をを目目指指ししてて･･････

弊社は昭和53年の設立以来、「人々の暮らしの充実と地域社会に

貢献すること」を旨としながら、今日に至りました。お得意様に
恵まれ順調に業績を伸ばしています。いま、電気設備工事業者に
求められるものは以前にまして、高度に、また多様化して来てい
ます。私たちは電気設備のプロフェッショナルとして、お客様に
満足していただける電気設備工事を提供できるよう、社員一丸と
なって、一層の技術の向上とサービスの拡充に努力しています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 転勤なし

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

3名程度
高卒：技術職（現場施工）
大卒：技術職（設計・現場管理）

確確かかなな技技術術でで時時代代ののニニーーズズにに対対応応ししまますす。。

基準時期 令和 3年 2月 1日時点

従業員数
17人（男性 14人･女性 3人)

（平均年齢 39.9歳）

初任給
高卒： 160,000円＋各種手当
大卒： 200,000円＋各種手当

手当等
通勤手当、工具手当、資格手当、役職手当、
時間外手当

昇給・賞与
昇給年1回（7月）
賞与年3回（7月、12月、3月）昨年実績5.1ケ月分

勤務時間 8：00～17：00 （休憩90分）

休日・休暇
休日:土曜、日曜、祝日
休暇:有給、夏季、年末年始、特別休暇
(年間休日 96日 ※会社カレンダーによる）

加入保険 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

福利厚生

退職金制度あり
隔年で社内研修旅行（近年では2泊3日で仙台・岩手
方面、東京・鎌倉方面、沖縄等に行きました。）
納涼会、忘年会等を企画し親睦を深めます。

採用担当者 槇野安浩

電話 （0853）25-3113

ＦＡＸ （0853）25-3206

E-mail nikko-e@poem.ocn.ne.jp

ホームページ http://nikko-densetu.jp/

創業 昭和53年 平均勤続年数 15年4ヶ月

月平均所定外
労働時間

約5時間
有給休暇

平均取得実績
年間11日

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

4人 （ 2人）

R3 2人(1人) R2 2人(1人) R1 0人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

4人 （ 0人）

R2 4人(0人) R1 0人(0人) H30 0人(0人)

設備工事業 電気工事業設備工事業 電気工事業

⼤成電気⽔道⼯業株式会社
〒693‐0012 島根県出雲市大津新崎町５－５０

代表取締役 日 野 友 晴

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

当社は、昭和２１年に創業した県内電気工事業界でも一二を争
う老舗です。人々のライフラインである電気と水を扱う設備工事
業者として、時代毎の最新技術を取り入れながら、また脈々と技
術の継承を続けながら今日まで業歴を積み重ねてきました。

本社のある出雲の他、６ヶ所に営業所を設けて島根県内全域を
営業エリアとし、一般住宅から学校や病院、福祉施設等の大型建
築物、道路・トンネル照明、信号機といったインフラ整備に至る
まで各種設備工事を請け負っています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地））

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

≪≪  誰誰ししもも最最初初はは素素人人 学学びび身身にに付付けけ技技術術者者ととななれれ！！ ≫≫

基準時期 令和 ３年 ２月１５日時点

従業員数
６５人（男性 ５７人･女性 ８人)

（平均年齢 ４６歳）女性のうち技術系 ０人・事務系 ８人

初任給 高卒１６０,０００円 ／ 大卒１８０,０００円

手当等 通勤手当・資格手当・家族手当・子の就学手当 他

昇給・賞与 昇給：年１回（6月） 賞与：年２回（7月･12月）

勤務時間 ８:００ ～ １７:００（休憩１時間）

休日・休暇 年間休日 １０５日（会社カレンダーによる）

加入保険 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険

福利厚生 退職金規定完備、社員旅行、親睦行事 他

採用担当者 総務課 松浦 雅人

電話 ０８５３－２３－２７５５

ＦＡＸ ０８５３－２３－２２３８

E-mail main@taisei-dsk.ecnet.jp

ホームページ http://www.taisei-dsk.ecnet.jp

創業 １９４６年 平均勤続年数 １９.６年

月平均所定外
労働時間

１０.５時間
有給休暇

平均取得実績
９.０日/年

育児休業取得実績 １人

採用状況
（新卒者）

４人 （ ３人）

R3 ０人(０人) R2 ２人(１人) R1 ２人(２人)

離職者の状況
（新卒者）

４人 （ ２人）

R2 １人(１人) R1 １人(０人) H30 ２人(１人)

本社のある出雲、または下記の営業所のいずれかでご希望の勤
務地をうかがって決定します。

〔 営業所 松江・雲南・川本・江津・浜田・益田 〕

人員の関係で近隣の営業所に配置変更となる可能性はゼロでは
ありませんが、転勤はほぼ無いと考えていただいて結構です。

てもらい、毎日がんばって
います。

入社当初は不安も多かっ
たですが、だんだん任せて
もらえる仕事も増え、自身
の成長も感じられます。

また、お客様から「便利
になったよ！」等とお礼の
言葉をかけていただく事も
あり、その様な感謝の言葉
にやりがいを感じながら、
これからも励んでいきたい
と思います。

本 社：営業職１名（大卒）
営業所：出雲営業所を含む営業所毎に現場施工技術職１～２名

（高卒､大卒合計）

江津営業所 木梨（入社２年目）

どの様な職業でも、資格を取り、手に職を付けるというのは容易なこ
とではありませんが、日々の勉強や経験の積み重ねが大事であると教え

技技術術をを磨磨いいてて地地域域社社会会にに貢貢献献ししよようう

共共にに働働きき、、技技術術をを繋繋いいででくくれれるる仲仲間間をを募募集集ししてていいまますす！！
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設備工事業 電気工事業

北陽電気⼯事株式会社
〒699‐3676 島根県益田市遠田町１９１６番地４

代表取締役 岡﨑寛

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

『『人人とと技技術術をを大大切切ににすするる』』

当社は昭和46年に有限会社として設立し、島根県西部地域を中心に電気工
事業を営んできました。昭和49年に株式会社に移行。昭和59年、益田市遠

田町の本社屋に移転し現在に至ります。その間常に地域の皆様の生活とと
もに成長してきた当社は、一般住宅、事務所、工場などの新築、増改築に
伴う設備工事から高速道路照明や信号設備などの官公庁物件工事まで幅広
く携わっています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 島根県（益田市、浜田市
鹿足郡、松江市）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

募集条件：普通自動車運転免許
※電気工事士・電気工事施工管理技士

資格取得者優遇

募集職種：技術職・営業職

『本気』・『元気』・『やる気』のある⽅を待っています。Ｕ・Ｉターン就職をお考えの⽅もご相談下さい。

島根県西部地域を中心に、一般住宅、事務所、工場、官公庁物件等の新築、増改築、改修に伴う電気、通信、消防、空調などの設備工事一式を取り扱っている会社です。
『人と技術を大切にする会社』をモットーに社員一人ひとりを大切にしながら、技術力、仕事力を向上させるため技術資格取得を推奨し、積極的に人財育成に取り組んでいま
す。

基準時期 令和 3 年 1 月 1 日時点

従業員数
46人（男性 39人･女性 7人)

（平均年齢 42歳）女性のうち技術系 0人・事務系 7人

初任給 160,000 円

手当等
通勤手当、住宅手当、家族手当
資格手当、現業手当、役職手当

昇給・賞与 年1回（4月） ・ 年3回

勤務時間 8：00 ～ 17：00

休日・休暇
年間休日 96日
他、年次有給休暇、慶弔休暇など

加入保険
健康保険、雇用保険、労災保険、厚生年金
厚生年金基金

福利厚生
職員健康診断（年1回）、新年会（年1回）
社員旅行（隔年）

採用担当者 大畑栄輝 （総務）

電話 ０８５６－２２－０８４９

ＦＡＸ ０８５６－２３－１８９１

E-mail hokuyo-masuda@ebony.plala.or.jp/

ホームページ http://www.hokuyou.co.jp/

創業 昭和 46 年 平均勤続年数 18 年

月平均所定外
労働時間

15.6 時間
有給休暇

平均取得実績
11.7日／年

育児休業取得実績 0 人

採用状況
（新卒者）

7 人 （ 1 人）

R3 0人 ( 0人) R2 3人( 1人) R1 4人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

8 人 （ 0 人）

R2 1人( 0人) R1 3人( 0人) H30 4人( 0人)

普通科高校を卒業し、技術職員として入社しました。電気工事に興味はありましたが電気
のことは全くの素人でした。資格もなくてできることは限られていましたが、先輩方の指導
やアドバイスのおかげで、できる仕事も少しずつ増えてきました。

偉そうなことを言うようですが、どんな仕事も辛いことや苦しいことがあると思います。
それは誰かができないことをその人の代わりにするのが
仕事だからです。大切なのは自分で選ぶことです。自分
で考えて自分で決めた仕事でないと辛いことや苦しいこ
とが頑張れなくなるのは当たり前です。

自分の今の目標は、現場で経験を積みながら電気工事
に必要な資格を取って、一つの現場を任せてもらえる様
になることです。

現代生活に欠かせない電気で誰かの当たり前の生活を
支えるという今の仕事に誇りをもって、これからも頑張
っていこうと思います。 （令和２年春入社）

ユースエール認定制度とは、
若者の採用・育成に積極的
で、若者の雇用管理の状況
などが優良な中小企業を厚
生労働大臣が認定する制

度です。当社も2019年度に認定を頂きま
した。

社員同士の『和』が良い仕事のために大
切であると考える当社は、2年に1度の社
員旅行を実施して
気楽に話し合える
環境づくりに努め
ています。

資格取得の補助や手当の充実

電気や通信、消防などの
工事を行うには、それぞれ
に資格が必要です。
そのため仕事に必要となる
資格取得の推奨・支援を目的に、
講習会参加等の補助や資格取得後の手
当てを拡充しています。

休養は安全労働の源泉です

労働環境の見直しが求められる昨今、当
社でもその改善に継続して取り組んでい

ます。入社1年目からの年次
有給休暇取得はもちろん、

その他の休暇・休業規程
も充実しています。

ユースエール認定を頂きました

隔年の社員旅行で社員の『和』を

社員の大切な健康を守るため
に、全社員健康診断の実施
や安全衛生活動に力を注い
でいます。 また安全運転推進
のため、毎年全社員で「しまね
安全ドライブ・コンテスト」に
参加しています。

社員の健康は会社の財産

はは、、ここんんなな会会社社でですす

（
本
社
社
屋
）

株式会社⼋興電気
〒693‐0054 島根県出雲市浜町248番地3
代表取締役 石川 弘二

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

当社は、島根県内を中心に営業展開をしている創業44年の会社

です。公共施設から個人住宅、店舗など様々な現場の電気工事、
電気通信工事、消防施設工事の施工を行っています。

これまでの経験を活かし、お客様に安心で快適なサービスの提供
ができるよう日々努めています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 出雲市（無し）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

技術職（現場施工）
技術職（現場管理）
技術職（設計）

『お客様に満足していただけるサービス提供』『工事の施工を通して地域の発展に貢献すること』 『社員が幸せを
感じられる企業』を目指しています

基準時期 令和 3年 2月 9日時点

従業員数
24人（男性 19人･女性 5人)

（平均年齢46歳）女性のうち技術系 0人・事務系 5人

初任給 173,000円（高卒）～

手当等 技術手当、役職手当、工具手当、通勤手当

昇給・賞与 昇給年１回、賞与年２回

勤務時間 8:00～17:15（休憩90分）

休日・休暇
休日：日曜、祝日、土曜は月2日程度(令和2年度は年間休日96
日）休暇：有給休暇、特別休暇、盆休、年末年始

加入保険 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険

福利厚生 退職金制度あり（勤続1年）退職金共済加入

採用担当者 高橋

電話 0853-22-5511

ＦＡＸ 0853-23-5593

E-mail izu01hk@jasmine.ocn.ne.jp

ホームページ https://hakko-denki.jp/

創業 昭和52年 平均勤続年数 22年

月平均所定外
労働時間

10時間
有給休暇

平均取得実績
6日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

2人 （ 2人）

R3 0人(0人) R2 0人(0人) R1 2人(2人)

離職者の状況
（新卒者）

4人 （ 0人）

R2 3人(0人) R1 1人(0人) H30 0人( 0人)

《資格取得⽀援》
各種資格取得や技能講習にかかる費⽤を負担します。
技術⼒向上を⽬指しています！

《福利厚⽣》
社員旅⾏や懇親会などの社内⾏事のほか
グループ企業合同⾏事もあり、新年会やソフトボール⼤会
など賑やかに⾏っています。

《働きやすい職場づくり》
業務効率改善や有給休暇取得の促進など、個々のワークライフ
バランスを実現し、働きやすい職場を⽬指しています。
昨年はこっころカンパニー、⼥性の活躍応援企業に登録されました。

出雲市浜町を拠点に活動しています。
⼩さい会社ですが⼀⼈⼀⼈が輝ける企業を⽬指しています。
年齢層は幅広いですが、年齢関係なくコミュニケーションの取りやすい環境
です。

初めは出来ないことばかりですが、上司の⽅々に教
わりながら⽇々出来ることが増えていくと、
作業を⼀⼈で任せてもらえるようになり
楽しく働いています。⼯事が完成した時
はとても達成感があり、やりがいを感じ
ます。今後､⼤きな現場にも携われるよう
資格取得にも⼒を⼊れていきたいです。

地地域域にに根根ざざしし 地地域域にに愛愛さされれるる企企業業をを目目指指ししてて

設備工事業 電気工事業
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有限会社江津塗装 58 塗装工事業

タナカ塗装システム株式会社 59 塗装工事業

有限会社千原コーテック 60 塗装工事業

恒松塗装工業株式会社 61 塗装工事業

寺戸工業株式会社 62 塗装工事業

株式会社長岡塗装店 63 塗装工事業

有限会社フクダ塗装 64 塗装工事業

職別工事業
（塗装工事業）

設備工事業 電気工事業

株式会社⼋束電⼯
〒690‐0863 島根県松江市比津町２８１番地１２

代表取締役 大下 浩樹

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

住宅・施設・道路照明・信号機・公共工事と電気が必要なありとあ
らゆる電気設備工事を行う会社です。 売上規模は年間約８億円の
県内中堅の電気設備工事会社になります。各種手当・福利厚生も充
実し有給も取りやすい環境と、厳しい上下関係のないフラットな社
風の職場です。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 本社(松江市)
出雲営業所(出雲市)
安来営業所(安来市)

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

募集区分：学歴問わず２名
募集職種：現場管理（２名）
※入社後は暫く現場施工に携わります。

当社では社員を第一に考えており、社員一人一人が働きやすい環境作りに努めています。
資格取得にも力を入れていて資格手当の支給など資格取得に対して会社が全面的にサポートします。

基準時期 令和 ３年 ２月 １日時点

従業員数
２７人（男性 １９人･女性 ８人)

（平均年齢４２歳）女性のうち技術系 ４人・事務系 ４人

初任給 高卒：165,000円 大卒：180,000円

手当等 技能(資格)手当、家族手当、役付手当、通勤手当

昇給・賞与 ●昇給 年１回●賞与 年２回(昨年実績４ヵ月分）

勤務時間 ８：００～１７：００

休日・休暇 第２・４土曜日、日・祝日、(年間休日９８日）

加入保険 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金

福利厚生 退職金制度、入院保障、３大疾病、制服・工具支給

採用担当者 中村、森本

電話 0852-27-3022

ＦＡＸ 0852-26-5762

E-mail ytk.matu@fine.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.yatsuka.com/

創業 昭和５３年 平均勤続年数 １１年

月平均所定外
労働時間

１０ 時間
有給休暇

平均取得実績
６．２日/年

育児休業取得実績 １ 人

採用状況
（新卒者）

４ 人 （ １ 人）

R3 人( 人) R2 4人(1人) R1 0人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

３ 人 （ ０ 人）

R2 1人( 0人) R1 2人( 0人) H30 0人(0人)

未来永劫、形に残る仕事
島根県を東部中心に住宅から公共工事まで幅広く電気工事を行っている会社です。

電気設備の設計・積算・民間現場施工管理・現場作業と様々な仕事があります。

自分が携わった様々な建物の電気設備が形として残るので達成感があり

やりがいを感じながら仕事に取り組めます。

最初はわからない事だらけだと思いますが、技術と知識の向上を

周りの先輩社員が親身になってサポートします。

私は、工業高校電気科を卒業して入社しました。新卒の自分がこの会社でやってい

けるか不安でしたが、仕事も丁寧に教えてもらえ、仕事以外の時間は仲良く話しかけ

てもらい楽しい職場です。社会人になる前は不安が多いと思いますが、チャレンジす

ることが大切です。上司や先輩もしっかりフォローしてくれる為、安心してチャレンジで

きる会社だと思います。

私も沢山失敗してきましたが、そこから得られるものが

沢山あり、仕事のやりがいを感じています。

皆さんも怖がらず、チャレンジしてみてください。

社社員員のの成成長長＝＝会会社社のの成成長長

未来永劫、形に残る仕事
島根県を東部中心に住宅から公共工事まで幅広く電気工事を行っている会社です。

電気設備の設計・積算・民間現場施工管理・現場作業と様々な仕事があります。

自分が携わった様々な建物の電気設備が形として残るので達成感があり

やりがいを感じながら仕事に取り組めます。

最初はわからない事だらけだと思いますが、技術と知識の向上を

周りの先輩社員が親身になってサポートします。

株式会社⼋束電⼯
〒690‐0863 島根県松江市比津町２８１番地１２

代表取締役 大下 浩樹

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

住宅・施設・道路照明・信号機・公共工事と電気が必要なありとあ
らゆる電気設備工事を行う会社です。 売上規模は年間約８億円の
県内中堅の電気設備工事会社になります。各種手当・福利厚生も充
実し有給も取りやすい環境と、厳しい上下関係のないフラットな社
風の職場です。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 本社(松江市)
出雲営業所(出雲市)
安来営業所(安来市)

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

募集区分：学歴問わず２名
募集職種：現場管理（２名）
※入社後は暫く現場施工に携わります。

当社では社員を第一に考えており、社員一人一人が働きやすい環境作りに努めています。
資格取得にも力を入れていて資格手当の支給など資格取得に対して会社が全面的にサポートします。

基準時期 令和 ３年 ２月 １日時点

従業員数
２７人（男性 １９人･女性 ８人)

（平均年齢４２歳）女性のうち技術系 ４人・事務系 ４人

初任給 高卒：165,000円 大卒：180,000円

手当等 技能(資格)手当、家族手当、役付手当、通勤手当

昇給・賞与 ●昇給 年１回●賞与 年２回(昨年実績４ヵ月分）

勤務時間 ８：００～１７：００

休日・休暇 第２・４土曜日、日・祝日、(年間休日９８日）

加入保険 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金

福利厚生 退職金制度、入院保障、３大疾病、制服・工具支給

採用担当者 中村、森本

電話 0852-27-3022

ＦＡＸ 0852-26-5762

E-mail ytk.matu@fine.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.yatsuka.com/

創業 昭和５３年 平均勤続年数 １１年

月平均所定外
労働時間

１０ 時間
有給休暇

平均取得実績
６．２日/年

育児休業取得実績 １ 人

採用状況
（新卒者）

４ 人 （ １ 人）

R3 人( 人) R2 4人(1人) R1 0人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

３ 人 （ ０ 人）

R2 1人( 0人) R1 2人( 0人) H30 0人(0人)

未来永劫、形に残る仕事
島根県を東部中心に住宅から公共工事まで幅広く電気工事を行っている会社です。

電気設備の設計・積算・民間現場施工管理・現場作業と様々な仕事があります。

自分が携わった様々な建物の電気設備が形として残るので達成感があり

やりがいを感じながら仕事に取り組めます。

最初はわからない事だらけだと思いますが、技術と知識の向上を

周りの先輩社員が親身になってサポートします。

私は、工業高校電気科を卒業して入社しました。新卒の自分がこの会社でやってい

けるか不安でしたが、仕事も丁寧に教えてもらえ、仕事以外の時間は仲良く話しかけ

てもらい楽しい職場です。社会人になる前は不安が多いと思いますが、チャレンジす

ることが大切です。上司や先輩もしっかりフォローしてくれる為、安心してチャレンジで

きる会社だと思います。

私も沢山失敗してきましたが、そこから得られるものが

沢山あり、仕事のやりがいを感じています。

皆さんも怖がらず、チャレンジしてみてください。

社社員員のの成成長長＝＝会会社社のの成成長長
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有限会社 江津塗装
〒695‐0011 島根県江津市江津町１２８７－１２

代表取締役 嘉戸 建治

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 江津市・主に石見地方
（転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

１名程度
高卒：技術職（現場施工）

現場管理職

信信頼頼とと誠誠実実ををモモッットトーーにに！！

豊富な実績のある地元企業です

基準時期 令和 ３ 年 ２ 月 ８ 日時点

従業員数
９ 人（男性 ６人･女性 ３人)

（平均年齢 46.5歳）女性のうち技術系０人・事務系２人

初任給 高卒 １６５，９００ 円 ～

手当等 資格手当、家族手当、営業手当、通勤手当

昇給・賞与 昇給 年１回（４月）賞与 年２回（８月・１２月）

勤務時間 ８：００～１６：４０（休憩１２０分）

休日・休暇 日、祝日・有休、夏季、年末年始(年間休日80日）

加入保険 雇用、労災、健康、厚生

福利厚生 建設業退職金共済

採用担当者 小松 伸

電話 0855-52-0137

ＦＡＸ 0855-52-0157

E-mail gttosou@iwami.or.jp

ホームページ http://www.iwami.or.jp/gttosou

創業 昭和41 年 平均勤続年数 19 年

月平均所定外
労働時間

6 時間
有給休暇

平均取得実績
7日/年

育児休業取得実績 0 人

採用状況
（新卒者）

1 人 （ 1 人）

R3 0人(0人) R2 1 人(1人) R1 0人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

0 人 （ 0 人）

R2 0 人(0人) R1 0人(0人) H30 0人( 0人)

高校を卒業後、働き始めの頃は塗装について知
らない状態からのスタートで最初は分からない事
や慣れない中、先輩方の指導やアドバイスのおか
げで日々楽しく技術を磨きながら仕事をしていま
す。仕事中だけでなく休憩時間もとても優しく楽
しく接してもらい、この仕事をして良かったなと
思います。

塗装をした後キレイに仕上がっている建物など
を見てやりがいを感じます。

皆さんも技術を磨く楽しさがある塗装をしてみ
ませんか？

ララーーフフエエイイドド施施工工作作業業

昭和41年江津市で「江津塗装店」として創業し、住宅をはじめ企
業、官公庁、鋼橋など様々な構造物の塗装・防水工事を手掛けてい
ます。老朽化した住宅などに新しい生命を吹き込む技術集団、豊富
な実績でアフターフォローも行ってます。

抗菌・消臭・抗ウイルス予防対策としてラーフエイド施工（ハイ
ブリット触媒）も行っています。

作作業業風風景景

従業員同士が協力しながら仕事に取り組むアットホームな会社です。
特に各自の資格取得に力を入れ、仕事に対しての『挑戦』『誇り』
『責任』を持ち続けることが『形』として残り“やりがい”へと繋げ
ています。
主に建築、塗装、防水等の資格取得にかかる費用は会社が全額負担い
たします。

どどんんなな会会社社？？

ハハイイブブリリッットト触触媒媒
ララーーフフエエイイドド施施工工特特約約店店

抗ウイルス・抗菌・消臭による『空気に安心』を！
あらゆる室内空間の空気を長期的に清浄化する革新的な技術による快
適な未来づくりに貢献します。
一般的な室内から事務所、客間、ホール、車内など人が暮らし集まる
空間を安心と快適に保つ事が出来る抗ウイルス・抗菌・消臭技術。

レンタカー、会社事務所、住宅居間等施工実績あり

形形にに残残るるとといいうう“ややりりががいい”ああるる仕仕事事

職別工事業 塗装工事業

タナカ塗装システム株式会社
〒697‐0006 島根県浜田市下府町327‐120
代表取締役 田中 和実

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

建建物物をを彩彩りり、、保保護護ししてて「「ままちち」」のの美美観観をを造造るる仕仕事事でですす！！

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 島根県浜田市中心とした石見
部全域（転勤無し）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

採用2名（高卒以上）
技術職（現場施工・施工管理）

おお客客様様ややままわわりりのの仲仲間間がが喜喜びび、、人人がが喜喜ぶぶ工工夫夫をを意意識識ししたた仕仕事事をを目目指指ししてていいまますす

基準時期 令和 ３年 １月 ３１日時点

従業員数
１６人（男性 １５人･女性１人)

（平均年齢 歳）女性のうち技術系 人・事務系 人

初任給 ￥１８０，０００円

手当等 通勤手当・資格手当・管理手当・営業手当・役職等

昇給・賞与 年２回・昇給年１回

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇 会社カレンダー 日(年間休日 ８７日）

加入保険 健康・厚生・雇用・労災

福利厚生 資格取得制度・退職金制度

採用担当者 田中 早苗

電話 ０８５５－２２－４３９４

ＦＡＸ ０８５５－２３－２６２３

E-mail tnktoso@iwami.or.jp

ホームページ
http//www.iwami.or.jp/tnktoso/index.htm

創業 １９６７年 平均勤続年数 １７年

月平均所定外
労働時間

１０時間
有給休暇

平均取得実績
７．６日/年

育児休業取得実績 ０人

採用状況
（新卒者）

１人 （ ０人）

R3 ０人(０人) R2 ０人(０人) R1 １人(０人)

離職者の状況
（新卒者）

１人 （ ０人）

R2 １人(０人) R1 ０人(０人) H30 ０人(０人)

保有資格
2級建築施工管理技士（仕上）・樹脂接着剤注入施工技能士
2級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）

施工管理担当

塗装や防水の施工は適切な管理があってこ
そ、その性能が発揮されます。私の仕事はそ
んな塗装や防水の品質や安全の確保・向上を
考え、実行することです。

1967年、塗装工事業で事業を始めました。昭和、平成と移り変わ

る中で、建築新築塗装工事から既設の建築土木構造物のメンテナ
ンス工事が多くなり、塗装・防水・左官を含めた総合仕上工事へ
と変わってきました。これからのメンテナンス工事を経験と提案
で、信頼頂ける事業を目指しています。

職別工事業 塗装工事業
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有限会社 千原コーテック
〒690‐2404 島根県雲南市三刀屋町三刀屋33‐3
代表取締役 藤原美樹

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

地地域域にに根根差差ししたた愛愛さされれるる会会社社をを目目指指ししてて

弊社は昭和20年創業、昭和52年設立しました。民間、官庁を問わ

ず、塗装・防水・屋根・内装・とび土工・補修工事を承っており
ます。資格を重視し、手に職を持った社員を育てます。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 雲南市（転勤なし）

メメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

1名 学歴不問
技術職（現場施工管理）

人人材材をを大大切切にに、、福福利利厚厚生生にに力力をを入入れれてていいまますす。。
あなたの能力で、一緒に愛される人と企業をめざしてみませんか？

基準時期 令和 ３年 ２月 １日時点

従業員数
９人（男性 ７人･女性 ２人)
（平均年齢４４歳）
女性のうち技術系 ０人・事務系 ２人

初任給 １８５，６００円（試用期間中は174,000円）

手当等 通勤手当

昇給・賞与 昇給 年1回 賞与 年2回

勤務時間 8：00～17：30 7.5時間 休憩2時間

休日・休暇
日曜日・隔週土曜日・盆・年末年始

会社カレンダーによる(年間休日87日）

加入保険 健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険・他

採用担当者 藤原美樹

電話 0854-45-2453

ＦＡＸ 0854-45-2988

E-mail chihara2@r7.dion.ne.jp

ホームページ http://www.chiharacoatech.co.jp

創業 昭和20年 平均勤続年数 21.4年

月平均所定外
労働時間

残業1.6時間

休日7.9時間

有給休暇
平均取得実績

14.7日/年

育児休業取得実績 1 人

採用状況
（新卒者）

0 人 （ 0人）

R3 0人(0人) R2 0人(0人) R1 0人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

0 人 （ 0人）

R2 0人(0人) R1 0人(0人) H30 0人(0人)

【業務内容】 各現場にて塗装面、周囲の環境等の状況確認、施主様との打ち合わせ、ヒアリング。見
積書作成。工事の段取り、材料の発注。施工状況の確認、工事写真、工事書類の作成など。

新卒者の方にはまず現場の仕事を把握するため、現場の職人と塗装業務をしていただき、基本的な知
識を得たのち、徐々に資格取得に向けてステップアップをしていただきます。

現場管理の業務については、社長のもとについて現場回り等から丁寧にご指導いたします。

【福利厚生】 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金
社宅家賃割引制度（家賃月額1万円、敷金5万円）
時間単位の有給休暇制度
建設業退職金共済制度
資格取得にかかる費用は会社負担
入社支度金(3ヵ月、6ヵ月、1年で合計10万円）
雲南市外からの転居貸付金制度（1年以上勤務で返済免除）
慶弔金
法定外の傷害保険加入
焼肉会（前年は感染拡大予防のため、焼肉用の牛肉を各自
持ち帰りました）

今までは、現場の職人のみ募集していましたが、
昨年より管理の仕事をしていただける方を募集して
います。
最初は何もできなくても、長い時間をかけてひと

つひとつクリアしていきましょう。

職別工事業 塗装工事業

恒松塗装⼯業株式会社
〒690‐0024 島根県松江市馬潟町339
代表取締役 恒松正次

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

島島根根でで一一生生モモノノのの「「職職人人技技」」をを身身にに付付けけるる！！

当社は、塗装工事、防水工事、サイディング工事など幅広く仕事を

しています。そんな弊社は、島根県松江市に会社を構えており、施
工エリアも島根県西部から鳥取県までと、地域密着型の会社です。

また一級塗装技能士（国家資格）・二級塗装技能士（国家資格）の
資格取得者を有する、安心・信頼・実績のある会社です。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 松江市

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

技術職（塗装工）

基準時期 令和 3 年 1 月 20 日時点

従業員数
12 人（男性 10 人･女性 2人)

（平均年齢30.2歳）女性のうち事務系 2人

初任給 159,600 円

手当等 通勤手当、資格手当、家族手当

昇給・賞与 賞与 年２回（8月、12月）

勤務時間 ８時～１７時半（休憩１２０分）

休日・休暇
日曜、その他（会社ｶﾚﾝﾀﾞｰによる）
GW、お盆、年末年始 (年間休日 91 日）

加入保険 雇用・労災・健康・厚生

福利厚生 退職金共済

採用担当者 事務 梶川

電話 0852-67-5870

ＦＡＸ 0852-67-5871

E-mail tosou@t-tosou-k.co.jp

ホームページ http://t-tosou-k.co.jp

現場では、先輩と一緒にチームになって動くので、初心者からでも
安心して働けます。また、働きながらも色んな資格を習得すること
ができました。頑張った人には、ちゃんと応えてくれる会社なの
で、やりがいがもてます。是非、一緒に働いてみませんか。

創業 平成5年 平均勤続年数 8年

月平均所定外
労働時間

5時間
有給休暇

平均取得実績
6日

育児休業取得実績 ０人

採用状況
（新卒者）

１０人 （ ２人）

R3 ２人(２人) R2 ７人(０人) R1 １人(０人)

離職者の状況
（新卒者）

２人 （ １人）

R2 ０人(０人) R1 ０人(０人) H30 ２人(１人)

職別工事業 塗装工事業
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寺⼾⼯業株式会社
〒698‐0041 島根県益田市高津八丁目１１番４号

代表取締役 寺戸 俊幸

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

当社は、昭和２６年の創業以来培ってきた様々な技術を使っ
て、個人住宅や公共物等の建築物、橋梁・トンネル等の土木構造
物への塗装工事・防水工事、また道路区画線を施工する工事等を
行い、地域の方々に喜んで頂ける仕事を行っています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 島根県益田市

会会社社のの特特徴徴

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

技術職（施工）、技術職（管理）、
事務職

新新ししいい塗塗料料やや技技術術ををいいちち早早くく取取りり入入れれ、、おお客客様様ののニニーーズズにに応応ええるる
しまね女性の活躍応援企業、しまね子育て応援企業「こっころカンパニー」に登録

基準時期 令和 ３年 ２月 １５日時点

従業員数
１２人（男性 ８人･女性 ４人)

（平均年齢４０歳）女性のうち技術系 １人・事務系 ３人

初任給 １５１，０００円 ～ １７５，０００円

手当等 通勤手当、資格手当、役職手当 等

昇給・賞与 年３回（5月／８月／１２月）

勤務時間 ８：００ ～ １７：００

休日・休暇 会社カレンダーによる(年間休日８７日）

加入保険 健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険 等

福利厚生 企業年金制度、退職金制度

採用担当者 寺戸 孝幸

電話 ０８５６－２３－３３１１

ＦＡＸ ０８５６－２３－３３１３

E-mail info@terado-k.co.jp

ホームページ http://www.terado-k.co.jp

創業 １９５１年 平均勤続年数 １４年

月平均所定外
労働時間

２０時間
有給休暇

平均取得実績
７日/年

育児休業取得実績 ０人

採用状況
（新卒者）

３人 （ １人）

R3 ０人(０人) R2 １人(０人) R1 ２人(１人)

離職者の状況
（新卒者）

３人 （ ０人）

R2 １人(０人) R1 １人(０人) H30 １人(０人)

お客様の多種多様なニーズに対応するため、「環境対応塗料」や
「遮熱・断熱塗料」等の新しい技術を積極的に取り込み、それを最大
限に生かせるよう社員の技術力向上・資格取得を支援しています。

また、最近では女性技術者が活躍できる職場を目指して、現場環境
や会社環境の整備を行い、積極的な募集を行っています。

女性技術者大募集中です！！

塗塗装装のの事事なならら何何ででももおおままかかせせ！！！！

職別工事業 塗装工事業

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地））

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

基準時期 令和 ３年 ２月 １日時点

従業員数
27人（男性 20人･女性 7人)（平均年齢45.3歳）
女性のうち技術系 1人・事務系 6人

初任給
高卒:173,000円 / 高専･短大･専門卒 175,000円
大卒:177,000円

手当等
通勤手当･住宅手当･資格手当･家族子供手当
保育料手当

昇給・賞与 年1回(4月)・年2回(7月･12月)

勤務時間 8：00～17：30 (休憩2時間)

休日・休暇 当社カレンダーによる(年間休日103日）

加入保険 雇用・労災・健康・厚生年金保険・労災上乗せ保険

福利厚生
入社日より有給休暇利用可能(年10日)
資格試験全額会社補助、社員旅行

採用担当者 奥井建治

電話 0852-26-1641

ＦＡＸ 0852-26-1643

E-mail okui@nagaoka-toso.co.jp

ホームページ https://www.nagaoka-toso.co.jp/

創業 1938年 平均勤続年数 14.5年

月平均所定外
労働時間

14.9時間
有給休暇

平均取得実績
13.6日/年

育児休業取得実績 1 人

採用状況
（新卒者）

6 人（ 5人）

R3 4人(4人) R2 1人(0人) R1 1人(1人)

離職者の状況
（新卒者）

5 人（ 4人）

R2 2人(1人) R1 2人(2人) H30 1人(1人)
【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地））

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

基準時期 令和 ３年 ２月 １日時点

従業員数
27人（男性 20人･女性 7人)（平均年齢45.3歳）
女性のうち技術系 1人・事務系 6人

初任給
高卒:173,000円 / 高専･短大･専門卒 175,000円
大卒:177,000円

手当等
通勤手当･住宅手当･資格手当･家族子供手当
保育料手当

昇給・賞与 年1回(4月)・年2回(7月･12月)

勤務時間 8：00～17：30 (休憩2時間)

休日・休暇 当社カレンダーによる(年間休日103日）

加入保険 雇用・労災・健康・厚生年金保険・労災上乗せ保険

福利厚生
入社日より有給休暇利用可能(年10日)
資格試験全額会社補助、社員旅行

採用担当者 奥井建治

電話 0852-26-1641

ＦＡＸ 0852-26-1643

E-mail okui@nagaoka-toso.co.jp

ホームページ https://www.nagaoka-toso.co.jp/

創業 1938年 平均勤続年数 14.5年

月平均所定外
労働時間

14.9時間
有給休暇

平均取得実績
13.6日/年

育児休業取得実績 1 人

採用状況
（新卒者）

6 人（ 5人）

R3 4人(4人) R2 1人(0人) R1 1人(1人)

離職者の状況
（新卒者）

5 人（ 4人）

R2 2人(1人) R1 2人(2人) H30 1人(1人)

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地））

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

基準時期 令和 ３年 ２月 １日時点

従業員数
27人（男性 20人･女性 7人)（平均年齢45.3歳）
女性のうち技術系 1人・事務系 6人

初任給
高卒:173,000円 / 高専･短大･専門卒 175,000円
大卒:177,000円

手当等
通勤手当･住宅手当･資格手当･家族子供手当
保育料手当

昇給・賞与 年1回(4月)・年2回(7月･12月)

勤務時間 8：00～17：30 (休憩2時間)

休日・休暇 当社カレンダーによる(年間休日103日）

加入保険 雇用・労災・健康・厚生年金保険・労災上乗せ保険

福利厚生
入社日より有給休暇利用可能(年10日)
資格試験全額会社補助、社員旅行

採用担当者 奥井建治

電話 0852-26-1641

ＦＡＸ 0852-26-1643

E-mail okui@nagaoka-toso.co.jp

ホームページ https://www.nagaoka-toso.co.jp/

創業 1938年 平均勤続年数 14.5年

月平均所定外
労働時間

14.9時間
有給休暇

平均取得実績
13.6日/年

育児休業取得実績 1 人

採用状況
（新卒者）

6 人（ 5人）

R3 4人(4人) R2 1人(0人) R1 1人(1人)

離職者の状況
（新卒者）

5 人（ 4人）

R2 2人(1人) R1 2人(2人) H30 1人(1人)

職別工事業 塗装工事業

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地））

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

基準時期 令和 ３年 ２月 １日時点

従業員数
27人（男性 20人･女性 7人)（平均年齢45.3歳）
女性のうち技術系 1人・事務系 6人

初任給
高卒:173,000円 / 高専･短大･専門卒 175,000円
大卒:177,000円

手当等
通勤手当･住宅手当･資格手当･家族子供手当
保育料手当

昇給・賞与 年1回(4月)・年2回(7月･12月)

勤務時間 8：00～17：30 (休憩2時間)

休日・休暇 当社カレンダーによる(年間休日103日）

加入保険 雇用・労災・健康・厚生年金保険・労災上乗せ保険

福利厚生
入社日より有給休暇利用可能(年10日)
資格試験全額会社補助、社員旅行

採用担当者 奥井建治

電話 0852-26-1641

ＦＡＸ 0852-26-1643

E-mail okui@nagaoka-toso.co.jp

ホームページ https://www.nagaoka-toso.co.jp/

創業 1938年 平均勤続年数 14.5年

月平均所定外
労働時間

14.9時間
有給休暇

平均取得実績
13.6日/年

育児休業取得実績 1 人

採用状況
（新卒者）

6 人（ 5人）

R3 4人(4人) R2 1人(0人) R1 1人(1人)

離職者の状況
（新卒者）

5 人（ 4人）

R2 2人(1人) R1 2人(2人) H30 1人(1人)

6362

総
合
工
事
業

（
菅
工
事
業
）

設
備
工
事
業

（
電
気
工
事
業
）

設
備
工
事
業

（
塗
装
工
事
業
）

職
別
工
事
業



Present アンケートにご協力お願いいたします。

ご協力ありがとうございました。

島根県公共建築品質確保推進協議会では、今後の活動の参
考にするため、この冊子をご覧の皆様にアンケートをお願いして
います。 下記の設問にご記入いただき、ご返送いただきますと、
抽選で20名様に「島根県産米2kg」をプレゼントいたします。
ご協力のほど、宜しくお願いいたします。

※ なお、お寄せいただいた個人情報は協議会コンプライアンス厳守の上、他の目的に
は一切使用いたしません。

Q1.　この冊子の内容について

①良かった ②良くなかった ③どちらでもない

Q2.　①良かった点、良くなかった点について、記入してください。

②興味を持たれた企業と、その理由について記入してください。

Q3.　今後の冊子に希望されることがあればお聞かせください

キ
リ
ト
リ
線

応募締切／令和3年6月30日
※写真はイメージです

20
名様

抽選

島根県産米
プレゼント（2kg）
アンケートに
ご協力いただいた方 対象

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

当社は、１９５０年（昭和２５年）初代が福田塗装店として開
業し、今年で創業７１年になります。山陰両県で塗装工事をして
いる会社です。主に地元工務店・ゼネコン・ハウスメーカーの塗
装、防水工事を請け負っており、最近では県・市町村の公共工事
や、直営の改修・リフォーム・塗替え工事が会社の主流となりつ
つあります。常に心掛けているのは、『仕事に誠実でありたい』
という気持ちと社員の幸福を願っています。その為に子育て、介
護の支援、キャリアアップの後押しも大切にします。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 主に島根県、鳥取県内
（転勤無し）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和4年年度度採採用用計計画画（（学学歴歴等等））
募募集集区区分分・・募募集集職職種種

学歴問わず
技術職 若干名

基準時期 令和 3年 1月 12日時点

従業員数
12人（男性 8人･女性 4人)

（平均年齢39.75歳）女女性性ののううちち技技術術系系 人人・・事事務務系系 44人人

初任給 140,000円～210,000円

手当等 通勤・精勤・住宅・家族・家族旅行・資格・能力

昇給・賞与 昇給有 賞与年2回（能力・成績による）約2ヶ月分

勤務時間 8:00～17：30

休日・休暇 当社規定のカレンダーによる 日(年間休日87日）

加入保険 雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金

福利厚生
社員旅行、退職金制度等、レクリエーション
年1回の家族旅行手当支給

採用担当者 福田 博

電話 0852-52-6510

ＦＡＸ 0854-28-6405

E-mail fine.color.fukuda30@air.ocn.ne.jp

ホームページ http://www.fukudatosou.jp

創業 1950年 平均勤続年数 10.6年

月平均所定外
労働時間

15時間
有給休暇

平均取得実績
8日/年

育児休業取得実績 3人

採用状況
（新卒者）

3人 （ 人）

R3 人( 人) R2 1人( 人) R1 2人( 人)

離職者の状況
（新卒者）

人 （ 人）

R2 1人( 人) R1 0人( 人) H30 0人(  人)

厳しさと温かさが自分の成長に繋がっています。

入社当時、未経験だった自分は仕事道具の使い方はおろか名前も
わからない状態でした。

そんな自分にも先輩方は一つずつ丁寧に仕事を教えて、どんな質
問にも答えてくれました。
今では少しずつ難しい仕事を任せられるようになりました。

上下なく誰とでも風通しよく話しができる社風があり、厳しさの中に温
かみのある会社だからこそ、今の自分があるのだと思います。

有限会社フクダ塗装
〒699‐0102 島根県松江市東出雲町下意東２０７１－１１

代表取締役 福田 博

過過去去にに感感謝謝 未未来来にに感感動動。。
““ひひとと塗塗りり””にに想想いいをを込込めめてて。。
技術を生かし、社会に貢献 身に着けた技は生涯の財産。

現場作業

ボランティア活動

安全大会

レクリエーション

入社２年目社員

職別工事業 塗装工事業

64



郵便はがき

6 9 0 8 7 9 0

差出有効期間
2021年12月
31日まで

島根県公共建築品質確保
推進協議会 行

島根県松江市東本町二丁目60番地
　（一財）島根県建築住宅センター内

522
115

料金受取人払郵便

松江中央局
承認

切手不要

Eメールアドレス

お電話番号

ご住所 〒

都 道
府 県

（アパート・マンション名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

お名前

※ なお、お寄せいただいた個人情報は協議会コンプライアンス厳守の上、他
の目的には一切使用いたしません。
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アンケートにご記入のうえ
上と右の点線を切り取って、投函してください。   
※切手は不要です。 

島根県公共建築品質確保推進協議会
〒690-0842 島根県松江市東本町2丁目60番地
Tel 0852-33-7281　Fax 0852-25-9581

お問い
合わせ



2021年3月発行

し
ま
ね
建
築
関
係 

企
業
ガ
イ
ド　

２
０
２
２

島
根
県
公
共
建
築
品
質
確
保
推
進
協
議
会

島根県公共建築品質確保推進協議会
〒690-0842 島根県松江市東本町2丁目60番地
Tel 0852-33-7281　Fax 0852-25-9581




