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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5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	 ３０社

一般社団法人　島根県管工事業協会	 １１社

一般社団法人　島根県電業協会	 １１社

一般社団法人　日本塗装工業会島根県支部	 ７社

2021年12月よりホームページを公開しました。
https://www.shimane-pbq.jp
島根県公共建築品質確保推進協議会



総合工事業
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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

株式会社植田建設 8 一般土木建築業

株式会社大島工務所 9 一般土木建築業

大畑建設株式会社 10 一般土木建築業

カナツ技建工業株式会社 11 一般土木建築業

株式会社金見工務店 12 一般土木建築業

株式会社金田建設 13 一般土木建築業

幸陽建設株式会社 14 一般土木建築業

幸和建設株式会社 15 一般土木建築業

株式会社後藤建設 16 一般土木建築業

株式会社佐藤組 17 一般土木建築業

祥洋建設株式会社 18 一般土木建築業

高橋建設株式会社 19 一般土木建築業

株式会社都間土建 20 一般土木建築業

徳栄建設株式会社 21 一般土木建築業

内藤建設工業株式会社 22 一般土木建築業

永井建設株式会社 23 一般土木建築業

株式会社中筋組 24 一般土木建築業

株式会社はたの産業 25 一般土木建築業

平井建設株式会社 26 一般土木建築業

株式会社フクダ 27 一般土木建築業

株式会社豊洋 28 一般土木建築業

松江土建株式会社 29 一般土木建築業

株式会社御船組 30 一般土木建築業

有限会社渡辺眞工務店 31 建築工事業
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総総合合工工事事業業

〒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」」ででふふるるささとと山山陰陰ののままちちづづくくりり

島根県東部を中心とした地域密着型の総合建設業の会社です。

建築部・土木部の施工管理と、鉄道部の鉄道保守を中心に全社員
が協力して、まちも社員も元気にする会社を目指しています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 本社（松江市千鳥町２４番地）
又は島根県東部の各工事現場
（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5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：土木・建築施工管理各１名、
軌道工３名

大学・高専・専門学校卒：土木・建
築施工管理各１名、軌道工３名

基準時期 令和 ３ 年 １２ 月 １ 日時点

従業員数
８１人（男性７０人･女性１１人)

（平均年齢43.5歳）女性のうち技術系 ４人・事務系 ７人

初任給
高卒180,000円、高専・専門学校卒190,000円、
大卒200,000円

手当等 通勤手当、資格手当、役職手当、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）

※業績により期末手当あり

勤務時間
施工管理 8:00～17:00、軌道工 21:00～6:00又は

8:00～17:00

休日・休暇
休日：土曜（第１土曜のみ出勤）、日曜、祝日
休暇：有休、夏季、年末年始(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

採用担当者 武田

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/

一般土木建築業

創業(西暦) １９６６年 平均勤続年数 ９．９年

月平均所定外
労働時間

２４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）

１４人 （ ９人）

R4 1人( 1人) R3  10人( 8人) R2   3人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

２３人 （ ７人）

R3      8人( 2人) R2   8人( 2人) R1   7人( 3人)

私は男性社員初の育児休暇を取得しま
したが、スムーズに手続きして頂き、予
定通りに休むことができました。一カ月
の育児休暇の取得でしたが、育児や家
事を積極的に行うことができました。ま
た、子どもの成長をより感じることがで
き、育児休暇を取得することができて良
かったと思いました。

(建築部 金坂)

仕事の魅力は、生活をする上で必要な「「衣衣・・食食・・住住」」の一つを担っていること、
「「地地図図にに残残るる」」仕事であることが魅力だと思います。
現場が終わり完成した建物を見ると仕事のやりがいを感じます。
誰でも気軽に話すことができるアットホームな会社です。
地元で愛される「一畑さん」の一員として一緒に頑張りましょう！！

（建築部 金坂）

現場についての打合せ

施
工
管
理

図面作成

工事写真撮影

その他書類作成

福浦地区急傾斜地崩壊対策工事

新入社員研修の様子

令和２年度
松江市立南学校給食センター

仕仕事事内内容容（（建建築築部部））

総合工事業 一般土木建築業
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総総合合工工事事業業

〒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5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

事務1名 土木・建築１～2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4年 1月 7日時点

従業員数
19人（男性18人･女性1人)

（平均年齢52歳）女性のうち技術系 0人・事務系 1人

初任給

■事務職
●高卒 165,000円 ●短大・専修学校卒180,000円
●大卒：195,000円

■土木・建築技術職
●高卒 175,000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105日令和3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

一般土木建築業

創業(西暦) 1956年 平均勤続年数 21.32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）

3人 （ 1人）

R4 0人 (0人) R3 1人 (0人) R2 2人(1人)

離職者の状況
（新卒者）

1人 （ 1人）

R3 0人 (0人) R2 1人 (1人) R1 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。今年は1級土木施工管理技士の

実地試験に挑戦する予定です！

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
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株式会社井上組
総総合合工工事事業業

〒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5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

基準時期 令和3年12月1日時点

従業員数
30人（男性24人･女性6人)

（平均年齢38歳）女性のうち技術系1人・事務系５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3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123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

一般土木建築業

創業(西暦) 1956年 平均勤続年数 13年

月平均所定外
労働時間

8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）

3人 （ 0人）

R4 2人( 0人) R3 1人( 0人) R2 0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) R2 0人( 0人)

【入社を希望される皆様へ】
当社は66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て人材
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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今井産業株式会社
総総合合工工事事業業

〒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

せせっっかかくくなならら「「働働くく」」ここととをを楽楽ししももうう！！

総合建設会社として、土木・建築・舗装の三部門を軸とし、道路・トンネ
ルなどの公共工事、マンションや個人住宅などの民間工事まで、年年間間６６００
００～～８８００００件件の工事を手掛け約約１１４４００億億円円の工事を施工しています。

島根県内のエリアは、松江市～出雲市、大田市～益田市、県外では広島市
内・東京都内・愛媛県に支店営業所があり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）） 江津市、松江市、広島市、東京都
（定期的な転勤なし）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和5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

全学科対象
技術職（建築・土木・舗装）１５名程度

総合職（事務・営業）２名程度

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！！
入社後給与を受け取りながら島根県立東部高等技術校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 １１月 １日時点

従業員数
２７６人（男性 ２４９人･女性 ２７人)

（平均年齢 47.1歳）女性のうち技術系３人・事務系２４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

一般土木建築業

創業(西暦) １９２７年 平均勤続年数 １５.２年

月平均所定外
労働時間

約３７時間
有給休暇

平均取得実績
約１２日/年

育児休業取得実績 １人（２０２１年）

採用状況
（新卒者）

37人 （ 16人）

R4 9人( 9人) R3 16人(4人) R2 12人( 3人)

離職者の状況
（新卒者）

33人 （ 2人）

R3 8人( 0人) R2 8人( 0人) R1 17人( 2人)

建建築築石石見見工工務務ググルルーーププ工工務務課課

学校での実習などを通して建築や建設業の楽しさを知り、それを活か
せる職につきたいと思っていました。色々な選択肢のなかで、
「形に残る」大きな仕事がしたいと思い、この会社を志望しました。
入社２年目で一大プロジェクトである市役所の
建替え工事のメンバーとして、主に現場の写真
管理や施工計画など工事に関わる書類の作成を
行いました。
建設業界は女性にはきびしいイメージがありま
すが、女性でも活躍できる仕事だと実感してい
ます。

iimmaaii rreeccrruuiitt

総合工事業 一般土木建築業
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総合工事業

今岡⼯業株式会社
総総合合工工事事業業

〒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76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

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和5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

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

基準時期 令和 3年 12月 20日時点

従業員数
93人（男性 78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】大卒：185,000円～ 【事務職】短大 170,000円 大卒：185,000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、資格取得助成金等

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(西暦) 1945年9月1日 平均勤続年数 14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 令和 3年度 1人

採用状況
（新卒者）

19人 （13人）

R4 6人(6人) R3 6人(3人) R2 7人(4人)

離職者の状況
（新卒者）

10人 （１人）

R3 3人(１人) R2 5人(０人) R1 2人(０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、トンネル、道路、海岸整備、河川改修などの土木工事。
新築住宅・増築。学校、銀行、老人施設の新築工事。
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。

弊社の技術者は、工事のスケジュールを立てて段取り良く
進めたり、現場で働く人の安全を守る「施工管理」の仕事を
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。

桧家住宅 野球やレクリエーションなどの同好会
で他部署の社員と親睦を深めています︕

いにしえの宿 佳雲
お宿 ⽉夜のうさぎ

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
総総合合工工事事業業

〒693‐0021 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5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）

基準時期 令和３年１２月１日時点

従業員数
１３人（男性 １２ 人･女性 １ 人)

（平均年齢４３歳）女性のうち技術系０人・事務系１ 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、労災保険

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/

一般土木建築業

創業(西暦) １９５０年 平均勤続年数 ２２年

月平均所定外
労働時間

１７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）

R4 ２人(２人) R3 ０人(０人) R2 ０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。。

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。
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株式会社植⽥建設
総総合合工工事事業業

〒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ええ、、つつななぎぎまますす

地域と共に６８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４７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5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建造物にあなたも携わってみませんか？

基準時期 令和 ３年 １２月 ２９日時点

従業員数
３８人（男性 ３５人･女性 ３人)

（平均年齢４７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､通信手当､配偶者手当､子供手当､皆勤手当

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１０６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

一般土木建築業

創業(西暦) １９５４年 平均勤続年数 １５年

月平均所定外
労働時間

２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）

１１人 （３人）

R4 ３人(２人) R3 ２人(０人) R2 ６人(１人)

離職者の状況
（新卒者）

４人 （１人）

R3 ２人(１人) R2 １人(０人) R1 １人(０人)

(建築技術者として2015年2月に入社)
自分の関わった建物が無事に完成し、実際
に自分の目で見た時の達成感にやりがいを
感じています。
また、感謝の気持ちを言葉で受け取れる機
会もあり、人の役に立てているという実感が
やりがいに繋がっています。
(2016年 2級建築士取得、2019年 1級建築士
取得、2021年大東駐在所工事で優良工事表
彰)

本社事務所(外観)

優良工事表彰(県民センター所長) 大東駐在所新築工事(大東町)

優良工事表彰(雲南市長) 海洋センター改修工事(加茂町)

総合工事業 一般土木建築業
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総総合合工工事事業業

〒692‐0003 島根県安来市西赤江町741‐3
代表取締役

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

そそここにに住住むむ人人がが主主役役ににななれれるる住住ままいいづづくくりり。。

建築工事業、土木工事業、大工工事業、とび・土木工事業、タイ
ル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、水
道施設工事業、解体工事業
一級建築士事務所

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5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）

常常にに誠誠実実にに！！良良いいももののをを、、良良いい技技術術でで。。おお客客様様にに満満足足をを、、社社員員にに幸幸せせをを。。

創業60年を迎え、これからも地域に密着し、人と人とのつながりを大切にする企業を目指します！

基準時期 令和 4年 1月 15日時点

従業員数
13人（男性 9人･女性 4人)

（平均年齢 56 歳）女性のうち技術系 1人・事務系 3人

初任給 170,000～180,000円(高卒)

手当等 通勤・皆勤・勤続・技術・資格

昇給・賞与 昇給有(4月分)、賞与年2回

勤務時間 8:00～17:00(休憩90分)

休日・休暇 当社規定カレンダーによる(年間休日 98日）

加入保険 労災・雇用・健康・厚生

福利厚生 退職金制度加入

採用担当者 大島 未久

電話 0854-28-8358

ＦＡＸ 0854-28-6565

E-mail kk.ohshima@dojyokko.ne.jp

ホームページ https://www.ooshima-k.jp

一般土木建築業

創業(西暦) 1958 年 平均勤続年数 17 年

月平均所定外
労働時間

20 時間
有給休暇

平均取得実績
11 日/年

育児休業取得実績 0 人

採用状況
（新卒者）

0 人 （ 0人）

R4 0人 (0人) R3 0人(0人) R2  0人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

2 人 （ 0人）

R3 2人 (0人) R2  0人(0人) R1 0人(0人)

㈱ 大島 未久

県産木材使用を推奨

道路清掃ボランティア活動

協力業者さんとのグラウンドゴルフ大会

入社して3年が経とうとしています。現場管理の

補助をしながら、仕事の流れややり方を学んでいま
す。社員のみなさんはベテランの方が多く、女性の
現場監督さんも活躍中です。

建設業は現場によって作業内容が変わり、安全面
で気をつかわなけらばならないことが多いですが、

完成した時の感動はひとしおです。

これからは資格の取得にも力を入れていきた
いです。

人々の生活をより豊かにすることができる建
築の現場で一緒に働きましょう！

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

⼤畑建設株式会社
総総合合工工事事業業

〒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

人人のの力力がが、、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）

令令和和5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
土木技能者（技能工） 1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 １２ 月 １ 日時点

従業員数
１４８人（男性１３０人･女性１８人)

（平均年齢４５歳）女性のうち技術系６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,乗馬)、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/

一般土木建築業

創業(西暦) 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）

13人 （ 9人）

R4 3人( 2人) R3  2人( 2人) R2 8人( 5人)

離職者の状況
（新卒者）

13人 （ 1人）

R3 5人( 1人) R2 4人( 0人) R1 4人( 0人)

私は、仕事において「聞く」
ことを心がけています。聞か
ないと分からないので積極的
に上司や協力企業の方に聞く
ようにしています。後輩がで
きたら後輩の立場になって接
したいです。建築物が出来上
がった時は本当に感動しま
す。この感動を皆さんと早く
味わいたいです。

建築部建築課 渡邉 太雅

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ
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カナツ技建⼯業株式会社
総総合合工工事事業業

〒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））

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和5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

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 １２ 月 １ 日時点

従業員数
２７５人（男性２４９人･女性２６人)

（平均年齢43.8歳）女性のうち技術系１４人・事務系１２人

初任給
大卒２１３，９００円、短大・高専等１９５，３００円
高卒１７５，６００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
施工管理職８：００～１７：００(休憩時間１時間)
技術職 ８：３０～１７：１５(休憩時間４５分)

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/

一般土木建築業

創業(西暦) １９３８年 平均勤続年数 １４．６年

月平均所定外
労働時間

１２．３時間
有給休暇

平均取得実績
１１．６日/年

育児休業取得実績 ３人

採用状況
（新卒者）

４６人 （２４人）

R4 7人( 7人) R3 21人(8人) R2 18人(9人)

離職者の状況
（新卒者）

１２人 （ ３人）

R3 5人( 3人) R2 3人( 0人) R1 4人( 0人)

主に松江市・出雲市内の現場。
（転勤なし※工事赴任あり）

１１１１名名
・・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：：技技術術職職（（下下水水処処理理施施設設管管理理））

もともと建築関係の仕事に興味があり、イン
ターンシップを通して働きやすい環境に惹かれて
入社しました。

今は建築部で、書類作成や職人の方の日程調整
などを担当しています。

自分の目の前で建物ができていくことに、面白
さとやりがいを感じています。

モノ作りが好きな人はもちろん、いろいろな個
性を持った人が輝ける職場だと思います。

建建築築部部 工工事事ググルルーーププ 島島田田 恵恵 （（ 2020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 一般土木建築業総総合合工工事事業業

〒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5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
現場作業員（マルチ工）
（基礎工事や足場組立作業等）

基準時期 令和 ３年１２月２０日時点

従業員数
５２人（男性３９人･女性１３人）

女性のうち技術系５人・事務系８人

（平均年齢４２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（休憩１時間）

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

建築工事業

創業（西暦） １９４８年 平均勤続年数 １５年

月平均所定外
労働時間

３２.７時間
有給休暇

平均取得実績
１１.９日/年

育児休業取得実績
R2 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）

６人 （６人）

R4 ０人(０人) R3 ３人(３人) R2 ３人(３人)

離職者の状況
（新卒者）

６人 （０人）

R3 ２人(０人) R2 １人(０人) R1 ３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】

12



総総合合工工事事業業

〒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（転勤無し）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和5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 3 年 11 月 1 日時点

従業員数
68人（男性 58人･女性 10人)

（平均年齢49.7歳）女性のうち技術系 1 人・事務系 9 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/

一般土木建築業

創業(西暦） 1951年 平均勤続年数 17.1 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）

12人 （ 4人）

R4 4人( 2人) R3 3人(2人) R2 5人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

11人 （ 0人）

R3 0人( 0人) R2 5人(0人) R1 6人( 0人)

入社6年目になりますが、今の仕事は建築部の施

工係で大工として働いています。入社してからす
ぐ大工の専門学校に通わせてもらい技術を学び、
県代表として技能オリンピックに3年連続で出場し

ました。今は技能士の資格取得に向けて頑張って
いるところです。また、土日の休みを利用して、島
外に小旅行するのも楽しみのひとつです。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
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総総合合工工事事業業

〒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

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5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４年２月１日時点

従業員数
25人（男性 22人･女性 3人)

（平均年齢47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
私有車借上

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90分)

休日・休暇
休日:日曜、祝日 休暇:夏季、年末年始休暇
土曜日は会社カレンダーによる(年間休日 110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
退職金制度、資格取得支援制度、永年勤続報奨金
互助会制度、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種、誕生日休暇
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ貸与等

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

一般土木建築業

創業 1956年 平均勤続年数 19年

月平均所定外
労働時間

9時間
有給休暇

平均取得実績
7.0日/年

育児休業取得実績 １人

採用状況
（新卒者）

１人 （ ０人）

R4 １人(０人) R3 ０人(０人) R2 ０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)

幸陽建設株式会社

良く 早く 廉く

資資本本金金 2200,,000000,,000000円円
創創立立年年月月日日 昭昭和和3311年年88月月1144日日
事事業業内内容容 総総合合建建設設業業,,一一級級建建築築士士事事務務所所,,宅宅地地建建物物取取引引業業

当当社社はは建建築築工工事事をを主主体体ととしし、、公公共共工工事事かからら民民間間のの店店舗舗、、病病院院、、
福福祉祉施施設設、、工工場場、、一一般般住住宅宅ななどど大大規規模模～～小小規規模模ままでで様様々々なな工工事事
をを施施工工ししまますす。。
ままたた国国際際規規格格ででああるるIISSOO99000011((品品質質ﾏﾏﾈﾈｼｼﾞ゙ﾒﾒﾝﾝﾄﾄｼｼｽｽﾃﾃﾑﾑ))をを運運用用しし、、常常にに
高高品品質質重重視視のの施施工工にに努努めめてていいまますす。。

建建築築工工事事部部
曽曽根根 脩脩

私私はは専専修修学学校校卒卒業業後後、、他他県県のの建建設設会会社社でで現現
場場管管理理にに44年年間間従従事事ししてていいままししたたがが、、地地元元ででああ
るる島島根根ででそそれれままでで培培っっててききたた経経験験をを活活かかししたた
いいとと思思いい、、「「幸幸陽陽建建設設」」にに入入社社ししままししたた。。

社社内内はは気気軽軽ににｺｺﾐﾐｭｭﾆﾆｹｹｰーｼｼｮｮﾝﾝをを取取れれるる環環境境でであありり、、
上上司司やや先先輩輩ととのの心心のの距距離離がが近近いい会会社社でですすののでで、、
安安心心ししてて仕仕事事にに取取りり組組むむここととががででききまますす。。

現現場場でではは失失敗敗すするるここととももあありりまますすがが、、同同じじ
失失敗敗をを繰繰りり返返ささなないいここととがが、、技技術術力力のの向向上上とと
考考ええてて日日々々取取りり組組んんででいいまますす。。

大大学学、、短短大大、、専専修修、、高高校校、、中中途途
技技術術職職((現現場場監監督督)) 若若干干名名

松松江江市市((転転勤勤ななしし)

総合工事業 一般土木建築業
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幸和建設株式会社
総総合合工工事事業業

〒699‐1334 島根県雲南市木次町新市176番地

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

当社は、創業以来土木事業から始まり、建築事業、真砂土販売事業、不
動産事業と着実に実績を伸ばしている会社です。

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なれるよ
うな企業を目指しています。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。

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5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。。

基準時期 令和 3年 12月 1日時点

従業員数
20人（男性 15人･女性 5人)

（平均年齢 46歳）女性のうち技術系3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 日曜日他・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.shimene.jp

ホームページ https://kowa.shimane.jp

一般土木建築業

創業(西暦) 1967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）

5人 （ 0人）

R4 0人(0人) R3 3人(0人) R2 2人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

2人 （ 0人）

R3 0人(0人) R2 1人(0人) R1 1人( 0人)

建設業は未経験ですが、土木（工学科）
を卒業したこともあり以前から興味のあっ
た建設業に中途入社しました。

仕事内容は、測量、材料の手配、施工方法
の検討、安全管理、コスト管理、書類作成
等です。私は、主に測量・書類作成の補助
を行い、日々様々なことを学んでいる最中
です。

土木は新しい仕事につくと、初めての連続
となり、❝毎回解き方の違う問題を解いて
いく仕事❞だと感じています。携わった仕
事が町に残り、地域住民の生活の一部にな
る、非常に充実感のある仕事です。

総合工事業 一般土木建築業
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★★資資格格取取得得支支援援、、修修学学資資金金支支援援がが充充実実ししてていいまますす
働きながら資格取得や、土木・建築に関する専門知識を習得するための通学が可能です。

★★完完全全週週休休二二日日制制をを導導入入、、年年次次有有給給休休暇暇取取得得推推進進ををおおここななっってていいまますす
入社時点で年次有給休暇10日付与します。さらに、時間単位での有給休暇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。

★★「「働働きき方方改改革革」」「「子子育育てて支支援援」」「「女女性性活活躍躍支支援援」」「「健健康康経経営営」」にに取取りり組組んんででいいまますす
全社員が健康で働けること、仕事と家庭を両立し毎日いきいきと過ごせることこそ、会社の資本であると考えています。

職場でもプライベートでも１人１人が活躍できるよう、職場環境の整備に努めています。
これらの取組が評価され、島根県知事表彰を受賞しています。
●第６回しまねいきいき雇用賞受賞（令和元年度）
●しまね女性の活躍応援企業表彰 （令和元年度）
●しまね働く女性きらめき大賞（令和元年度）

★★女女性性大大歓歓迎迎！！！！一一緒緒ににははたたららいいててみみまませせんんかか？？
女性が働きやすい環境を整備しています。
興味のある方はぜひお問い合わせください！

株式会社 後藤建設
総総合合工工事事業業

〒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！！！！

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。

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5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 新卒（大学・短大・専門・能開校）
職種 ･施工管理者候補（建築または土木）

･現場技術員
（建築・土木・水道設備のいずれか）

履履修修科科目目やや必必要要なな知知識識・・技技能能はは不不問問でですす。。ゴゴトトケケンンでで一一歩歩ずずつつ習習得得ししよようう！！！！

後藤建設は、「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ます。

基準時期 令和3年 12月 1日時点

従業員数
22人（男性 19人･女性 3人)

（平均年齢 53.2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・能開校189,000円
高校183,000円

手当等
通勤手当、携帯電話手当、資格手当、管理手当等
※社内規程による。

昇給・賞与
昇給 年1回（4月）、賞与 年2回（6月、12月）
※いずれも実績による

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109日（※ＧＷ・
盆・年末年始休暇含む。社内カレンダーによる）

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/

一般土木建築業

創業(西暦) 1932年 平均勤続年数 11.7年

月平均所定外
労働時間

4.4時間
有給休暇

平均取得実績
11.3日/年

育児休業取得実績 1人

採用状況
（新卒者）

5人 （ 2人）

R4 2人(2人) R3 1人(0人) R2 2人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

3人 （ 0人）

R3 2人(0人) R2 0人(0人) R1 1人(0人)

土土木木部部（（入入社社1100年年目目）） 11級級土土木木施施工工管管理理技技士士をを取取得得
実家が農業を営んでいることもあり、前職は農業でしたが、友人が
土木の仕事をやっていたことから興味を持ち、この会社に入社しまし
た。土木工事には農業土木という分野もあり、農業に関する知識を
持っている自分にとっては活躍の幅が広がり、とてもやりがいを感じ
ています。将来的には建築のことも勉強したいと思っています。

建建築築部部（（入入社社77年年目目）） 22級級建建築築施施工工管管理理技技士士をを取取得得
高校生の頃に職場体験でこの会社に初めて来ました。その時の経
験がこの業界に入るきっかけとなり、現在は大工として建築現場に
携わっています。これからもっと経験を積んで知識を深めたいと思っ
ています。また資格取得にも積極的にチャレンジしたいです。

↑詳しい内容は、右のＱＲコードから「心で読む求人票」へ!!

総合工事業 一般土木建築業
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株式会社 佐藤組
総総合合工工事事業業

〒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、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。
幅広い事業展開で、街のインフラを支える仕事をしています。

◇2020年に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5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

社社員員とと会会社社，，そそししてて地地域域社社会会がが幸幸せせをを分分かかちち合合うう。。

基準時期 令和 ３ 年 １２月 １０日時点

従業員数
100人（男性 88人･女性 12人)

（平均年齢 45歳）女性のうち技術系 3人・事務系 9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、土曜日（月２～４回）、年末年始、盆
〔Ｒ３年度年間休日 107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 https://www.satohgumi.co.jp

一般土木建築業

創業(西暦) １９６４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 0 人

採用状況
（新卒者）

8 人 （ 3 人）

R4 3 人( 1人) R3 4 人( 1人) R2 1 人( 1人)

離職者の状況
（新卒者）

7 人 （ 0 人）

R3 3 人( 0人) R2 2 人( 0人) R1 2 人( 0人)

・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6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4年⽬）

総合工事業 一般土木建築業
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祥洋建設株式会社
総総合合工工事事業業

〒697－0006 島根県浜田市下府町327番地41
代表取締役 今井久晴

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

未未来来ををカカタタチチににすするる。。

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5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 12 月 1 日時点

従業員数
58 人（男性 56人･女性 2人)

（平均年齢48.6歳）女性のうち技術系 人・事務系 2人

初任給 高卒 170,000 円 大卒 199,600 円

手当等 役職手当、資格手当、通勤手当

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110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/

⼀般⼟⽊建築業

創業(西暦) 1967年 平均勤続年数 12.6年

月平均所定外
労働時間

35.4時間
有給休暇

平均取得実績
12.8日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

14 人 （ 7 人）

R4 5 人( 5 人) R3 5 人( 1 人) R2 4 人( 1 人)

離職者の状況
（新卒者）

5人 （ 0 人）

R3 1 人( 0 人) R2 4 人( 0 人) R1 0 人( 0 人)

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。

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。

4名程度
高卒:技術職（現場施工）
大卒:技術職（現場施工）

浜田市､松江市､広島市
（転勤なし）

「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7年目社員より>

国府海岸ボランティア清掃活動

総合工事業 一般土木建築業
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⾼橋建設株式会社
総総合合工工事事業業

〒699‐3679 島根県益田市遠田町３８１５番地１

代表取締役 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都市づくりを提案し、地域社
会に貢献に積極的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））
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5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

大卒・高専卒：土木・建築施工管理技士
短大他卒：土木・建築施工管理技士
高校卒：土木・建築施工管理技士・土木施工

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融合させ、地域の人々が快適で豊かな生活を築く、それが高橋建設の願いです。

基準時期 令和 ４ 年 １ 月 ３１ 日時点

従業員数
１０６ 人（男性 ８５ 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
大卒200,000円 ／ 高専卒190,000円
短大他卒185,000円 ／ 高校卒172,000円

手当等 通勤手当、責任者手当、車輛手当、水道手当

昇給・賞与 昇給：年１回 賞与：年２回（８月、１２月）

勤務時間 ８：００～１７：００

休日・休暇 年間休日１１０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 褒章制度、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 tomoko_takahashi@takahashi-kensetu.com

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

一般土木建築業

創業(西暦) 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）

15 人 （ 8 人）

R4 1 人( 1 人) R3 6 人( 6 人) R2 8 人( 1 人)

離職者の状況
（新卒者）

4 人 （ 1 人）

R3 3 人( 0 人) R2 1 人( 1 人) R1 0 人( 0 人)

〇〇入入社社６６年年目目 管管理理部部 前前田田晴晴菜菜
私は、ドローンのライセンスを取得して変わりました。
【２級土木施工管理技士・ドローンライセンス取得】
〇〇入入社社１１年年目目 建建築築部部 中中村村魁魁斗斗
建築部長に「お客様のニーズに答え満足し笑顔になっても
らった時にやりがいを感じる」と教えてもらいました。私
もそのやりがいを感じたいので、頑張っています。
〇〇入入社社１１３３年年目目 採採用用担担当当 高高橋橋知知子子
資格支援制度もあるので、自分のスキルもアップできます。
高橋建設のみんなは輝いています！

総合工事業 一般土木建築業
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株式会社都間⼟建
総総合合工工事事業業

〒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～～

当社は、島根県東部を中心に公共工事から民間工事まで様々な土
木･建築工事を受注･設計･施工しています。

協力業者など多くの人達とお互いに理解し、協力しながら一つに
なって完成を目指します。情熱をもって「ものづくり」に取り組
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5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
高卒以上：施工管理技術者(土木･建築)

事務職(一般事務)

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 12 月 1 日時点

従業員数
52人（男性 46人･女性 6人)

（平均年齢 50.1歳）女性のうち技術系 2人・事務系 4人

初任給 高卒 160,000 円 ～ 当社規定による

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 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、育児･介護休業制度、研修旅行など

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

一般土木建築業

創業(西暦) 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）

10人 （ 6人）

R4 2人( 2人) R3 4人( 2人) R2 4人( 2人)

離職者の状況
（新卒者）

4人 （ 2人）

R3 1人( 1人) R2 1人( 1人) R1 2人( 0人)

「「ももののづづくくりり」」にに情情熱熱をを！！

慣れ親しんだ地元の発展に貢献したいと思い入
社して1年が過ぎました。学生の頃からすれば

少しは成長できたかなと思いますが、まだまだ
先輩たちに助けてもらう毎日です。今は先輩た
ちのあとについて知識や技術を学び、資格取得
を目標に日々勉強中です。一日でも早く一人前
として認めてもらい、都間土建の技術者として
地元に恩返しをしていきたいです。

建設業はハードな面もある仕事ですが、自分が
携わったものが街に残るとても達成感とやりが
いのある職業です。

ものづくりに少しでも興味がある方。ぜひ一緒
に都間土建で働いてみませんか？

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

徳栄建設株式会社
総総合合工工事事業業

〒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5年度採用計画（学歴等）
募集区分・募集職種

学歴問わず（現場管理）
２名程度

基準時期 令和 ４ 年 １ 月 ２０ 日時点

従業員数
５６人（男性４６人･女性１０人)

（平均年齢４７歳）女性のうち技術系１人・事務系９人

初任給
高卒 185,000円（年収2,150,000円：19歳従業員）
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 有給休暇促進日（年６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
就学支援奨学金、宿舎完備、資格取得支援、
退職金共済、社員旅行、 スポーツジム

採用担当者 土田

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/

一般土木建築業

創業 １９８２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）

１４人 （２人）

R4 ３人(０人) R3 ４人(０人) R2 ７人(２人)

離職者の状況
（新卒者）

７人 （０人）

R3 ３人(０人) R2 ２人(０人) R1 ２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）

21

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



一般土木建築業
総総合合工工事事業業

〒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・施設・店舗・工場などを建設して
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いただくための
「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）） 事業所所在地と同じ

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和5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（入社後取得可）

基準時期 令和 ３年 １１月 １日時点

従業員数
15人（男性 12人･女性 3人)

（平均年齢48歳）女性のうち技術系0人・事務系3人

初任給
大卒・高専/180,000円 短大・専修/170,000円

中途/250,000～300,000円（経験・資格による）

手当等 通勤・無事故・資格・役職手当

昇給・賞与
昇給/あり(年1回) 賞与/あり(年2回)

退職金/あり

勤務時間 8:00～17:30

休日・休暇
土曜(月2回程度)・日祝・盆・年末年始

（年間休日 105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/

一般土木建築業

創業(西暦) 1954年 平均勤続年数 14.5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）

2人 （ 0人）

R4 0人( 0人) R3 1人(0人) R2 1人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

3人 （ 0人）

R3 1人(0人) R2 1人(0人) R1 1人(0人)

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、若い社員の意見も取り入
れる。社長自ら若い人へ耳お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「働くときは働く、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。

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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永井建設株式会社
総総合合工工事事業業

〒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

社社員員をを想想うう 江江津津をを想想うう 永永井井建建設設でですす

弊社は土木、建築を主に行う総合建設業です。この地域の方々に支え
られながら学校、病院、福祉施設などの建築物や橋梁、道路、堤防河
川・道路の維持管理などの公共工事や工場、住宅新築、集合住宅新
築、リフォーム、一般建築、ＪＲ関連設備などの民間工事を民間工事
手掛けて創業８３年を迎えました。これからもいろいろなニーズに応

え、地域発展のため貢献していきます。

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5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、安全管理など）

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 12 月 1 日時点

従業員数
42人（男性 36人･女性 6人)

（平均年齢 49歳）女性のうち技術系 0人・事務系 6人

初任給
205,000円（大卒）190,000円（高専卒）180,000円

（短大卒）175,000円（高卒）

手当等 通勤手当 家族手当 資格手当 超過勤務手当など

昇給・賞与 昇給年１回（6月） 賞与年3回（5，8，12月前年）

勤務時間 8：00～17：00 （休憩12：00～13：00）

休日・休暇
土、日、祝、盆、年末年始、有休休暇（時間単位取

得OK）、慶弔休暇 (年間休日 110日）

加入保険 雇用 健康 厚生年金 労災 法定外労災

福利厚生
中小企業退職金共済加入 誕生日祝 永年勤続 イ

ンフルエンザ予防接種費用 社員旅行 リクリエー
ション

採用担当者 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

一般土木建築業

創業(西暦) 1938年 平均勤続年数 10年

月平均所定外
労働時間

11時間
有給休暇

平均取得実績
13日/年

育児休業取得実績 1人

採用状況
（新卒者）

8人 （ 2人）

R4 0人( 人) R3 2 人( 0人) R2 6人( 2人)

離職者の状況
（新卒者）

7人 （ 0人）

R3 2人( 0人) R2 3人(0 人) R1 2人( 0人)

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、現場で作業する人たち
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
盆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。でっか
いモノづくりがすき、人が好きという方
はぜひ飛び込んできてほしいです。

総合工事業 一般土木建築業
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総総合合工工事事業業

〒693‐0061 島根県出雲市姫原町２６２番地

代表取締役社長 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5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
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）

長長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 12月 1日時点

従業員数
116人（男性 104人･女性 12人)

（平均年齢 43歳）女性のうち技術系 1人・事務系 11人

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

手当等 通勤、家族、資格、役職、職務、精勤、時間外等

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、メンター制度、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/

一般土木建築業

創業(西暦) 1935(昭和10)年 平均勤続年数 19.4年

月平均所定外
労働時間

14.5時間
有給休暇

平均取得実績
9.8日/年

育児休業取得実績 1人

採用状況
（新卒者）

23人 （ 18人）

R4 5人( 5人) R3 9人( 7人) R2 9人( 6人)

離職者の状況
（新卒者）

10人 （ 2人）

R3 4人( 0人) R2 4人( 1人) R1 2人( 1人)

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

仕事内容は、現場での施工管理や資材の用
意、協力業者との日程調整を主に行っておりま
す。他には、施工写真の整理や施工図面の作
成、発注・見積の業務もあります。

中筋組では、企業のビル、ホテル、公共施設等
の大型物件や新築住宅、改修・補修・修繕等の小
口工事と、様々な物件を扱っています。やる事が
多く大変ですが、お客様に直接感謝を言って頂く
機会が多い仕事です。

建築部 矢田陛崇
（2020年入社）

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

株式会社 はたの産業
総総合合工工事事業業

〒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

令令和和5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
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 11月 1日時点

従業員数
17人（男性 16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/

一般土木建築業

創業 1968年 平均勤続年数 22年

月平均所定外
労働時間

15時間程度
有給休暇

平均取得実績
12日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

2人 （ 2人）

R4 1人(1人) R3 1人(1人) R2 0人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

1人 （ 0人）

R3 0人(0人) R2 1人(0人) R1 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。

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

今年4月に入社して半年たちますが、
学校で習った事と実際の現場では大
きく違い図面上では、確認出来ない多
くの事が有り、その対処に先輩方は、
瞬時に判断して工事に支障が無い様
にされているのを見ると早く自分も出
来る様に経験を積んで資格取得に向
けて頑張って行きたいと思います。建
物が、一から出来上がっていくのを見
ていると凄くやりがいを感じます。

25

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 一般土木建築業

平井建設株式会社
総総合合工工事事業業

〒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

ＯＯＮＮＥＥＴＴＥＥＡＡＭＭでで未未来来づづくくりり。。

弊社は１９６６年５月に創業し、創立５５年となりました。土木
事業・建築事業・太陽光発電事業・個人住宅(ひらいホ－ム)・不

動産事業を通じて地域環境への細やかな配慮を心掛け、人々に永
く愛される街づくりを志向するとともに、万一の災害時にも迅速
に対応するなど、きめ細かな社内体制を構築し、お客様に提供で
きるよう心掛けています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 安来市周辺、転勤はなし。

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和5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・建築)：高卒以上
(若干名)

島島根根県県内内初初認認定定『『安安全全衛衛生生優優良良企企業業』』 経経産産省省認認定定『『地地域域未未来来牽牽引引企企業業』』
全社平均有給休暇取得率が４年連続７０％以上達成中。有給休暇取得を促し、働きやすい職場環境を目指します。

基準時期 令和 ３年 １２月 １日時点

従業員数
５６人（男性 人･女性 １４人)

（平均年齢 45.6歳）女性のうち技術系 3人・事務系 11人

初任給 高卒１７４,０００円 大卒１９６,０００円

手当等
役付手当、技能手当、資格手当、管理手当、皆勤手当、
管理者手当、家族手当、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 ８：００～１７：００(休憩２時間)

休日・休暇
第２～第５土曜日、日祝(令和４年度年間休日108日）
年間カレンダ－による。

加入保険 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、

採用担当者 管理部総務課 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

一般土木建築業

創業(西暦) １９６６年 平均勤続年数 １２．７年

月平均所定外
労働時間

１０時間
有給休暇

平均取得実績
１３ 日/年

育児休業取得実績 １ 人

採用状況
（新卒者）

13人 （ 5人）

R4 0人( 0人) R3 3人(2人) R2 10人(3人)

離職者の状況
（新卒者）

13人 （ 1人）

R3 6 人(0人) R2 4人(1人) R1 3人(0人)

建設業は、専門的で難しいことも多い職業ですが、その分やりが
いを多く感じる事ができる職業だと思います。建物完成時の喜び
は格別なものがあります。社会のインフラ構築携わり、地域社会
に貢献できる建設業に興味のある方は、ぜひ一緒に働いて見ませ
んか。

平成３０年４月入社 建築部 三井 陸

令和３年１１月か
ら、ユニフォ－ム
が新しくなりまし

た.
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株式会社 フクダ
総総合合工工事事業業

〒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5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（施工管理）
5名程度（大卒・高卒・専門卒）

基準時期 令和 3年 12月 1日時点

従業員数
93人（男性87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 ※手当除く

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 8：00～17：00（休憩1時間）

休日・休暇
・休日：日曜、祝日 ・休暇：ＧＷ、夏季、年末年始

(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/

一般土木建築業

創業 1954年 平均勤続年数 21年

月平均所定外
労働時間

20時間
有給休暇

平均取得実績
11日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

15人 （12人）

R4 5人（5人) R3 7人(4人) R2 3人(3人)

離職者の状況
（新卒者）

22人 （ 3人）

R3 4人(2人) R2 11人(1人) R1 7人( 0人)

私たちは「建物を建てる・道路を作る」といった人々が生活し
ていく上で欠かせないモノを作っています。私は入社してまだ
５年目ですが、建設業の魅力に惹かれています。
建物や道路などの建設物は、長い期間残り続け地域の人々に使
われるモノです。建設業という職業は作っている時は楽しい
事、大変な事を含めて充実した日々を送れます。また完成しや
り遂げた時は、達成感と喜びを感じれます。これは他の職業で
は味わえないものだと私は思っています。
少しでも興味のある方、気になっている方はぜひ当社で私達と
一緒に仕事をしてみませんか。そして一緒に建設業を盛り上げ
ていきましょう。

一般土木建築業総合工事業 一般土木建築業
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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
総総合合工工事事業業

〒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）） （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5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 11 月 30 日時点

従業員数
69 人（男性 53 人･女性 16 人)

（平均年齢46.9歳）女性のうち技術系 8 人・事務系 8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 昇給年１回（９月） 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、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/

一般土木建築業

創業(西暦) 1967年 平均勤続年数 15.5年

月平均所定外
労働時間

10.7時間
有給休暇

平均取得実績
6.2 日/年

育児休業取得実績 2人

採用状況
（新卒者）

13人 （ 8人）

R4 2人( 2人) R3 6人( 3人) R2 5人( 3人)

離職者の状況
（新卒者）

11人 （ 1人）

R3 4人( 0人) R2 4人( 0人) R1 3人( 1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

豊洋のInstagramも
ご覧ください︕

《だんくん》

住宅展⽰場
暮らしゆうゆう館

決起⼤会
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総合工事業 一般土木建築業

松江⼟建株式会社
総総合合工工事事業業

〒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

ししななややかかなな発発想想でで、、時時代代をを乗乗りり越越ええるる組組織織へへ。。

松江土建は、土木・建築を中心とした総合建設業であり、地域
住民の皆さまの暮らしに安全と安心を提供する企業です。近年で
は、社会情勢が急速に変化しています。このような状況下でも、
わが社は地域の皆様から一番に選ばれる建設会社であるために、
常に新たな取組みに挑戦し続けています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 島根県内の各現場
※工事発注状況によっては、県外の現場もあります

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和5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

大学または高専
建築・土木の施工管理

基準時期 令和3年10月1日時点

従業員数
194人（男性169人･女性25人)

（平均年齢43歳）女性のうち技術系4人・事務系21人

初任給
大学/194,000円、高専・短大/183,000円、
高校/173,000円 ※役職手当・業務手当（現場）含む

手当等 免許資格手当・携帯電話手当・通勤手当・家族手当

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 【本社】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

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/

一般土木建築業

創業(西暦) 1994年 平均勤続年数 15.7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
10.7日/年

育児休業取得実績 19人

採用状況
（新卒者）

16人（13人）

R4 5人(5人) R3 4人(3人) R2 7人(5人)

離職者の状況
（新卒者）

12人 （7人）

R3 3人(1人) R2 4人(4人) R1 5人(2人)

（入社1年目の社員）
私は父や祖父の影響を受けて土木施工管理の道に進みたいと思い、松江

土建へ入社しました。社会人になってからは、プロ意識を持つ、慢心すること
なく技術力向上に努める、上司・先輩・同僚・協力会社の方々とのコミュニ
ケーションが、非常に重要であると感じました。私達の仕事は、島根県の
人々の暮らしを支えているという「やりがい」があります。私自身、いち早く一
人前の技術者になれるよう日々努力・経験を重ねています。

（入社13年目の社員）
「生まれ育った地元で働きたい！」、「学校で学んだ事を活かせる職に就き

たい」との思いで、松江土建へ入社しました。大きく言えば自分が携わったモ
ノが、街に形となって残る仕事です。私は現在BIM/CIM作成､ドローン空撮､
新技術の活用等、現場の効率化･生産性向上を目指し、日々精進していま
す。とても充実しています。
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総合工事業 一般土木建築業

株式
総総合合工工事事業業

〒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5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12月6日時点

従業員数
21人（男性 18人･女性 3人)

（平均年齢46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、インフルエンザ予防接種会社補助

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

建築工事業

創業(西暦） 1950年 平均勤続年数 16年

月平均所定外
労働時間

８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）

4人 （0人）

R4 0人(0人) R3 2人(0人) R2 2人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

3人 （１人）

R3 2人(0人) R2 0人(0人) R1 1人(1人)

個人住宅、公共工事の現場管理をしています。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代理
人として日々建物を造っています。協力会社と力を合わせて建物の
完成を目指す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級建築士の資格を取得することができました。仕事を
しながらの勉強は大変でしたが、時間的な協力をしていただきまし
た。是非仲間になり一緒に働きましょう。

長岡優太
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総合工事業 建築工事業

有限会社 渡辺眞⼯務店
総総合合工工事事業業

〒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5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４年１月７日時点

従業員数
１３人（男性１０人･女性３人)

（平均年齢４６.６歳）女性のうち技術系２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 http://www.watanabe-masa.jp

建築工事業

創業(西暦) １９８０年 平均勤続年数 １８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）

R4 １人(０人) R3 １人(１人) R2 ０人(０人)

離職者の状況
（新卒者）

１人 （０人）

R3 ０人(０人) R2 ０人(０人) R1 １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。
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設備工事業
（管工事業）



設備工事業
（管工事業）

アクアシステム株式会社 34 管工事業

イマックス株式会社 35 管工事業

イワタニ島根株式会社 36 管工事業

株式会社オンチョウ 37 管工事業

山陰クボタ水道用材株式会社 38 管工事業

山陰冷暖株式会社 39 管工事業

島根水道株式会社 40 管工事業

新和設備工業株式会社 41 管工事業

株式会社電設サービス 42 管工事業

林産業株式会社 43 管工事業

和幸冷温株式会社 44 管工事業

㉛
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設備工事業 菅工事業設設備備工工事事業業

【【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5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 12月 20日時点

従業員数
40人（男性34人･女性 6人)

（平均年齢47歳）女性のうち技術系 0人・事務系 6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 等

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
休日:日曜･祝日･その他 休日:有休･お盆･年末年

始･誕生日休暇 年間休日104日(会社ｶﾚﾝﾀﾞｰによる）

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
社員旅行、ｼﾞｮｲﾒｲﾄ加入、定期健康診断、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

活動、ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ法人会員、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種

管工事業

創業(西暦) 1963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）

11人 （ 5人）

R4 3人(3人) R3 3人(2人) R2 5人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

８人 （ 2人）

R3 ３人(1人) R2 １人(1人) R1 ４人( 0人)

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

【 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

現場管理・配管施工・営業職
総合職

安来市・松江市・奥出雲町

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

2018年入社 矢田 拓己
私は３年前に愛知県からＵターンでこの

安来に帰ってきました。どの仕事に就こうか
悩みましたが、未経験ですが手に職がつく今
の仕事に決めました。最初は右も左も解らず
すごく不安がありましたが『何事にも挑戦』
という気持ちと、先輩方の熱心な指導により
頑張ってこれました。

本社社屋 社内レクリエーション活動

技能オリンピック

施工事例 施工事例

☆資格取得をバックアップ
技術を要する資格取得は先輩
がしっかりサポート!!

会社ＨＰ

設設備備工工事事業業

【【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5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 12月 20日時点

従業員数
40人（男性34人･女性 6人)

（平均年齢47歳）女性のうち技術系 0人・事務系 6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 等

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
休日:日曜･祝日･その他 休日:有休･お盆･年末年

始･誕生日休暇 年間休日104日(会社ｶﾚﾝﾀﾞｰによる）

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
社員旅行、ｼﾞｮｲﾒｲﾄ加入、定期健康診断、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

活動、ｽﾎﾟｰﾂｼﾞﾑ法人会員、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種

管工事業

創業(西暦) 1963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）

11人 （ 5人）

R4 3人(3人) R3 3人(2人) R2 5人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

８人 （ 2人）

R3 ３人(1人) R2 １人(1人) R1 ４人( 0人)

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

【 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

現場管理・配管施工・営業職
総合職

安来市・松江市・奥出雲町

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

2018年入社 矢田 拓己
私は３年前に愛知県からＵターンでこの

安来に帰ってきました。どの仕事に就こうか
悩みましたが、未経験ですが手に職がつく今
の仕事に決めました。最初は右も左も解らず
すごく不安がありましたが『何事にも挑戦』
という気持ちと、先輩方の熱心な指導により
頑張ってこれました。

本社社屋 社内レクリエーション活動

技能オリンピック

施工事例 施工事例

☆資格取得をバックアップ
技術を要する資格取得は先輩
がしっかりサポート!!

会社ＨＰ
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設備工事業 菅工事業

イマックス株式会社
設設備備工工事事業業

〒693‐0066 島根県出雲市高岡町166番地1
代表取締役 小松博幸

【【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5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 12 月 1 日時点

従業員数
73 人（男性 51 人･女性 22 人)

（平均年齢40.3歳）女性のうち技術系5人・事務系17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 須田 奈津季

電話 0853-21-0009

ＦＡＸ 0853-21-6655

E-mail Kajitani@imaichisuido.co.jp

ホームページ https://www.imacs.gr.jp/

管工事業

創業(西暦) 1959 年 平均勤続年数 11年6か月

月平均所定外
労働時間

19 時間
有給休暇

平均取得実績
10.5 日/年

育児休業取得実績 5 人

採用状況
（新卒者）

12 人 （ 10人）

R4 3 人 (3人) R3 3人 (3人) R2 6人 (4人)

離職者の状況
（新卒者）

7人 （ 5人）

R3 3人 (1人) R2 3人(3人) R1 1人( 1人)

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！！
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。

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

・ワークライフバランス対策相談室設置
・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

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。

出雲市、松江市、
大田市、雲南市

総合技術職(現場施工管理）
事務職(総務事務又は工務事務)

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。
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設備工事業 菅工事業

イワタニ島根株式会社
設設備備工工事事業業

〒694‐0041 島根県大田市長久町長久ロ235‐2
代表取締役社長 森本吉樹

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

ガガススかかららリリフフォォーームムままでで安安心心・・安安全全ををおお届届けけししまますす

弊社はLPガス供給全国シェアトップ、岩谷産業のグループ会社です。

大田市～津和野町を営業エリアとし、地域のエネルギー総合サービス
企業を目指しております。
LPガス供給は勿論ですが建設業にも力を入れており、管・電気・水道

工事を始めとしたリフォーム工事や省エネ設備機器の提供等幅広く事
業展開を行っております。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 大田市・江津市・浜田市・

益田市・津和野町にある各事業所
（10事業所）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和5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・専門・高卒（文理不問）
営業職・管理業務職（一般・経理）
技術職（設計・工事） 各若干名

「「ととりりああええずずイイワワタタニニささんんにに相相談談ししよようう！！」」
『お困りごと』をお気軽に相談できる地域のエネルギー総合サービス企業を目指しています！

基準時期 令和 3 年 11 月 15 日時点

従業員数
195人（男性 162 人･女性 33 人)

（平均年齢47.3歳）女性のうち技術系 6人・事務系 27人

初任給 155,000 円 ～ 170,000円

手当等 技能・役職・通勤・家族・当番・住宅他

昇給・賞与 昇給 年1回 / 賞与 年2回（6・12月）

勤務時間 8：30～17：15

休日・休暇
土(冬季は出勤日有)日・祝・アニバーサリー休暇
夏季休暇・年末年始 他 (年間休日110日）

加入保険 健康・厚生・雇用・労災・退職金共済

福利厚生
45歳以上人間ドック受診・インフルエンザ予防接種
資格取得制度・社内野球チーム有

採用担当者 管理本部 井上 蘭

電話 0854-83-7500

ＦＡＸ 0854-83-7507

E-mail ran-i@group.iwatani.co.jp

ホームページ https://www.iwatani-shimane.co.jp/

管工事業

創業(西暦) 1965 年 平均勤続年数 15.9 年

月平均所定外
労働時間

8.2 時間
有給休暇

平均取得実績
11 日/年

育児休業取得実績 3 人

採用状況
（新卒者）

14 人 （ 3 人）

R4 5人内定( 5人) R3 6人( 3人) R2 3人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

5 人 （ 0 人）

R3 2 人( 0人) R2 0人( 0人) R1 3人( 0人)

弊社はライフラインの一つであるガスを取扱
う会社です。

実はガス以外のこともやっており、水周りや
住まいに関する『お困りごと』等いろいろな
形で地域に貢献できているのでとてもやりが
いがあります。

また、職場の雰囲気もとても良く、分からな
いことなども先輩方の全面的なサポートがあ
る為、日々の業務や資格取得に向けた勉強な
どにも意欲的に取組むことができます。
是非、私達と一緒に働きましょう！

2021年4月入社
畑野 幸介 社員
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設設備備工工事事業業

〒690‐0021 島根県松江市矢田町250番地105
代表取締役 石倉 一男

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

快快適適なな暮暮ららししをを提提供供ででききるるププロロににななろろうう。。

私たちは快適環境をつくる空調設備、生活に必要な給排水衛生設
備など、なくてはならないライフラインをさせている仕事に携
わっています。社員一同プロ意識をもって時代に合ったより良い
環境をお客様に御提供できるよう日々業務にあたっています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 松江市、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5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・現場管理）

『『会会社社とと社社員員はは、、共共にに成成長長しし、、おお客客様様ののたためめにに努努力力すするる。。』』
これはわが社の経営理念の一つです。社員が学び、成長することでより良い会社になり、自分たちが幸せになることで
お客様によりよいサービスを提供できるという思いを込めています。

基準時期 令和 3年 11月 1日時点

従業員数
48人（男性 39人･女性 9人)

（平均年齢 42歳）女性のうち技術系 1人・事務系 8人

初任給
高卒：160,000円
高専・専門・短大・大卒：170,000～180,000円

手当等 資格・育児・役職・通勤手当

昇給・賞与 昇給あり 年1回 賞与あり 年2回

勤務時間 8：00～17：00

休日・休暇
日、祝、第2.4.5土 その他会社カレンダーによる
(年間休日105日）

加入保険 健康、雇用、厚生年金、労災、401k、財形、退職金共済

福利厚生 あり、上部記載のとおり

採用担当者 総務課 安達 徹朗

電話 0852-22-0330

ＦＡＸ 0852-27-6187

E-mail sanin-oncho@oncho.co.jp

ホームページ https://www.oncho.co.jp/

管工事業

3創業(西暦) 1954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
10日/年

育児休業取得実績 1人

採用状況
（新卒者）

4人 （ 0人）

R4 0人( 0人) R3 0人(0人) R2 4人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

2人 （ 0人）

R3 0人( 0人) R2 1人(0人) R1 1人( 0人)

●産休育休制度 ●看護介護休暇制度 ●家族の看護休暇 ●社員旅行 ●忘年会 ●マイホリデー休暇
●インフルエンザ予防接種費用の負担 ●資格取得に関わる費用の負担 ●401K確定拠出型年金

福福利利厚厚生生

自社で施工・修繕・保守メンテナンスを一貫して行うことでお客様との信頼関係を長年にわたり築いてきました。今では４００を超える
お客様に御愛顧いただいています。また、２０１９年に６０周年を迎え、それに合わせて社名から社屋や作業服を一新し、社員がより働
きやすい職場環境を整備しました。

わわがが社社ににつついいてて

2020年4月1日入社
僕は主に住宅現場の配管・器具付けなどを行っています。

覚えることが多くて未だに戸惑う場面が多々ありますが、先輩方のサ
ポートを受けながら施工を行っています。

自分が担当した公共物件の管理や住宅現場をやり終えた時はとても
達成感を感じることができます。

設備工事業 管工事業
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⼭陰クボタ⽔道⽤材株式会社

設設備備工工事事業業

〒690-0038 島根県松江市平成町182-15 代表取締役社長 杉谷 雅祥

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

水水とと共共にに生生ききるる エエッッセセンンシシャャルルカカンンパパニニーー

私たちの会社は、山陰地方全域で建設工事（水道，空調衛生設
備，建築，ポンプ等）や建設資材の販売を行っています。また、
2008年には国立公園三瓶山から湧き出るナチュラルミネラウォー
ター「さひめの泉」（天然シリカ水）の製造販売を始めました。

仕事を通じて日常生活の“普通”を支え、いざという時に頼り
になり必要とされる企業であり続けたいと考えています。私たち
と一緒に挑戦し、地域に役立つ喜びを実感しましょう。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 本社（松江）及び各営業所
（島根・鳥取県内）

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和55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

大卒・高専卒5名／高卒7名
技術職（施行・管理）／営業職

日日常常生生活活をを守守りり 安安心心をを届届けけるる。。 そそれれがが私私たたちちのの仕仕事事でですす。。

基準時期 令和 3年 12月 1日時点

従業員数
228 人（男性 183 人･女性 45 人)

（平均年齢49歳）女性のうち技術系 4人・事務系 41人

初任給

【技術職】大卒：205,000円 高専卒：190,000円
高卒：180,000円 （すべて現場手当含む）

【営業職】大卒：189,000円 高専卒：174,000円
高卒：164,000円 （すべて営業手当含む）

手当等 資格手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当

昇給・賞与
【昇給】年1回 ※経営状況を踏まえ勤務成績等を評価し実施
【賞与】年2回（7月・12月）※令和2年度実績４ヵ月分

勤務時間 8時00分～17時00分

休日・休暇
土・日・祝日（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・財形

福利厚生
社員旅行（2年に1回）、懇親会助成、
各種健康診断、慶弔見舞金

採用担当者 総務部 人事担当 山本 浩介

電話 0852-24-2418(代表) 080-2943-6010

ＦＡＸ 0852-24-8850

E-mail soumu@saninkubota.co.jp

ホームページ http://www.saninkubota.co.jp/

管工事業

創業(西暦) 1954 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
9.8 日/年

育児休業取得実績 1 人

採用状況
（新卒者）

41 人 （ 9人）

R4 10人(2人)※予定 R3 16 人(1人) R2 15人(6人)

離職者の状況
（新卒者）

25 人 （ 0人）

R3 13人(0人) R2 6人(0人) R1 6人(0人)

私は今、人が日常的に使う『水』に関係する仕
事に携わっています。人が生きていくために絶
対に必要な水の仕事はこれからも無くならない
と思います。私は元々「仕事を通して自分自身
に技術力をつけたい」と考えており、この会社が
目に留まって入社しました。現在は早く一人前
の技術者になれるよう幅広い経験をさせてもら
い、日々頑張っています。

【寺尾 龍（2021年4月入社）】

設備工事業 管工事業
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⼭陰冷暖株式会社
設設備備工工事事業業

〒693-0001 島根県出雲市今市町８４０番地３
代表取締役 ⾼橋章

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

しっかり休んで、しっかり働く！

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･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5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

お客様も社員も笑顔に出来る魅⼒ある職場を⽬指しています！

基準時期 令和 4 年 1 月 1 日 時点

従業員数
45 人（男性 35 人･女性 10 人)

（平均年齢 46 歳）女性のうち技術系 4人・事務系 6人

初任給 大卒:190,000円 短大卒:180,000円 高卒:165,000円

手当等
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･祝日、土曜日は会社カレンダーによる。

年末年始･盆休 ((年年間間休休日日110077日日））

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://reidan.co.jp/

管工事業

創業(西暦) 1957 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
12 日/年

育児休業取得実績 4人

採用状況
（新卒者）

11人 （ 2人）

R4 1人(1人) R3 2人(0人) R2 8人(1人)

離職者の状況
（新卒者）

16人 （ 2人）

R3 1人(0人) R2 2人(0人) R1 13人(2人)

～～ 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。

高卒以上 ：管工事技術者(現場施工)
短大卒以上: 管工事技術者(現場管理、

見積作成)

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。
入社して２年目ですが､住宅や大規模現場･工場･
病院などの施設での業務に携わっています。
若手社員に多くの機会を与えてくれる会社で
あると感じています。覚えることが多く大変
ですが､ライフラインを守るとてもやりがい
のある仕事なので一生懸命頑張っています。

（2020年入社：工務部所属）

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★★

年間休日数が110077日日と設備会社としては多く､

しっかり働くには余暇の充実も必要と考え､有給
休暇以外にも誕誕生生日日休休暇暇やリリフフレレッッシシュュ休休暇暇も
導入しています。休みが取得しやすい社風でも
あり、事前申請があれば有給など利用して連休
で休むことも可能です。

★★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
全全面面的的にに支支援援しています。

水水道道・・空空調調設設備備なな
どど生生活活すするる上上でで欠欠

かかせせなないい
ラライイフフラライインンをを
守守っってていいまますす。。

当当社社はは、、山山陰陰パパナナソソニニッックク㈱㈱ググルルーーププ企企業業でですす！！

設備工事業 管工事業
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設設備備工工事事業業 管管工工事事業業

【【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5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

創業(西暦) 1960年 平均勤続年数 14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 0人

採用状況
（新卒者）

10人 （ 0人）

R4 0人( 0人) R3 2人( 0人) R2 8人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

8人 （ 0人）

R3 4人( 0人) R2 3人( 0人) R1 1人( 0人)

〒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

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、勤続年数が20年以上の社員が
全体の1/3を占めています。
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。

学歴問わず：技術職/事務職/営業職

松江市・雲南市

基準時期 令和 4年 1月 １日時点

従業員数
58人 （男性 47人 ･ 女性 １1人)
（平均年齢 ４７歳）女性のうち技術系 ４人・事務系 7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

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。

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

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
設設備備工工事事業業

〒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５５年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
(雲南支店：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5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)
事務職(一般事務) 営業職(営業)

「「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」」
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 ４年 ２月 １５日時点

従業員数
３９人（男性３５人･女性４人)

（平均年齢４４歳）女性のうち技術系２人・事務系２人

初任給 高卒:１６０，０００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 喜一

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/

管工事業

創業(西暦) １９６７年 平均勤続年数 １６.４年

月平均所定外
労働時間

８.６時間
有給休暇

平均取得実績
８.１日/年

育児休業取得実績 ０人

採用状況
（新卒者）

３人 （ ３人）

R4 １人(１人) R3 １人(１人) R2 １人(１人)

離職者の状況
（新卒者）

８人 （ ０人）

R3 ３人(０人) R2 ３人(０人) R1 ２人(０人)

弊社は、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。
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株式会社電設サービス
設設備備工工事事業業

〒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5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 12月 10日時点

従業員数
60人（男性 56人･女性 4人)

（平均年齢 49歳）女性のうち技術系 1人・事務系 3人

初任給 高卒160,000～ 大卒200,000～

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 https://densetsu-service.co.jp/

管工事業

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）

R4 0人( 0人) R3 0人( 0人) R2 0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)

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。

新社屋建設中(写真は令和3年12月現在)

設備工事業 菅工事業
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設備工事業 管工事業設設備備工工事事業業

〒691‐0003 島根県出雲市灘分町2281番地2
代表取締役 林 和弘

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

生生活活ををつつななげげるる 専専門門チチーームム

当社は生活排水、事業所排水の浄化施設を設計施工する企業として1974年に創
業いたしました。以降、合併処理浄化槽から集落排水施設、公共下水道終末処
理場を中心に手掛けて参りました。時代の変化とともに環境装置のオーバーホー
ル、給排水衛生設備、空調設備、揚排水機場設備を事業に加え、溶接加工技術
や製缶技術、機器装置据付技術を用いガスプラントなどの各種プラントの建設も
行なっており、地域のインフラを守る技術を有した企業として成長して参りました。

当社の理念の一つでもある『継続し栄える』を遂行する為に、社員一同、コミュニ
ケーション能力・主体性・協調性・チャレンジ精神・誠実性、を高いレベルで有し顧
客、地域の皆様から必要とされる企業であり続けたいと考えております。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 本社及び安来事業所

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和5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

現場監理監督業務、現場・工場技
術員、設計業務、営業、総務

専専門門職職ででああるるかかららここそそ新新入入社社員員もも安安心心出出来来るるよようう社社内内アアカカデデミミーーをを行行っってていいまますす。。

先輩後輩関係なく参加、１から学べる。社員育成にも積極的な企業です。

基準時期 令和３年 １１月 １日時点

従業員数
30人（男性 26人･女性 4人)

（平均年齢 43歳）女性のうち技術系 1人・事務系 3人

初任給
大学・大学院卒 220,000 

高専・専修・短大卒 200,000円 高卒 190,000円

手当等 家族手当・皆勤手当・通勤手当・時間外手当

昇給・賞与 昇給 年１回 賞与 年２回（７月・１２月）

勤務時間 8:00～17:30 休憩時間90分(60分 1回、15分 2回)

休日・休暇 年間休日113日 (会社カレンダーによる)

加入保険 健康、厚生年金、雇用、労災

福利厚生
定期健康診断、財形貯蓄、懇親会、社員旅行、
資格取得制度、育児・介護休暇、永年勤続表彰、
慶弔見舞金等

採用担当者 取締役部長 佐藤 智

電話 0853-62-1144

ＦＡＸ 0853-62-1145

E-mail soumu@hayashisangyou.co.jp

ホームページ https://hayashisangyou.co.jp

管工事業

創業(西暦) 1974年 平均勤続年数 12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）

7人 （ 3人）

R4 0人(0人) R3 4人(3人) R2 3人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

2人 （ 0人）

R3 0人(0人) R2 2人(0人) R1 0人( 0人)

本社外観 本社加工場内観

本社加工場（製缶品溶接・加工）本社加工場(社内アカデミー開催)

私は入社して２年目になります。
最初の１年を現場、現在は営業として働いています。まだまだわからない事
ばかりで、不安もあります。
それでも、先輩方がサポートしてくれることで、安心して仕事に励むことがで
きています。
真面目な社員が多く、時より笑い声が聞こえてきたりもする、アットホーム
で、いい意味で賑やかな会社だと思います。
社内アカデミーもあり、未経験者の方でも安心出来るよう、先輩が支えてくれ
ます。1人では出来ない仕事だからこそ、林産業の一員になって、私達と一
緒に頑張ってくれる仲間を社員一同お待ちしています。

（営業部 浅野 拓郎）
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設備工事業 管工事業

和幸冷温株式会社
設設備備工工事事業業

〒690‐0047 島根県松江市嫁島町１番２９号

代表取締役 星野富則

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

快快適適なな社社会会生生活活とと地地球球環環境境のの共共存存へへ

和幸グループ（４社）の１社として、島根県東部、鳥取県を中心
に営業活動を展開しております。
地元設備工事会社(主に空調設備)として信用ある高度な商品の販

売とサービスに心がけ、常に技術の向上と業務の発展に努めてお
ります。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 所在地に同じ(転勤なし)

企企業業かかららののメメッッセセーージジ

令令和和5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(空調機器設備工)

空空調調・・給給排排水水をを通通じじビビルルやや公公共共施施設設のの快快適適ささをを実実現現ししまますす。。
●●● 冷暖房、換気設備、冷凍冷蔵設備の設計・施工・保守・修繕 ●●●

基準時期 令和 3 年 12 月 1 日時点

従業員数
12人（男性 11人･女性 1人)

（平均年齢 42歳）女性のうち技術系 0人・事務系 1人

初任給 高卒 162,000円(令和3年度実績)

手当等 通勤手当、資格手当、時間外手当、物価手当等

昇給・賞与 年2回(6月、12月)

勤務時間 8時00分～17時00分(休憩:60分)

休日・休暇 日曜、祝日、その他(当社カレンダーによる)

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 退職金制度、互助会による慶弔制度等

採用担当者 代表取締役 社長 星野 富則

電話 0852-23-8111

ＦＡＸ 0852-26-7048

E-mail r-hoshino@wako-grp.com

ホームページ http://www.wako-grp.com/

管工事業

創業(西暦) 1968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
9日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

6人 （ 4人）

R4 2人( 2人) R3 4人( 2人) R2 0人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

1人 （ 1人）

R3 1人( 1人) R2 0人( 0人) R1 0人( 0人)

◆ヒューマンアビリティーを最⼤限に引き出し、事業効率をアップさせる
快適な作業環境を実現するビル⽤、店舗・オフィス⽤空調システム。

◆⼼豊かに 、快適な憩いの場をご提供できる
ハウジング、ルームエアコン。

私たち和幸冷温は空調設備・冷凍冷蔵設備・消⽕設備のコンサル、設計、施⼯、
メンテナンスを通し地球環境に優しく、快適で信頼のある社会の実現に貢献して
います。

◆信頼の技術で我々の⽣活を⽀える冷凍冷蔵設備。

当社はプロ意識を⼤切にしながら、常にお客様の⽴
場に⽴って仕事に取り組む事を⼀番に考えていま
す。また、経験豊富な技術者がおりますので、１か
ら仕事を学び、技術が⾝に付けられます。 実際の現
場で仕事を覚えながら資格取得の勉強をすることも
可能です。ぜひ当社であなたの⼒を発揮してくださ
い。バイタリティあふれる⽅の応募をお待ちしてお
ります。

設備工事業
（電気工事業）
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設備工事業
（電気工事業）

一畑住設株式会社 46 電気工事業

株式会社内村電機工務店 47 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 電気工事業

神州電気株式会社 51 電気工事業

日晃電設株式会社 52 電気工事業

株式会社八興電気 53 電気工事業

北陽電気工事株式会社 54 電気工事業

株式会社八束電工 55 電気工事業

和幸電通株式会社 56 電気工事業
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設設備備工工事事業業

〒690‐0001 島根県松江市東朝日町275‐1番地

代表取締役 石原 浩

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

大大切切なな我我がが家家ををよよりり快快適適にに！！ささららにに便便利利にに！！ももっっとと楽楽ししくく！！

■営業品目

◎電気・通信設備・太陽光発電設備 ◎一畑電車電気設備

◎電話設備・IPネットワーク・セキュリティ・監視カメラ
◎Wi‐Fi設備・顔認証システム・アプリケーション開発
◎給排水衛生・空調・機械設備 ◎システムキッチン・ユニットバス
◎地盤調査・鋼管杭・柱状改良工事
◎アルミサッシ・硝子・シャッター・エクステリア

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

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和5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名採用予定（学歴問わず）
営業職・技術職

節節電電！！省省エエネネ！！安安心心工工事事でで快快適適なな暮暮ららししをを守守りりまますす。。
一一畑畑住住設設はは地地域域貢貢献献のの一一環環ととししてて事事業業所所周周辺辺のの清清掃掃活活動動やや、、道道路路草草刈刈をを行行ううななどど、、環環境境保保全全活活動動にに努努めめてておおりりまますす。。
ままたた、、太太陽陽光光発発電電シシスステテムムのの推推進進をを通通じじ、、二二酸酸化化炭炭素素削削減減ななどど環環境境負負荷荷軽軽減減ををおお手手伝伝いい致致ししてておおりりまますす。。

基準時期 令和 ３ 年 １２ 月 １ 日時点

従業員数 ９２ 人（男性 ８１ 人･女性 １１ 人)
（平均年齢 ４３.２ 歳）女性のうち技術系 ２ 人・事務系 ９ 人

初任給 高卒 172,000円 / 短大卒 182,000円 / 大卒 192,000円

手当等 超勤手当 / 通勤手当 / 資格手当 / 役職手当 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 ８：００～１７：１５（休憩 １時間１５分）

休日・休暇 指定土曜・日曜・祝祭日 (年間休日 １１０ 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
産前産後休暇 / 育児休業 / 退職金制度
島根県東部勤労者共済会 / 上積労災保険 他

採用担当者 経営推進部 坪内 亙

電話 0852-67-2556（代表）

ＦＡＸ 0852-67-3567

E-mail w-tsubouchi@jyusetsu.ichibata.co.jp

ホームページ https://ichibata-jusetsu-recruit.com/

電気工事業

創業(西暦) １９７４ 年 平均勤続年数 １０.９ 年

月平均所定外
労働時間

７.８ 時間
有給休暇

平均取得実績
１２.２ 日/年

育児休業取得実績 ２ 人

採用状況
（新卒者）

２６ 人 （ １１ 人）

R4 ４人(３人) R3 ７人(２人) R2 １５人(６人)

離職者の状況
（新卒者）

１８ 人 （ １ 人）

R3 ３人( ０人) R2 ８人(１人) R1 ７人(０人)

松江工業高校の電気科を卒業し、平成31年4月に入社
して今年で3年目になります。
入社後すぐ２か月間は東部技術校に通い、電気工事の

基本のノウハウを学びました。学校や技術校で勉強は
しているものの、実際に作業をしてみると施工方法が
違う所があるので、覚える事が多く、大変ですが、
とてもやりがいのある仕事です。

現在は先輩と２人１組で現場を回っていますが、早く作業を覚え、
最終的には１人でも任せてもらえるような人材になりたいです。

（ 電気工事事業部 田中 明日翔 ）

当当社社はは、、建建材材事事業業、、管管工工事事事事業業、、電電気気工工事事事事業業、、通通信信工工事事事事業業とと４４事事業業をを営営むむ、、建建物物内内外外のの総総合合設設備備工工事事業業ととししてて、、
島島根根県県東東部部にに４４つつのの営営業業所所をを構構ええ、、公公共共工工事事かからら一一般般住住宅宅ままでで、、幅幅広広くく実実績績をを積積んんででいいまますす！！

専専門門的的なな資資格格がが必必要要なな業業種種ででははあありりまますすがが、、資資格格取取得得にに
向向けけたた講講習習会会等等ののババッッククアアッッププやや手手当当がが充充実実ししてていいまますす

事事業業部部ごごととのの資資格格（（例例））

建材事業 施工管理技士（建築） / ガラス施工技能士 / サッシ施工技能士

管工事事業 施工管理技士（管工事・土木） / 給水装置工事主任技術者 / 配管技能士

電気工事事業 施工管理技士（電気工事） / 電気工事士 / 消防設備士（甲種・乙種）

通信工事事業 施工管理技士（電気通信） / 工事担任者 / 情報処理技術者

福福利利厚厚生生のの一一環環ととししてて上上積積労労災災保保険険にに加加入入ししてていいまますす！！
そそのの付付帯帯ササーービビスス““ハハイイパパーー任任意意労労災災””はは、、仕仕事事以以外外ででのの
病病気気ややけけががにによよるる入入院院費費、、手手術術費費等等をを上上限限5500万万円円ままでで
補補償償すするる制制度度でですす。。
ベベテテラランンととルルーーキキーーのの年年齢齢層層がが幅幅広広くく活活躍躍すするる会会社社

でですすののでで、、実実際際にに入入院院さされれたた
従従業業員員のの方方々々ににはは大大変変喜喜ばばれれるる
あありりががたたいい制制度度でですす。。

・・入入院院時時のの治治療療費費
・・食食事事療療養養費費
・・差差額額ベベッッドド代代
・・先先進進医医療療費費用用
・・交交通通費費、、諸諸雑雑費費
・・親親族族付付きき添添いい費費
・・ホホーームムヘヘルルパパーー雇雇入入費費

等等

〈〈作作業業風風景景〉〉

入入社社後後のの講講習習やや諸諸手手当当、、福福利利厚厚生生がが充充実実ししてていいまますすしし、、
年年間間休休日日がが同同業業他他社社にに比比べべ多多いいののもも魅魅力力でですす！！
ままたた有有給給休休暇暇もも取取得得ししややすすいい職職場場環環境境でで安安心心ししてて働働くく
ここととががででききまますす！！イインンタターーンンシシッッププもも随随時時対対応応ししてていいまま
すすののでで、、ぜぜひひ見見学学にに来来ててくくだだささいい！！

設備工事業 電気工事業
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設備工事業 電気工事業設設備備工工事事業業

〒693‐0001 島根県出雲市今市町１１５４－１０

代表取締役社長 内村 哲也

【【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価価値値ああるるももののをを残残ししたたいい。。

当社は「誠実」を基本理念に昭和22年から70年以上にわたり、
電気・電気通信⼯事をはじめ、社会に⽋くことのできない送電
線・配電線のインフラ整備など、地域のお客様に信頼される⼯事
を提供してまいりました。今後ますます発達していく情報化社会
に対応し、さらに⾼度な専⾨技術の向上につとめ、これからも皆
さまに信頼される技術者集団として地域に貢献してまいります。

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、
浜田市、益田市（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5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 高卒以上
技術職（現場施工）

私たちは⼈々の豊かな暮らしを願うと同時に、より快適な⽣活環境を考えたい。そして本当に
⼤切なもの、価値あるものを時代を超えて残したい。だからこそ、私たちの仕事はいつも真剣勝
負。「誠実」を社是に「安全第⼀」をモットーに、これまで以上に地域に貢献できる企業を⽬指
します。

基準時期 令和 ３年 １２月 ２８日時点

従業員数
137人（男性 130人･女性 7人)

（平均年齢 39 歳）女性のうち技術系 0人・事務系 7人

初任給 高卒 165,000円

手当等 通勤手当、資格手当、家族手当、作業手当など

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

休日・休暇
日曜日、祝日、指定土曜日（完全週休2日制、社内

カレンダーによる）、盆、年末年始(年間休日120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、確定拠出年金制度、社内貸付金制度、
資格取得報奨金、社内ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ年3回費用負担ほか

採用担当者 陰山 敏弘

電話 ０８５３－２３－１１５５

ＦＡＸ ０８５３－２３－２１４７

E-mail uchimura@ms8.megaegg.ne.jp

ホームページ http://www.uchimuradenki.jp/

電気工事業

創業(西暦) 1947年 平均勤続年数 18年

月平均所定外
労働時間

12.8 時間
有給休暇

平均取得実績
10.7 日/年

育児休業取得実績 0 人

採用状況
（新卒者）

14 人 （ 9人）

R4 4人(4人) R3 3人(１人) R2 7人(4人)

離職者の状況
（新卒者）

14 人 （ 1人）

R3 4人(0人) R2 5人(1人) R1 5人(0人)

⼯業⾼校電気科を卒業して⼊社しまし
た。最初はわからないことばかりでした
が、先輩⽅の丁寧な指導もあり、⼤変⼼
強く、毎⽇成⻑し、楽しく働いていま
す。その中で、電気は⽇々の⽣活の中で
⽋かせない設備であることを知り、特に
⾃分が⼯事した建物に明かりが点いた時
はとても嬉しく、また⾃分の⾃信にもつ
ながりやりがいを感じました。ぜひこの
感動を⼀緒に共有しましょう。

（2021年⼊社 ⽯⽥達也）
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設備工事業 電気工事業

サンベ電気株式会社
設設備備工工事事業業

〒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 亨

【【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。

昨年創業50周年を迎えました。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
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5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地地域域のの皆皆様様ににおお役役にに立立ててるる企企業業をを目目指指ししまますす。。
電気工事を通じてお客様の笑顔を創造していきます。

基準時期 令和 4 年 1 月 1 日時点

従業員数
57 人（男性 46 人･女性 11 人)

（平均年齢 40.5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 114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

電気工事業

創業（西暦） 1971 年 平均勤続年数 13 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 1 人 （男0・女1）現在取得中

採用状況
（新卒者）

6 人 （ 6 人）

R4 2 人(2人) R3  3 人(3人) R2 1 人(1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)

入社当時は電気のことが全く分からず、ゼロから
のスタートでとても不安でした。しかし先輩方が丁
寧に教えてくださるので不安もなくなり、安心して
仕事ができる会社だと感じました。

働いてみて、専門的な知識や技術が必要なため、
覚えることがとても多くて大変でした。しかし、自
分が携わった仕事の成果が物としていつまでも残る
ので、完成した時には喜びや達成感を味わうことが
でき、それが自分自身の達成感に繋がっています。

これからも電気の仕事なので、街に明かりを灯す
ように、地元島根の未来を明るく照らす仕事をして
いきたいと思います。
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設備工事業 電気工事業

三和電⼯株式会社
設設備備工工事事業業

〒699‐0406 島根県松江市宍道町佐々布213番地34
代表取締役社長 安部 知行

【【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5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 学歴問わず
技術職（現場施工・現場管理、設計）
営業職（公共・民間）

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 12 月 1 日時点

従業員数
88人（男性78人･女性10人)

（平均年齢42.2歳）女性のうち技術系 0人・事務系 10人

初任給 高卒 173,000円 大卒 203,000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 池原 勇

電話 0852-66-0633

ＦＡＸ 0852-66-0644

E-mail soumu@sanwadenko.jp

ホームページ http://www.sanwadenko.jp

電気工事業

創業(西暦) 1970年 平均勤続年数 17.8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）

13人 （ 10 人）

R4 7人( 7人) R3 4人( 2人) R2 2人( 1人)

離職者の状況
（新卒者）

2人 （ 0 人）

R3 1人( 0人) R2 0人( 0人) R1 1人( 0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4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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島根電⼯株式会社
設設備備工工事事業業

〒690‐0842 島根県松江市東本町5‐63
代表取締役社長 荒木 恭司

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

「「期期待待ををここええるる感感動動をを」」

島根電工は【住まいのおたすけ隊】として、電気工事・管工事・
通信工事を通じ、地域社会の発展に貢献するとともに、お客さま
に満足と優れたサービス≒感動を提供してきました。地域のみな
様、お客様のご支援により、地域業界No.１、中国地方屈指の企

業、そして【社員とその家族を一番大切にする会社】として広く
認められています。

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地））

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和5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

第第1111回回「「日日本本でで一一番番大大切切ににししたたいい会会社社」」大大賞賞 中中小小企企業業庁庁長長官官賞賞 受受賞賞！！！！
全国に中小企業が約419.8万社のある中で最も優れた賞を受賞！！

基準時期 令和 3 年 12 月 1 日時点

従業員数
641人（男性 554人･女性 87人)

（平均年齢36.0歳）女性のうち技術系 1人・事務系 86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 管理本部教育課 山本 翔

電話 0852-26-2833

ＦＡＸ 0852-26-2835

E-mail saiyou@sdgr.co.jp

ホームページ https://www.sdgr.co.jp/

電気工事業

創業(西暦) 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
7.7日/年

育児休業取得実績 4人

採用状況
（新卒者）

109人 （109人）

R4 43人(43人) R3 27人(27人) R2 39人(39人)

離職者の状況
（新卒者）

5人 （ 5人）

R3 1人(1人) R2 3人(3人) R1 1人( 1人)

入社してからは、研修で専門的知識や技術はもちろ
ん、社会人としての基本や人として成長するために必要
なことを学ぶことができます。同期が集まる機会でもあ
るので、近況を報告し合ったり、悩みを相談したり、互い
に成長し合える場になっています。普段の仕事では、年
齢の近い先輩社員が専属で指導してくれ、分からないこ
とや悩みなど、親身になって聞いてくれます。年齢が近
いこともあって、仕事以外にも共通の話題や趣味の話も
することができ、毎日楽しく仕事ができています。

また、ノー残業デーやプレミアムフライデー等の働き
方改革にも積極的に取り組んでいるので、仕事とプライ
ベートの両立ができる環境で働くことができ、「社員とそ
の家族が一番大切」ということを実感しています。

山陰各市、広島市
（地元配属中心）

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）
③施工職（専修、高校）

高木 麗
2020年入社

設備工事業 電気工事業
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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

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5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 12 月 24 日時点

従業員数
63 人（男性 53 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

創業(西暦) 1946 年 平均勤続年数 15.4 年

月平均所定外
労働時間

20 時間
有給休暇

平均取得実績
9.2 日/年

育児休業取得実績 0 人

採用状況
（新卒者）

12 人 （ 8 人）

R4 4 人( 4 人) R3 5 人( 4 人) R2 3 人( 0 人)

離職者の状況
（新卒者）

6 人 （ 0 人）

R3 3 人( 0 人) R2 2 人( 0 人) R1 1 人( 0 人)

（（パパワワーー トトゥゥーー シシャャイインン））

社社員員にに力力をを！！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！！

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。

出雲市渡橋町751‐1 又は
松江市乃木福富町388‐3

高卒以上：電気工事スタッフ 4名程度
（履修科目問わず）

神州電気は、
・創業75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！家族ぐるみの付き合いが出来ます！

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！

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/

設備工事業 電気工事業

51

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



設設備備工工事事業業

〒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

「「日日にに日日にに光光るる日日晃晃電電設設」」

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、また多様化してきてい
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

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和5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（設計・現場管理）

豊豊かかなな地地域域社社会会とと、、快快適適なな環環境境をを確確かかなな技技術術でで実実現現ししまますす！！

基準時期 令和 3 年 12 月 14 日時点

従業員数
18人（男性 14人･女性 4人)

（平均年齢 42.3歳）女性のうち技術系 1人・事務系 3人

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、資格手当、役職手当、時間外手当、工具
手当など

昇給・賞与
昇給： 年1回 (7月)
賞与： 年3回 (7月、12月、3月)

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： 有休、夏季、年末年始、特別休暇
(年間休日 100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、結婚・出産祝金、他
隔年で社内旅行

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/

電気工事業

創業(西暦) 1978年 平均勤続年数 15.1年

月平均所定外
労働時間

4.5時間
有給休暇

平均取得実績
10.4日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

5人 （ 2人）

R4 0人( 0人) R3 3人( 1人) R2 2人( 1人)

離職者の状況
（新卒者）

5人 （ 0人）

R3 1人( 0人) R2 4人( 0人) R1 0人( 0人)

現場では分からないことがたくさんありますが、
少しずつ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りました。自分が携
わった現場が完成し明かりが点くと、とても達成
感を感じることができます。

設備工事業 電気工事業
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株式会社⼋興電気
設設備備工工事事業業

〒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

☆☆脱脱炭炭素素社社会会実実現現をを目目指指ししてて☆☆

当社は、島根県内を中心に営業展開をしている創業４５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5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）

地地球球ににもも人人ににもも優優ししいい企企業業をを目目指指しし『『22005500年年ににはは二二酸酸化化炭炭素素排排出出実実質質ゼゼロロ』』『『リリササイイククルルへへのの積積極極的的なな取取りり組組みみ』』
『『おお客客様様にに満満足足ししてていいたただだけけるるササーービビスス提提供供』』『『工工事事のの施施工工をを通通ししてて地地域域のの発発展展にに貢貢献献すするるこことと』』 『『社社員員がが幸幸せせをを
感感じじらられれるる企企業業』』をを目目指指ししてていいまますす

基準時期 令和 ４年 １月 １日時点

従業員数
22人（男性 19人･女性 3人)

（平均年齢44.5歳）女性のうち技術系 0人・事務系 3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、健康診断、工具支給、制服貸与、
社員旅行（隔年）、慶弔見舞など

採用担当者 総務部 安達 和紀

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/

電気工事業

創業（西暦） 1977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
8日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

4人 （ 1人）

R4 1人(1人) R3 2人(0人) R2 1人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

6人 （ 0人）

R3 2人(0人) R2 3人(0人) Ｒ1 1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、個々の技
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（時間単位・半⽇単位可）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。
こっころカンパニー、⼥性の活躍応援企業にも認定され、さらに働き
やすい職場づくりを⽬指しています。

出雲市浜町に本社を構え、松江市と雲南市に営業所
を置き活動をしています。
⼩さな会社ですが⼀⼈⼀⼈が輝ける企業を⽬指し、
⾼い技術⼒で安⼼・安全な住環境・⽣活空間づくり
が提供できるよう⽇々努めています。

私達の仕事は⼤変というイメージがあ
りますが、その分お客様の声を形に
し、出来上がった時の喜びは何にも代
え難い達成感があります♪
お客様に喜んでもらえるように、技術
を磨き資格を取り頼りになる電気⼯事
⼠を⽬指して⾏きたいと思います。

『灯台ライトアップ事業』 『社員旅行』

設備工事業 電気工事業
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設備工事業 電気工事業

北陽電気⼯事株式会社
設設備備工工事事業業

〒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）） 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5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：若干名、学歴問わず
募集職種：技術職（現場施工、管理）

営業職
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

『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 4 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 44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2～3回（6月・12月+α）

勤務時間 8：00 ～ 17：00（休憩1時間15分）

休日・休暇
年間休日 96日（会社カレンダーによる）
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/

電気工事業

創業(西暦) 1971 年 平均勤続年数 19 年

月平均所定外
労働時間

20.3 時間
有給休暇

平均取得実績
10.7日／年

育児休業取得実績 0 人

採用状況
（新卒者）

6 人 （ 2 人）

R4 1人 ( 1人) R3 2人( 0人) R2 3人( 1人)

離職者の状況
（新卒者）

6 人 （ 2 人）

R3 1人 ( 0人) R2 3人( 1人) R1 2人( 1人)

島根県内の高校電気科を卒業し、就職と同時に地元を離れ、一人暮らしを始めて今年でも
う6年目になります。振り返ってみると、入社したての頃はいろいろと分からないことだらけ

で悩むこともありました。現場に行っても自分にできることがほとんどなく、あっても自分
が一つこなす間に先輩は同じことをいくつも終わらせてしまうといった感じで、全く役に
立っていない気がして歯痒い思いをしました。でも、先輩方の指導やアドバイス、休憩時間
の和やかな雰囲気に支えられて、少しずつできる仕事も増
えてきました。最近では現場を任せてもらえることも増え、
大変ですが仕事に責任とやりがいを感じています。

自分の仕事は、決して人前で目立ったり、派手な演出が
あったりするものではなく、むしろ地味で一般に見られる
ことのないものですが、わかりやすく人のためになる仕事
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。

(平成29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
）
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設備工事業 電気工事業

株式会社⼋束電⼯
設設備備工工事事業業

〒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

社社員員のの成成長長＝＝会会社社のの成成長長

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5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

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 4年 12月 1日時点

従業員数
28人（男性 20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１０１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

電気工事業

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。

未来永劫、形に残る仕事

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。

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。 島根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。

本社(松江市)
出雲営業所(出雲市)
安来営業所(安来市)

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。

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(西暦) 1978 年 平均勤続年数 12.5 年

月平均所定外
労働時間

14 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）

6 人 （ 1 人）

R4 1人( 0人) R3 1人( 0人) R2 4人( 1人)

離職者の状況
（新卒者）

3 人 （ 0 人）

R3 0人( 0人) R2 1人( 0人) R1 2人 ( 0人)

55

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 電気工事業

和幸電通株式会社
設設備備工工事事業業

〒690‐0012 島根県松江市古志原二丁目22‐14
代表取締役 社長山下剛史

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

「「IITT活活動動」」（（II：：いいざざとといいうう時時、、TT：：頼頼りりににななるる会会社社））

社名 ： 和幸電通株式会社
設立 ： 1969年（昭和44年）4月2日
資本金 ： 2,000万円
事業年度： 7月1日～6月30日
【和幸グループ】：和幸㈱・和幸冷温㈱・和幸情報ｼｽﾃﾑ㈱

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地）） 松江支店・米子支店・
浜田営業所・出雲営業所・
鳥取営業所

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和5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）・営業職
事務職（一般事務）

地域の皆様に安全と安心そして親しまれる企業を目指しています。

基準時期 令和 3年 11月 1日時点

従業員数
72人（男性62人･女性10人)

（平均年齢41歳）女性のうち技術系 0人・事務系10人

初任給 162,000円（物価手当含む）

手当等
役付・職務・資格・家族・住宅・通勤・特別勤務
・時間外勤務手当など

昇給・賞与 昇格：年1回（7月）・賞与：年2回（6月・12月）

勤務時間 8時～17時（休憩60分）

休日・休暇 営業ｶﾚﾝﾀﾞｰに準じます(年間休日：令和4年114日）

加入保険 雇用保険・労災保険等

福利厚生 福利厚生倶楽部加入（全国の加盟店の利用可）

採用担当者 村田 宣彦・山藤 春行

電話 0852-24-6670

ＦＡＸ 0852-24-1101

E-mail d-recruit@wako-grp.com

ホームページ http://www.wako-grp.com

電気工事業

創業(西暦) 1969年 平均勤続年数 17.2年

月平均所定外
労働時間

18.2時間
有給休暇

平均取得実績
18.8日/年

育児休業取得実績 0人（申請者無し）

採用状況
（新卒者）

6人 （ 2人）

R4 0人(0人) R3 3人(2人) R2 3人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

7人 （ 0人）

R3 2人(0人) R2 3人(0人) R1 2人(0人)

【事業案内】

【１】情報・通信システム
【２】⾳響・映像 弱電関連システム
【３】消防⽤システム
【４】公共システム
【５】電気設備関連

私たちは、様々な通信技術で、⼈と社会を「つなぐ」こんな事業をしています！！

設設備備工工事事
・・電電気気工工事事
・・電電気気通通信信工工事事
・・消消防防施施設設工工事事

保保守守・・点点検検・・
賃賃貸貸

機機器器販販売売・・
ｺｺﾝﾝｻｻﾙﾙﾀﾀﾝﾝﾄﾄ

３３つつのの柱柱

無線技術に興味のある
人、ＩＰネットワークに
興味のある人、

物を据付けたり工作する
のが好きな人・・・

皆様のご応
募を
お待ちしてお
ります！
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職別工事業
（塗装工事業）

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

寺戸工業株式会社 61 塗装工事業

株式会社長岡塗装店 62 塗装工事業

有限会社フクダ塗装 63 塗装工事業

安島工業株式会社 64 塗装工事業
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職職別別工工事事業業

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））

先先輩輩達達ののメメッッセセーージジ

令令和和5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 １２ 月 １ 日時点

従業員数
９ 人（男性 ６ 人･女性 ３ 人)

（平均年齢50歳）女性のうち技術系 １人・事務系 ２人

初任給 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85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

塗装工事業

創業(西暦) １９６６ 年 平均勤続年数 ２０ 年

月平均所定外
労働時間

７ 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）

１人 （ １人）

R4 ０人(０人) R3０人 (０人) R2 １人(１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)

１名程度
高卒：技術職（現場施工）

現場管理職

江津市・主に石見地方
（転勤なし）

昭和41年 江津市で「江津塗装店」として創業しました。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・抗ウイルス・消臭の予防対策としてラーフエイド施工（ハイ
ブリッド触媒®）も行っています。

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？

有限会社 江津塗装
〒695‐0011 島根県江津市江津町１２８７－１２

技技術術をを磨磨くくとといいうう“ややりりががいい”ああるる仕仕事事
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

抗抗菌菌・・抗抗ウウイイルルスス・・消消臭臭のの
ララーーフフエエイイドドココーーテティィンンググ

どどんんなな会会社社？？

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。

【塗装作業風景】

抗菌・抗ウイルス・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できる抗菌・抗ウイルス・消臭効果のあ
る技術です。
レンタカー、飲食店、一般住宅、公共施設等施工実績あり

【抗菌施工作業風景】

職別工事業 塗装工事業
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職別工事業 塗装工事業

タナカ塗装システム株式会社
職職別別工工事事業業

〒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5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 12月 24日時点

従業員数
14人（男性13人･女性1人)
R2年従業員16名→R3年2名取締役へ

（平均年齢47歳）女性のうち技術系 人・事務系1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 0855-22-4395

ＦＡＸ 0855-23-2623

E-mail tnktoso@iwami.or.jp

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

塗装工事業

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
7.8日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

0人 （0人）

R4 0人( 0人) R3 0人(0人) R2 0人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

1人 （ 0人）

R3 0人( 0人) R2 1人(0人) R1 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。

塩ビ系シート防水施工 コンクリート修復施工

建
物
劣
化
調
査

橋
梁
路
面
塗
装
施
工
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有限会社 千原コーテック
職職別別工工事事業業

〒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。施主様に喜んでいただけることを第一に、確かな技術を
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）） 転勤なし

メメッッセセーージジ

令令和和5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）2名 学歴不問
技術職（現場施工管理）1名

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 ４年 １月 １日時点

従業員数
８人（男性 ６人･女性 ２人)
（平均年齢４８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

塗装工事業

創業(西暦) 1945年 平均勤続年数 25年

月平均所定外
労働時間

残業2.8時間

休日6.5時間

有給休暇
平均取得実績

12.6日/年

育児休業取得実績 1 人

採用状況
（新卒者）

0 人 （ 0人）

R4 0人(0人) R3 0人(0人) R2 0人(0人)

離職者の状況
（新卒者）

1 人 （ 0人）

R3 1人(0人) R2 0人(0人) R1 0人(0人)

【業務内容：現場管理】 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）

(有)千原コーテックでは、現場の職人及び、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、時間をかけてひとつひと
つクリアしていきましょう。

きちんとした技術や知識を持った社員を育てるこ
と、また、福利厚生の充実のよって社員を守るという
ことを重視しています。

【業務内容：塗装工】 初心者の方は、先輩の指示に従って掃
除や養生から始め、徐々にステップアップします。
塗装面の状況確認、古い塗装の除去、清掃、破損面の補修。
塗る面の材質や環境から塗料を選び、場合によっては何回も塗
り重ねます。
ひととおり技術を習得し、段取りを組めるようになれば、現場
を任せることもあります。

職別工事業 塗装工事業
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寺⼾⼯業株式会社
職職別別工工事事業業

〒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

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！！！！

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5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 ４年 １月 ２０日時点

従業員数
１１人（男性 ８人･女性 ３人)

（平均年齢４０歳）女性のうち技術系 １人・事務系 ２人

初任給 １８０，０００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１００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/

塗装工事業

創業 １９５１年 平均勤続年数 １５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 ０人

採用状況
（新卒者）

２人 （ ０人）

R4 ０人(０人) R3 １人(０人) R2 １人(０人)

離職者の状況
（新卒者）

５人 （ ０人）

R3 ３人(０人) R2 １人(０人) R1 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。

女性技術者募集中です！！

職別工事業 塗装工事業
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職別工事業 塗装工事業職職別別工工事事業業

【【連連絡絡先先】】

基準時期 令和 ３ 年 12 月 １ 日時点

従業員数
29 人（男性 23 人･女性 ６ 人)

（平均年齢 43.2 歳）女性のうち技術系 ２人・事務系 ４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・家族子ども手当
保育料手当

昇給・賞与 年１回（６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 他

採用担当者 長岡 望

電話 0852-26-1641

ＦＡＸ 0852-26-1643

E-mail nozomu.n@nagaoka-toso.co.jp

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

塗装工事業

創業(西暦) 1938 年 平均勤続年数 15.6 年

月平均所定外
労働時間

13.2 時間
有給休暇

平均取得実績
12.3 日/年

育児休業取得実績 １人

採用状況
（新卒者）

７人（６人）

R4 ２人(２人) R3 ４人(４人) R2 １人(０人)

離職者の状況
（新卒者）

９人（１人）※定年退職を含む

R3 ２人(０人) R2 ３人(０人) R1 ４人(１人)
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【【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5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 12月 1日時点

従業員数
11人（男性 7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 4人

採用状況
（新卒者）

1人 （ 0人）

R4 0人( 0人) R3 0人( 0人) R2 1人( 0人)

離職者の状況
（新卒者）

2人 （ 0人）

R3 1人( 0人) R2 1人( 0人) R1 0人(  0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3年目社員

職別工事業 塗装工事業
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〒690‐0011 島根県松江市東津田町1256‐1
代表取締役 安島 壮

【【連連絡絡先先】】

会会社社概概要要

心心ののふふれれああうう豊豊かかなな環環境境づづくくりりををめめざざししまますす

事業所 ：本社 〒690‐0011 島根県松江市東津田町1256‐1
松江営業所 〒690‐0025 島根県松江市八幡町22

設立 ：1953年（昭和28年）6月1日
資本金 ：2,200万円
建設業許可：島根県知事許可（特‐1）第8897号

勤勤務務地地（（転転勤勤先先のの勤勤務務地地））
松江市内を中心とした島根県内、
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5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：高卒 塗装作業者2名（建築

塗装・橋梁塗装）､交通安全施設設置作
業者1名（区画線工･標識/防護柵工）

人にやさしく、人にあたたかく。安島工業の仕事は、くらしの『いい表情』を作り出す仕事です。

基準時期 令和 3年 12月 1日時点

従業員数
41人（男性37人･女性4人)

（平均年齢46.7歳）女性のうち技術系 1人・事務系3人

初任給 高卒 170,000円（物価手当含む）

手当等 通勤手当、資格手当、家族手当、役付手当

昇給・賞与 昇格：年1回（6月）・賞与：年3回（8月･12月･5月）

勤務時間 8時～17時（休憩1.5時間）

休日・休暇
休日：毎月第2土曜日･日･祝日
休暇：有休･夏季･年末年始 ※その他当社カレンダーによる

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

採用担当者 松本倫典

電話 0852-25-5151

ＦＡＸ 0852-25-5155

E-mail yasujima@oregano.ocn.ne.jp

ホームページ www.yasujimakougyou.co.jp

創業(西暦) 1927年 平均勤続年数 21.2年

月平均所定外
労働時間

18時間
有給休暇

平均取得実績
11日/年

育児休業取得実績 0人

採用状況
（新卒者）

2人 （ 0人）

R4 0人(0人) R3 0人(0人) R2 2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)

【【営営業業種種目目】】

【塗装工事】建築･鋼橋・プラント塗装工事･アスベスト除去工事
【防水工事】屋上･防水工事 【建築工事】建築･リフォーム工事一式
【交通安全施設工事】道路区画線工事･道路標識･防護柵工事
【土木工事】マンホール更生工事

平成28年４月に入社いたしました中谷凛央

です。最初は慣れないことばかりで、戸惑
うことも多かったのですが、上司・先輩の
皆さんに助けていただいて、社会人として
の基本、また仕事のやり方をおぼえること
ができました。私は道路の区画線を施工す
る部署にいますが、令和３年に路面標示施
工技能士の資格を取得することができまし
た。今後の目標としては、この資格を活用
し工事の主任技術者として現場を任される
ようになりたいと考えています。

中谷凛央
（平成28年入社）

私たちが施工した塗装工事・防水工事のほんの一例です。

【【有有資資格格者者一一覧覧】】

１級建築士 1名
２級建築士 2名
１級建築施工管理技士 2名
２級建築施工管理技士（仕上げ） 7名
１級土木施工管理技士 4名
２級土木施工管理技士（一般土木） 5名
２級土木施工管理技士（鋼構造物塗装）2名

１級建築塗装技能士 20名
２級建築塗装技能士 1名
１級鋼橋塗装技能士 6名
２級鋼橋塗装技能士 5名
1級防水技能士 10名
路面標示施工技能士 6名
1級左官技能士 1名
登録建設塗装基幹技能者 11名
登録防水基幹技能者 1名

国道431号 境水道大橋
防災安全交付金（再塗装）工事

島根県営団地(松江市新古曽志団地2号棟)外壁改修工事 島根県民会館屋上防水改修工事

職別工事業 塗装工事業
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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4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



郵便はがき

6 9 0 8 7 9 0

差出有効期間
2022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

939
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。

キ
リ
ト
リ
線

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





2022年3月発行

し
ま
ね
建
築
関
係 

企
業
ガ
イ
ド　

２
０
２
３

島
根
県
公
共
建
築
品
質
確
保
推
進
協
議
会

発行 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
URL  https://www.shimane-pbq.jp


	2023企業ガイド_表紙表4
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