
                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
 今井建設株式会社 

所在地 〒230-0071 

横浜市鶴見区駒岡1-27-16 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-571-0505 

045-574-1875 

事業内容 

 

総合建設業 

企業ＰＲ 

 

創業50年を超え、なお成長している建設会社です。 

少数精鋭で多様な建設工事を請け負っています。 

 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①現場係員 ②現場監督 ③営業 

仕事内容：①現場代理人の補助業務 

     ②現場の建築施工監督 

     ③ゼネコンや得意先への営業 

勤務地等：①本社及び各現場  

     ②本社及び各現場 

     ③本社 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

明るく、前向きで、将来の幹部候補生となる人材を求めています。 

資格取得のためのサポートもあります。 

 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：226,800円～419,700円 

勤務時間：08：00～17：00 

勤務地 ：本社及び各現場 

休 日 ：毎週土・日、国民の祝日、年末年始休暇、夏季休暇 

福利厚生：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険 

     勤続三年以上、退職金制度あり。 

     二年に一回社員旅行（海外含む）あり。 

会社概要 設 立：  昭和39年 

資本金：  3700万円 

売上高：  8億7千万円 

従業員数： 14人 

事業所：  本社 

採用担当： 企画室長 今井 恵子 

ＵＲＬ：  http://www/imaikensetsu.co.jp 

 

 

 

 

 

ブース NO１ 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名  株式会社NB建設（旧相鉄建設） 

所在地 〒221-0052 

横浜市神奈川区栄町5-1 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-451-8920 

045-451-8928 

事業内容 総合建設業 

企業ＰＲ 

 

 

創立50年以上！神奈川県でトップクラスのゼネコンです。総合建設業と

して神奈川県を中心に建設計画からリニューアルまで、一貫して取り組

む技術者集団です。集合住宅・商業施設・福祉施設・鉄道施設等の建設

から多くの大規模区画整理事業による宅地造成を通して、神奈川県の街

づくりに取り組んできました。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①建築施工管理（正社員） 

        ②鉄道工事施工管理（正社員） 

        ③土木施工管理（正社員） 

仕事内容：①品質重視の現場施工管理 

     ②鉄道工事（主に相鉄線の鉄道関連工事や駅舎関連工事、新

線建設工事）の施工管理 

     ③一般土木工事（主に県内の公共工事や住宅造成工事）の施

工管理 

勤務地等：①本社及び横浜を中心とした神奈川、東京          

     ②本社及び横浜を中心に神奈川 

     ③本社及び横浜を中心に神奈川 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

2013年2月に社名を変更し、NB建設として進化してます！「さらに建設

的な企業へ」向けて、「鉄道」「土木」「建築」「リニューアル」の事

業を軸に、「人を支え続ける。人を守り続ける。」という信念のもと、

事業拡大を見据えて、新メンバーを積極的に採用いたします。 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：278,800円～452,500円 

勤務時間：8：30～17：30 

勤務地 ：本社及び横浜を中心とした各作業所 

休 日 ：土日祝、週休二日制。年末年始、有給、慶弔、リフレッシュ

休暇 

福利厚生：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険。 

確定拠出年金、退職金制度あり。 

会社概要 設 立：1967年8月10日 

資本金：4億9000万円 

売上高：157億1000万円 

従業員数：200名 

事業所：横浜市神奈川区栄町5-1 

採用担当：管理部 総務人事課 太田裕哉 

ＵＲＬ：https://www.nb-const.co.jp/ 

 

ブース NO２ 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
 岡山建設株式会社 

所在地 〒220-0043 

横浜市西区御所山町6-2 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-241-1311 

045-241-6967 

事業内容 

 

総合建設業 

企業ＰＲ 

 

 

とてもアットホームでモノづくりにまじめに取り組む会社です。木造住

宅から鉄筋コンクリート造の大型建物まで建築します。 

 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①施工管理（正社員）②営業（正社員） 

仕事内容：①建築工事の現場管理又は管理補助 

     ②建物の新築・増改築等の受注営業、顧客管理 

勤務地等：①本社及び各現場事務所  ②本社 

 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

明るく積極的な方を募集します 

失敗を恐れず、チャレンジ精神のある方 

できない理由を探すことより、できる方法を考える方 

そんな方と一緒に仕事をしたいです 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：20万円～（年齢・経験により増額） 

勤務時間：8時間 

勤務地 ：本社及び各現場事務所 

休 日 ：日曜、祝日及び指定土曜日（当社年間カレンダーによる）  

福利厚生：健康保険、社会保険、雇用保険、労災保険 

会社概要 設 立：  昭和28年2月 

資本金：  5000万円 

売上高： 17億9650万円（平成30年9月期） 

従業員数：21人 

事業所： 本社 

採用担当： 総務部 古月裕之 

ＵＲＬ： http://www.okayama-kensetu.co.jp 

 

 

 

 

ブース NO３ 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
 小雀建設株式会社 

所在地 〒244-0004 

神奈川県横浜市戸塚区小雀町129番地3 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-851-3646 

(045-852-1502) 

事業内容 総合建設業（土木、建築） 

企業ＰＲ 

 

当社は、お客様のために、そして地域社会のために貢献することを企業

の存在価値として50年以上の歴史を歩んできました。官公庁の土木・建

築工事をはじめ、企画提案型の民間工事、資産有効活用のためのコンサ

ルティングなどを経営の柱としています。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①土木及び建築工事の施工管理 ②土木・建築物の品

質管理 ③財務・労務管理(人事・教育）       

仕事内容：インフラ整備及び各種の建物建築を行う仕事です。 

     技術者を目指す人は、入社後5年～7年の間、土木あるいは建

築現場の施工管理監督業務を経験していただきます。その

後、管理・営業部門か土木・建築の部門の管理職へ。 

     さらに経営幹部へ進んでいっていただきたいと思っておりま

す。 

     また、インフラ整備や建築物の品質管理を目指す人は集中管

理部へ！将来の財務・人事・教育をめざす人は管理部へ！ 

勤務地等：神奈川県内及び首都圏  

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

月並みですが成果物が地図に残るとてもやりがいのある仕事に携われま

す。国や都道府県等公共性の高い仕事を通じて国土基盤の整備に寄与し

ましょう！ 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：大卒 220,000円 短大専門卒 203,000円 

     高卒 188,000円      ※2018年実績 

勤務時間：（平日）8：00～17：30 （土曜日）8：00～17：30  

     ※実働8時間 

勤務地 ：神奈川県内及び首都圏 

休 日 ：1年間変形休日、祝日、夏季・年末年始休日、年次有給休暇

（年間20日、初年度10日）、慶弔休暇、ワークライフバラン

ス支援休暇制度2日、アニバーサリー休暇制度など   

福利厚生：家賃補助制度、資格支援制度(会社が全額補助)、同好会活動         

     (フットサル、野球、ゴルフ、ボウリング、釣り)、社員旅行 

会社概要 設 立：昭和38年8月   

資本金：8,500万円   

売上高：52億9919万円（2018年7月実績） 

従業員数：100名（令和1年9月26日現在） 

事業所：本社、東京支店  

採用担当：小雀建設 管理部  

ＵＲＬ：http://www.kosuzume.co.jp   

 

ブース NO４ 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名  株式会社 小俣組 
所在地 〒232-0027 

横浜市南区新川町5丁目28番地 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-251-3707 

045-315-6177 

事業内容 

 

◆建築物の設計及び施工請負並びに土木構造物の施工請負に関する業務 

◆不動産の売買・賃貸・管理・仲介等の取引に関する業務 

◆介護付有料老人ホーム経営 

企業ＰＲ 

 

 

若手社員が多く、働きやすい！ 

働く環境が少しでも良くなるよう、様々な取り組みを実施しています。例えば

プロジェクトが終了するたびにもらえる2週間程度のリフレッシュ休暇や月1万

円で利用できる寮など、福利厚生を充実させています！さらに年収をUPして社

員に還元しており、最近ではIT機器を導入による業務の効率化を行い残業時間

の削減も実現しました！社員は20代の若手が多く、みな和気あいあいと働いて

います。こういった居心地の良さは、離職率の低さにもつながっています。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①施工管理職 ②建築積算職 

仕事内容：①主に神奈川県内の建築・土木現場の準備から完成まで管理してい

ただきます。 

     ②建設工事に要する工事費を算出する業務です。 

勤務地等：①本社・各配属現場 ②本社（入社後1～3年は、工事現場にて実務

を行っていただきます。） 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

施工管理職は、工事現場にて数多くの職人さんと協力し、現場で指揮をとり建

物を完成に導きます。そのため、コミュニケーション力や統率力（リーダーシ

ップ）が非常に重要な能力となっています。技術や知識については、入社後の

研修や勉強会、仕事を通じて身につきます。 

建築積算職も同様で、建物に興味がある方や自分の想いを形にし、作品を残し

たい方なら大歓迎！ 建築・土木工事やものづくりに興味のある方は、是非お

問い合わせくださいね！ 

待 遇 
 

 

 

 

●施工管理職          ●建築積算職 

給 与 ：月給20万円～50万円    給 与  ：月給19万5千円～34万5千円 

勤務時間：8：00～17：00       勤務時間：8：30～17：30 

勤務地 ：本社、各配属現場       勤務地  ：本社 

（施工管理職、建築積算職共通） 

休  日  ：週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年次有給休暇、慶弔休

暇、リフレッシュ休暇、育児休暇、介護休暇あり 

福利厚生：各種社会保険（雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金） 

     各種慶弔制度、退職金制度、独身寮、家族寮、リゾートマンション

（三浦海岸、新潟県魚沼市）、クラブ活動（野球・ゴルフ・釣り・    

フットサル・バスケットボール・マラソン） 

会社概要 設 立：  大正11年創業 

資本金：  1億円 

売上高：  155億8646万円（2018年7月現在） 

従業員数： 514名（2019年8月現在） 

事業所： 横浜市南区新川町5丁目28番地 

採用担当：総務部 瀬戸 隆利 

ＵＲＬ： https://www.komatagumi.co.jp/index.html 

 

ブース NO５ 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
 昭和建設 株式会社 

所在地 〒240-0065 

横浜市保土ケ谷区和田１－１３－２１ 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-333-1751 

(045-332-1005) 

事業内容 

 

総合建設業（一級建築士事務所・宅地建物取引業者） 

企業ＰＲ 

 

 

当社は昭和４１年の創業以来、「住まいづくりに奉仕する」という信念

のもと、お客様と地域社会に愛され続ける会社を目指して邁進してまい

りました。県「建築コンクール」入選や、市より「優良工事請負業者表

彰」受賞等、技術的にも認められ、今後の発展が期待されています。 

 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：建築技術者（正社員）  

仕事内容：官公庁・民間より発注の建築請負工事における、積算業務、

現場作業管理 

勤務地等：本社及び、横浜市内中心の作業現場 

 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

安定した取引があり業績拡大中のため、組織の体制強化を図るべく、 

幅広くフレッシュな人材を募集いたします。 

「建築に興味がある」「未経験だけどチャレンジしてみたい」という方

も歓迎です。 

 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：２５０,０００～４００,０００円 

     ＜基本給225,000～350,000円＋各種手当＞ 

      賃金締日：毎月20日締、当月末日払い 

勤務時間：８：００～１７：００＜休憩７０分＞ 

     月平均２０時間の時間外勤務あり 

休 日 ：日曜、祭日、第２・４土曜日、年末年始、夏季 

福利厚生：加入保険＜雇用、労災、健康、厚生＞ 

     退職金制度あり（勤続３年以上） 

定年制 ：一律６２歳  勤務延長・再雇用あり（６５歳まで） 

 

会社概要 設 立：  昭和４１年（１９６６年） 

資本金：  ４,５００万円  

売上高：  １４億円（平成３０年９月決算実績） 

従業員数： ２０名（内 女性３名） 

事業所所在地： 相鉄線 和田町 下車 徒歩２分 

採用担当： 総務部 廣瀬 修一 

ＵＲＬ：  https://www.showakensetu.co.jp 

 

ブース NO６ 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
株式会社テクノジャパン  

所在地 〒231-0011 

横浜市中区太田町1-4-2 関内川島ビル 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-664-4311 

045-664-4489 

事業内容 

 

建設業（土木工事） 

企業ＰＲ 

 

 

テクノジャパンは住民の生活基盤となるインフラ整備を行う、社会貢献

度の高い企業です。横浜市を中心に神奈川県及び東京都、㈱ネクスコよ

り公共工事を受注し施工しております。安全・安心を追求した品質への

高いこだわりを持ち、地域の皆様や社会貢献の推進を念頭に、日々業務

に従事しております。 

 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①土木施工管理（正社員）  

 

仕事内容：①施工現場における管理業務 

（工程・品質・安全・原価管理） 

      

勤務地等：①神奈川県・東京都の各作業所 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

初めて社会人になるにあたり、分からないことだらけなのは当然です。

学生時代に何をやってきたか、人に誇れる学生生活を送ってきたかとい

うことも大切ですが、分からない世界に飛び込むことについて前向きな

明るい考え方を持っていることは非常に大切だと思います。建設業は特

に信頼を求められ、その中で施工管理という仕事は厳しい業務ではあり

ますが、誠実さを持って真面目にコツコツと物事を進められる能力が求

められます。工事竣工のあの達成感を一緒に味わってみませんか。 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：250,000円～550,000円 

勤務時間：8:00～17:00 

休 日 ：毎週日曜日・祝祭日・隔週土曜日   

賞 与 ：年2回（7月・11月） 

福利厚生：夏季休暇（6日程度）・年末年始休暇（7日程度） 

     リフレッシュ休暇制度・ノー残業デー 

     社員旅行・食事会（年4回程度）・バーベキュー大会 

     社宅制度・資格取得補助・資格手当制度ほか 

会社概要 設 立： 1995年（平成7年）12月  

資本金： 5,000万円  

売上高：27億3,000万円（2017年3月期） 

従業員数：35名 

事業所：横浜本社／東京支店  

採用担当：総務部   

ＵＲＬ：http://www.technoj.co.jp 

 

ブース NO７ 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
 馬淵建設株式会社 

所在地 〒232-8558 

横浜市南区花之木町2-26 

ＴＥＬ 

（FAX） 

045-712-4842 

045-712-8434 

事業内容 

 

建築・土木・リニューアル工事の請負および設計監理、不動産の売買・

交換・賃貸および仲介管理 他 

企業ＰＲ 

 

 

■現場を通じて技術者を育成。 

私たち馬淵建設は、創業１１０年を迎え、神奈川建設業界のリーディン

グカンパニーとして建築・土木事業、リニューアル事業のほか、地域に

密着した土地活用のご提案も行う総合企業です。弊社の施工管理技術者

と協力会社の作業員が一体になって着工から竣工までの工事を進め、現

場で経験を積んでこそ、現場を隅々まで見渡すことができる本物の施工

管理技術者として成長できると考えています。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①建築施工管理職 ②土木施工管理職 

仕事内容：①建築工事現場における施工管理業務   

施工例……マンション・学校・福祉施設・オフィスビル、商業施設など 

     ②土木工事現場における施工管理業務  

施工例……高速道路・鉄道・橋梁・上下水道整備など 

勤務地等：神奈川、東京を中心とした各作業所 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

建設業界に少しでも興味があり技術者として成長したい方は、ぜひエン

トリーをお願いいたします。 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ： １７２，０００円～２３５，２００円 

勤務時間： ８：００～１７：００ 

勤務地 ： 神奈川・東京および近県の各作業所 

休 日 ： 週休２日制（土・日）、祝日 

福利厚生：【保険】各種社会保険 

【福利厚生】社内預金制度、財形貯蓄制度、従業員持株制度、慶弔見舞

金制度、退職金制度、企業年金基金制度、社内表彰制度、独身寮（横浜

市内） 

会社概要 設 立： １９４９(昭和２４)年２月１２日 

資本金： １２億５,８０４万円 

売上高： ２６３億５４２３万円 

従業員数： ３０６名 

事業所： 横須賀、東京、中部（静岡沼津）、千葉、川崎、東北（仙

台） 

採用担当： 総務部 中村 

ＵＲＬ： https://www.mzec.co.jp/ 

 

ブース NO８ 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
 株式会社織戸組 

所在地 〒211-0014 

神奈川県川崎市中原区田尻町61番地 

ＴＥＬ 

（FAX） 

044-555-1117 

044-555-2009 

事業内容 

 

路盤材やコンクリートの原材料となる砕石類の生産販売、採石掘削跡地への残土

受入、上下水道・舗装・造園等の一般土木請負、不動産販売ならびに賃貸業務、

太陽光発電（売電）事業の展開 

企業ＰＲ 

 

2023年で創業100年を迎える当社は、採石・土木工事・不動産の3事業を中心に展

開し、高い供給性と品質を誇ります。また、遊休社有地で太陽光発電事業を展開

し、新規事業分野の開拓にも注力しています。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①施工管理責任者（正社員） 

②不動産管理・開発担当（正社員） 

③重機オペレーター・プラント管理（準社員） 

仕事内容： 

① 川崎で創業96年を誇る地場ゼネコンです。学校法人等を中心に関東圏内の建築

工事（躯体・内外装・設備）や土木・外溝工事といった民間工事の施工管理に

携わって頂きます。 

② 当社が保有する物流倉庫、商業施設及び、子会社が所有する太陽光発電所等に

対する保守管理業務を中心に同じく、当社で保有するマンションの賃貸管理が

主な業務となります。 

③ 砕石工場構内での建設重機（バックホー、タイヤショベル、ブルドーザー等）

による掘削、製品（砕石類）の積込作業、構内でのダンプカーによる運搬作

業、プラントの運転維持管理、清掃作業、搬入建設発生土の受入に伴う整地作

業といった業務です。 

勤務地等：①、②は本社。③は上荻野工場、愛川、松田事業所 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

じっくりと時間をかけて、どこまでも深く掘り下げていく。そんなおもしろさ

が、織戸組の事業には詰まっています。資格取得支援制度有、月平均残業時間20

～35時間、ワークライフバランスを大事にしたい方、資格を取ってスペシャリス

トになりたい方が働きやすい環境が織戸組にはあります。好奇心を持って、共に

挑戦できる若いチカラをお待ちしています。 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：月給制、年3回賞与、年収例：30歳500万、40歳600万円 

勤務時間：①、② 8：30－17：30、③ 8：00－17：00 

勤務地 ：本社 

休 日 ：年間125日、週休2日制、土日祝日、年末年始、暑中 

福利厚生：各種社会保険完備、資格取得支援制度、保養施設（会員制宿泊施設）

の利用、スポーツ観戦チケット(年間シート)の完備（野球観戦：スタジアム(横

浜)、ドーム(読売)、サッカー観戦：等々力競技場(川崎))、従業員持株会制度、

確定拠出型年金制度、財形退職⾦制度 

会社概要 設 立：  1923年 

資本金：  2億円 

売上高：  45億円（2018年9月決算時） 

従業員数： 83名（2019年9月時点） 

事業所：  東京支店、山梨白根工場、上荻野工場、 

愛川事業所、松田事業所 

採用担当： 経営企画室 穴村 昌範 

ＵＲＬ：  http://oritogumi.co.jp/ 

 

ブース NO９ 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
 株式会社 興建 

所在地 〒211-0065 

神奈川県川崎市中原区今井仲町２－２ 

ＴＥＬ 

（FAX） 

044-733-2325 

044-722-4425 

事業内容 

 

総合建設業 

 

企業ＰＲ 

 

 

私ども興建は、1978年創業時より、確かな技術力と仕事に対する真摯な 

姿勢で、お客様に喜ばれる建設サービスを提供してまいりました。住宅 

事業、ビル建築事業、公共事業、不動産事業、リフォーム事業と様々な 

事業を展開し、高品質かつ高機能な建物を創り続けている建設会社で

す。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：施工管理        

仕事内容：建設現場の施工管理(補佐) 

勤務地等：川崎市中原区(本社) 

 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

興建では、私達と一緒に仕事をする若者を募集しています。やる気のあ

る人なら誰でも大歓迎です。入社後の研修制度等も充実していますの

で、経験や知識に対する不安も問題ありません。設計・施工と自分たち

が手掛けた建物が完成した時の喜びは格別です。私達と一緒に「ものづ

くり」を通して感動を共有しましょう！ 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：大卒24万円 高卒19万円 

勤務時間：8時00分～17時00分 

勤務地 ：本社 

休 日 ：土日祝(土曜隔週)  

福利厚生：社宅制度有 

会社概要 設 立：1978年9月 

資本金：3000万円 

売上高：約30億円 

従業員数：46名 

事業所：小杉営業所 

採用担当：総務 佐藤 

ＵＲＬ：t-sato@koken-inc.co.jp 

 

 

 

 

ブース NO10 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
 三和工業株式会社 

所在地 〒252-0816 

藤沢市遠藤298番地の5 

ＴＥＬ 

（FAX） 

0466-47-7738 

0466-86-4138 

事業内容 総合建設業（土木・舗装・水道・造園・さく井 ほか）・不動産業 

企業ＰＲ 当社は神奈川県Ａランクの土木工事を主体とした会社です。 

過去には、神奈川県知事表彰や藤沢市優良工事表彰の受賞など多くの実

績があります。また、グループ会社含め、多くの若手社員が在籍してい

ます。近年では、境川や引地川遊水地内での河川工事や江の島付近での

港湾浚渫工事や下水道工事など特性のある工事を多く施工してきまし

た。 

その他、会社概要や実績に興味がある方は当社ＨＰをご覧ください。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)： 

① 土木技術者（現場管理業務） 

② 土木作業員（現場労務者） 

仕事内容： 

① 現場監督の業務（各種書類の作成・安全点検・進捗確認など） 

※当面は監督の補助業務となります 

② 土木工事の作業員（職人として、現場作業を行います） 

勤務地等： 

現場従事となった場合、湘南地域を基本とした各所現場となります 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

三和工業ではグループ会社含め、多くの若手社員が在籍しています。 

社訓として、『夢を追いかけ』『人間力を高め』『高い技術をもつ』の

３つを柱に創業より58年地域に必要とされる会社を胸に営んできまし

た。また、積極的に物事に取り組める人材が多く在籍し、今後も社業を

通じて広く地域に貢献できる人材を育成します。入職者には熱く優しい

社員が協力して様々教えていきますので、是非一緒に働きましょう！！ 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ： 19万5000円 

※給与に関しては、定期昇給や賞与のほか各種資格手当などがあります 

勤務時間： 8：00～17：00 

勤務地 ： 藤沢市遠藤298-5（本社）  

※現場従事となった場合、湘南地域を基本とし、各所現場となります 

休 日 ： 週休2日制（年間休日105日） 

福利厚生： 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金・退職金共済  

      その他退職金制度あり 

会社概要 設 立：   昭和36年3月 

資本金：   3500万円 

売上高：  8億5000万円（関連会社総額 約15億円） 

従業員数： 16人（関連会社総数 29人） 

事業所：  本社 

採用担当： 綾  謙行 

ＵＲＬ：  http://sanwa-kougyou.com/ 

 

ブース NO11 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
東建設株式会社  

所在地 〒 238-0035 

   横須賀市池上3-2-6 

ＴＥＬ 

（FAX） 

☎046-851-1118 

Fax   851-1132 

事業内容 

 

建設業(一般土木・舗装工事) 

道路清掃・道路標示、交通誘導警備業 

企業ＰＲ 

 

 

創業 昭和21年、老舗の地元企業として信用と実績を誇り、公共事業を

中心に幅広い事業を展開し、自前の設備(各種重機、車両等)をはじめ、

自前の警備体制を立ち上げる等、自前での施工体制を確立している。 

 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：① 土木技術者・現場監督・助手 ② 交通誘導警備員 

仕事内容：① 一般土木・舗装・道路清掃等の現場作業・特殊車両の運

転、現場監督及び助手 

     ② 自社が行う工事現場での交通誘導警備を担当する「自家

警備」業務 

勤務地等：①②とも 

     事業所に集合後、各現場へ(おもな現場:三浦半島地区) 

     JR衣笠駅又は京急汐入駅～バス池上中学前バス停・徒歩3分 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

弊社は、住民の皆さんの安全と安心な生活を維持・確保するために、

公共事業を中心に幅広い事業を展開していますが、特に、各種災害の発

生に際しては、交通障害等をいち早く復旧させるために、各種装備・資

材及び人材を充実させ、すべてを自前で対応できる即応体制の確立を目

指しています。 

 そのためにも、若い人材は欠かせません。経験はいりません。やる気

のある「あなた」を求めています。 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：195,000円～280,000円(基本給 月額換算＋各種手当) 

勤務時間：基本 07:30～17:00(就業時間は現場により異なる) 

勤務地 ：横須賀市池上3-2-6(事業所から現場へ) 

休 日 ：日・祝日・第2・3・4土曜日(※当社カレンダーによる) 

     年間休日 105日   

福利厚生：各種社会保険完備、退職金共済、資格取得支援制度 

会社概要 設 立：昭和21年   

資本金：2,050万円   

売上高 平成30年 828,620（千） 

従業員数：47人 

事業所：横須賀市池上3-2-6  

採用担当：長野、宮崎  

ＵＲＬ：wwwazuma-corp.jp   

 

ブース NO12 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
株式会社 甲斐組 [ カ)カイグミ ] 

所在地 〒254-0001 

神奈川県平塚市大島1025番地 

ＴＥＬ 

（FAX） 

0463-55-8890 

0436-55-3878 

事業内容 

 

土木、建築、不動産 

企業ＰＲ 

 

 

【しっかり休んでしっかり稼ぐ、仲間求む！】 

1.公共事業中心ですから安定した収入が見込めます。 

2.皆で支え合い、家族のような仲間として仕事ができます。 

3.充実した福利厚生を準備しています。 

4.先輩が技術を伝承し、会社全体で街づくりのプロを育成します。 

5.地域と共に歩み、市民生活の向上に貢献できます。 

※女性従業員も多数働いております！ 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①各工事の現場監督  ②作業スタッフ 

仕事内容：①現場スタッフや工程の管理、必要書類作成等 

     ②工事車両の運転、道路舗装、その他現場作業 

勤務地等：①②共に、平塚市内及び近隣市町村 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

「企業が人を伸ばし、人が企業を支える、それが社会のためになる」 

必要なのはパートナーシップであり、支えあう心と身体だと考えていま

す。 

当社の今期スローガン「素直、謙虚、感謝」を念頭に、 

市民生活向上を目指す私達と一緒に、地域と共に歩む建設業として、 

どんな事にも前向きに取り組んでみませんか 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：220,000円～300,000円(年齢、スキル等を考慮) 

勤務時間：8：00～17：00 

勤務地 ：平塚市内及び近隣市町村 

休 日 ：当社カレンダーによる 

福利厚生：各保険完備(雇用、労災、健康)、 

厚生年金、退職金共済制度も有り 

会社概要 設 立 ：昭和48年2月20日（創業 昭和44年） 

資本金 ：2000万円 

売上高 ：16億円 

従業員数：社員数48名 

（技術系職員15名 技能系職員20名 事務系職員13名） 

事業所 ：神奈川県平塚市大島1025番地 

採用担当：管理部 磯野（isono@kaigumi.co.jp） 

ＵＲＬ ：http://www.kaigumi.co.jp 

 

ブース NO13 



                                    

企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
 東旺工業株式会社 

所在地 〒254-0826 

神奈川県平塚市唐ケ原91 

ＴＥＬ 

（FAX） 

0463-61-4386 

0463-61-3545 

事業内容 

 

漏水修理工事（平塚市、大磯町、二宮町、小田原市一部） 

上下水道工事、衛生工事、土木工事、水道施設工事 

企業ＰＲ 

 

 

当社は専門的な技術と、実績を積み上げ52年健全な経営を続けてきまし

た。配管は目には見えない仕事です。ひと目にさらされない部分も手を

抜かず誠実に対応し地域生活の発展に貢献していきます。 

 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：建設業・管工事業作業員 

仕事内容：県企業庁水道局発注の仕事です。平塚水道営業所管内（平

塚、大磯、二宮、小田原東部）における水漏れ（漏水）の修理、それに

伴った配管作業、土砂の掘削や埋戻し、道路アスファルト復旧等を行い

ます。仕事は主に2～6人のチームで行います。幅広い年代の方が活躍し

ています。（40代、50代のベテランが多いです） 

最初は皆、未経験、初心者です。仕事は共にひとつひとつ覚えていきま

しょう。      

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

仕事は楽しいですか？ 胸を張って自分の仕事を誇る事ができますか？ 

 

やりがいのある、人の為になっていると実感でき誇りの持てる仕事を一

緒にしませんか？  

私は今年入社4年目の29歳で社内では一番経験が少ない立場ですがこの

仕事が楽しく、誇りの持てる仕事だと感じています。 

仕事は奥が深く、一朝一夕に習得することはできませんが会社全体でサ

ポートして行きます。今は人数は少ないですがこれからどんどん会社も

成長していきたいと考えています。あなたの成長が弊社の成長になりま

す。私達と一緒に働き、成長していきませんか？ 

                    （採用担当：市川 聖） 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：25万～32万円 

勤務時間：8時～17時 

勤務地 ：平塚市、大磯町、二宮町、小田原東部 

休 日 ：週休2日制（勤務シフトあり 見本あります） 

福利厚生：会社BBQ、家族会（ディズニーランド）、忘年会 etc… 

会社概要 設 立：  昭和41年（1966年 設立52年） 

資本金：  3500万円 

売上高   2億4000万円 

従業員数： 15名（男性10名、女性5名） 

事業所：  神奈川県平塚市唐ケ原９１番地 

採用担当： 市川 聖（イチカワ アキラ） 

ＵＲＬ：   
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
 亀井工業株式会社 

所在地 〒253-0061 

神奈川県茅ヶ崎市南湖1-4-25 

ＴＥＬ 

（FAX） 

0467-86-1111 

0467-85-0455 

事業内容 

 

総合建設業 

企業ＰＲ 

 

 

創業 129年の当社は「ローカルファースト」を合言葉に豊かな長寿社会 

への先進的な取組み、ＰＦＩなどの新しい町づくりが高評価を得てお

り、企画提案力の高さで事業を展開・拡大しつづけています。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①建築施工管理（正社員）②土木施工管理（正社員） 

 

仕事内容：①公共工事・民間工事の現場管理ほか 

     ②公共工事を主体とする土木工事の現場管理ほか 

 

勤務地等：①神奈川県内     ②神奈川県内 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

・コミュニケーション能力が高い方。  

・ポジティブに考え行動に移せる方。 

・柔軟な対応力と決断力がある方。  

・目標に対して意欲的に取り組める方。 

 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：232,000円 ～ 406,000円 

勤務時間：8：00 ～ 17：00（休憩60分） 

勤務地 ：神奈川県 

休 日 ：日・祝・会社カレンダーによる土曜休み（月2～3回） 

     年末年始休暇・夏季休暇 

福利厚生：各種社会保険・山中湖保養所・研修旅行（国内・海外） 

     独身寮(男子)・グループ温浴施設割引 

     育児休暇・介護休暇・看護休暇など 

会社概要 設 立： 明治23年 

資本金： 5000万円 

売上高： 30億円 

従業員数：48人 

事業所： 神奈川県茅ヶ崎市南湖1-4-25 

採用担当：総務部 鈴木秀明 

ＵＲＬ： www.kamei.ne.jp 
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
 株式会社寺田土木 

所在地 〒242-0029 

大和市上草柳７－８－３ 

ＴＥＬ 

（FAX） 

046-261-1294 

046-264-1426） 

事業内容 

 

神奈川県建設業知事認可土木、造園、舗装等工事業者 

企業ＰＲ 

 

 

大和市創業61年目の企業です。 

コンピュータシステム、給与等地元で最も進んでいる企業と自負してお

ります。 

 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①施工管理技師       

仕事内容：① 施工管理 

      

勤務地等：① 大和市（請負の現場事務所の場合有）         

 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

施工管理技師資格がなくとも資格を取る知識技術があれば大歓迎です。 

多くの企業や人をコントロールする仕事ですので理屈が大事です。 

柔軟な思考と旺盛な好奇心が求められます。 

 

 

待 遇 
 

 

 

給 与 ：35万円～45万円 ボーナス約5か月 

勤務時間：1日8時間（夜間有） 

勤務地 ：大和市（請負の現場事務所の場合有） 

休 日 ：年間約108日   

福利厚生：あり 

会社概要 設 立：  昭和34年 

資本金：   30,300,000円 

売上高  約610,000,000円 

従業員数：13名 

事業所： 本社のみ 

採用担当：相原  

ＵＲＬ：  http://www.terada56.jp 
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
三六電設株式会社 

所在地 〒243-0419 

神奈川県海老名市大谷北一丁目9番27号 

ＴＥＬ 

（FAX） 
046-233-1811 

046-233-3512 

事業内容 電気・電気通信工事業 （主に、鉄道関連工事・シャッター設備工事） 

企業ＰＲ 

 

 

当社は来年で50周年を迎えます。これからも社員一人一人が電気・電気

通信のプロフェッショナルとして、安全で快適な都市生活づくりに貢献

し続けます。 

そんな私たちと元気よく一緒に働いてくれる技術者（未来に輝く原石）

を探しています。メリハリがある仲間たちと数多くの実績を作り上げて

いきませんか。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①、② 正社員 

仕事内容：① 技術スタッフ（鉄道関係各所の保守・施工） 

     ② 設備点検・保守・修理スタッフ 

勤務地等：① 本社（海老名市）  

② 神奈川県内 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

会社の財産、それはもちろん人材です。 

多種多様な人材が会社というチームに集まり、仕事という目的を、自己

のベストを尽くしながら協力し助け合いながら達成していく。これが会

社としての理想の姿と考えています。必要な技術習得、資格取得につい

てできる限りのサポートを準備しています。私たちの使命「電設事業に

よる都市生活の基盤つくり」に興味と関心があり、「自分自身に能力を

つけ役立ちたい」という向上心のある方、そんな素晴らしい人材の原石

にお会いできることを楽しみにしています。 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：月額 225,000～375,000（別途、夜間シフト手当支給有り） 

勤務時間：日勤 8：00～17：00 ／ 夜間シフト 22：00～05：00 

勤務地 ：①本社（海老名市） ／ ②神奈川県内 

休 日 ：①土日祝日（祝日を含む週の土曜日は出勤） 

     ②請負先の休日カレンダーに基づく 

福利厚生：社会保険完備（健康、厚生、雇用、労災）、資格取得費補助

制度 

会社概要 設 立：昭和43年8月1日 

資 本 金：2,000万円 

売 上 高：57,700万円 

従業員数：45名 

事 業 所：神奈川県海老名市大谷北一丁目9番27号 

採用担当：総務グループ 邵 江美 

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.sanrokuec.co.jp/ 
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
 株式会社 湘南推進工業 

所在地 〒253-0104 

神奈川県高座郡寒川町大蔵915-1 

ＴＥＬ 

（FAX） 

0467-73-0666 

0467-73-4832 

事業内容 

 

総合建設業（一般土木工事業、水道工事業、舗装工事業など） 

企業ＰＲ 

 

 

神奈川県発注工事をはじめ、県内の官公庁発注工事を中心に受注し施工

しており、創業から２０数年と業歴は浅いものの「土木工事Ａ等級」を

資格認定され、実績と業績においては目覚ましいものがある。最近数年

は、各方面から連続して表彰状を受賞している。 

 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①土木施工管理技術者  

仕事内容：①主に土木工事現場の施工及び管理業務 

勤務地等：①主に湘南・県央地区    

 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

明るく自ら率先して働く人を歓迎します。各自現場を担当しますが、同

僚と楽しく接することができる人、また責任をもって仕事のできる人を

望みます。 

 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：基本給 300,000円～450,000円、賞与年2回 

     現場手当、資格手当、家族手当あり 

勤務時間：8：00～17：00 

勤務地 ：寒川町を中心に、湘南・県央地区 

休 日 ：年間休日日数88日（会社独自のカレンダーによる） 

     基本的に日曜日休み、年末年始・ＧＷ・夏季休暇あり 

     1年単位の「変形労働時間制」を維持 

福利厚生：年2回（春・秋）協力会主催によるゴルフコンペ、 

     毎年二泊三日の国内旅行、日帰りバスツアー、健康診断等 

会社概要 設 立：  平成 ５年 

資本金：  ３０００万円 

売上高 約１１億円 

従業員数：１９名 

事業所： 寒川本社および海老名支店 

採用担当： 総務部 土井 

ＵＲＬ：   
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
 相模開発株式会社 

所在地 〒253-0114 

神奈川県高座郡寒川町田端1577 

ＴＥＬ 

（FAX） 

0467-74-5505 

0467-74-5709 

事業内容 

 

【建設業】    土木工事    舗装工事 

【建材業】  加熱・再生加熱アスファルト合材製造販売 

     再生砕石製造販売 

企業ＰＲ 

 

 

50年にわたり自社プラントでのアスファルト合材の供給や神奈川県内の

国道や県道など道路の改修工事や舗装工事を通じて県内の生活インフラ

を支えてきた当社。 

長年の信頼と実績により、多くの案件の依頼をいただいています。 

これからも人々の安全な生活を支えていくために新たな仲間を募集しま

す。知識や資格は一切問いません。 

少しずつ技術を身に付けながら、長く活躍してほしいと考えています。 

少しでも気になる方は個別面談や会社見学も実施しています。 

募集内容 
※複数ある場合

は各々の職種に

ついて詳細を記

載ください。 

職種(雇用形態)：①舗装・土木技術員(正社員)  

②舗装・土木作業員（契約社員 又は 正社員） 

仕事内容：①道路舗装工事における施工管理・監督 

     ②道路舗装及び土木工事における現場作業員 

勤務地等：①本社          

     ② 〃 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

・誰かの役に立つことに喜びを感じられる。 

・新しいことを始める時、出来ない理由を探すのではなく、どうしたら

出来るかを考え、失敗を恐れずにチャレンジする。 

・知らない事は素直に聞ける。 

一つでも当てはまる項目があれば、是非採用したいです。 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ： 232,000円 ～ 458,000円（手当て含む）※経験者優遇 

勤務時間：8：00 － 17：00 

勤務地 ：本社 

休 日 ：➀当社カレンダーによる ②土日   

福利厚生：『正社員』各種社会保険、慶弔見舞金制度、 

保養所（山中湖）、独身寮、クラブ活動、社員旅行 他 

     『契約社員』各種社会保険完備 

会社概要 設 立： 昭和44年9月18日 

資本金：     20,000,000円  

売上高： 2,600,000,000円 

従業員数：３５名 

事業所： 本社（神奈川県高座郡寒川町田端1577） 

採用担当：経理総務部 採用チーム 木村 

ＵＲＬ： www.s-kaihatsu.co.jp/  

 

 
 道づくりはまちづくりだ 

相模開発ムービー 
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企業情報                  かながわ若者就職支援センター 

企業名 
 株式会社 鈴木土建工業 

所在地 〒258-0016 

神奈川県足柄上郡大井町上大井108-8 

ＴＥＬ 

（FAX） 

0465-82-3513 

0465-82-2283 

事業内容 

 

道路、河川、橋梁、治山における土木一式。舗装工事及び建築、水道工

事。 

企業ＰＲ 

 

 

神奈川県県西部で公共工事を中心に営業しています。国、県、市町村と

災害協定を結び、日常の維持管理、災害時の緊急出動を通じて地域に貢

献しています。 

募集内容 
※複数ある場 

合は各々の職種

について詳細を

記載ください。 

職種(雇用形態)：①土木作業員     

仕事内容：①土木及び建築現場での土工事、生コン打設等の労務作業 

      

勤務地等：①神奈川県西部       

 

 

若者への 

メッセージ 

（求める人

材等） 

勤勉で忍耐力のある人物を求めています。また、技術の向上、現場の安

全には周囲とコミュニケーションを取ることも欠かせません。小規模な

会社なので、社長、会長を含め、気兼ねなく誰とでも声を掛け合って自

分に必要な知識、技術の習得を図り研鑽に努めて下さい。 

有給制度を有意義に使って、ご家族、友人との時間、個人の時間も大切

にして下さい。 

 

 

 

待 遇 
 

 

 

 

給 与 ：270,000円～315,000円 

勤務時間：8時～17時、時間外あり月平均1時間未満、休憩時間105分 

勤務地 ：神奈川県足柄上郡大井町上大井108-8 

休 日 ：週休二日制(隔週、第2、第4土曜日休み) 

福利厚生：雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、退職金共済 

会社概要 設 立：昭和29年   

資本金：3,000万円 

売上高 2億円(平成30年度) 

従業員数：11人(うち女子3人) 

事業所： 神奈川県足柄上郡大井町上大井108-8 

採用担当：代表取締役 鈴木 泰三 

ＵＲＬ： -  
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