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■ 建設業 及び 建設関連業　　（35社）

新着 № 業種 求める職種 仕事内容 求める年齢
モデルと
なる年齢

勤続１年目
の年収（万円）

勤続２年目
の年収（万円）

求める経験・知識・資格

1 建設業 重機オペレーター
土木工事現場において、建設重機（主にバックホウ、
クローラクレーン等）の運転業務を行う

35～40歳 48歳 352万円 355万円
経験不問
普通自動車運転免許（AT限定不可）必須

2 総合建設工事業 工事現場作業者 道路工事等現場においてアスファルトの舗装作業に従事 20～40歳代 30歳 300万円 315万円
経験・資格は不問ですが、大型特殊自動車免許取得者や
車両系建設機械（整地等）技能講習修了者は尚可としま
す。

3 建設業 重機オペレーター / 土木・建築技術者 現場での重機運転業務 / 現場監督業務 20～30歳前半 30歳 320万円 325万円
車両系建設機械免許 /
土木施工管理技士資格（2級）

4 土木建築工事業 土木 / 建築 / 一般事務全般 現場監督 / 帳簿整理 / 経理 　他 20～30歳代 23歳 300万円 310万円 1・2級土木建築施工管理技士 / 簿記等 / パソコン

5 建設業 / 砕石業 重機オペレーター 砕石の積込み等 ～40歳代 35歳 350万円 — 大型特殊免許

6 建設業 現場代理人補助業務 — 25～45歳 — 要相談

7 建設業 土木建築有資格技術者 土木建築現場管理技術員 20～30歳代
資格有無により
面談

資格有無により面談 資格有無により面談 土木建築　1級、2級　国家資格

8 総合建設業 営業職
官庁、民間工事の営業、情報処理
官公庁・民間の土木建設工事等の情報収集業務
既存顧客及び新規発注者への訪問

45歳以下 40歳 420万円 450万円 不問

9 建設業 安全管理者 安全管理全般 20～40歳代 25歳 176万円 275万円 作業安全 / 交通安全 / 指揮指導

10 建設業 電気施工管理
電気配線図面の作成と行程管理表を作成し、材料の発注して下請け
業者に施工させます。

20～30歳代 25歳 176万円 275万円 電気施工管理技士2級以上

11 建設業 弱電工事
監視カメラ / セキュリティシステム / Wi-Fi / LAN構築 / 電話交換機
/ ナースコールシステム設置作業

20～30歳代 25歳 176万円 275万円 電気工事士

12 建設業
電気工事・住宅設備工・住宅関連の
設計等

新築一般住宅の電気工事設備工事、設計・現場管理等 20～50歳代 50歳 450万円 —
電気工事士（1種・2種）・CAD等の設計
できる方

13 建設業 作業員 / 営業
住宅リフォーム全般、プラント保温板金、
上記の営業

20～40歳代 20歳 300～350万円 320～370万円
経験・資格不問
 向上心がある方

14 総合建築工事業 建築工事監督（管理） —

20～30歳代
建築施工管理技士
資格があれば（30～
40歳代）

40歳
※有資格者の
　場合

450万円 — 建築施工管理技士

15 建設業 / 塗装業 現場管理（見習可） 建築工事における現場管理、安全管理、工程管理、予算管理 20～40歳代 40歳 300万円 300万円 不問（入社後、建築施工管理技士等取得）

16 建設業 施工監理技術者 工事現場における工程管理・安全管理・原価管理業務等 30～40歳代 30歳
320万円
（時間外及び
　通勤手当別）

360万円
（時間外及び
　通勤手当別）

１級施工管理技士（建築又は管）

17 土木工事業
① 建設機械運転手
② 土木技術者

① 工事現場での重機運転業務
② 工事現場での測量及び現場管理

30～40歳代 40歳 480万円 500万円
① 大型・大特運転免許
② 普通運転免許

18 建設業 電機・機械工 機械及び電気に関するメンテナンス・修理等 20～35歳 35歳 260万円 300万円
経験資格不問
やる気、向上心、好奇心

19 土木 現場施工管理他 アスファルト舗装工事、土木工事の現場管理他 20歳代～ 25歳 360万円 400万円 施工管理技士等

20 建設業
重機オペレーター、土木技術者・作業員、
一般事務全般

現場での建設機械（バックホウ、タイヤショベル他）運転業務、現場管
理・現場労務、総務・経理業務

20～40歳 20歳 280万円 290万円
車両系建設機械運転免許、大型・大特免許
土木施工管理1級・2級

21 総合建設業
・機械、電気系、技術者
・土木、建築系、技術者

・機械設備の設計・製作・施工管理業務
・建築物の設計・施工管理業務

20～40歳 30歳 350万円 380万円 施工管理技工の資格を有している方、歓迎！

要相談
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新着 № 業種 求める職種 仕事内容 求める年齢
モデルと
なる年齢

勤続１年目
の年収（万円）

勤続２年目
の年収（万円）

求める経験・知識・資格

22 建設業 営業 営業職員のサポート 20～30歳代 35歳 293万円 298万円 経験資格不問

23 建設業 現場代理人、重機オペレーター、大型運転手 工事における現場管理、重機運転業務、大型車による重機の運搬 20～50歳代以上 40歳 400万円 420万円 要相談

24 建設機械賃貸業 建機設備 建設機械の修理・メンテナンス 25～40歳 35歳 320万円 370万円 機械設備の知識・経験をお持ちの方

25 管工事業 管工事に関わる技術職員 現場管理,施設の修理 — 30歳 300万円 330万円
管工事に関する資格
未経験の方で興味のある方

26 建設業 / 電気工事業 電気技術者
公共施設 / ビル / 病院等の電気設備に関わる設計 / 施工管理 /
空港灯火の維持工事

20歳代, 30歳代,
50歳代以上

30歳 400～430万円 400～430万円
第1種2種電気工事士、1級2級電気施工管理技士、
電気主任技術者あれば尚可

27 建設業（管工事業） 配管工 / 配管工見習 / 普通作業員
公道内の水道本管の新設 / 更新 / 改造工事 / 一般住宅等の水道
管 / 排水管の新設 / 改造工事 / 修繕工事等

20～50歳代以上 30歳
300万円（普通作業員、
配管工見習）

300万円（普通作業員、
配管工見習）技術力に
より加算

資格不問

28 建設業
管工事・土木工事の施工管理者及び
作業従事者

各種配管工事の施工管理・配管作業・住宅設備の修繕・
設計・営業提案、及びそれらの見習い

20～50歳代以上 30歳 300万円 330万円
不問だが機械設備・ボイラー設備など
知識経験がある場合には優遇

29 一般電気工事業 電気設備工事 未経験の場合は電気工事のサポートから始めます 20～40歳代 35歳 250万円
400万円
※資格取得後

第1，2種電気工事士　１,２級電気施工
管理技士　有れば尚可

30 管工事 / 設備工事 設備工事 / 現場作業 主に一般住宅の設備の修理、取替等 20～30歳代 20歳代 総支給20万円 業務実績による 経験資格不問

31 鉱業 重機オペレーター
砂利プラント内での作業全般
（建設系機械の運搬作業 / 砂利・砂の詰め込み作業 / 砂利・砂の管
理 / 掘削作業）

不問 40歳 300～320万円 360～400万円
車両系建設機械等作業免許（整地等）
※採用予定･･･R3年10月1名,R4年4月1名

32 測量業 / 建設コンサルタント 測量調査 / 設計に関する技術職

当社は主に国、北海道、市町村発注の公共事業など
社会基盤整備に携わる会社です。道路、河川、海岸、公園、
上下水道等の土木、農業土木に関する測量・設計及び
インフラ施設の点検調査も実施しています。
技術を習熟するまでは技術者の助手として補助的業務に
就いていただきます。

20～30歳代
19歳
※高卒1年目

190万円 290万円

PC操作（エクセル、ワード、CAD）
測量士補、測量士、土木施工管理技士、RCCM、
技術士測量調査、設計の未経験者でも、若くて誠実、
やる気のある方は歓迎します。

33 建設業 現場管理／営業
公共工事における現場代理人としての業務全般 /
上下水道・管設備工事に関わる営業業務

20～50歳代以上 40歳 400万円 412万円 経験・資格不問

34 地質調査業 技師 現場管理、報告書作成 20～40歳代 30歳 280万円 300万円 経験資格不問

35 土木職 現場作業員（2名） アスファルト塗装工事、土木工事、外構工事（塗装関係） 20～40歳代 20歳代後半
普通自動車運転免許、大型特殊免許（車両系免許・機械
系免許あれば優遇）
希望者は冬季（1～3月）に内地での勤務あり

390万円　(日給計算）
残業は時給の1.25倍、日曜日勤務は時給の1.35倍、
8,12月賞与有り


