
職業訓練法人 山形工科アカデミー 派遣企業一覧
那須建設株式会社 大泉建設株式会社

飯鉢工業株式会社 株式会社髙橋木工所

求人する職種 建築大工、土木技師 
業務内容 建築工事、不動産販売、土木工事、舗装工事、砕石骨材生産販売

メッセージ

創業以来「誠意」を大切にし、総合建設業を営みながら地域社会とともに
発展し、数多くの工事実績を持ち、今では東北地方をはじめ全国に展開し
ています。求人する仕事の内容は、建築や住宅又は土木の工事現場の施工
管理です。何事にも明るく前向きに取り組む人材を求めています。

所在地 長井市屋城町 7-1
電話 0238-84-1123
創業 昭和 32 年
資本金 9,000 万円
代表者 那須　正
従業員数 195

求人する職種 配管技能士、冷凍空気調和機器施工技能士、管工事施工管理技士、消防設備士

業務内容 冷暖房給排水衛生設備及びタイル工事

メッセージ

私たちの仕事は , 建設業の機械設備工事です . 簡単に説明すると , 建物の一部になっている , エ
アコン , 換気扇 , トイレ等の機械を設置する工事になります . 建物ができてしまうと目に見え
るところは非常に少ないですが , 普段皆さんが目にしないところにたくさんの配管や機械が納
まっていて , 建物を快適にするために一生懸命動いているのです . 私たちは , そんな機械設備
を設置し , メンテナンスするプロフェッショナルなのです . 実は , 非常にたくさんの技術や知識
を必要とする仕事ですので , 一人前になるにはだいたい 5 年以上掛かります . もちろん一人前
になった後も学び続けることは大切です . 私たちはこれまでもしっかりと若手を育成してきた
実績があります . 今では ,30 代を中心とした若い仲間がしっかりと一人前になって会社を支え
ています . また , いろいろな仕事がありますので , 男性でも女性でも働くことができる職場です .

所在地 長井市九野本 1052
電話 0238-84-1488
創業 昭和 20 年
資本金 2,000 万円
代表者 飯鉢　文義
従業員数 27

写真 写真

写真写真

求人する職種 建築施工管理技師 
業務内容 総合建築、土木業

メッセージ

当社は、創業 60 年を迎えた建設会社です。主に建築の設計・施工を行っています。人の
暮らしに欠かせない【衣・食・住】の【住】に携わるわけです。住・すなわち建築には
夢があります。空気が心地よく流れ過ごしやすい住まい。帰宅して心・体が癒される空間。
全ての建築物に、お客様と共に夢を描きながら設計・施工を進めています。進めていく
中で、社員が意見を出し合いながら、感動あふれる充実したワークスタイルを、目指し
ています。皆さんも、一緒に作り上げてゆきませんか？そして、お客様に喜んでいただ
ける事の素晴らしさを、共に味わいましょう！　　

所在地 長井市本町 1-2-1
電話 0238-84-1265
創業 昭和 35 年
資本金 4,000 万円
代表者 大泉　紀代
従業員数 19

求人する職種 建具製作、家具製作
業務内容 注文木製建具工事、家具工事

メッセージ

後世に誇れるもの造りをめざして
創業以来、当社は熟練した技を備えた匠、そして匠の技を継承する若い力が、一丸となって「も
の造り」にたえず挑戦しています。 幅広い年齢層の職人が、あらゆるニーズに応えられる様
努力しております。現代は、多種多様な生活スタイルが存在し、各種建物、住まいでの過ご
し方も実にさまざまです。そのさまざまなライフスタイルと木の調和によって、お客様にと
って心地よい、 あたたかみのある生活空間の創造をめざします。そのために、あらゆるニー
ズに対応すべく技術を磨き、信頼される会社をめざしております。製図 ・建具製作・ 家具製
作 、建物 ･ すまいをつくる様々な段階で、仕事に関わることになります。その様々な段階で、
ものごとを考え、日々技術を磨き、もの造りを通じて、自分の力を社会に発揮していただき
たいと思います。

所在地 南陽市蒲生田 1388-1
電話 0238-47-2497
創業 昭和 43 年
資本金 1,200 万円
代表者 髙橋　眞己
従業員数 30

※全社山形県内所在・順不同

2020 年４月現在

住宅

学校 工場

住宅

本社全景

社員旅行 黒部ダムにて

技能五輪出場

会社で花見

全て金山杉を使用した木の香り溢れる健康住宅 屋根二重折版の鉄骨造、事務所兼工場

長井市に新しいデザイナーズ複合商業施設
使いやすさ・動きやすさに重点を置き、
プライベートを大切にした二世帯住宅

仕事風景 大江町某カフェ

白鷹町某コミュニティ施設 某ホテル

明日の建設業を担う若者の育成に取り組む



株式会社協和ハウス 株式会社シェルター

株式会社鈴木工務店 株式会社冨永工務店

【参考】建築関連職種について　
建築士 注文者の要望にもとづき , 材料・構造・デザインを踏まえて建築を設計する . 建築工事が設計通り適切に行われているか確認する .
建築大工 木材を使って建築の軸組（土台 , 柱 , はりなどの骨組み）, 造作（天井 , 床 , 階段などの内部）などの木工事を行い , 木造建築を作り上げる .
建築施工管理技士 工程 , 品質 , 安全などの面から , 建築工事が適切に行われるよう計画 , 指揮 , 管理する .
建具・家具の制作 建築で使用する建具（ドア , 戸など）や家具（棚 , 机 , いすなど）を設計 , 製作し取り付ける .
配管技能士 水管 , 排水管 , ガス管 , 空気清浄装置・冷暖房の換気設備など , 建築の配管工事を行う .
冷凍空気調和機器施工技能士 冷凍 , 冷却 , および空気調和機器の据え付け , 整備を行う .
管工事施工管理技士 冷暖房設備工事 , 空調設備工事などの管工事で , 施工計画を作り , 工程・品質・安全管理などの業務を行う .
消防設備士 消火設備（消火器やスプリンクラー設備など）, 警報設備（自動火災報知設備など）, 避難設備（救助袋など）の設置 , 点検整備を行う .

求人する職種 施工管理
業務内容 土木、建築・舗装、解体工事、不動産販売、生コン製造販売

メッセージ
創業 70 年間、地元と共に「確かな技術で未来をつくる」を信念に活動を
している会社です。当社従業員の平均年齢は 38 歳と若い世代が活躍でき
る職場です。私達と一緒に未来をつくりましょう。

所在地 白鷹町大字鮎貝 5783
電話 0238-85-5191
創業 昭和 25 年
資本金 2,000 万円
代表者 鈴木　洋
従業員数 38

求人する職種 建築大工（木造建築）
業務内容 木質構造部材の研究・製造・販売 . 大規模・中高層・耐火木造建築の設計・施工 . 注文住宅の設計・施工 , リモデリング .

木造都市づくりの企画・コーディネート .

メッセージ

木造建築物の大工職を募集します。大工職人さんの下で見習い制度があり、
現場の第一線で知識や技術を学ぶことができます。また、将来独立したい
人の支援をします。その他、社員育成プログラム（読書会、各種講習会）や、
心身のリフレッシュ・交流を目的とした福利厚生行事（芋煮会、ボーリン
グ大会、スポーツ大会※昨年実施例）も行っています。当社の理念は「何
が正しいか考える」。自由闊達な社風です。経営基本方針である「創造・革新・
挑戦」マインドを共有し、自分の得意なことを活かしたい、新しいことに
チャレンジしたい！という方、お待ちしています。

所在地 山形市松栄 1-5-13
電話 023-647-5000
創業 昭和 49 年
資本金 9,000 万円
代表者 木村　仁大
従業員数 110

求人する職種 建築大工
業務内容 建築一式工事、大工工事業、解体工事

メッセージ

私たちといっしょに働いて見ませんか。人と環境にやさしく、長く住み継
がれる住まいをコンセプトに良質な大工技術を保持しながら木造住宅を基
調とした伝統からの機能と普遍的なシンプルなデザインを心がけつつ手造
りで心のこもった家造りをしております。明るく前向きに取り組む人材を
求めています。

所在地 飯豊町大字添川 115-8
電話 0238-74-2250
創業 明治 42 年
資本金 990 万円
代表者 冨永　眞理子
従業員数 7

建て方

社内研修風景 大壁和室（完成）

建て方 建設中の仙台モデルハウス 現場で活躍する社員

仙台モデルハウス外観

施工事例

求人する職種 建築大工
業務内容 木造一般建築

メッセージ

山形県飯豊町にある建設会社です。業務内容は主に住宅の新築・リフォー
ム工事です。お客様のご希望に沿って、最善の間取り、建物を作り上げます。
弊社が求める人材は、大工です。建物を一から作り上げ、ずっとカタチあ
るものを残していく、そんな仕事を一緒にしていきましょう。自社大工が
多く在籍しているので、仲間と共に技術の向上をしていけます。資格取得
も会社としてバックアップしていきます。山形工科短期大学校の卒業生の
在籍実績あり。

所在地 飯豊町大字手ノ子 1413-1
電話 0238-75-2413
創業 平成２年
資本金 2,000 万円
代表者 長沼　央
従業員数 15

仙台モデルハウス内観

民間住宅 施設

施設 鈴木工務店生コン部


