
建設業のしごと

「私がここ造ったんだ。」「この前ここ舗装したよ。」
って、言うのが建設業で働く人たちの口ぐせ。道路がなければ生活できないし、しっかりした建物がなければ
安全に暮らせない。働く人みんなのしごとで社会は回ってる。
資格を取得してキャリアアップをしていく建設業。
どんなしごとがあるか徹底的に調べて、できる限り、会社に行って、見て、話して、自分にあった会社を見つけよう。

建設業＝ 土木 ＋ 建築

発 行：世田谷区
（受託：株式会社パソナ）

高校生のみなさんへ

気になる会社の見学・体験ができます。学校の進路指導
の先生にこのパンフレットを見せて、進路指導の先生に申
込みを依頼してください。

進路指導の先生へ

建設業への就職を希望されている、または興味をもたれて
いる生徒から会社見学・体験のご相談がございましたら、
直接希望の会社までお申し込み・ご連絡をお願いします。

協 力：ハローワーク渋谷
一般財団法人建設業振興基金

土木のしごと

「土木のしごと」は、山や森、川、海などの自然を相手に、道路やトンネル、ダム、橋など私たちの暮らしや経済活動を
支える社会基盤（「インフラ」ともいわれます）をつくる仕事です。

建築のしごと

「建築のしごと」は、マンションなどの住宅をはじめとして、映画館やショッピングモール、レストラン、学校、工場など、
私たちが生活したり、楽しんだり、食事をしたり、勉強したりする建物をつくる仕事です。

世田谷区×建設

世田谷区は建設業への就職を応援します。

建設業が区民生活を支えている！
建物がない、道路がない生活はあり得ません。生活する上でなくてはならない仕事です。

建設業は地域の「守り手」
災害時には、いち早く復旧、復興をして生活を再建するために建設業は必要不可欠です。
そのため建設業団体と防災協定を結んでいます。

住み続けられる未来のために
建設業は持続可能な社会づくりのフロントランナー。
環境に優しいまちづくりや、質が高く災害に強いインフラの整備でけん引しています。

主な仕事の一日の流れ
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住宅リフォーム関連
（化粧室の改修）

土木関連
（道路の舗装）

施工管理
(各作業員を監督し、施工中の管理を行う)

造園関連
（剪定・刈込・草刈・除草など）

下記は、一例のため、その日の現場により異なります。

PLAYER?

HEAD COACH?

ATHLETES
SETAGAYA

KENSETSU

（人材派遣業 派 13-304674 人材紹介業 13-ユ-010444）

建設業は大きく分けると「土木」と「建築」の二つに分かれ、多くの技術者や技能者と呼ばれる人たちが
関わっています。

現場出社 朝礼、
安全指導ミーティング
安全確認のため現場巡回
施工確認
打合せ

お昼休憩
施工状況の写真撮影
業者打合せ

図面作成、
見積・検討資料・工程表・
打合せ記録など作成

作業員の終了確認
現場状況確認
退所確認

終了

出社
現場監督の車で現場へ移動

現場到着
トイレ交換 開始
休憩（10:30-10:45）
作業の続き

トイレ交換完了

お昼休憩
洗面化粧台交換 開始

休憩（15:00－15:15）
作業のつづき

洗面化粧台交換完了
倉庫で、次の工事で
必要な物積込

終了

出社
朝礼/ミーティング(現場打合せ・
安全確認、機材・資材の確認)

現場到着
作業開始
小休憩（10:00-10:15）
作業の続き

お昼休憩
作業開始

小休憩（15:00-15:15）
作業開始

工事部事務所到着
明日の現場打合せ
及び準備等

終了

出社・道具の準備
現場にてお客様と打ち合わせ
ミーティング
作業開始

小休憩（10:00-10:30）
作業開始
作業の続き ゴミ出し等

お昼休憩
作業開始 作業の続き

小休憩（15:00-15:30）
作用開始 作業の続き
掃除・洗い・片付け

帰社・道具片付け
報告書・日報など
書類作成後退社

終了

君は選手か。監督か。

一人ひとりが自分のポジションで

それぞれの役割をこなし、

一致団結して建物や道路を造るのは、

まさにチームプレーそのものだ。

「選手(職人)」になってスキルアップしたら、

同じポジションの後輩に教えることだってある。

それから選手に指示をしたり管理する

「監督（施工管理）」で活躍する道を選ぶ人もいる。

だから、建設のしごとってアスリート！

世田谷区は建設業への就職を応援します。

令和４年度

ご不明な点は、世田谷区にご相談ください。
経済産業部 工業・ものづくり・雇用促進課 TEL:03-3411-6662



栄新工業株式会社

【アクセス】 京王線 桜上水駅 徒歩10分

【仕事の内容】 東京都や世田谷区発注の舗装工事や 上下水

道路工事など、土木工事全般

災害時の緊急復旧活動に加え、
地域の清掃活動、防犯・防火パ
トロールなどを通じ地域住民の皆
様に感謝の気持ちを持ちながら、
活動しています。また、地域や子
供向けのお水を大切にするイベン
トなどにも参加し、資源の大切さ
や環境問題について考える社会
貢献活動も行っています。

梶原建設株式会社

【アクセス】 京王線仙川駅 徒歩10分
千歳烏山駅 徒歩12分

【仕事の内容】 交通安全施設の設置工事/セラミックコーティングの施工

【若手社員インタビュー】
Q, 仕事のやりがいは？
A, 自分が携わった工事の成果物をみて、人の役に立っていること
が目に見えて実感できた時。

Q, 就職活動中のかたにひとこと！
A, 実際に職場に足を運び、雰囲気等をみて決めることが大切だと
思います！

Q, この先チャレンジしたいことやキャリアプランは？
A, 後輩も増え、仲間に頼られる存在を目指し、各技能資格にも
チャレンジしたい。

【企業PR】
主に横断歩道の白線やカーブミラー
などの交通安全の設計・施工・管理、
コーティング事業(墓石・自動車・建築
建材等)を行っています。交通安全
施設は95％以上が官公庁との取引
のため、安定した受注があります。
コーティング事業は高齢化社会の流れ
により需要が高まり業績が伸びてきて
います。特に墓石部門では、関東圏で
圧倒的なシェアと実績があります。また
様々な商材に対して対応が出来るた
め、メンバーのアイディアと発想次第で
は新たなビジネスの構築を行う事が出
来る将来性の高い事業となっています。

【企業担当者インタビュー】
Q, お客さまにとって、目指す会社のあり方とは？
A, 事故のない、安心・安全に暮らせる街づくりには欠かせない
地域に必要とされる存在。

Q, 求めている人材とは？
A, 上昇志向が強く、負けず嫌いな方、チームワークを大事にする
協調性がある方。

Q, 未来に向けて取り組んでいることは？
A, 次世代のリーダーを創るため、若手育成に力を入れている。

東精工株式会社

【アクセス】 小田急線成城学園前駅徒歩15分
成城学園前駅・東急/小田急バス(玉07)
二子玉川駅行・【次大夫堀公園前】下車徒歩3分
東急田園都市線二子玉川駅徒歩40分
二子玉川駅・東急/小田急バス（玉07）
成城学園前駅行・【下宿】下車徒歩3分

【仕事の内容】 生コン工場の設備全般のメンテナンス及び関連部品の販売

【企業担当者インタビュー】
Q. 会社の長所は？
A. 自分自身を裏切ることのない技術が身に付くこと。
Q. 会社の短所は？
A. 早上がりがあるかわりに、早出があること。
Q. 他社と比べて、恵まれている点は？
A. 資格取得はもちろん、社員教育全般に力を入れていること。
Q. SDGsで取り組んでいる事は？
A. エマジェネティックス(心理測定ツール)を活用し、ダイバーシティ
経営を進めている。

【若手社員インタビュー】
Q. 入社したきっかけ、建設業で働く理由は？
A. 一人では到底できないような規模の大きな仕事が出来るから。
Q. 仕事のやりがいは？
A. 自分たちの仕事に必ず感謝してくれる人がいること。
Q. 仕事をしてからの家族の反応は？
A. 家にお金を入れていることもあり、感謝されている。
Q. 就職活動中の自分にひとこと声をかけるとすれば？
A. この業界に少しの興味があり、ここで頑張る覚悟があれば
飛び込むべきである。

【企業PR】
生コン工場の設備全般を扱う
会社です。様々な研修、資格
の取得をして、君もエンジニア
になろう！

株式会社マッツ

【アクセス】 東急田園都市線駒沢大学駅 徒歩5分

【仕事の内容】 工事中の建物のプロセスと将来の品質維持
のための養生、仕上げ最終クリーニング、
柱・フローリング・家具などの補修（リペア）

【企業担当者インタビュー】
Q. 会社の長所は？
A. 全員、真面目。
Q. お客さまにとって目指す会社のあり方とは？
A. 料金が高くても、当社なら任せて安心と思われる存在。
Q. 求めている人材は？
A. 未経験でも、何事も一生懸命取り組める人。
Q. 他社と比べて、恵まれている点は？
A. 技術と信頼。

【若手社員インタビュー】
Q. 仕事をしてからの家族の反応は？
A. 入社数カ月で顔つきが変わり、会話が増えたと良い反応が
あった。

Q. 就職活動中のかたにひとこと！
A. 「知らない業界に飛び込んでみて、それから好きになる」は
本当にある！

Q. 会社の好きなところは？
A. 会話が多く、協力して仕事をしているところ。
全員のことをきちんと見てくれるところ。

【企業PR】
経営者と社員との対話を重んじ、「戦う組織」としての一体感を高め、風通しの
いい空気を醸成して「失敗に学び進化する組織」を造り上げる。意見・提案・
疑問どんな事でも気軽に話してください。まずは焦らずにゆっくり仕事を覚えて
いきましょう。

富士水質管理株式会社

【アクセス】 東急田園都市線二子玉川駅
東急バス 鎌田バス停から3分 車通勤可

【仕事の内容】 生活に大きくかかわる『水』に関わる仕事。
マンションやビルでの設備機器（給水・排水・電気等）
点検及びそれに伴う機器交換作業

【企業担当者インタビュー】
Q. 会社の長所は？
A.社長・役員と社員の距離が近いところ（実際の距離も心の距離
も）。ライフライン関係のため、仕事が減る要素がないこと。

Q. 求めている人材は？
A.前例にとらわれず積極的に業務を改善していける人。
Q. 「当社の野望は〇〇である」、〇〇とは？
A.全都道府県に営業所を出す！
Q.お客さまにとって目指す会社のあり方とは？
A.お客様と会社双方が幸せになれる存在。

【若手社員インタビュー】
Q.入社したきっかけ、建設業で働く理由は？
A.一つの仕事を自分一人で仕上げてみたかったから。
Q. 会社の好きなところは？
A.誰とでも【さん】付けで役職関わらず話が気さくにできること
（社長とも！）
Q.仕事のやりがいは？
A.お客様に「ありがとう」と直に言ってもらえること。
Q. 就職活動中のかたにひとこと！
A.まずは一度会社見学を！

【企業PR】
点検・工事作業を主とする地道な仕事ではありますが、修理後、お客様から『あ
りがとう』と気持ちのいいお言葉をいただけるやりがいのある仕事です。

大橋エアシステム株式会社

【アクセス】 東急田園都市線用賀駅 徒歩7分

【仕事の内容】 管工事業、小学校や病院などの現場管理
業務(建物を作る際、様々な業種の方々が作業をするため、
各作業員を監督し、施工中の管理を行う)

【企業担当者インタビュー】
Q. 他社と比べて恵まれている点は?
A. 福利厚生・社員教育・職場環境・社内コミュニケーションの充実。
Q. 未来に向けて取り組んでいることは?
A. 「人財育成」入社後1年間の研修、都度社内研修や資格取得
勉強会など開催。

Q. 10年後はどんな会社になっている？
A. 顧客満足度、社員満足度を向上し、完工高120億円の
総合設備企業!

【若手社員インタビュー】
Q. 入社したきっかけ、建設業で働く理由は？
A. 防災に関わる仕事がしたいという思いから。
Q. 会社の好きなところは？
A. 仕事で不安や悩みがあった時、相談出来る人が周りに沢山
いること。

Q. 就職活動中のかたにひとこと！
A. インターンや企業説明会の参加など積極的に取り組んで後悔の
ない就活を！

【企業PR】
建物の中でも管工事、空調設備
や給排水衛生設備に特化した
管理を行います。建物を人と
例えるなら、配管は血管、ポンプ
は心臓、エアコンや換気扇は肺、
建物に命を吹き込み、使う人が
快適に使えるようにすることが空調
衛生設備です。そんな空調や
衛生設備の工事を管理します。

世田谷区内の建設業の会社のご紹介

世田谷区には、ユニークな建設業がたくさんあります。
そのなかの一部の会社をご紹介します。

「建設業」といっても、仕事内容は同じではありません。
自分に合う会社を見つけてみませんか？

株式会社吉橋興業

【アクセス】 京王線千歳烏山駅 徒歩5分

【仕事の内容】 金属工事(各所下地鉄骨工事・
溶接や金属材料の加工)

【企業担当者インタビュー】
Q. 求めている人材は？
A. 責任感のある自分で考える事のできる人。仲間と協力できる
協調性のある人。

Q.他社と比べて恵まれている点は？
A. 給料が高い。休日が年間スケジュールでしっかり守られている。
Q. SDGsで取り組んでいることは？
A. 「安全安心の街づくり」 壁や天井の下地工事において、
縁の下の力持ちとして、地震に強い街づくりに貢献していること。

【若手社員インタビュー】
Q. 入社したきっかけ、建設業で働く理由は？
A. 工業高校で学んだ溶接が好きで、現場見学に行ったら楽しそう
だったから。

Q. 仕事のやりがいは？
A. 自分で作った建物に彼女を連れて行って自慢できたこと。
給料をためてバイクを買えたこと。

Q. 社風をひとことでいうと？
A. 挨拶などの礼儀を大切にする会社。年上の職人さんもみんな
親切に教えてくれる。

【企業PR】
10年前から新卒の高校生を毎年
採用していて、社員の平均年齢が
若く活気があります。教育制度も
充実しており、若手社員には中堅
ベテランの社員がマンツーマンで
指導しますので安心してください。
業界シェア№1で忙しさはあります
が、皆でやり遂げる達成感は半端
ないです。建設系の企業として
待遇面や福利厚生も優れている
点が自慢です。

東洋テクノ株式会社

【アクセス】 京王線千歳烏山駅徒歩15分
千歳烏山駅・小田急バス（成06）
成城学園駅前 西口行・【榎北】下車徒歩1分

【仕事の内容】エアコンなどの空調設備設計・施工(とりつけ)及び
冷媒管用ラック(屋外エアコン配管ケース)作成・施工

【企業担当者インタビュー】
Q. 会社の長所は？
A. 施工実績で顧客からの信頼が厚く、その技術を支える人材が
年代別に豊富なこと。

Q. 求めている人材は？
A. ものづくりを楽しいと感じる方、笑顔で返事のできる方。
Q. 他社と比べて、恵まれている点は？
A. 高い技術力を持ち、新しい技術・製品の利用に積極的なこと。
Q. 「当社の野望は〇〇である」、〇〇とは？
A. 「逆転」です。仕事を受けるのではなく、仕事を選ぶのです！

【若手社員インタビュー】
Q. 入社したきっかけ、建設業で働く理由は？
A. 自分が、仕事を通して成長していると実感したかった。
Q. 仕事のやりがいは？
A. 出来る仕事が増えると収入も増えること。
Q. 社風をひとことでいうと？
A. 仕事には厳しいが、社長から新人まで和気あいあい楽しい会社。
Q. この先チャレンジしたいことやキャリアプランは？
A. 溶接の資格を取得して、空調工として認められたい。

【企業PR】
空調設備施工実績において、 信頼と安心の高い企業評価を 得ています。
また、冷媒管用ラック製作・施工も発足し、空調設備・ラック施工の一貫体制を
構築しております。

【企業PR】
主に水道工事や道路工事等を行なう会社です。人々の生活基盤であるライフラ
インを整え、住みやすく安全で機能的な生活空間の創造は、わが社の使命です。
ライフラインである道路や上下水道を守るお仕事は、社会貢献度の高い、なくては
ならないお仕事です。

※企業欄の二次元コードは、それぞれの企業ホームページへつながります。

【企業担当者インタビュー】
Q.会社の長所は？
A.公共工事の元請け会社なので安定しているところ。
Q.お客さまにとって目指す会社のあり方とは？
A.普段は当たり前の事として捉えられているであろう不便のない生活
を守ること。

Q. 「当社の目指すべきは〇〇である」、〇〇とは？
A.土木工事業だけではなく、総合建設業社(ゼネコン)を目指す！
Q.求めている人材は？
A.自分で考え自分で行動できる人。

【若手社員インタビュー】
Q. 入社したきっかけ、建設業で働く理由は？
A.人の生活に欠かせない仕事なので、誇りに思えるから。
Q. 仕事のやりがいは？
A.億単位の仕事を自分の責任のもと、動かしていけること。
Q.社風をひとことでいうと？
A.切磋琢磨し合いながら成長していく会社です。
Q.就職活動中の方にひとこと！
A.土木業界は技術と資格を取得する事で、長く働くことができ、
安定した収入を得ることが可能です。

生コンとは・・・
街中を走っているコンクリート
ミキサー車に入っているもので、
ビルやトンネル、道路などの
社会インフラを作るのに欠かせ
ないものです。

人々の暮らしや産業活動に決して
欠かすことのできない「水」。給排
水設備は、欠かすことができないラ
イフラインです。みなさんが安全に
水道水を使うことができるように、
建物の給排水設備の保守会社と
して真摯に「水」と向き合っていま
す。現在、営業所は関東甲信地
域の全てをカバーしています。


