


建設業（土木施工管理・舗装施工管理）

※技術者（現場監督）として活躍して頂きます。

高等学校卒業予定者

※高等学校卒業以上で建設業に興味がある方なら、どなたでも歓迎。

２名～３名

※男性・女性は問いません。

熊本県内での建設現場

※別紙受注実績をご覧ください。

８：００～１７：３０

※１日実働８時間。休憩時間を含んでいます。

普通自動車免許

※会社で使用する車にマニュアル車があります。

￥１７５，４００－（基本給）

※年１回の昇給があります。

年２回（７月・１２月）

※安全現場表彰・優良現場表彰・永年勤続表彰などもあります。

通勤手当・資格手当・残業手当・深夜手当・宿泊手当

※通勤は自分の車にて通勤してもらい、通勤距離に応じて支払います。

日曜日・祝日・第２、第４土曜日の他、指定休日（平成30年度：年間休日１０５日）

※当社カレンダーがあります。その他有給休暇が取得出来ます。

社会保険完備・退職金制度・社宅有

※パソコンなどの必要品は会社から貸与します。

対 象

給 料

時 間

休 日

資 格

待 遇

勤務地

諸手当

賞 与

職 種

採用人数



諫山工業株式会社

設立 昭和２２年５月（１９４７年）

総合建設業

【土木工事業・建築工事業・舗装工事業】

資本金

平成２７年度　１４．４億円

平成２８年度　１４．５億円

平成２９年度　１５．９億円

代表取締役 諫山　努

常務取締役 前田　亨

常務取締役 清崎　栄治

営業部 １名

総務部 ４名

熊本工事部 ２１名

水俣工事部 １８名

本社 〒８６２－０９５９

熊本市中央区白山３丁目２番１５号

TEL　０９６－３６６－０１３６

FAX　０９６－３６２－３０６３

ホームページ

http://isayamakougyo.jp/

電子メール

isayama＠lime.ocn.ne.jp

営業所 水俣営業所

〒８６７－００１２

熊本県水俣市古城１－１１－４５

TEL　０９６６－６２－３５６５

FAX　０９６６－６３－７６８１

電子メール

isayamam＠lime.ocn.ne.jp

関連企業 株式会社　水俣アスコン

〒８６７－００６８

熊本県水俣市浜松町５－６０

TEL　０９６６－６８－２２５０

FAX　０９６６－６２－１１８３

電子メール

m-asukon＠popiar.ocn.ne.jp

８，０００万円

いさやまこうぎょう

４４名【男性４０名】【女性４名】

事業内容

社名

受注高

役員

従業員数



件数 金額 件数 金額 件数 金額

20件 540,058,000 27件 476,764,000 13件 302,529,000

2件 3,020,000 1件 78,900,000

3件 92,259,000 4件 61,950,000 4件 2,908,000

2件 182,100,000 2件 103,005,000

1件 693,000

4件 38,868,000 7件 421,105,000 8件 726,758,000

2件 53,420,000 2件 2,530,000

1件 209,000

187件 590,228,000 225件 439,197,000 235件 373,391,000

218件 1,446,533,000 266件 1,453,129,000 266件 1,590,230,000

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

合計

益城、山都地区

宇土、宇城地区

人吉、五木地区

水俣、芦北地区

天草地区

地区名

熊本市

八代地区

阿蘇地区

山鹿市

菊池地区

玉名地区

本社

水俣営業所



土木（道路改良）
48%

舗装
23%

土木（橋梁）
11%

建築
6%

土木（下水道）
2%

土木（河川改修）
2%

その他
8% 受注内容（金額）

土木（道路改良）

舗装

土木（橋梁）

建築

土木（下水道）

土木（河川改修）

その他

元請での受注, 
83%

下請での受注 , 
17%

受注形態（金額）

元請での受注

下請での受注

国土交通省
35%

熊本市
22%熊本県

12%

JNC（チッソ）
9%

九州電力
4%

その他民間
18%

発注者別

国土交通省

熊本市

熊本県

JNC（チッソ）

九州電力

その他民間



6:00 起床
朝食・支度
通勤に1時間程度

7:30 現場着
8:00 作業開始

下請け業者とミーティング

現場巡回
進捗確認

測量
丁張等

12:00 昼食・休憩

12:50 下請け業者とミーティング
13:00 作業開始

現場巡回
安全施設確認

デスクワーク
提案資料作成等

17:00 作業終了
下請け業者とミーティング

17:45 帰宅準備

19:00 帰宅
家族と夕ご飯

子供とテレビを見ながら団欒

23:00 就寝
犬と一緒に就寝

建設業に興味があって就職活動時に、学校の先生からの紹介でした。
当時、50年の歴史があり堅実な企業だったのでぜひここで働きたいと思いました。
23年たった今でもこの判断は間違っていなかったと思います。

国土交通省発注の九州横断自動車道延岡線の建設工事に関わっています。
現場監督で、発注者と打ち合わせを行いながら協力業者と一緒に道路を
造っています。

入社始めは、現場毎に作業内容が異なることがあるのでその作業を理解する
ことが大変でした。
今でも特殊な工事を担当した時は、日々勉強しています。

仕事をしていて大変だなと思ったことは何ですか？

1日の勤務スケジュール

社員　Q＆A

なぜ、この会社を選んだのですか？本当の理由を教えてください。

今、どんな仕事に関わっていますか？

工事部主任 /  森本京史（41歳）

平成7年入社 23年目

Q

A

Q

A

Q

A

就活の生徒さんに一言

慣れない就活で大変と思いますが、自分の夢を現実

できる企業に出会えるように頑張ってください。

インタビュー時点での担当現場

九州横断道(嘉島～山都)小皿木地区改良工事

工事場所

熊本県上益城郡山都町北中島地内



5:30 起床
朝食・支度、芸能ニュースを見る
通勤に30分程度

7:20 現場着
8:00 作業開始

上司とミーティング

測量
丁張等

安全施設設置
危険箇所の明示等

12:00 昼食・休憩

13:00 作業開始
上司とミーティング

測量
丁張等

17:00 作業終了
安全書類作成
測量計算

18:20 帰宅準備

19:00 帰宅
夕御飯

ダイエット中で豆腐と野菜のみ

23:30 就寝
YouTubeを見ながら就寝

高校在学時に弊社の現場見学をした際、現場監督の方が気さくで喋り易かった
のがきっかけです。

現在は熊本地震で被災した阿蘇郡西原村にある桑鶴大橋の復旧工事に携わって
いて、毎日現場で測量をしています。
1日でも早い熊本復興の為日々頑張っています。

現場に出ると夏は炎天下、冬はとても寒い中で測量をするのが大変です。
ただ、健康にはいいし運動になるので自分は現場が大好きです。
今は、毎日が勉強ですが、1日でも早く工事を任せてもらえる様に努力しています。

仕事をしていて大変だなと思ったことは何ですか？

1日の勤務スケジュール

社員　Q＆A

なぜ、この会社を選んだのですか？本当の理由を教えてください。

今、どんな仕事に関わっていますか？

工事部主任補 /  澤田直哉（21歳）

平成27年入社 4年目

Q

A

Q

A

Q

A

就活の生徒さんに一言

今は就活で毎日が大変と思いますが、ここで頑張れば

将来必ず自分に返ってくるので頑張ってください。

インタビュー時点での担当現場

熊本高森線桑鶴大橋復旧工事

工事場所

熊本県阿蘇郡西原村桑鶴地内



7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

昼食（１時間の休憩）

7：50 作業員全員でのミーティング

8：00 作業員全員でのラジオ体操

8：30 測量

10：00 測量

10：15 鉄筋自主検査

12：00 鉄筋自主検査

13：00 事務所にて書類作成

下請け作業員の方が仕事をする為、設計図面

に基づき、高さ、位置など測量をします。

この測量を頼りに作業員の方は仕事します。

基本は2人１組で作業します。

下請け業者が組立た鉄筋が図面

通りに出来ているか本数や間隔、

設置位置などをチェックします。

写真などを撮ります。

15：00 事務所にて書類作成

午前中にチェックした鉄筋

出来形を書類としてまとめ

ます。

出来形、写真などは専用ソ

フトを使用してまとめますの

で簡単です。

15：30 発注者による検査

16：30 発注者による検査

発注者が図面通りに出来て

いるかチェックします。

午後に作成した書類をここ

で使用します。

発注者の対応、写真を撮っ

たりします。

17：45 帰宅

16：40 検査書類まとめ

17：30 検査書類まとめ

7：40 現場事務所到着

事務所で発注者が検査した

結果をまとめます。

まとめ終わったら発注者へ

書類を提出します。

下請け業者さんと当日の

作業の打合せ、安全に対する

注意などを行います。

17：35 現場事務所片付け



過去のインターンシップ(実習体験)からの質問事項

　Q01.一人前になるにはどれくらいかかりますか？

A1. 入社し2～3年で測量や書類作成などの技術・ノウハウは習得出来ると思います。
ただし、2級土木施工管理技士以上の資格を取得しないと工事責任者にはなれません。
工事責任者になって、会社から仕事を任せられれば一人前です。

実務経験年数3年で国家試験の2級土木施工管理技士の受験資格があります。
2級土木施工管理技士になって5年後に1級土木施工管理技士の試験
2級土木施工管理技士→小・中規模工事の担当(早ければ入社4年目）
1級土木施工管理技士→大規模工事の担当（早ければ入社9年目)

　Q02.作業をしているイメージがあるのですが何をしているのですか？

A2.

　Q03.休日はありますか？残業はするのですか？

A3.

　Q0４.女性でもできる仕事ですか？

A4. 出来ます。男女に関わらず知識とヤル気があれば誰でも出来ます。
先輩方が優しくサポートします。

　Q05.建設業は怖い人が多いイメージが実際はどうなんですか？

A5. 太陽の下で働いているので良く日焼けしている人が多いです。その上、体格がいい人が多いので
怖いイメージがあると思いますが気さくで優しい人が多いです。

　Q06.通勤にはどのくらい時間がかかりますか？

A6. 直行直帰のため現場ごとにバラツキはありますが、遠い所で1時間程度です。
あまりにも遠い時は泊まる事もあります。
　※人吉や八代市内での現場では泊まることがありました。

　Q07.人と関わる事が苦手なのですが出来ますか？

A7. 出来ます。先輩方が話しやすい雰囲気を作ってくれるので徐々に慣れていきます。

私たちの仕事は、機械のオペレーターや作業員に指示を出し、工事が円滑に進むよう現場を管理する
事です。また、発注者と交渉や打合せをすることも重要な仕事の一つです。
デスクワークやパソコンを使う業務が多いですが、現場で写真を撮ったり、高度な測量機器を用いて
測量したりもします。管理業務が主なので、作業員と一緒に同じ作業をすることはありません。

現場（職場）には女性専用の仮設トイレ（洋式）や更衣室を完備したりして少しでも女性が働きやす
くなる様環境を整えます。。男性に比べるとまだまだ少数ですが、近年は確実に女性技術者が増えて
おり、国や地方自治体も色んな制度でもって女性の活躍を後押ししています。

基本的には4週6休で、残業は1日当たり30分～1時間程度する事が多いです。
繁忙期になると、日曜日のみ休みになることが多いです。（１～２カ月程度）また、残業は検査前に
なると遅くまでする事もあります。ただし、以前は残業するほど働き者という風潮がありましたが、
最近はその逆で、残業を減らして如何に効率よく仕事をするかが求めらる様になってきました。私達
もダラダラせず、早く帰れるように日々頑張っています。

補足


