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■オホーツク商工会議所協議会（北見・網走・紋別・遠軽・美幌・留辺蘂商工会議所）　　■北見市（北見市若者就活応援センター）　
■北見工業大学　　■北見工業大学後援会KITげんき会

お問い合わせ/北見商工会議所　
TEL0157-23-4111（担当/池亀）

会場
北見工業大学 
第2体育館

令和5年3月卒業（修了）予定の道内大学生・大学院生・短大生・北見市内専門学校生等
対象学生

（北見市公園町165 番地）　

　13：00
～16：30
（受付12：00）172 木

オホーツク合同企業セミナー
2
0
2
2

令和4年3月卒業（修了）予定者も可。ただし企業によって採用を終了している場合があります。
企業研究を目的とした現大学1～2年生の参加も可能です。

入場
無料

予約
不要

オホーツク企業
30社が
集結！

新しいチ
カラ

探してま
す。

新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、中止となる場合があります。当日はマスクの着用、検温、アルコール消毒による
手指消毒など感染対策の実施についてご協力いただくとともに、37.5℃以上の発熱のある方のご入場はお断りさせていただきます。
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オホーツク合同企業セミナーの概要

目　的

オホーツク地域の中小企業では、求職・求人の手法が大きく変化していることや、

労働者人口の減少などにより、人員・人材の確保が困難な状況となっており、道内教育機関

からの人員・人材の確保を図ることを目的としオホーツク合同企業セミナーを実施する。

主　催

2022年

受付

主催者あいさつ・全体説明

説明会

12：00～

13：00～13：10

13：10～16：30

日　程

北見工業大学 第2体育館（北見市公園町165番地）
会　場

会場案内図 会場

令和5年3月卒業（修了）予定の道内大学生・大学院生・短大生・北見市内専門学校生等

対象学生

■参加学生はスーツを着用し、学生証を持参のうえ、全体説明開始10分前までに受付を済ませてください。

■受付終了後、会場にて全体説明会を行います。

■企業担当者は、面接や筆記試験等の採用活動は行わないことといたします。

その他

30
参加企業数

社
2月17日㈭

令和4年3月卒業（修了）予定者も可。ただし企業によって採用を終了している場合があります。
企業研究を目的とした現大学1～2年生の参加も可能です。

■オホーツク商工会議所協議会（北見・網走・紋別・遠軽・美幌・留辺蘂商工会議所）　　
■北見市（北見市若者就活応援センター）　
■北見工業大学　　■北見工業大学後援会KITげんき会

第１
体育館

第 2体育館

出入口

講堂

職員専用駐車場

正門

武道場

工業大学入口バス停

◀至 JR 北見駅 至網走・女満別空港▶国道39号線

学生用
駐車場

学生用駐車場

※お車でお越しの際は、
　学生用駐車場をご利用
　いただけます。

駐
輪
場

駐
輪
場

校
舎

第 2
体育館

N
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参 加 企 業 名

㈱システムサプライ

㈱三和システムサービス

三和工業㈱

㈱倉本鉄工所

きたみらい農業協同組合

北見通運㈱

北見第一木材㈱

㈱北見コンピューター・ビジネス

岡村建設㈱

大槻理化学㈱

伊藤機械㈱

天内工業㈱

注）企業名横および各ページ左上段の表記は
　 ①大…大学生　院…大学院生　短…短大生　専…専門学校生を示し、それぞれの採用予定があることを表しています。
　 ②令和4年3月卒……セミナー当日時点での令和4年3月卒の採用活動の継続状況を示しています。

設備工事業

製材業・木質系建築資材販売業

情報通信業

対象：大・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・専
令和4年3月卒：終了

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：終了

対象：大・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短
令和4年3月卒：終了

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：未定

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

5P

6P

7P

8P

9P

10P

11P

12P

13P

14P

15P

16P

4P

情報通信業

運輸（総合物流業）

鉄工業

建設業

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

卸売業

卸売業

建設業

官公庁

複合サービス事業

システム開発業

北見市役所・
北見地区消防組合

17P

18P

19P

20P

食品小売業（スーパーマーケット）

自動車小売・卸売業

測量業・建設コンサルタント業

自動車小売業

ネッツトヨタ北見㈱

トヨタカローラ北見㈱

㈱ドボク管理

㈱道東アークス

対象：大・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・短・専
令和4年3月卒：継続中
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注）企業名横および各ページ左上段の表記は
　 ①大…大学生　院…大学院生　短…短大生　専…専門学校生を示し、それぞれの採用予定があることを表しています。
　 ②令和4年3月卒……セミナー当日時点での令和4年3月卒の採用活動の継続状況を示しています。

33P

26P

21P

27P

28P

29P

30P

22P

31P

測量業・建設コンサルタント業

食品製造業

総合建設業

電気工事業・電気通信工事業

総合建設業

建設コンサルタント業

総合建設業

専門技術サービス業
（建設コンサルタント業・測量業）

製造業

㈱渡辺組

丸玉木材㈱

㈱丸田組

㈱マルキチ

益村測量設計㈱

㈱北杜設計

㈱パル設計事務所

㈱早水組

谷口電工㈱
対象：大・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：終了

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：未定

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

㈱そうけん

サン技術コンサルタント㈱

㈱菅野組

23P障害福祉業

建設業

対象：大・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

32P

24P

25P

建設コンサルタント業

社会福祉法人　 
網走桂福祉会

建設業等

参 加 企 業 名
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北見市民温水プール
冷暖房空調設備工事・地中熱ヒートポンプ工事
H27.3 完成

JAきたみらい
小麦乾燥調製貯蔵施設
H19完成

〒099-0878　北見市東相内町10番地7
TEL　0157-36-8011
FAX　0157-36-8078
URL:http：//www.amanai.co.jp
人事担当者/総務部　佐藤

会社名
所在地

代表者
創業
資本金

天内工業株式会社
〒099-0878　北見市東相内町10番地7
TEL 0157-36-8011
FAX 0157-36-8078 ■採用予定数

履歴書、卒業見込証明書、
学業成績証明書、健康診断書

代表取締役　伊藤　嘉高
昭和35年8月
2,550万円

従業員数

年商
事業内容 冷暖房・空調・給排水衛生設備工事業・

土木・解体・アスベスト除去工事業・
機械機器設置工事業
地中熱ヒートポンプ工事業
30名

企業概要

採用情報

天内工業株式会社

18億9,000万円

施工実績

北見市庁舎
地中熱ヒートポンプ工事
R2.12完成

技術職 3名

面接

■応募提出書類

■選考方法

豊かな環境を未来のために。

工事経歴例

　当社のスローガンである「豊かな環境を未来のた
めに」という言葉は、未来の子供たちの為に、今ある
豊かな自然環境を残しながら、快適な生活環境を提
供したいという思いから成り立っています。
　当社は、管工事業、上下水道プラント工事を事業の柱
としながら、土木・解体・アスベスト除去工事、地中熱
ヒートポンプ工事などの工事も手掛けております。
　特にプラント工事については、浄水場できれいな水

を作り出す仕事に携わり、下水処理場では皆さんが
使った水をきれいにする機械を設置したり、修繕する
仕事をしております。
　私たちは、仕事を通じて、ライフラインを創造し、
地球環境の保全に貢献し続けていきたいと考えてお
ります。私たちと、熱い思いを持って、環境について
一緒に考え、創造しませんか。

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

会社概要
取 扱 品 目

創 業

資 本 金

代 表 者

売 上 高

従 業 員

所 在 地

工大卒業者…1名

伝導機器、機械工具、産業機械、工作機械、ステンレス材、プラント配管資材、電設資材

平成18年7月

8,000万円

飯田　博史

令和二年度　2990百万円

35名（北見本社）　全社54名

本社　　　〒099-1587　北見市豊地17番1　　TEL0157-57-6700  FAX0157-57-6660
釧路支店　〒085-0044　釧路市川端町3番地8　TEL0154-32-0005　FAX0154-23-3151

h t t ps : / /www. i t o -mach ine . j p /

伊藤機械株式会社　公式ホームページ（ i t o - m a c h i n e . j p ）

伊 藤 機 械 株 式 会 社

検 索

本社　　北見市豊地17番1

伊藤機械株式会社 

対象：大・専
令和4年3月卒：継続中

代表者からのメッセージ

WORKER‘SVOICE 現場の声

笑いのある明るい職場
「仕事中は真面目に」や「喋らずに」など会社によっては異なりますが、弊社は社員同士仲が良く笑いな

がら仕事をする場面が沢山あります。お客さんを交えて世間話はもちろん、色々な人と話す機会が多

くのびのびと仕事していますもちろん間違えるとこわいお叱りもちゃんとあります…（笑）

これから自分の未来を切り拓いていくのは自分自身です。待っていても始まりません。
だからこそ出来ることが皆さんには、沢山備わっています。あなたの力が必要です。
さあ一緒に働いてみませんか？明るい未来がここにある！
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創　　　　業
法  人  設  立
資     本     金
年　　　　商
社 員 数
代 表 者

会社経歴

1963年7月1日 （昭和38年）
1977年3月19日 （昭和52年）
4,250万円
43億円　（2021年3月期）
56名（2021年12月末）
代表取締役社長　　田中　伸一

・一般試薬・輸入試薬・ライフサイエンス試薬・工業薬品・化成品・食品添加物
・科学機器・分析機器・汎用理化学機器・実験設備・環境測定機器・バイオ関連機器
・硝子器具・プラスチック製品・臨床検査試薬・医療用機器・医療用器具・医薬品

1963 年 7月

 ( このほかに定年まで勤め退職された方が4名 )工大OB　6名在籍活躍中

大槻中央薬品株式会社（合併により、現㈱ほくやく）の
理化学部門として北見市に創業

1977年  3月 大槻中央薬品株式会社より理化学部門が分離独立して、
大槻理化学株式会社を設立

2021年 4月 創立44周年（創業58周年）を迎える

2007年 10月 本社に営業支援部（水処理営業担当）を設置

勤務と待遇

勤 務 地／北海道内（道東地区）
勤 務 時 間／9：00～18：00

休　　　　日／土・日・祝、年末年始、お盆
初　　任　　給／大卒営業　194,800 円
　　　　　　　（住宅手当、家族手当など別途支給）　　　　　　　
　　　　　　　　（通勤手当は別途一律5,000円支給）

採用予定職種／①ルート営業

②技術サービス

日帰り圏内にある大学や研究機関、企業の品質管理部門、医
療機関の検査室や諸官庁へ定期的に訪問し、理化学器械等を
PR する仕事です。 入社後は、在学中に学んだ知識をもとに、
商品勉強会などを通 じて基礎知識を習得しながら 6ヶ月 ~1
年程度先輩社員の営業 活動に同行することで顧客の現状や課
題を把握し、問題解決の ための「提案型営業」を身につけます。

販売する機器の据付、メンテナンス、緊急修理対応を行う仕
事です。

昇　　　給／年１回　
賞　　　与／ 年３回（夏・冬・決算賞与）
　　　　　　 燃料手当別途支給
福 利 厚 生／厚生年金、健康保険、雇用保険、
　　　　　　 中小企業退職金共済
募 集 学 科／不問（大学院不可）　
応 募 方 法 ／随時来社（電話連絡の上）
採用担当者／総務部・松江

北見工大OB

〒090-0056 北見市卸町１丁目６番地２
ＴＥＬ　0157-36-7211
ＦＡＸ　0157-36-6589
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.ohtsuki-r.co.jp

営  業  拠  点

主要営業品目

北見営業部／釧路営業部／帯広営業部

「勤務」道東地区　 　　　　

自己資本比率 2021年3月末決算時

（北見・釧路・帯広） 「職種」①ルート営業　②技術サービス
※詳細は下記「勤務と待遇」の項を参照

32.2% 銀行借入残高 2021年12月末現在0円

上記の商品の販売および関連機器の据付・メンテナンス

対象：大
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短・専
令和4 年3月卒：継続中
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創　　　　業
法  人  設  立
資     本     金
年　　　　商
社 員 数
代 表 者

会社経歴

1963年7月1日 （昭和38年）
1977年3月19日 （昭和52年）
4,250万円
43億円　（2021年3月期）
56名（2021年12月末）
代表取締役社長　　田中　伸一
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・科学機器・分析機器・汎用理化学機器・実験設備・環境測定機器・バイオ関連機器
・硝子器具・プラスチック製品・臨床検査試薬・医療用機器・医療用器具・医薬品

1963 年 7月

 ( このほかに定年まで勤め退職された方が4名 )工大OB　6名在籍活躍中

大槻中央薬品株式会社（合併により、現㈱ほくやく）の
理化学部門として北見市に創業

1977年  3月 大槻中央薬品株式会社より理化学部門が分離独立して、
大槻理化学株式会社を設立

2021年 4月 創立44周年（創業58周年）を迎える

2007年 10月 本社に営業支援部（水処理営業担当）を設置

勤務と待遇

勤 務 地／北海道内（道東地区）
勤 務 時 間／9：00～18：00

休　　　　日／土・日・祝、年末年始、お盆
初　　任　　給／大卒営業　194,800 円
　　　　　　　（住宅手当、家族手当など別途支給）　　　　　　　
　　　　　　　　（通勤手当は別途一律5,000円支給）

採用予定職種／①ルート営業

②技術サービス

日帰り圏内にある大学や研究機関、企業の品質管理部門、医
療機関の検査室や諸官庁へ定期的に訪問し、理化学器械等を
PR する仕事です。 入社後は、在学中に学んだ知識をもとに、
商品勉強会などを通 じて基礎知識を習得しながら 6ヶ月 ~1
年程度先輩社員の営業 活動に同行することで顧客の現状や課
題を把握し、問題解決の ための「提案型営業」を身につけます。

販売する機器の据付、メンテナンス、緊急修理対応を行う仕
事です。

昇　　　給／年１回　
賞　　　与／ 年３回（夏・冬・決算賞与）
　　　　　　 燃料手当別途支給
福 利 厚 生／厚生年金、健康保険、雇用保険、
　　　　　　 中小企業退職金共済
募 集 学 科／不問（大学院不可）　
応 募 方 法 ／随時来社（電話連絡の上）
採用担当者／総務部・松江

北見工大OB

〒090-0056 北見市卸町１丁目６番地２
ＴＥＬ　0157-36-7211
ＦＡＸ　0157-36-6589
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.ohtsuki-r.co.jp

営  業  拠  点

主要営業品目

北見営業部／釧路営業部／帯広営業部

「勤務」道東地区　 　　　　

自己資本比率 2021年3月末決算時

（北見・釧路・帯広） 「職種」①ルート営業　②技術サービス
※詳細は下記「勤務と待遇」の項を参照

32.2% 銀行借入残高 2021年12月末現在0円

上記の商品の販売および関連機器の据付・メンテナンス

対象：大
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短・専
令和4 年3月卒：継続中
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対象：大・院・専
令和4年3月卒：終了

社 　 名

代 表 者

所 在 地

株式会社北見コンピューター・ビジネス

代表取締役 島岡　司

設 　 立

資 本 金

平成9年5月

2,000万円

売 上 高 3億728万円（令和2年度実績）

自治体、民間企業、メーカー系企業を主要取引先とし、システム設計・開発(約58%)、 
システム導入支援(約20%)、システム運用保守(約8%)、機器販売等(約14%)を行っております。

社員構成
社 員 数： 41名(北見本社20名・札幌支店19名・東京営業所2名) 
主な職種：システム営業、システムエンジニア、プログラマー、Webデザイナー

北見本社:北見市北 2 条西 3 丁目 6 番地 NUPS ビル 
札幌支店:札幌市中央区北1条西8丁目2-39 ISM 札幌大通

　システム受託開発、パッケージシステム導入支援(クラウド型含む)、ネットワークやサーバ構築、 システム運用保守ま
で一貫したサービスを提供しております。昨今では、クラウドビジネスにも力 を入れ、クラウドインテグレーターとして
も幅広く展開しております。また、システム受託開発に おいては、オープンソースソフトウェアによる開発に早くから着
手し、現在では Ruby 言語を主体 としたソフトウェア開発が高い評価を頂いております。

認 定
プライバシーマーク(09)、きたみワーク・ライフ・バランス 第3ステージ認定 

ISO/IEC27001 情報セキュリティマネジメントシステム登録

事業内容

募集職種

雇用形態

給　　与

［募集要項］

システムエンジニア・プログラマー

正社員 （※入社3ヵ月間は試行採用期間）

勤 務 地 北見、札幌、東京

9:00~18:00（休憩12:00~13:00）

完全週休2日制、祝祭日、夏季(3 日)、冬季(2 日)、年末年始(12/31~1/3)ほか ※年間休日 125 日

基本給 : （大卒）174.500 円/（大学院卒）178,100円 /（専門学校・短大卒）155,500円
手   当 : 時間外手当・役職手当・資格手当・勤務地手当・通勤手当・燃料手当 
賞   与 : 初年度:年2回（12月、3月）　2年目以降:年3回（6月、12月、3月）

休日休暇

勤務時間

福利厚生等 永年勤続表彰、資格取得奨励制度、退職金制度、社員融資制度ほか

選考方法 書類選考、適性検査、面接(一次・二次)

北見本社・札幌支店・東京営業所選考場所

応募書類 履歴書(写真添付)、成績証明書、卒業見込証明書

担当:大西 TEL:0157(22)1600 E-Mail:soumu@k-cb.co.jp採用に関するお問合せ

職種
事務職、技術職(土木、建築、電気、機械、化学)、保健師、保育士、消防職 など
※令和5年度(令和5年4月1日)採用予定の職種及び人数は未定です。

自治体の仕事は、市民生活に関わる、
さまざまな分野の仕事があります。
あなたのスキルとセンスを、
まちづくりで発揮してみませんか？

給与・勤務の主な条件
大学卒182,200円（行政職給料表１級２５号俸）＋職務経験（前歴）で決定。
※定期昇給：毎年１月１日

勤務時間

週休日・休日

休暇制度

育児休業制度

1 日7時間45分（8:45～17:30、ただし12:00～13:00 は休憩時間）

週休日は土曜日・日曜日、休日は祝日と年末年始（12月29日～翌1月3日）

扶養手当

住居手当

通勤手当

期末・勤勉手当

扶養親族のある人に支給。（例：子ども10,000円）

借家に住んでいる人等に支給。（最高：27,000 円）

交通機関や自家用車を利用して通勤する人（2㎞以上）に支給。（最高：50,000 円）

年間で給料等の4.45か月分を支給。

（令和3年4月1日現在）

北見市大通西3丁目1番地1
担当/総務部職員課　人事係
ＴＥＬ　0157-25-1113
Mail : shokuin@city.kitami.lg.jp

北見市（北見市役所・北見地区消防組合）

3歳まで取得可能。小学校就学前までの部分休業制度や短時間勤務制度もあり。

年20日の年次有給休暇、ほかに夏季休暇（3日間）や結婚休暇等の特別休暇あり。
産前産後休暇は、各8週間は有給での休暇制度あり。

■手当／次に掲げるもののほか、時間外勤務手当、寒冷地手当、退職手当など。

初任給

健康・福祉 教育・文化

行政・
まちづくり 安全・防災

観　光くらし

対象：大・院・短・専
令和4 年3月卒：終了
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対象：大・院・専
令和4年3月卒：終了

社 　 名

代 表 者

所 在 地

株式会社北見コンピューター・ビジネス

代表取締役 島岡　司

設 　 立

資 本 金

平成9年5月

2,000万円

売 上 高 3億728万円（令和2年度実績）

自治体、民間企業、メーカー系企業を主要取引先とし、システム設計・開発(約58%)、 
システム導入支援(約20%)、システム運用保守(約8%)、機器販売等(約14%)を行っております。

社員構成
社 員 数： 41名(北見本社20名・札幌支店19名・東京営業所2名) 
主な職種：システム営業、システムエンジニア、プログラマー、Webデザイナー

北見本社:北見市北 2 条西 3 丁目 6 番地 NUPS ビル 
札幌支店:札幌市中央区北1条西8丁目2-39 ISM 札幌大通

　システム受託開発、パッケージシステム導入支援(クラウド型含む)、ネットワークやサーバ構築、 システム運用保守ま
で一貫したサービスを提供しております。昨今では、クラウドビジネスにも力 を入れ、クラウドインテグレーターとして
も幅広く展開しております。また、システム受託開発に おいては、オープンソースソフトウェアによる開発に早くから着
手し、現在では Ruby 言語を主体 としたソフトウェア開発が高い評価を頂いております。

認 定
プライバシーマーク(09)、きたみワーク・ライフ・バランス 第3ステージ認定 

ISO/IEC27001 情報セキュリティマネジメントシステム登録

事業内容

募集職種

雇用形態

給　　与

［募集要項］

システムエンジニア・プログラマー

正社員 （※入社3ヵ月間は試行採用期間）

勤 務 地 北見、札幌、東京

9:00~18:00（休憩12:00~13:00）

完全週休2日制、祝祭日、夏季(3 日)、冬季(2 日)、年末年始(12/31~1/3)ほか ※年間休日 125 日

基本給 : （大卒）174.500 円/（大学院卒）178,100円 /（専門学校・短大卒）155,500円
手   当 : 時間外手当・役職手当・資格手当・勤務地手当・通勤手当・燃料手当 
賞   与 : 初年度:年2回（12月、3月）　2年目以降:年3回（6月、12月、3月）

休日休暇

勤務時間

福利厚生等 永年勤続表彰、資格取得奨励制度、退職金制度、社員融資制度ほか

選考方法 書類選考、適性検査、面接(一次・二次)

北見本社・札幌支店・東京営業所選考場所

応募書類 履歴書(写真添付)、成績証明書、卒業見込証明書

担当:大西 TEL:0157(22)1600 E-Mail:soumu@k-cb.co.jp採用に関するお問合せ

職種
事務職、技術職(土木、建築、電気、機械、化学)、保健師、保育士、消防職 など
※令和5年度(令和5年4月1日)採用予定の職種及び人数は未定です。

自治体の仕事は、市民生活に関わる、
さまざまな分野の仕事があります。
あなたのスキルとセンスを、
まちづくりで発揮してみませんか？

給与・勤務の主な条件
大学卒182,200円（行政職給料表１級２５号俸）＋職務経験（前歴）で決定。
※定期昇給：毎年１月１日

勤務時間

週休日・休日

休暇制度

育児休業制度

1 日7時間45分（8:45～17:30、ただし12:00～13:00 は休憩時間）

週休日は土曜日・日曜日、休日は祝日と年末年始（12月29日～翌1月3日）

扶養手当

住居手当

通勤手当

期末・勤勉手当

扶養親族のある人に支給。（例：子ども10,000円）

借家に住んでいる人等に支給。（最高：27,000 円）

交通機関や自家用車を利用して通勤する人（2㎞以上）に支給。（最高：50,000 円）

年間で給料等の4.45か月分を支給。

（令和3年4月1日現在）

北見市大通西3丁目1番地1
担当/総務部職員課　人事係
ＴＥＬ　0157-25-1113
Mail : shokuin@city.kitami.lg.jp

北見市（北見市役所・北見地区消防組合）

3歳まで取得可能。小学校就学前までの部分休業制度や短時間勤務制度もあり。

年20日の年次有給休暇、ほかに夏季休暇（3日間）や結婚休暇等の特別休暇あり。
産前産後休暇は、各8週間は有給での休暇制度あり。

■手当／次に掲げるもののほか、時間外勤務手当、寒冷地手当、退職手当など。

初任給

健康・福祉 教育・文化

行政・
まちづくり 安全・防災

観　光くらし

対象：大・院・短・専
令和4 年3月卒：終了
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北見第一木材
代表取締役 田尾 忠正 
〒099-0878
北海道北見市東相内町675番地の3
0157-36-2421
0157-36-2423
kitadai1@coral.ocn.ne.jp
http://kitamidaiichi.main.jp
1,000万円
松製材製造販売
集成材販売 
2×4ディメンションランバー販売 
2×4パネル・トラス製作
合板類・住宅用建材・輸入建材販売
解体工事等
ウッドデッキ・フェンス・外構工事
D・BOX販売
FSS(フレーミングサポートシステム)

木のぬくもりと心地よさを、確かな技術と環境への想いとともに伝えます

対象：大・短・専
令和4年3月卒：継続中

会社概要

プロフィール

会社概要

■会社名

弊社は昭和16年創業、昭和31年会社設立の木材会社です。 北見市及び近隣市町村の建設・工務店様が主要なお
客様です。現在、建築製材の工場は少なくなっており、北見近郊ではほとんどありません。 わたしたちは、確かな
技術力で地元のお客様の要望に細かい対応をした経営をしています。お客様と当社従業員の幸せを第一に考え、
木のぬくもりと心地よさを環境への想いとともに伝えることを経営 理念としています。
「木」は人類にとって永遠のパートナーです。一緒に「木」の仕事をしてみませんか。

募集職種 営業職
雇用形態 正社員
職務内容 

初 任  給 大学卒 210,000円(諸手当含)
休　　日 隔週休2日 年末・年始休暇 GW休暇 お盆休暇
福利厚生 各社保完備

■代表者
■所在地

■ＴＥＬ
■ＦＡＸ
■Email
■ＵＲＬ
■資本金
■事業内容

主に北見市内のお取引様の建築会社・工務店様に、建築用製材・建材のご案内を行いま
す。 先輩スタッフとの同行や事務所業務を通じて、商品知識・お客様のことなどを覚
えていただきます。 お客様に訪問・ご連絡を取り、お困りごとや今後の建築工程等を
共有します。また、ご要望に応じて 打合せ・見積書の作成をします。

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

本　社　北海道北見市豊地93番地1
電　話　（0157）66-1200（代）
U R L  http://kitamitsuun.co,jp

■創業
■資本金
■年商
■従業員数

昭和25年9月1日

4,901.5万円

66億2,000万円（令和2年度実績）

344名（社員207名、パート・季節雇用137名）※令和3年12月現在

■企業概要 全国一の生産量を誇る北見産の玉葱をはじめ、自然豊かなここオホーツクの大地と海から生まれた農産物・海
産物を、トラック及びJRコンテナで全国各地へ輸送するのが私たちの仕事です。私たちは「地域に根ざしー未来
へ」を企業理念に掲げ、地域密着企業として71年の歴史を刻み、変わりゆく故郷北見にあって、変わらずにこの
地域の物流を担ってきました。社会のグローバル化が進む現代に於いて、この理念を踏まえた上で海外へ
フィールドを拡げています。地域のお客さまの様々なニーズにお応えできるよう、流通させる商品の最適化を
ご提案させて頂きながら、街から街へ、人から人へと、お客さまの大切な商品を「安心で、安全に」輸送する事が、
私たちの仕事であり使命です。私たちの業務は多岐にわたり、物流の様々な分野でのプロフェッショナルとし
て活躍できる会社です。常に新しい事へチャレンジし、元気で明るい人材を求めています。

北海道から九州まで、大量の荷物を時間通りに運搬可能なネットワーク

また、輸送単位当たりの CO2 の排出量が少ないため、環境に優しい輸送手段です。

JR コンテナ輸送

物流アウトソーシング事業

■大量の荷物を遠くに
貨物列車26両分は最大で、10tトラック65台分の輸送が可能

■時間通りに
交通トラブルに巻き込まれることがないため、貨物列車は
決められた走行速度で時刻表通りに正確な運行が可能

■全国に
貨物駅は全国に約150ヶ所。1日約500本の
貨物列車が全国で活躍しています。

受託施設 : 網走港小麦集出荷施設 コンテナ輸送用貨物列車 受託施設 : 相内玉ねぎ集出荷施設 

農産物の集荷・選果場運営・出荷から消費地への輸送に至る一貫対応が当社の強みです。
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設立
出資金
取扱高
職員数
代表理事
事業所
事業内容

2003年2月

48.4億円

627.6億円(販売取扱高 451.2億円 購買取扱高 176.4億円)

403名(内正職員 277名)

組合長　大坪広則

北見市（常呂町域除く）・置戸町・訓子府町

農業協同組合法に基づく営農指導・販売・購買・信用・共済・総務ほか

きたみらい農業協同組合

　きたみらい地域は、オホーツク管内の中央に位置し、北見市（常呂
町区域を除く）、置戸町、訓子府町の１市２町を区域としています。

生産量全国一の玉ねぎをはじめ多くの農畜産物を生産しており、
全国の皆様のもとに届けられています。

　当ＪＡでは「現場第一主義」の理念のもと、生産現場へ出向き、
農家組合員との絆を深めながら、北海道農業の魅力を発信しています。
　また、20代の若手職員が80名程在籍しており、出身地も様々で、
活気のある職場環境となっています。

■採用予定職種
■勤務地
■勤務時間

■休日
■初任給
■昇給
■賞与
■福利厚生
■応募方法

■採用窓口

総合職(大卒・院了)、一般職(短大卒)
北見、温根湯、留辺蘂、置戸、訓子府、相内、上常呂、端野
8時40分~17時00分(4月~10月)
9時00分~17時00分(11月~3月)
第2、4土曜日・日曜日・祝日・年末年始・お盆等
大卒 181,230 円 /  院了 184,940 円  / 短大卒 165,210 円
年1回
年3回（2020年実績6.0ヵ月分）、燃料手当
社会保険完備、退職金制度、他
マイナビJAきたみらいHPよりエントリー。
ダイヤモンド就活ナビ「オホーツクＪＡグループ」ＨＰよりエントリーも可能です。
総務企画部 企画人事グループ　土田
℡：0157-32-8782　
e-mail：kyohei.tsuchida@kitamirai.ja-hokkaido.gr.jp

勤務と待遇

●PR

対象：大・院・短
令和4年3月卒：終了

組合員のもとへ“出向く”サポート体制国内最大規模の玉ねぎ集出荷施設 食農教育の一環として
地元小学生の施設見学の受入

マイナビ2023　
JAきたみらいページ▲

対象：大・院・短･専
令和4 年3月卒：継続中

まちづくり・ひとづくり・ものづくり～私たちの技術と共に～

　弊社は、地域に密着した鉄工所を目指して昭和２１年に創業しました。“顧客のあらゆる要望にできる限り応えた
い”との意を込めて、自ら「まち（北見）のよろず鍛冶屋（総合鉄工所）」と自負し、鉄工に関する総合化並びに多角化を
目指しています。
　現在、技術部門は設計・開発・管理を行うエンジニアリング事業部と、機械・製缶・板取の３部門を有する生産事業
部で構成され、自社による一貫した生産・管理を行っています。その結果、設計から製作・据付に至るまでの総合
技術力を高く評価頂き、水処理・廃棄物処理プラントは、全国一円の自治体や大手メーカーを対象に自社製品・Ｏ
ＥＭとしての納入実績が有ります。
今後も北見の地に根を張り、「まちづくり・ひとづくり・ものづくり～私たちの技術と共に～」をスローガンとして
常に自己研鑽に努め、地域・社員・企業の永続的な繁栄を目指していきます。

◆事業概要

◆会社概要 ◆募集要項

廃棄物処理場向／ごみ投入扉 廃棄物処理場向／焼却炉 水処理場向／沈砂掻揚機

一般産業用／移動式ビート原料
受入除土積上装置

廃棄物処理場向／アルミ選別機 一般産業用／異物除去装置

会社名　　株式会社倉本鉄工所
所在地　　〒090-0811 北海道北見市泉町1丁目 4番 12号
 　TEL：(0157)24-2031　FAX：(0157)61-1149
代表者　　代表取締役会長　倉本宏
　　　　　代表取締役社長　倉本真
創　業　　1946年9月1日
従業員　　37名（2021年現在）
取引銀行　　日本政策金融公庫旭川支店　北洋銀行北見中央支店
　　　　　北見信用金庫南大通支店　　北海道銀行北見支店
　　　　　遠軽信用金庫北見支店
許可等　　特定建設業許可（特-27 オ第 913号）
　　　　　管、機械器具設置、鋼構造物、水道施設

募集職種：技術系（設計・調達・工事・工程管理等）
雇用形態：正社員
勤務時間：8:00 ～ 17:00（休憩 90分含む）
勤 務 地：北海道北見市泉町（転勤なし）
初 任 給：195,000 円（別途通勤手当支給）
休　　日：週休2日制
　　　　（日曜・祝日、第4土曜、お盆、年末年始等）
賞　　与：令和2年度実績　平均2.97ヶ月分
福利厚生（各種保険、諸手当）：
　　　　　雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、
　　　　　通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、
　　　　　退職金制度あり、退職金共済あり

採用担当連絡先（履歴書送付先）　株式会社倉本鉄工所 総務部
〒090-0811 北海道北見市泉町1丁目 4番 12号
TEL：(0157)24-2031 ( 平日 8:00 ～17：00)　FAX：(0157)61-1149　E-mail：soumu@kuramoto-tekkohsyo.co.jp

◆工事実績

12



設立
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取扱高
職員数
代表理事
事業所
事業内容
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初 任 給：195,000 円（別途通勤手当支給）
休　　日：週休2日制
　　　　（日曜・祝日、第4土曜、お盆、年末年始等）
賞　　与：令和2年度実績　平均2.97ヶ月分
福利厚生（各種保険、諸手当）：
　　　　　雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、
　　　　　通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、
　　　　　退職金制度あり、退職金共済あり

採用担当連絡先（履歴書送付先）　株式会社倉本鉄工所 総務部
〒090-0811 北海道北見市泉町1丁目 4番 12号
TEL：(0157)24-2031 ( 平日 8:00 ～17：00)　FAX：(0157)61-1149　E-mail：soumu@kuramoto-tekkohsyo.co.jp

◆工事実績
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会社概要
創 業

資本金

代表者 

従業員数

売上高

住所

電話番号

FAX

支店

事業内容

総合建設業

対象：大・院・短･専
令和4 年3月卒：継続中

昭和24年1月1日

3,000万円

代表取締役 松谷 光浩

40名【内女性:土木部1名、第1工事部1名、総務部4名】

令和2年度 　 1,443,036千円
令和元年度 　1,607,050千円

〒090-0831　北海道北見市西富町 1 丁目 8 番 1 号

0157-23-4025

0157-23-4040

札幌支店

土木建設業、とび・土工工事業、管工事業、鋼構造物工事業
舗装工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、解体工事業、造園工事業

仕事内容
〇元請負者として各種の土木・設備工事を一式で発注者から直接請負い、工事全体のとりまとめをします。 
〇専門工事業者を統括して工程・品質・原価・安全などの管理をします。 
〇設計図書に基づいて資材を調達し、下請けの専門工事業に外注して工事を進めていきます。

募集要項
土木・設備の施工管理技術職
土木部:土木工事、水道施設工事、造園工事
第1工事部:管工事 
大学卒 225,000円~
昇給年 1 回(7月)1,000 円~15,000 円/月 
賞与年 3 回(7月・10月・12月)
8:30~17:30
週休二日制・夏期休暇・年末年始休暇・年間休日107 日(会社カレンダーによる)
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金共済・定期健康診断

三和工業㈱ホームページ&InstagramQR

募集職種
業務内容

初任給
昇給・賞与

勤務時間
休日・休暇
福利厚生

3・3・3号中央大通改築工事 

アルゴグラフィックス北見カーリングホール 

対象：大・院・短･専
令和4 年3月卒：未定

私たちは地方自治体のお客様から民間企業のお客様まで

様々な業種のお客様の抱える問題を解決して参りました。

法改正の対応や業務効率化などお客様の抱える問題の解

決のために、自社で開発したシステムの提案や、業務に適

したOA機器、事務機器、オフィス家具等の提案販売を行っ

ています。昨今では、クラウド化やテレワーク、リモート面

談などのネットワーク環境整備のご要望も多くいただい

株式
会社

〒090-0021　北見市北１条東５丁目１番地　Ｋ‘ｓビル１階
TEL：0157-26-3811　　FAX：0157-26-3813
URL:　http://www.kk-sanwa-ss.co.jp

地域に根ざして 30 年以上、
様々な業種のお客様にご愛顧いただいております

企業ＰＲ

■所 在 地
■代 表 者
■設　　立
■売 上 高
■資 本 金
■従業員数
■平均年齢
■平均勤続年齢

北見市北1条東5丁目1K’sビル1階
代表取締役　西村　清一
1988年12月
1,211,135千円
1,000万円
27人
44歳
12年

会社概要

採用情報

ております。システム開発やネットワーク環境構築、事務

機器のメンテナンスなど専門的な業務ですが、未経験の方

でも、社内で勉強会を実施しておりますので心配ありませ

ん！実際に働いている従業員も未経験者が殆どです！勤

務先は北見だけですので、転勤等の心配もありません。こ

の北見で是非一緒に働きましょう！

■募集職種

■勤務地
■勤務時間
■給与
■昇給/賞与
■諸手当
■休日・休暇

担当：総務部 津幡(つばた)
　　　TEL：0157-26-3811／FAX：0157-26-3813
　　　MAIL:　tsubata@kk-sanwa-ss.co.jp

当社HPはコチラ▶

システムエンジニア　(システム開発・保守)
営業販売スタッフ　(OA機器・事務機・オフィス家具・パッケージソフト等の提案販売)
事務機サービス　(コピー機メンテナンス)
ネットワーク技術者　(ネットワーク構築・保守)

北見市北１条東５丁目１番地　Ｋ‘ｓビル１階
9：00～17：30（休憩1時間）
月額　170,000円～180,000円（スキルにより評価します)
昇給　年1回（会社業績による）/ 賞与　年2回（会社業績による）
燃料手当　/　家族手当　/　扶養手当　/　住宅手当　/　通勤手当
週休2日（土・日）　/　祝日　/　年末年始休暇　/　夏季休暇　/　特別休暇　/　慶弔休暇　/　有給休暇

連絡先
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会社概要
創 業

資本金

代表者 

従業員数

売上高

住所

電話番号

FAX

支店

事業内容
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3,000万円

代表取締役 松谷 光浩
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〇専門工事業者を統括して工程・品質・原価・安全などの管理をします。 
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賞与年 3 回(7月・10月・12月)
8:30~17:30
週休二日制・夏期休暇・年末年始休暇・年間休日107 日(会社カレンダーによる)
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金共済・定期健康診断

三和工業㈱ホームページ&InstagramQR

募集職種
業務内容
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勤務時間
休日・休暇
福利厚生

3・3・3号中央大通改築工事 

アルゴグラフィックス北見カーリングホール 

対象：大・院・短･専
令和4 年3月卒：未定

私たちは地方自治体のお客様から民間企業のお客様まで

様々な業種のお客様の抱える問題を解決して参りました。

法改正の対応や業務効率化などお客様の抱える問題の解

決のために、自社で開発したシステムの提案や、業務に適

したOA機器、事務機器、オフィス家具等の提案販売を行っ
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27人
44歳
12年
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機器のメンテナンスなど専門的な業務ですが、未経験の方

でも、社内で勉強会を実施しておりますので心配ありませ

ん！実際に働いている従業員も未経験者が殆どです！勤

務先は北見だけですので、転勤等の心配もありません。こ

の北見で是非一緒に働きましょう！
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■給与
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担当：総務部 津幡(つばた)
　　　TEL：0157-26-3811／FAX：0157-26-3813
　　　MAIL:　tsubata@kk-sanwa-ss.co.jp

当社HPはコチラ▶

システムエンジニア　(システム開発・保守)
営業販売スタッフ　(OA機器・事務機・オフィス家具・パッケージソフト等の提案販売)
事務機サービス　(コピー機メンテナンス)
ネットワーク技術者　(ネットワーク構築・保守)

北見市北１条東５丁目１番地　Ｋ‘ｓビル１階
9：00～17：30（休憩1時間）
月額　170,000円～180,000円（スキルにより評価します)
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連絡先
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設立
代表者
資本金
年商
従業員数
主要取引先

主要加盟団体
グループ会社

昭和58年2月
代表取締役　門脇　武一
4,000万円
5億1,000万円（R3年度 1月決算）
30名（R4年1月現在）
製造業・流通業・建設工事業他、JA・漁協等1次産業関連、行政・金融・医療等公共関連、
NECグループ・京セラ・三菱電線工業他
北海道中小企業家同友会、北見市商工会議所、産業クラスター研究会オホーツク支部
株式会社イソップアグリシステム、株式会社イソップフーズ、株式会社ＯＤＣ

システム開発 ソフトフェア開発、情報化に対する調査及び企画立案

ネットワーク構築 インターネット、拠点間ネットワーク、セキュリティ環境の構築

運用管理・評価 情報システム診断・保守・運用、セキュリティ評価サポート

地域情報発信 地域ユーザ情報発信、ホームページ作成

コンサルティング 地域における課題を解決するための企画や啓蒙セミナー

会社概要

応募職種

採用学科
採用予定人数
給与

■システムエンジニア ■ネットワークエンジニア
■プログラマ　■企画・営業　
全学科対象
1～2名
大卒者185,000円～

北見工業大学卒業　2017年4月入社

賞与
休日

休暇
勤務地
勤務時間

年2回　7月・12月（実績に応じて）
週休2日制（会社カレンダーによる）
年間110日程度
年末年始休暇、有給休暇、慶事休暇等
北見市
8：30～17：30（休憩：12：00～13：00）

求人情報

〒090-0001　北見市小泉386番地3
ＴＥＬ　0157-24-2763
FAX  0157-24-2873
Mail : info@system-supply.net
http://www.system-supply.net/

　当社は〈地域ニーズをシステムへ〉を経営方針とし、《ソフ
トウェアを核とするネットワークとコンピューターのワンス
トップソリューション》の情報エンジニアリング企業を目指
しています。

　地元の企業だからこそお客様との距離が近く、声をすぐに聞くことができるため、とてもやりがいを感じ
ています。IT企業は幅広い分野の業務知識を求められるため、日々の業務で様々な経験を蓄積・吸収していく
ことができると思います。これからも会社での役割を明確にし、一歩一歩進んでいけたらと思っていますで、
色々な人と関わりながらぜひ一緒に頑張りましょう。

●先輩より一言

株式会社 システムサプライ

人と情報の調和を目指して

〈経営理念〉

事業内容

人・組織・社会と情報の関わりの中で、新しい価値を創出（システム）し、提供（サプライ）することを使命とする

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

仕事内容

株式会社道東アークス

地域のライフラインとして、
価値ある商品・サービスを低価格で提供し、
豊かな暮らしに貢献します。

道東アークスは、オホーツク管内でスーパーマーケットを展開

しています。当日調理した商品を当日中に召し上がって頂きた

く、少量生産のデメリットを手作り感のメリットに換えて美味

しさを追求し、オホーツク管内のお客様に期待を超えた価格と

サービスを提供してまいります。また、笑顔が絶えないフレンド

リーな職場作りを目指して、感謝を忘れずお客様に満足してい

ただける地域に密着したスーパーマーケットとし、安全安心な

商品サービスを提供し続けてまいります。

勤務と待遇

採用職種 総合販売職
勤務地 北見市、網走市、美幌町、斜里町
初任給 大卒／195,000円

短大・専門卒／169,000円
昇給 年1回（4月）
賞与 年2回（6月・11月）
休日 年間107日（シフト制　月平均8～9日）
福利厚生 社会保険完備、退職金、特別休暇、

社員買物、永年勤続、資格取得補助、
映画・宿泊補助、地域限定社員制度、
国内流通視察 等

店舗での販売業務で、売場管理・商品管理・在庫管理、接客対

応等の販売の基本を経験することから始まります。販売の基本

をしっかり勉強し、お客様にとって心地の良い買物の場を効率

よく作れるような実力を早期に身に着けて頂きます。その後、

能力・適性等に応じて店長・バイヤー等のスペシャリストや

ゼネラルマネジメントスタッフの道にチャレンジして頂きま

す。人と接する事が好きで、地域貢献に従事したいと考えてい

る方を求めています。

会社概要

会社名 株式会社道東アークス
本社所在地 〒090-0056

北海道北見市卸町3丁目3番地3
 TEL 0157-36-5121

　　設立 1959年12月
　　代表者 篠原　肇
　　事業内容 食品スーパーマーケット
　　資本金 4億5千万円
　　売上高 206億円
　　経常利益　　4.4億円
　　従業員 836名
　　店舗数 14店舗（北見市、網走市、

   美幌町、斜里町）

対象：大・短・専
令和4年3月卒：継続中
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ことができると思います。これからも会社での役割を明確にし、一歩一歩進んでいけたらと思っていますで、
色々な人と関わりながらぜひ一緒に頑張りましょう。

●先輩より一言

株式会社 システムサプライ

人と情報の調和を目指して

〈経営理念〉

事業内容

人・組織・社会と情報の関わりの中で、新しい価値を創出（システム）し、提供（サプライ）することを使命とする

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

仕事内容

株式会社道東アークス

地域のライフラインとして、
価値ある商品・サービスを低価格で提供し、
豊かな暮らしに貢献します。

道東アークスは、オホーツク管内でスーパーマーケットを展開

しています。当日調理した商品を当日中に召し上がって頂きた

く、少量生産のデメリットを手作り感のメリットに換えて美味

しさを追求し、オホーツク管内のお客様に期待を超えた価格と

サービスを提供してまいります。また、笑顔が絶えないフレンド

リーな職場作りを目指して、感謝を忘れずお客様に満足してい

ただける地域に密着したスーパーマーケットとし、安全安心な

商品サービスを提供し続けてまいります。

勤務と待遇

採用職種 総合販売職
勤務地 北見市、網走市、美幌町、斜里町
初任給 大卒／195,000円

短大・専門卒／169,000円
昇給 年1回（4月）
賞与 年2回（6月・11月）
休日 年間107日（シフト制　月平均8～9日）
福利厚生 社会保険完備、退職金、特別休暇、

社員買物、永年勤続、資格取得補助、
映画・宿泊補助、地域限定社員制度、
国内流通視察 等

店舗での販売業務で、売場管理・商品管理・在庫管理、接客対

応等の販売の基本を経験することから始まります。販売の基本

をしっかり勉強し、お客様にとって心地の良い買物の場を効率

よく作れるような実力を早期に身に着けて頂きます。その後、

能力・適性等に応じて店長・バイヤー等のスペシャリストや

ゼネラルマネジメントスタッフの道にチャレンジして頂きま

す。人と接する事が好きで、地域貢献に従事したいと考えてい

る方を求めています。

会社概要

会社名 株式会社道東アークス
本社所在地 〒090-0056

北海道北見市卸町3丁目3番地3
 TEL 0157-36-5121

　　設立 1959年12月
　　代表者 篠原　肇
　　事業内容 食品スーパーマーケット
　　資本金 4億5千万円
　　売上高 206億円
　　経常利益　　4.4億円
　　従業員 836名
　　店舗数 14店舗（北見市、網走市、

   美幌町、斜里町）

対象：大・短・専
令和4年3月卒：継続中
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対象：大・短・専
令和4年3月卒：継続中

■募集予定職種

■業務内容

■採用対象（卒業予定）
■採用予定数
■必要スキル・条件
    （不問・資格・能力等）

令和3年3月卒業者

営業職・整備職・総合職　　　　　　　　　  　　　 

トヨタ自動車製 新車販売・一般中古車販売・自動車整備・自動車用品販売・保険業務他 

お客さまのカーライフ全般を当社独自のフォローアップシートによりサポートを
行ってもらいます（車両購入促進、車検、定期点検、保険満期案内等）

車検・点検・一般整備を行います。

経理・総務・企画等の一般事務

大学・短大・高専・専門学校・高校・不問
職種ごとに３人
普通自動車免許（AT限定は不可）

■勤務地
■勤務時間
■休日

■給与
■諸手当
■賞与

共通項目

本社及び各店舗
9時30分～18時30分（実働　7時間30分）
月曜・祝日・その他会社指定日
年間休日104日
大卒 180,000円
通勤手当・住宅手当・家族（既婚者）
年2回（6月・12月）

■加入保険
■寮・社宅
■応募方法
■試験内容
■提出書類

健康・厚生・雇用・労災
否
推薦自由併用
一般常識・作文・面接
履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、
健康診断書

採用情報

会社概要

会社名

業種

代表者

トヨタカローラ北見株式会社

自動車販売・整備

代表取締役　國安　幹夫

設立年月（和暦）

資本金（万円）

従業員数

昭和40年1月

4,000万円

114名

本社   〒090-0831　北見市西富町2丁目19番7号
ＴＥＬ　0157-24-6166
ＦＡＸ　0157-31-4924
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.corolla-kitami.co.jp/
採用担当／管理部　岡村 直樹
担当アドレス／okamura@corolla-kitami.co.jp

支店　網走・紋別・美幌・遠軽・斜里

昭和40年の創業以来、常にお客さまの事を考え、最善を尽くしてカーライフのサポートに努めてきました。
令和2年5月よりトヨタ自動車製の新車をほぼ全て扱う様になり、車種のバリエーションが増え今まで以上にお客様の要
望に応えられる様になりました。ヤリスクロスなど先進の技術を装備した車などが増えてきます。車に興味がある方、是
非お話だけでも聞きに来てください。　お待ちしています。

●企業PR

対象：大・短・専
令和4年3月卒：継続中

営業職

整備職
総合職
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対象：大・短・専
令和4年3月卒：継続中

■募集予定職種

■業務内容

■採用対象（卒業予定）
■採用予定数
■必要スキル・条件
    （不問・資格・能力等）

令和3年3月卒業者

営業職・整備職・総合職　　　　　　　　　  　　　 

トヨタ自動車製 新車販売・一般中古車販売・自動車整備・自動車用品販売・保険業務他 

お客さまのカーライフ全般を当社独自のフォローアップシートによりサポートを
行ってもらいます（車両購入促進、車検、定期点検、保険満期案内等）

車検・点検・一般整備を行います。

経理・総務・企画等の一般事務

大学・短大・高専・専門学校・高校・不問
職種ごとに３人
普通自動車免許（AT限定は不可）

■勤務地
■勤務時間
■休日

■給与
■諸手当
■賞与

共通項目

本社及び各店舗
9時30分～18時30分（実働　7時間30分）
月曜・祝日・その他会社指定日
年間休日104日
大卒 180,000円
通勤手当・住宅手当・家族（既婚者）
年2回（6月・12月）

■加入保険
■寮・社宅
■応募方法
■試験内容
■提出書類

健康・厚生・雇用・労災
否
推薦自由併用
一般常識・作文・面接
履歴書、卒業見込証明書、成績証明書、
健康診断書

採用情報

会社概要

会社名

業種

代表者

トヨタカローラ北見株式会社

自動車販売・整備

代表取締役　國安　幹夫

設立年月（和暦）

資本金（万円）

従業員数

昭和40年1月

4,000万円

114名

本社   〒090-0831　北見市西富町2丁目19番7号
ＴＥＬ　0157-24-6166
ＦＡＸ　0157-31-4924
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.corolla-kitami.co.jp/
採用担当／管理部　岡村 直樹
担当アドレス／okamura@corolla-kitami.co.jp

支店　網走・紋別・美幌・遠軽・斜里

昭和40年の創業以来、常にお客さまの事を考え、最善を尽くしてカーライフのサポートに努めてきました。
令和2年5月よりトヨタ自動車製の新車をほぼ全て扱う様になり、車種のバリエーションが増え今まで以上にお客様の要
望に応えられる様になりました。ヤリスクロスなど先進の技術を装備した車などが増えてきます。車に興味がある方、是
非お話だけでも聞きに来てください。　お待ちしています。

●企業PR

対象：大・短・専
令和4年3月卒：継続中

営業職

整備職
総合職
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対象：大・院・短･専
令和4 年3月卒：継続中

北見市東三輪3丁目22番地　TEL.０１５７－24－0010
http://netz-kitami.jp 

代 表 者
設　　　立
資 本 金
売 上 高
常勤従業員
主な社歴

河合　昭德 、栗山　太郎
昭和44年2月
3,000万円
33億円
101名

●昭和44年4月
●昭和55年7月
●昭和63年9月
●平成　3年2月
●平成　6年5月

営業開始
本社社屋新築
網走店新築
紋別店新築
美幌店新築

●平成10年8月
●平成13年4月
●平成21年10月
●平成28年10月

トヨタオートからネッツトヨタへVI変更
マイカーセンター移転
ネッツトヨタオホーツクと合併
遠軽店新築

お問 い合 わせ

■店　　舗

■平均年令
■勤務時間
■休日休暇
■福利厚生
■教育研修

北見・北見マイカーセンター・網走・紋別・美幌・遠軽 
［網走支庁管内６ヶ所・販売店舗６ヶ所／サービス店舗５ヶ所］
全社平均45.3歳（男性平均45.8歳/女性平均33.5歳）
9：00～17：30（1時間休憩有り）
年間１０５日（火曜、祝日、Ｇ・Ｗ、夏期、年末年始、選択休月1日、誕生日）
各種社会保険制度・退職金制度・マイカー購入優遇制度・財形貯蓄
新入社員教育、１－３年次教育、ステップアッププログラム教育、
専任トレーナーによる３段階ステップアップ教育、業務ステップ教育、各種研修

概要

●特色

　入社時はクルマの知識が乏しかったのですが、先輩から
日々学び、現在クルマの知識が増え、毎日がとても楽しく充
実しています。お客様と接する機会もあり、「ありがとう」と
言われた時は、とてもうれしく、この仕事を選んで良かった
と思える時間でもあります。
クルマに興味のある人、一緒にガンバリませんか。

　私は営業部保険課に一般事務員として入社し、日々楽しく
働いています。入社当時はわからない事だらけで不安でした
が、先輩方が優しくサポートしてくれるため今ではその不安
も無くなりました。今でもわからない事が多いですが、一人で
難しい作業をこなした時の達成感は忘れる事ができません。
保険募集人資格を取得して、現在も勉強中ですが　自分のス
キルを上げる為に、日々頑張っています。

道東の拠点都市北見市を中心にトヨタ自動車のディーラーとして堅実な発展を続け、クルマの販売を通じて
地域社会に貢献し、社員とその家族の幸福を築いていくことを企業の目標とする会社です。

豊富な取扱車種体系［トヨタ自動車の新車全車種］
コンピュータ導入による効率的な営業体制の確立。

「企業の繁栄はすなわち社員の幸福」という明るい雰囲気の中で全社員元気一杯張り切っています。

1

2

3

4

   北見店 サービス   堀口　菜津美
令和３年３月　東藻琴高等学校卒 

   清信　菜摘  

 平成31年３月 　北見緑陵高等学校卒

■本社　管理部
■担当／市橋　信行・林　貴弘

TEL (0157)24-0010
FAX (0157)61-8802
E-mail n-ichihashi@netz-kitami.jp
http://netz-kitami.jp

● ●
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北見信金
三輪支店様

北海道北見バス　三輪・小泉線
大通より10分、陸運支局入口下車、徒歩1分

JR
北見
駅

JR石北本線
至網
走

トヨタカローラ
北見様

営業部 保険課

北見市北進町３丁目１０番１８号
TEL 0157-31-6080 FAX 0157-22-6313

「フレックスタイム制」 の会社です

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

Q.どのような仕事をやっているの？
公共事業での土木施設全般の計画や設計などを請け負っている会社です。特に上下水
道や道路、宅地造成、公園緑地などの都市施設関連設計を得意としています。また、それ
に伴う測量や各種調査も行っています。

Q.どのようなところから仕事を受けているの？
北海道、北見市はじめオホーツク管内市町村から多くの仕事を請け負っています。

Q.勤務時間は？
働き改革の一環として、フレックスタイム制を導入しております。コアタイムは午前
10時から午後3時までですが、その日の都合に応じて出社、退社時間を自ら決めるこ
とができます。

Q.年間就業日数などは？
土・日曜、祝祭日が休みの他、夏期、冬期、指定有休などがあります。2021年実績では、
実稼働日数240日、休日 123日でした。

Q.会社の特徴は？
この種の仕事を請け負う会社の中でも国土交通省の登録要件を満たして、建設コンサ
ルタント業登録されている専門会社です。もちろん測量業登録もされています。小規模
ながら各種団体の代表を担うなど、地元業界では認知度の高い会社です。専門性が高い
仕事のため、その専門技術力を示すためには関係分野の資格が必要ですが、当社の技術
スタッフ全員が複数の資格を所有しており、その種類、延べ人数は中堅企業にも負けな
いくらいです。

当社へのQ＆A

パル設計事務所株式
会社

■会社概要

社会基盤整備に貢献し、誇り
が持てる仕事です。 いっし
ょに国、地域づくりを考えて
みませんか。 もう少し詳し
い話を聞きたいという方、下
記に連絡ください。 

TEL0157-31-6080
E-mail pal@palplan.com
担当：橘　邦彦

道路計画設計

上下水道計画設計

宅地造成計画設計

その他土木施設全般の
計画設計

各種測量調査

公園緑地計画設計

社会基盤整備のサポート
建設事業に係わる調査・企画・設計

代  表 者 富 山  佳 男
設　　立 昭和62年9月16日
資 本 金 1,000万円
事業内容 土木施設の設計計画　測量調査
 その他建設事業に関する各種企画、調査
業 登 録 建設コンサルタント業（建30）第7864号
 測量業（7）-17181
従業員数  9 名 
出資会社  株式会社オーピス
  GNSS、UAV測量専門会社）　
主な受注先 北海道　北見市他オホーツク管内市町村
所属団体 網走測量設計協会  北見測量設計協会 
そ の 他 北見工業大学地元就職奨学金賛助企業              

※フレックスタイム制とは出勤時間や退勤時間、
　1日の労働時間を従業員自身が決められる制度です。
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対象：大・院・短･専
令和4 年3月卒：継続中

北見市東三輪3丁目22番地　TEL.０１５７－24－0010
http://netz-kitami.jp 

代 表 者
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各種社会保険制度・退職金制度・マイカー購入優遇制度・財形貯蓄
新入社員教育、１－３年次教育、ステップアッププログラム教育、
専任トレーナーによる３段階ステップアップ教育、業務ステップ教育、各種研修

概要

●特色

　入社時はクルマの知識が乏しかったのですが、先輩から
日々学び、現在クルマの知識が増え、毎日がとても楽しく充
実しています。お客様と接する機会もあり、「ありがとう」と
言われた時は、とてもうれしく、この仕事を選んで良かった
と思える時間でもあります。
クルマに興味のある人、一緒にガンバリませんか。

　私は営業部保険課に一般事務員として入社し、日々楽しく
働いています。入社当時はわからない事だらけで不安でした
が、先輩方が優しくサポートしてくれるため今ではその不安
も無くなりました。今でもわからない事が多いですが、一人で
難しい作業をこなした時の達成感は忘れる事ができません。
保険募集人資格を取得して、現在も勉強中ですが　自分のス
キルを上げる為に、日々頑張っています。

道東の拠点都市北見市を中心にトヨタ自動車のディーラーとして堅実な発展を続け、クルマの販売を通じて
地域社会に貢献し、社員とその家族の幸福を築いていくことを企業の目標とする会社です。

豊富な取扱車種体系［トヨタ自動車の新車全車種］
コンピュータ導入による効率的な営業体制の確立。

「企業の繁栄はすなわち社員の幸福」という明るい雰囲気の中で全社員元気一杯張り切っています。

1

2

3

4

   北見店 サービス   堀口　菜津美
令和３年３月　東藻琴高等学校卒 

   清信　菜摘  

 平成31年３月 　北見緑陵高等学校卒

■本社　管理部
■担当／市橋　信行・林　貴弘

TEL (0157)24-0010
FAX (0157)61-8802
E-mail n-ichihashi@netz-kitami.jp
http://netz-kitami.jp

● ●

●

北網
ダイハツ様

至旭川

西
４
号
線

西
５
号
線

北見信金
三輪支店様

北海道北見バス　三輪・小泉線
大通より10分、陸運支局入口下車、徒歩1分

JR
北見
駅

JR石北本線
至網
走

トヨタカローラ
北見様

営業部 保険課

北見市北進町３丁目１０番１８号
TEL 0157-31-6080 FAX 0157-22-6313

「フレックスタイム制」 の会社です

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

Q.どのような仕事をやっているの？
公共事業での土木施設全般の計画や設計などを請け負っている会社です。特に上下水
道や道路、宅地造成、公園緑地などの都市施設関連設計を得意としています。また、それ
に伴う測量や各種調査も行っています。

Q.どのようなところから仕事を受けているの？
北海道、北見市はじめオホーツク管内市町村から多くの仕事を請け負っています。

Q.勤務時間は？
働き改革の一環として、フレックスタイム制を導入しております。コアタイムは午前
10時から午後3時までですが、その日の都合に応じて出社、退社時間を自ら決めるこ
とができます。

Q.年間就業日数などは？
土・日曜、祝祭日が休みの他、夏期、冬期、指定有休などがあります。2021年実績では、
実稼働日数240日、休日 123日でした。

Q.会社の特徴は？
この種の仕事を請け負う会社の中でも国土交通省の登録要件を満たして、建設コンサ
ルタント業登録されている専門会社です。もちろん測量業登録もされています。小規模
ながら各種団体の代表を担うなど、地元業界では認知度の高い会社です。専門性が高い
仕事のため、その専門技術力を示すためには関係分野の資格が必要ですが、当社の技術
スタッフ全員が複数の資格を所有しており、その種類、延べ人数は中堅企業にも負けな
いくらいです。

当社へのQ＆A

パル設計事務所株式
会社

■会社概要

社会基盤整備に貢献し、誇り
が持てる仕事です。 いっし
ょに国、地域づくりを考えて
みませんか。 もう少し詳し
い話を聞きたいという方、下
記に連絡ください。 

TEL0157-31-6080
E-mail pal@palplan.com
担当：橘　邦彦

道路計画設計

上下水道計画設計

宅地造成計画設計

その他土木施設全般の
計画設計

各種測量調査

公園緑地計画設計

社会基盤整備のサポート
建設事業に係わる調査・企画・設計

代  表 者 富 山  佳 男
設　　立 昭和62年9月16日
資 本 金 1,000万円
事業内容 土木施設の設計計画　測量調査
 その他建設事業に関する各種企画、調査
業 登 録 建設コンサルタント業（建30）第7864号
 測量業（7）-17181
従業員数  9 名 
出資会社  株式会社オーピス
  GNSS、UAV測量専門会社）　
主な受注先 北海道　北見市他オホーツク管内市町村
所属団体 網走測量設計協会  北見測量設計協会 
そ の 他 北見工業大学地元就職奨学金賛助企業              

※フレックスタイム制とは出勤時間や退勤時間、
　1日の労働時間を従業員自身が決められる制度です。
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対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：未定

創業
資本金
年商
従業員数
事業所

1902年（明治35年）
1億円
501億円（H31.9月期）
796人
●工場 津別工場、茨城工場、舞鶴工場
●支店 札幌支店、大阪支店
●営業所 名古屋、福岡
●物流センター 埼玉、東京、神奈川
●その他 病院、ガソリンスタンド、自動車整備工場

〒092-0203　網走郡津別町字達美162番地
ＴＥＬ　0152-76-2111
ＵＲＬ：http://www.marutama-ind.com/
採用担当/管理部総務グループ　高橋

　丸玉木材の創業は1902年(明治35年)、北海道の地でマッチ軸木の製造が発祥であり、その後、 日本の合板の歴史が始
まった1910年代より合板を製造し、国内初のプリント合板の開発、さら にフローリング、内装建材へと加工の範囲を広
げてまいりました。 創業以来常に時代をリードする製品開発を行い、 木材加工業界における有力企業としての地位を 
確立しています。 また、当社併設の津別単板協同組合では、製品の製造過程で発生する端材を木質燃料とするバイオマ 
スコージェネレーション設備を導入し、化石燃料を使用する ことなく、工場へ熱・電気エネルギーのほぼ100%を供給し
ています。平成19年度実績で化石燃料を原油換算で24,000KL、CO2を69,000t削減しました。 
　 丸玉木材はこれからも地域・環境・人すべて共に栄える思想を持ち続け、『強い製造力』で生き残る企業をめざします。

　当社は品質管理面に重点をおくISO、設備管理面に 重点をおくTPM活動を2本柱とし、その相乗効果にて『強い製造力』
をもった工場を目指しています。 「固定観念に捉われず、発想力の豊かな方」「自ら考え、行動できる方」を丸玉木材は募
集しております。

※丸玉自社製品をふんだんに使用している本社及び津別工場新事務所。

■募集学部
■募集人員
■初任給
■年間の休日
■試験
■職種

問わない
未定
194,700円　 /　院卒　206,200円
115日（1年単位の変形労働時間）
面接
事務職（生産管理・品質管理・商品開発・営業・総務・経理・情報・バイオマスエネルギーセンター）

※北見工業大学出身者…39名在籍（R3.12現在）

募集要項

●企業PR

●求める人物像

北見工業大学出身の先輩の一言

日々の会計から会社の健康状態
を把握し、経営者に処方箋を渡す
仕事を行っています。身に着けた
経理知識を他者へ分かりやすく
説明できるようになるために現
在修行中です。

所属：管理部経理グループ
　　

設備の改善活動や新規の設備導
入に関する仕事に携わっていま
す。『創意と工夫』を意識して、
日々の業務に取り組んでおりま
す。

所属：生産技術部オフィスグループ

日頃、現場で働いている皆さんが
安心して働けるよう、設備・備品
管理や給与のお支払いなど、先輩
方にご指導頂きながら業務に取
り組んでいます。

所属：管理部 総務グループ

丸玉木材株式会社 
「木を育て、木を活かす」

対象：大・短・専
令和4 年3月卒：継続中

社会福祉法人　網走桂福祉会

◆概要

◆仕事内容

社会福祉法人網走桂福祉会
平成10年5月6日
理事長　髙田　巧
〒099‐2421
北海道網走市字呼人722番地１
0152-48-3037
98名
http://sunriseyopito.server-shared.com/

法人名
設立
代表者
住　所

電話番号
職員数
HP

社会福祉法人網走桂福祉会の願う物
それぞれの個性を持つ人たちが、「人として
の尊厳を守られ、自由であり権利について
平等である」ことをもとに、豊かな生涯の生
活が保障されることを願います。

障害を持った方が社会に参加して、選択の機会を確保しながら、その人らしく生きていくためには支
援を必要としています。ニーズと障害に合わせて障害者総合支援法に沿った福祉サービスを提供して
いくのが私たちのお仕事です。具体的には生活全般や作業などで障害を持った方を総合的にサポート
していきます。

◆募集要項
※福祉未経験の職員もたくさんいます

給与
賞与
諸手当

勤務時間
昇給

初任給　170,600円（大学卒）　158,600円（短大・専門学校卒）
年3回（6月、12月、3月）
住宅手当　寒冷地手当　通勤手当　資格手当　扶養手当　特定処遇改善手当
夜間勤務手当　宿直手当　役職手当　など
8:45～17:30　※配属部署によっては早番、遅番、夜勤などのシフトがあります
年1回　毎年4月
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対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：未定

創業
資本金
年商
従業員数
事業所

1902年（明治35年）
1億円
501億円（H31.9月期）
796人
●工場 津別工場、茨城工場、舞鶴工場
●支店 札幌支店、大阪支店
●営業所 名古屋、福岡
●物流センター 埼玉、東京、神奈川
●その他 病院、ガソリンスタンド、自動車整備工場

〒092-0203　網走郡津別町字達美162番地
ＴＥＬ　0152-76-2111
ＵＲＬ：http://www.marutama-ind.com/
採用担当/管理部総務グループ　高橋

　丸玉木材の創業は1902年(明治35年)、北海道の地でマッチ軸木の製造が発祥であり、その後、 日本の合板の歴史が始
まった1910年代より合板を製造し、国内初のプリント合板の開発、さら にフローリング、内装建材へと加工の範囲を広
げてまいりました。 創業以来常に時代をリードする製品開発を行い、 木材加工業界における有力企業としての地位を 
確立しています。 また、当社併設の津別単板協同組合では、製品の製造過程で発生する端材を木質燃料とするバイオマ 
スコージェネレーション設備を導入し、化石燃料を使用する ことなく、工場へ熱・電気エネルギーのほぼ100%を供給し
ています。平成19年度実績で化石燃料を原油換算で24,000KL、CO2を69,000t削減しました。 
　 丸玉木材はこれからも地域・環境・人すべて共に栄える思想を持ち続け、『強い製造力』で生き残る企業をめざします。

　当社は品質管理面に重点をおくISO、設備管理面に 重点をおくTPM活動を2本柱とし、その相乗効果にて『強い製造力』
をもった工場を目指しています。 「固定観念に捉われず、発想力の豊かな方」「自ら考え、行動できる方」を丸玉木材は募
集しております。

※丸玉自社製品をふんだんに使用している本社及び津別工場新事務所。

■募集学部
■募集人員
■初任給
■年間の休日
■試験
■職種

問わない
未定
194,700円　 /　院卒　206,200円
115日（1年単位の変形労働時間）
面接
事務職（生産管理・品質管理・商品開発・営業・総務・経理・情報・バイオマスエネルギーセンター）

※北見工業大学出身者…39名在籍（R3.12現在）

募集要項

●企業PR

●求める人物像

北見工業大学出身の先輩の一言

日々の会計から会社の健康状態
を把握し、経営者に処方箋を渡す
仕事を行っています。身に着けた
経理知識を他者へ分かりやすく
説明できるようになるために現
在修行中です。

所属：管理部経理グループ
　　

設備の改善活動や新規の設備導
入に関する仕事に携わっていま
す。『創意と工夫』を意識して、
日々の業務に取り組んでおりま
す。

所属：生産技術部オフィスグループ

日頃、現場で働いている皆さんが
安心して働けるよう、設備・備品
管理や給与のお支払いなど、先輩
方にご指導頂きながら業務に取
り組んでいます。

所属：管理部 総務グループ

丸玉木材株式会社 
「木を育て、木を活かす」

対象：大・短・専
令和4 年3月卒：継続中

社会福祉法人　網走桂福祉会

◆概要

◆仕事内容

社会福祉法人網走桂福祉会
平成10年5月6日
理事長　髙田　巧
〒099‐2421
北海道網走市字呼人722番地１
0152-48-3037
98名
http://sunriseyopito.server-shared.com/

法人名
設立
代表者
住　所

電話番号
職員数
HP

社会福祉法人網走桂福祉会の願う物
それぞれの個性を持つ人たちが、「人として
の尊厳を守られ、自由であり権利について
平等である」ことをもとに、豊かな生涯の生
活が保障されることを願います。

障害を持った方が社会に参加して、選択の機会を確保しながら、その人らしく生きていくためには支
援を必要としています。ニーズと障害に合わせて障害者総合支援法に沿った福祉サービスを提供して
いくのが私たちのお仕事です。具体的には生活全般や作業などで障害を持った方を総合的にサポート
していきます。

◆募集要項
※福祉未経験の職員もたくさんいます

給与
賞与
諸手当

勤務時間
昇給

初任給　170,600円（大学卒）　158,600円（短大・専門学校卒）
年3回（6月、12月、3月）
住宅手当　寒冷地手当　通勤手当　資格手当　扶養手当　特定処遇改善手当
夜間勤務手当　宿直手当　役職手当　など
8:45～17:30　※配属部署によっては早番、遅番、夜勤などのシフトがあります
年1回　毎年4月
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あり（若干名程度）
あり（若干名程度）
大卒　225,000円　大学院　240,000円
4月（年1回）
8月、12月（年2回）
8：30～17：30
土・日・祝日
住宅手当、通勤手当(2㎞より支給上限有)、家族手当、各種資格手当、燃料手当
健康、厚生、雇用、労災、特退金
あり（65歳）
あり
東大、早大、日大、中大、北見工大、北海道大学、東京農業大学、網走南ヶ丘高校、網走桂陽高校、他
新卒者並びに経験者
技術士（建設部門）・RCCM（建設部門）の資格保有者は面接の上、特に優遇致します。

サン技術コンサルタント 株式会社

代表者
事業内容

代表取締役　島田 元樹

１．一般土木測量調査設計
２．農業土木測量調査設計
３．用地測量調査・登記申請等
４．補償調査積算（土地調査・物件・営業特殊・事業損失）
５．影響調査（騒音・振動・地下水観測等）
６．ダム管理
７．開発行為・宅地造成等に基づく調査・設計
８．発注者支援業務
９．関連業務　土地家屋調査士・行政書士島田昭三事務所・一級建築士事務所

創業
資本金
従業員数
年商
支店・出張所

昭和51年4月
1,000万円
49人
65,000万円
札幌、北広島、北見

2022年度採用予定
2021年度中途採用予定
基本給
昇給
賞与
勤務時間
休日休暇
諸手当
福利厚生
定年
退職金制度
採用実績校
採用対象者

採用情報

〒093-0041 網走市桂町5丁目4番1号
ＴＥＬ　0152-44-9492
ＦＡＸ　0152-45-0471
お問い合わせ用メールアドレス　soumu@sun-ohk.co.jp
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.sun-ohk.co.jp/s/

建 設 コ ン サ ル タ ン ト ・ 補 償 コ ン サ ル タ ン ト ・ 測 量 業
一 級 建 築 士 事 務 所 ・ 土 地 家 屋 調 査 士 事 務 所

　サン技術コンサルタント㈱は、社会資本整備に関する調査・計画・設計のほか、施工する建設業に対する支援業務
も行っており、様々な角度から公共工事をサポートしております。
　北海道開発局や北海道、地元網走市をはじめ札幌市・江別市など道内市町村のコンサルタント業務や用地測量業
務のほか、建設業に対する技術提案や施工時の照査など広く人々に信頼され愛される総合コンサルタントを目指
しております。
　技術士・一級建築士・一級土木施工管理技士・測量士のほか、アスベスト診断士・環境管理士・公害防止管理者など
環境に関する有資格者もおり、技術者の資格取得にも前向きです。

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短･専
令和4 年3月卒：継続中

本社　　　〒093-0017　網走市南7条西4丁目6番地2

TEL 　　　0152-45-3058

FAX　　　0152-43-5164

URL　　　http://souken-net.com

採用担当　管理部 次長　佐藤 隆二

担当メールアドレス　soumu-sato@souken-net.com

会社名 株式会社そうけん

代表者 代表取締役 中村圭

設立 昭和52年4月

資本金 5,000万円

売上高 241,190万円

社員数 70名

事業内容 総合建設業

主な受注先 北海道開発局、

 北海道、道内各市町村

募集予定職種 技術職

初任給 大学卒230,100円

諸手当 技能手当、燃料手当、住宅手当、家族手当、資格手当

昇給・賞与 昇給/年1回　賞与/年2回（7月、12月）決算賞与

休日・休暇 完全週休二日制、お盆、年末年始ほか

 年間カレンダーによる（令和3年度年間休日数118日）

福利厚生 社会保険完備、再雇用制度、退職金制度、健康診断、制服貸与

勤務時間 8：30～17：30

勤務地 オホーツク管内/転勤なし

会社概要 募集要項

この街をつくり、この街をまもる。

網走に「そうけん」という会社があります！

そうけんで働くメリットについて

オホーツクで
働きたいという方

弊社の説明会では特にこういった方々のご来場をお待ちしています

その他少しでも建設業や弊社の取り組みに関心を持っていただけた方のご来場を

心よりお待ちしています。

弊社は本社を網走市内に構え、営業所な
らびに現場事務所もオホーツク管内で
す。管外への転勤もありません。北見市
から通勤している社員もいます。

誰からも信頼される
技術力を身につけたい方

経験豊かな技術者が親身にスキルアップ
の手助けをいたします。

自身の住む街での
活動に関心のある方

仕事を通じた地域交流はもちろん、レク
リエーションや 社会貢献活動での関わ
り合いは多いです。

資格を取得したい方

資格取得を特に厚く支援しています。 
働きながら専門学校への就学支援も行
っています。
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あり（若干名程度）
あり（若干名程度）
大卒　225,000円　大学院　240,000円
4月（年1回）
8月、12月（年2回）
8：30～17：30
土・日・祝日
住宅手当、通勤手当(2㎞より支給上限有)、家族手当、各種資格手当、燃料手当
健康、厚生、雇用、労災、特退金
あり（65歳）
あり
東大、早大、日大、中大、北見工大、北海道大学、東京農業大学、網走南ヶ丘高校、網走桂陽高校、他
新卒者並びに経験者
技術士（建設部門）・RCCM（建設部門）の資格保有者は面接の上、特に優遇致します。

サン技術コンサルタント 株式会社

代表者
事業内容

代表取締役　島田 元樹

１．一般土木測量調査設計
２．農業土木測量調査設計
３．用地測量調査・登記申請等
４．補償調査積算（土地調査・物件・営業特殊・事業損失）
５．影響調査（騒音・振動・地下水観測等）
６．ダム管理
７．開発行為・宅地造成等に基づく調査・設計
８．発注者支援業務
９．関連業務　土地家屋調査士・行政書士島田昭三事務所・一級建築士事務所

創業
資本金
従業員数
年商
支店・出張所

昭和51年4月
1,000万円
49人
65,000万円
札幌、北広島、北見

2022年度採用予定
2021年度中途採用予定
基本給
昇給
賞与
勤務時間
休日休暇
諸手当
福利厚生
定年
退職金制度
採用実績校
採用対象者

採用情報

〒093-0041 網走市桂町5丁目4番1号
ＴＥＬ　0152-44-9492
ＦＡＸ　0152-45-0471
お問い合わせ用メールアドレス　soumu@sun-ohk.co.jp
ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//www.sun-ohk.co.jp/s/

建 設 コ ン サ ル タ ン ト ・ 補 償 コ ン サ ル タ ン ト ・ 測 量 業
一 級 建 築 士 事 務 所 ・ 土 地 家 屋 調 査 士 事 務 所

　サン技術コンサルタント㈱は、社会資本整備に関する調査・計画・設計のほか、施工する建設業に対する支援業務
も行っており、様々な角度から公共工事をサポートしております。
　北海道開発局や北海道、地元網走市をはじめ札幌市・江別市など道内市町村のコンサルタント業務や用地測量業
務のほか、建設業に対する技術提案や施工時の照査など広く人々に信頼され愛される総合コンサルタントを目指
しております。
　技術士・一級建築士・一級土木施工管理技士・測量士のほか、アスベスト診断士・環境管理士・公害防止管理者など
環境に関する有資格者もおり、技術者の資格取得にも前向きです。

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

対象：大・院・短･専
令和4 年3月卒：継続中

本社　　　〒093-0017　網走市南7条西4丁目6番地2

TEL 　　　0152-45-3058

FAX　　　0152-43-5164

URL　　　http://souken-net.com

採用担当　管理部 次長　佐藤 隆二

担当メールアドレス　soumu-sato@souken-net.com

会社名 株式会社そうけん

代表者 代表取締役 中村圭

設立 昭和52年4月

資本金 5,000万円

売上高 241,190万円

社員数 70名

事業内容 総合建設業

主な受注先 北海道開発局、

 北海道、道内各市町村

募集予定職種 技術職

初任給 大学卒230,100円

諸手当 技能手当、燃料手当、住宅手当、家族手当、資格手当

昇給・賞与 昇給/年1回　賞与/年2回（7月、12月）決算賞与

休日・休暇 完全週休二日制、お盆、年末年始ほか

 年間カレンダーによる（令和3年度年間休日数118日）

福利厚生 社会保険完備、再雇用制度、退職金制度、健康診断、制服貸与

勤務時間 8：30～17：30

勤務地 オホーツク管内/転勤なし

会社概要 募集要項

この街をつくり、この街をまもる。

網走に「そうけん」という会社があります！

そうけんで働くメリットについて

オホーツクで
働きたいという方

弊社の説明会では特にこういった方々のご来場をお待ちしています

その他少しでも建設業や弊社の取り組みに関心を持っていただけた方のご来場を

心よりお待ちしています。

弊社は本社を網走市内に構え、営業所な
らびに現場事務所もオホーツク管内で
す。管外への転勤もありません。北見市
から通勤している社員もいます。

誰からも信頼される
技術力を身につけたい方

経験豊かな技術者が親身にスキルアップ
の手助けをいたします。

自身の住む街での
活動に関心のある方

仕事を通じた地域交流はもちろん、レク
リエーションや 社会貢献活動での関わ
り合いは多いです。

資格を取得したい方

資格取得を特に厚く支援しています。 
働きながら専門学校への就学支援も行
っています。
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対象：大・院・短･専
令和4 年3月卒：継続中

地域における社会資本の構想、計画・設計・維持等に至る役割を担い、未来の国土形成を行う 最先端の事業を
行っています。さらに成長するため、技術力向上を目的とした講習会参加や処遇改善に力をいれています

まずはCAD操作や先輩の仕事の補助を行って、土木の基礎
を学びスキルをアップして頂きます。 実務経験を積むと、国
家試験である土木施工管理技士、測量士などの受験資格応募
が可能になるため、挑戦して頂きます。

建設業をトータルコーディネイトする
建設コンサルタント業・測量業・地質調査業

事業内容

【担当者より】
ドローンでの空撮、3D技術、GNSS測量などの
最新技術にいち早く取り組んでいます。

資格取得希望者には助成金制度も用意しています。

（株）北杜設計 　担当 専務取締役 尾形（おがた）まで
〒093-0042  網走市潮見171-1　 TEL:0152-43-1953   FAX:0152-45-0739

建設コンサルタント

株式会社　北杜設計
ほくと

【OB】北見工業大学 令和2年3月卒の先輩が在籍しています。

設　　立 : 1980年(昭和55年4月)

資 本  金 : 3,000万円

売 上  高 : 2億602万円(令和3年3月期) 

従業員数 : 18名(うち女性3名)

本　　社 :網走市字潮見171番地の1 

道央支店 :札幌市中央区南3条西12丁目

執務状況 社内研修 ラジコンボートによる深浅測量

図面を描いたり、データ入力す
る仕事が多いため、与えられた
仕事に対してまじめにコツコ
ツできる方を求めています。

求める人物像

会社外観

勤務時間 8：30～17：30（休憩 60分）
給 与：基本給 大卒 ２１０，０００円 休　　日 完全週休二日制、祝日、

短大・高専卒 １９０，０００円 GW・夏期・年末年始休暇あり
高卒 １８０，０００円 年間休日120日以上

福利厚生 社会保険完備、退職金制度あり
勤 務 地 網走市

賞　与：年2回（夏・冬）＋3月（決算による）

採用情報

採用担当連絡先

未経験者歓迎、高卒以上、要普免（AT限定可）

通勤手当、資格手当（測量士補、技術士補も対象）
基本給＋時間外手当、技術手当、住宅手当、

対象：大
令和4年3月卒：継続中
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対象：大・院・短･専
令和4 年3月卒：継続中

地域における社会資本の構想、計画・設計・維持等に至る役割を担い、未来の国土形成を行う 最先端の事業を
行っています。さらに成長するため、技術力向上を目的とした講習会参加や処遇改善に力をいれています

まずはCAD操作や先輩の仕事の補助を行って、土木の基礎
を学びスキルをアップして頂きます。 実務経験を積むと、国
家試験である土木施工管理技士、測量士などの受験資格応募
が可能になるため、挑戦して頂きます。

建設業をトータルコーディネイトする
建設コンサルタント業・測量業・地質調査業

事業内容

【担当者より】
ドローンでの空撮、3D技術、GNSS測量などの
最新技術にいち早く取り組んでいます。

資格取得希望者には助成金制度も用意しています。

（株）北杜設計 　担当 専務取締役 尾形（おがた）まで
〒093-0042  網走市潮見171-1　 TEL:0152-43-1953   FAX:0152-45-0739

建設コンサルタント

株式会社　北杜設計
ほくと

【OB】北見工業大学 令和2年3月卒の先輩が在籍しています。

設　　立 : 1980年(昭和55年4月)

資 本  金 : 3,000万円

売 上  高 : 2億602万円(令和3年3月期) 

従業員数 : 18名(うち女性3名)

本　　社 :網走市字潮見171番地の1 

道央支店 :札幌市中央区南3条西12丁目

執務状況 社内研修 ラジコンボートによる深浅測量

図面を描いたり、データ入力す
る仕事が多いため、与えられた
仕事に対してまじめにコツコ
ツできる方を求めています。

求める人物像

会社外観

勤務時間 8：30～17：30（休憩 60分）
給 与：基本給 大卒 ２１０，０００円 休　　日 完全週休二日制、祝日、

短大・高専卒 １９０，０００円 GW・夏期・年末年始休暇あり
高卒 １８０，０００円 年間休日120日以上

福利厚生 社会保険完備、退職金制度あり
勤 務 地 網走市

賞　与：年2回（夏・冬）＋3月（決算による）

採用情報

採用担当連絡先

未経験者歓迎、高卒以上、要普免（AT限定可）

通勤手当、資格手当（測量士補、技術士補も対象）
基本給＋時間外手当、技術手当、住宅手当、

対象：大
令和4年3月卒：継続中
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対象：大・院・短･専
令和4年3月卒：継続中

対象：大
令和4 年3月卒：継続中

株式会社マルキチ
〒093-0053　網走市北3条東2丁目5番2号
TEL 0152-43-1234
FAX 0152-45-1801
お問い合わせ用メールアドレス　kintai@marukichi-inc.co.jp
URL：//www.marukichi-inc.co.jp

商　号 株式会社マルキチ
代表者  代表取締役 根田俊昭 
創　立  昭和24年 
資本金  3,000万円 
売上高 70億円(令和3年実績) 
社員数 140名
工　場 第一工場・第二工場・第三工場・第四工場(保管施設)・原料保管庫 
業務内容 冷凍帆立貝柱他帆立製品全般、鮭・鱒製品及び鮭・鱒魚卵全般、カニ類製品全般 
 生鮮魚介類の販売 
輸出国 オランダ・フランス・英国・米国・中国・オーストラリア・ベトナム・その他

株式会社マルキチは、オホーツク海に面する網走で新鮮な素材をふんだんに使った安全で安心な高品質 の製品

を製造することを第一に心がけ、おいしい食材を全世界に供給することを常に心がけています。  創業精神で
ある「創意と熱意」をモットーに、HACCP認定工場における徹底した衛生管理と長年にわたり培われた製造
技術によって作られた製品は、各方面から高い評価をいただいております。  また、更なる海外ニーズに応える
べき品質衛生管理システムの運用を始め、取得・認証に向けて社員が 一丸となり取り組んでいます。

≪輸出水産食品施設認定≫ 
日本から水産加工品を輸入する国の中には、輸出先国企業の品質衛生管理システムの運用を必須としている国
もあり、日本の企業は厚生労働省・農林水産省等を介して、輸出先国のニーズに応えるべき、輸出 水産食品施
設認定申請をして輸出が可能になります。
認定国 : 欧州連合・米国・中国・ロシア・ベトナム・ブラジル・ウクライナ

会社概要

職種 営業職・製造職
【勤務条件等】
勤務時間 8：00~17：00 
休　　日 年間105日(1年単位の変形労働時間) 
初  任 給 195,000円~ 昇 給1月(年1回)
賞　　与 6月・12月(年2回) 
福利厚生 社会保険完備・退職金制度あり

募集要項
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対象：大・院・短･専
令和4年3月卒：継続中

対象：大
令和4 年3月卒：継続中

株式会社マルキチ
〒093-0053　網走市北3条東2丁目5番2号
TEL 0152-43-1234
FAX 0152-45-1801
お問い合わせ用メールアドレス　kintai@marukichi-inc.co.jp
URL：//www.marukichi-inc.co.jp

商　号 株式会社マルキチ
代表者  代表取締役 根田俊昭 
創　立  昭和24年 
資本金  3,000万円 
売上高 70億円(令和3年実績) 
社員数 140名
工　場 第一工場・第二工場・第三工場・第四工場(保管施設)・原料保管庫 
業務内容 冷凍帆立貝柱他帆立製品全般、鮭・鱒製品及び鮭・鱒魚卵全般、カニ類製品全般 
 生鮮魚介類の販売 
輸出国 オランダ・フランス・英国・米国・中国・オーストラリア・ベトナム・その他

株式会社マルキチは、オホーツク海に面する網走で新鮮な素材をふんだんに使った安全で安心な高品質 の製品

を製造することを第一に心がけ、おいしい食材を全世界に供給することを常に心がけています。  創業精神で
ある「創意と熱意」をモットーに、HACCP認定工場における徹底した衛生管理と長年にわたり培われた製造
技術によって作られた製品は、各方面から高い評価をいただいております。  また、更なる海外ニーズに応える
べき品質衛生管理システムの運用を始め、取得・認証に向けて社員が 一丸となり取り組んでいます。

≪輸出水産食品施設認定≫ 
日本から水産加工品を輸入する国の中には、輸出先国企業の品質衛生管理システムの運用を必須としている国
もあり、日本の企業は厚生労働省・農林水産省等を介して、輸出先国のニーズに応えるべき、輸出 水産食品施
設認定申請をして輸出が可能になります。
認定国 : 欧州連合・米国・中国・ロシア・ベトナム・ブラジル・ウクライナ

会社概要

職種 営業職・製造職
【勤務条件等】
勤務時間 8：00~17：00 
休　　日 年間105日(1年単位の変形労働時間) 
初  任 給 195,000円~ 昇 給1月(年1回)
賞　　与 6月・12月(年2回) 
福利厚生 社会保険完備・退職金制度あり

募集要項
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対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：終了

本社　〒093-0001網走市南1条東1丁目13-3
TEL 0152-43-4511／FAX 0152-43-6782
https://www.marutagumi.co.jp

採用人数

募集職種

給　　与

賞　　与

若干名

土木部、建築部（現場監督）

専門・短大　　　 　211,000円

大卒　　　　　　　225,000円

大学院卒（修士）　　240,000円

年2回（夏・冬）+3月（決算による）

就業時間

休　　日

休　　暇

福利厚生

勤 務 地

8：00～17：00

完全週休2日制（土日休み109日）

年末年始休暇、有給休暇、特別休暇、お盆休暇

社会保険完備、退職金制度あり

網走市
※土木部、建築部は現場により勤務地が異なります

丸田組はオホーツク管内を基盤に土木・建築 を手掛ける総合建設業として

経営を続け、創業１００年を超える企業です。

10 代 20 代の社員数推移（過去5年）

若手社員数、5年で4倍以上に！！
未来に向けて、今、若い力が必要です！
専門学科以外でも問題なし！！
私たちの仕事は「やってよかった」と
必ず思える仕事です。

対象：大・院・短･専
令和4 年3月卒：継続中

募集職種
業務内容

土木・建築の施工管理技術職
土木部 ： 道路、河川、橋梁、緑化等の施工管理（原価・工程・予算・品質・安全）
建築部 ： 公共の建築物、一般住宅、リフォーム工事等の施工管理（原価・工程・予算・品質・安全）

初 任 給 四年生大学卒 ： 242,000円　　短大・専門学校卒 ： 212,000円 

勤務時間 ① 1月1日～　4月30日（ 8：00～17：00）
② 5月1日～12月31日（ 7：30 ～16：30） 

休 日 等

諸 手 当
昇　　給
賞　　与
福利厚生

資格手当、職能手当等
年１回（４月） 
年２回（８月、12月）　※業績・評価により決算賞与支給（４月） 
社員寮（男性のみ）、社会保険、雇用保険、労災保険、慶弔見舞金、
各種表彰制度、退職金制度、企業年金制度 

変形労働時間制（週休２日制）　

本社　〒099-0205　
　　　北海道紋別郡遠軽町丸瀬布東町98番地
　　　TEL 0158-47-2331
　　　http://kanno-co.com/

苦労の先にある大きな達成感

2015年入社
北見工業大学社会環境工学部卒

支店　〒001-0908　
　　　札幌市北区新琴似8条13丁目2番26号

人を守り・街を守り・国を守る
株式会社　管野組 代表取締役会長　管野　伸一

代表取締役社長　管野　浩太郎

先輩の声

管野組は遠軽町丸瀬布で１９１４年６月に創業して地域の皆様に支えられ１０７年
が経過しました。林業から始まり、現在は土木・建築等の建設業を営んでおり、その他
にも農業・ガソリンスタンド・不動産業、そしてグループ会社では多種多様な業種を
行っています。会社経営に関しましても安定した経営を行っており、会長・社長の方針
で無借金経営をしています。近年では若い社員や外国人技能実習生も増え、また、令和
元年１０月には、ベトナム人エンジニアを３名採用し、会社も益々活気づいてきまし
た。私達と一緒に新時代の会社を創っていける意欲ある方をお待ちしております。

私は測量や現場の安全関係を担当しています。責任のある仕
事なので、トラブルにならないように、気になることがあった
らそのつど先輩方からアドバイスをもらったり確認したりし
ながら作業を進めるようにしています。現場をひとりで任さ
れるようになったばかりで大変なんですが、だからこそ、いろ
んな困難を乗り越えてやっと完成したときにはすごく達成感
がありますね。きれいにできたときはほっとするし、本当に嬉
しいです。

土木部
荒木 裕人

たくさん経験させてくれる会社

2016年入社
北海道科学大学空間創造学部卒

僕が管野組への入社を決めた一番の理由は、会社を見学した
時に色々経験させてもらえたことです。それで、ここでなら社
会人として充実した生活が送れるだろうと思ったんです。実
際、僕は入社してからまだ4ヶ月くらいしか経っていません
が、すでに貴重な経験をたくさんさせてもらっていて、学べる
こともいっぱいありました。上司が驚くほどなんでもできる
人なので、その姿を見ながら、いつか自分もそうなれたらいい
なと思っています。

建築部
岸 貴元

その他気になることがありましたら当社ブースにてお答えしますので皆様をお待ちしております！

募集概要
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対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：終了

本社　〒093-0001網走市南1条東1丁目13-3
TEL 0152-43-4511／FAX 0152-43-6782
https://www.marutagumi.co.jp

採用人数

募集職種

給　　与

賞　　与

若干名

土木部、建築部（現場監督）

専門・短大　　　 　211,000円

大卒　　　　　　　225,000円

大学院卒（修士）　　240,000円

年2回（夏・冬）+3月（決算による）

就業時間

休　　日

休　　暇

福利厚生

勤 務 地

8：00～17：00

完全週休2日制（土日休み109日）

年末年始休暇、有給休暇、特別休暇、お盆休暇

社会保険完備、退職金制度あり

網走市
※土木部、建築部は現場により勤務地が異なります

丸田組はオホーツク管内を基盤に土木・建築 を手掛ける総合建設業として

経営を続け、創業１００年を超える企業です。

10 代 20 代の社員数推移（過去5年）

若手社員数、5年で4倍以上に！！
未来に向けて、今、若い力が必要です！
専門学科以外でも問題なし！！
私たちの仕事は「やってよかった」と
必ず思える仕事です。

対象：大・院・短･専
令和4 年3月卒：継続中

募集職種
業務内容

土木・建築の施工管理技術職
土木部 ： 道路、河川、橋梁、緑化等の施工管理（原価・工程・予算・品質・安全）
建築部 ： 公共の建築物、一般住宅、リフォーム工事等の施工管理（原価・工程・予算・品質・安全）

初 任 給 四年生大学卒 ： 242,000円　　短大・専門学校卒 ： 212,000円 

勤務時間 ① 1月1日～　4月30日（ 8：00～17：00）
② 5月1日～12月31日（ 7：30 ～16：30） 

休 日 等

諸 手 当
昇　　給
賞　　与
福利厚生

資格手当、職能手当等
年１回（４月） 
年２回（８月、12月）　※業績・評価により決算賞与支給（４月） 
社員寮（男性のみ）、社会保険、雇用保険、労災保険、慶弔見舞金、
各種表彰制度、退職金制度、企業年金制度 

変形労働時間制（週休２日制）　

本社　〒099-0205　
　　　北海道紋別郡遠軽町丸瀬布東町98番地
　　　TEL 0158-47-2331
　　　http://kanno-co.com/

苦労の先にある大きな達成感

2015年入社
北見工業大学社会環境工学部卒

支店　〒001-0908　
　　　札幌市北区新琴似8条13丁目2番26号

人を守り・街を守り・国を守る
株式会社　管野組 代表取締役会長　管野　伸一

代表取締役社長　管野　浩太郎

先輩の声

管野組は遠軽町丸瀬布で１９１４年６月に創業して地域の皆様に支えられ１０７年
が経過しました。林業から始まり、現在は土木・建築等の建設業を営んでおり、その他
にも農業・ガソリンスタンド・不動産業、そしてグループ会社では多種多様な業種を
行っています。会社経営に関しましても安定した経営を行っており、会長・社長の方針
で無借金経営をしています。近年では若い社員や外国人技能実習生も増え、また、令和
元年１０月には、ベトナム人エンジニアを３名採用し、会社も益々活気づいてきまし
た。私達と一緒に新時代の会社を創っていける意欲ある方をお待ちしております。

私は測量や現場の安全関係を担当しています。責任のある仕
事なので、トラブルにならないように、気になることがあった
らそのつど先輩方からアドバイスをもらったり確認したりし
ながら作業を進めるようにしています。現場をひとりで任さ
れるようになったばかりで大変なんですが、だからこそ、いろ
んな困難を乗り越えてやっと完成したときにはすごく達成感
がありますね。きれいにできたときはほっとするし、本当に嬉
しいです。

土木部
荒木 裕人

たくさん経験させてくれる会社

2016年入社
北海道科学大学空間創造学部卒

僕が管野組への入社を決めた一番の理由は、会社を見学した
時に色々経験させてもらえたことです。それで、ここでなら社
会人として充実した生活が送れるだろうと思ったんです。実
際、僕は入社してからまだ4ヶ月くらいしか経っていません
が、すでに貴重な経験をたくさんさせてもらっていて、学べる
こともいっぱいありました。上司が驚くほどなんでもできる
人なので、その姿を見ながら、いつか自分もそうなれたらいい
なと思っています。

建築部
岸 貴元

その他気になることがありましたら当社ブースにてお答えしますので皆様をお待ちしております！

募集概要
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創  　 業 : 1906年（明治39年） 
従業員数 : 128名
本 　　社 : 遠軽町南町3丁目 
湧別支社 : 湧別町中湧別南町929-1 
紋別市店 : 紋別市南が丘7丁目 
札幌支店 : 札幌市北区北7条西2丁目山京ビル615

総合建設業（土木・建築）を柱に、農林水産・ホテル・飲食業と、
グループ 10 社の多角化経営をしています！！

北見工大生の採用多数！様々な分野で一緒にチャレンジしませんか？

不動産事業

山林保全事業

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

大型公共施設から、商業施設・マン
ション・一般住宅・解体まで、当社の
歴史ある事業で、地域の暮らしを支
えています。

大型スーパー、コンビニ、ホームセ
ンターからマンションまで、地域の
生活に欠かせない不動産・賃貸事業
を展開しています。

約1500haまで自社保有林を拡大。
木を植え森を育てながら、計画的で
安定した木材供給を実現し、長期ス
パンで持続可能な山林事業を目指
しています。

■諸手当 通勤手当、住宅手当
■昇給・賞与 昇給年1回、賞与年2回
■勤務地 本社またはオホーツク管内各現場
■勤務時間 7：30～17：00

分譲マンション同等の社宅もご用意しています！
家具付きの1LDK単身者マンションも建設予定。

■基本給（大卒月額）：220,000円
【主な募集要項】

北見工大生も多数おり、若い社員が多く、研修なども充実。
土木系だけではなく、電気電子や情報系、バイオ系もWe l come！

ホテル事業

ガソリンスタンド

建築資材販売

アグリ事業

渡辺組の主な事業

清掃事業

飲食事業

ジビエ事業

農産品加工事業水産品加工事業

渡辺組
土木 建築 不動産

発電

トレーラーハウス

山林 下宿

建築事業

発電事業

トレーラーハウス事業

高速道路、橋梁、河川、農地整備など
様々な分野で、ドローンによる空撮
やICT対応重機の活用など、IT技術
を活用した施工方法を積極的に取
り入れています。

北海道津別町にて1,000KWの太陽
光発電所が稼働中。会社全体で脱炭
素社会に向けた取り組みを推進し
ています。

ミサワホームグループと共同開発。
小売店・飲食店・宿泊施設・災害対
応など令和の時代にあった地域の
あり方を考えています。を推進し
ています。

土木事業

対象：大・短･専
令和4 年3月卒：継続中

弊社は、 “電気に関する地域の要求に応えたい” との思いから、あらゆる電気工事・電気通信工事を施工しています。国・北海

道・地方自治体発注の公共工事を中心に、電気工事、電気通信工事、自然エネルギー関連工事（主に太陽光発電）などの電気・

電気通信設備に関して、総合的な技術力を発揮し、オホーツク地域に貢献する工事会社として発展しています。

谷口電工株式会社
事 業
概 要

会 社
概 要

～ 地 域 経 済 繁 栄 へ の 積 極 的 な 貢 献 ～
当社HP　taniguchi-dk.co.jp
北見市　谷口電工 検索

会　社　名　 谷口電工株式会社
所　在　地　　 〒091-0011　北海道北見市留辺蘂町泉355番地4
　　　　　　 TEL 0157－42－3851　FAX 0157－42－4473
代　表　者　　 谷口高啓（たにぐちたかひろ）　　　　　　　　　
資　本　金　　 3500万円　　　　　　　　　　　
創　　　業　　 昭和39年（1964年）　　　　　　　
従　業　員　 40名　　　　　　　　　　　　　
主　な　事　業 電気工事・電気通信工事の設計・積算・施工　　　　　  　　　　
国家資格等　 一級電気工事施工管理技士、一級電気通信工事施工管理技士、第三種電気主任技術者
　　　　　　 第一種・第二種電気工事士、登録電気工事基幹技能者、一級陸上無線技術士等
建設業の許可等 ①特定建設業　　電気工事業、電気通信工事業
　　　　　 ②一般建設業　　とび・土工工事業
　　　　 ③登録電気工事業者　北海道電力株式会社指定工事店
主な取引先 国土交通省・北海道開発局、北海道・オホーツク総合振興局、北見市
　　　　　 北海道電力株式会社、北海電気工事株式会社、沙留漁港、その他一般企業など

■業務内容
　（1）電気工事・電気通信工事・エネルギー関連工事・一般電気工事の設計・積算・施工計画
　（2）工事や役務の工程立案・施工管理
　（3）工事使用機器、材料等の選定及び購入管理
■募集業種　技術部門（一級電気工事施工管理技士、一級電気通信工事施工管理技士、
　　　　　　　　　　 一種又は二種電気工事士等の所有者又は受験可能者）
■勤務時間　7：30～17：00（休息時間90分を含む）　完全週休二日制
■初任給　　180,000～200,000　（各種保険、諸手当、資格給を含む）
■賞与　　　決算期に一回
■福利厚生　社員寮の提供、健康保険あり

募 集
要 項

採 用 担 当 者
連 絡 先

○令和3年度には「一般国道333号 仁頃トンネル照明設備更新工事」「網走開発建設部管内道路照明更新外工事」
「金華浄水場非常用発電機更新工事」などを受注・施工し、検査において高い評価を受けています。

一般国道333号遠軽町　旭野トンネル照明設備更新工事（国土交通省北海道開発局発注工事）

網走開発建設部管内　CCTVカメラ設置外工事（国土交通省北海道開発局発注工事）

工 事 施 工 例

谷口電工株式会社　藤原　裕（採用担当）
〒091-0011　北海道北見市留辺蘂町泉355番地4
TEL 090-4874-8924　E-mail fuj iwara@taniguchi-dk.co.jp

「会社案内」の請求は
左記にメールで
お願いします
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創  　 業 : 1906年（明治39年） 
従業員数 : 128名
本 　　社 : 遠軽町南町3丁目 
湧別支社 : 湧別町中湧別南町929-1 
紋別市店 : 紋別市南が丘7丁目 
札幌支店 : 札幌市北区北7条西2丁目山京ビル615

総合建設業（土木・建築）を柱に、農林水産・ホテル・飲食業と、
グループ 10 社の多角化経営をしています！！

北見工大生の採用多数！様々な分野で一緒にチャレンジしませんか？

不動産事業

山林保全事業

対象：大・院・短・専
令和4年3月卒：継続中

大型公共施設から、商業施設・マン
ション・一般住宅・解体まで、当社の
歴史ある事業で、地域の暮らしを支
えています。

大型スーパー、コンビニ、ホームセ
ンターからマンションまで、地域の
生活に欠かせない不動産・賃貸事業
を展開しています。

約1500haまで自社保有林を拡大。
木を植え森を育てながら、計画的で
安定した木材供給を実現し、長期ス
パンで持続可能な山林事業を目指
しています。

■諸手当 通勤手当、住宅手当
■昇給・賞与 昇給年1回、賞与年2回
■勤務地 本社またはオホーツク管内各現場
■勤務時間 7：30～17：00

分譲マンション同等の社宅もご用意しています！
家具付きの1LDK単身者マンションも建設予定。

■基本給（大卒月額）：220,000円
【主な募集要項】

北見工大生も多数おり、若い社員が多く、研修なども充実。
土木系だけではなく、電気電子や情報系、バイオ系もWe l come！

ホテル事業

ガソリンスタンド

建築資材販売

アグリ事業

渡辺組の主な事業

清掃事業

飲食事業

ジビエ事業

農産品加工事業水産品加工事業

渡辺組
土木 建築 不動産

発電

トレーラーハウス

山林 下宿

建築事業

発電事業

トレーラーハウス事業

高速道路、橋梁、河川、農地整備など
様々な分野で、ドローンによる空撮
やICT対応重機の活用など、IT技術
を活用した施工方法を積極的に取
り入れています。

北海道津別町にて1,000KWの太陽
光発電所が稼働中。会社全体で脱炭
素社会に向けた取り組みを推進し
ています。

ミサワホームグループと共同開発。
小売店・飲食店・宿泊施設・災害対
応など令和の時代にあった地域の
あり方を考えています。を推進し
ています。

土木事業

対象：大・短･専
令和4 年3月卒：継続中

弊社は、 “電気に関する地域の要求に応えたい” との思いから、あらゆる電気工事・電気通信工事を施工しています。国・北海

道・地方自治体発注の公共工事を中心に、電気工事、電気通信工事、自然エネルギー関連工事（主に太陽光発電）などの電気・

電気通信設備に関して、総合的な技術力を発揮し、オホーツク地域に貢献する工事会社として発展しています。

谷口電工株式会社
事業
概要

会社
概要

～ 地 域 経 済 繁 栄 へ の 積 極 的 な 貢 献 ～
当社HP　taniguchi-dk.co.jp
北見市　谷口電工 検索

会　社　名　 谷口電工株式会社
所　在　地　　 〒091-0011　北海道北見市留辺蘂町泉355番地4
　　　　　　 TEL 0157－42－3851　FAX 0157－42－4473
代　表　者　　 谷口高啓（たにぐちたかひろ）　　　　　　　　　
資　本　金　　 3500万円　　　　　　　　　　　
創　　　業　　 昭和39年（1964年）　　　　　　　
従　業　員　 40名　　　　　　　　　　　　　
主　な　事　業 電気工事・電気通信工事の設計・積算・施工　　　　　  　　　　
国家資格等　 一級電気工事施工管理技士、一級電気通信工事施工管理技士、第三種電気主任技術者
　　　　　　 第一種・第二種電気工事士、登録電気工事基幹技能者、一級陸上無線技術士等
建設業の許可等 ①特定建設業　　電気工事業、電気通信工事業
　　　　　 ②一般建設業　　とび・土工工事業
　　　　 ③登録電気工事業者　北海道電力株式会社指定工事店
主な取引先 国土交通省・北海道開発局、北海道・オホーツク総合振興局、北見市
　　　　　 北海道電力株式会社、北海電気工事株式会社、沙留漁港、その他一般企業など

■業務内容
　（1）電気工事・電気通信工事・エネルギー関連工事・一般電気工事の設計・積算・施工計画
　（2）工事や役務の工程立案・施工管理
　（3）工事使用機器、材料等の選定及び購入管理
■募集業種　技術部門（一級電気工事施工管理技士、一級電気通信工事施工管理技士、
　　　　　　　　　　 一種又は二種電気工事士等の所有者又は受験可能者）
■勤務時間　7：30～17：00（休息時間90分を含む）　完全週休二日制
■初任給　　180,000～200,000　（各種保険、諸手当、資格給を含む）
■賞与　　　決算期に一回
■福利厚生　社員寮の提供、健康保険あり

募集
要項

採用担 当 者
連絡先

○令和3年度には「一般国道333号 仁頃トンネル照明設備更新工事」「網走開発建設部管内道路照明更新外工事」
「金華浄水場非常用発電機更新工事」などを受注・施工し、検査において高い評価を受けています。

一般国道333号遠軽町　旭野トンネル照明設備更新工事（国土交通省北海道開発局発注工事）

網走開発建設部管内　CCTVカメラ設置外工事（国土交通省北海道開発局発注工事）

工事施工 例

谷口電工株式会社　藤原　裕（採用担当）
〒091-0011　北海道北見市留辺蘂町泉355番地4
TEL 090-4874-8924　E-mail fuj iwara@taniguchi-dk.co.jp

「会社案内」の請求は
左記にメールで
お願いします
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お問い合わせ先：北見市若者就活応援センター事務局  北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所5階 商工観光部商業労政課内 電 話/0157-25-1148   FAX /0157-26-2712

企業情報の無料掲載 お知らせの発信 求職者と繋がるきっかけ

北見市の若者就活応援サイト



学生の皆様へ

オホーツクに暮らすメリット？

たくさんあるよ！

オホーツク地域の魅力と就職におけるライフスタイルの参考に

都会過ぎず。田舎過ぎず。ゆったりと生活できます。何と言っても食べ物がおいしい！

自然豊かな環境の中で暮らせる！

企業や地域においても親身に相談に乗ってくれ、休日も付き合ってくれます。

親切な人が多い！

通勤ラッシュとは無縁！ゆったり出勤＆スムーズな帰宅でストレスが少なくプライベートが充実。

通勤時間が短い！

都心部と比べて土地が安い！若いうちからマイホーム購入の夢が持てます。

マイホームが持ちやすい！

オホーツク空の玄関「女満別空港」はオホーツクの市町からも近いんです。

女満別空港 － 千歳空港　　   50分
女満別空港 － 羽田空港　　   1時間55分
女満別空港 － 中部空港　　   2時間05分
女満別空港 － 関西・伊丹空港　2時間25分

道内・道外の主要都市にもすぐ行ける！

（夏季季節運航）

札幌までは車・バス・列車を使って 4 時間 30 分。

伊丹・
関西国際

中部国際

東京国際

新千歳

女満別



学生の皆様へ

正直に言います。
不便なところもあるんです。

オホーツク地域の魅力と就職におけるライフスタイルの参考に

だけど…物価が低く、生活の初期投資・ランニングコストが安い！生活満足度はとても高いです。

都会に比べるとお給料は少ないかも？

だけど…こだわりの専門店はたくさんあります。

何でもそろう百貨店はないんです。

だけど…その分旅行に行く楽しみが倍増！

テーマパークや大型レジャーランドはありません。遊ぶ所が少ない。

だけど…景色がよく、ちょっとした移動がドライブ感覚で楽しめます。

移動に車は必要不可欠。

だけど…はありません。正直大変です。雪や寒さを活かしたイベントが多くあります！

皆さんの中には「オホーツク＝田舎・不便」というイメージがあると思います。

上に書いてある通り、それは事実です。

ですが、それ以上によい部分もたくさんあり、
都会にはない魅力があると自信を持ってお伝えできます。
都会過ぎず、不便過ぎずのオホーツクで社会人生活を始めてみませんか？

冬は寒さと雪対策が必要。





北見商工会議所
北見市北3条東1丁目2番地

事務局

TEL.0157-23-4111　FAX.0157-22-2282

（北見市若者就活応援センター）北見市
北見市大通西3丁目1番地1

TEL.0157-25-1148　FAX.0157-26-2712

（北見・網走・紋別・遠軽・美幌・留辺蘂商工会議所）

オホーツク商工会議所協議会


