
私たちは、この街をつくり、まもることを目指し、全社員一丸となって業務にあたっています。
自分の力を試し、伸ばしていけるのが「そうけん」の社風。
一緒にこの街をつくっていく仲間に加わってくれる皆さんをお待ちしています。

私たちは、最高の建設サービスを追求し、お客様に喜んでもらえることを喜びとします。

経営理念

この街をつくり、この街をまもる。

社会貢献活動

清掃活動・はなてんと・植樹活動・旗の波運動等へ参加しています。

その他にも地元の様々なイベントへ参加しています

蕎麦打ちボランティア・夏まつり・雪像制作・フットサル部・駅伝部など...

魅力ある街づくり、モノを創る喜び…私たちと一緒に働きませんか！

会社概要・募集要項など詳しい詳細はこちらから→　
〠093-0017網走市南７条西４丁目６番地２　☎0152-45-3058　URL http://souken-net.com

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中
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農畜産物（チキン）の育成・肥育・処理・加工および販売

2018年度　19名
2017年度　27名
2016年度　28名
2015年度　30名

本社所在地
創業
系列
資本金
従業員数
売上高
URL

〒039-4101　青森県上北郡横浜町字林尻102-100

昭和56年12月

ニッポンハムグループ

15億6千万円

1,800人

484億円（2017年度）

http://www.nhg-seisan4.jp/

募集職種（学部学科不問で対応）

1. 生産飼育職

2. 製造技術職

3. 品質管理職

4. 設備管理職

生産農場で鶏の肥育に関わる仕事

食品工場で鶏肉の製造工程に関わる仕事

製品品質、一般細菌検査、温度管理、水質管理等に関わる仕事

電気・機械設備および施設等の保守管理

〒099-3111　網走市藻琴230-4
管理本部人事担当　上田　浩二
TEL.0152-45-2532
E-mail:k.ueda@nipponham.co.jp

業務内容

■当社のここがスゴイ！
鶏肉取扱国内シェア10%

最近の採用状況

会社概要

勤務
休日
休暇
昇給
賞与
制度

1年単位の変形労働時間制

会社カレンダーで指定

有給休暇・保存休暇・特別休暇

毎年4月

年2回

育児休業・介護休業・再雇用制度

保険年金
厚生施設
教育研修
必要資格

健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険

社員寮・外部借上寮

階層研修・資格受験制度・OJT・自己啓発教育

普通運転免許（マニュアル）

福利厚生等

●知床事業場（北海道網走市）　　●札幌事業場（北海道厚真町）　　●東北事業場（青森県横浜町）　　
●宮崎事業場（宮崎県日向市）　　●ニイブロ㈱（新潟県新発田市）

桜姫
透明感のある桜色、
ビタミンEが3倍以上

（銘柄鶏）

事業場及び関係会社所在地

製品紹介

■北見工業大学 　■帯広畜産大学 　■東京農業大学 　  ■北海道大学 　
■酪農学園大学 　■東海大学  　　  ■八戸工業大学 　  ■東京農工大学 　
■麻布大学   　　 ■日本大学 　      ■日本獣医生命科学大学 　  ■東京薬科大学 　
■北里大学 　　　■早稲田大学 　   ■岐阜大学 　 ■岡山大学    ■高知大学 　
■宮崎大学 　　   ■鹿児島大学 他

採用実績大学

　国内最大級の取扱い会社として、『生命の恵み』を大切にして安
全で安心な国産 鶏肉を生産、製造、販売までの独自のインテグ
レーション(一貫体制)を確立し、品質に妥協することなく、「食べ
る喜び」を心を込めてお客様へお届けしています。

「食品」という日常必要とされ るものを
供給する事業のため “安定性”は抜群で
す。 北見工業大学の先輩達をはじめ 若
さあふれる社員が活躍してお ります。

また、「食品(鶏肉)」として安定的に供給す
る社会的に重要な役 割を担い、健やかな
暮らしに貢献する“やりがい”のある仕事
です。

●みなさんへのメッセージ

●こんな人が活躍しています

知床どり
植物性飼料に北海道産小麦をプラス

（銘柄鶏） ホワイトチキン
健康で元気に育てられたレギュラー品

（若鶏）

日本ホワイトファーム株式会社

製造部品質管理課

■細菌検査等担当
■2014年入社
■北見工業大学
■北海道出身

生産部種鶏孵卵課

■種鶏農場担当
■2015年入社
■宮崎大学
■栃木県出身

製造部製造課

■鶏肉製造担当
■2016年入社
■早稲田大学
■福島県出身

管理本部管理課

■管理事務職
■2017年入社
■北里大学
■山形県出身

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：終了
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対象：大・院・短・専
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募集人数 
初任給 
昇給 
賞与 
職種 

対象学科 
休日・休暇

若干名 
【大学卒】227,000 円※手当含む 
年 1回（4月） 
年 2回（8月、12月） 
土木施工管理、 
建築施工管理、建築設計 

勤務地 
福利厚生 

網走市 
社会保険 
雇用保険 
労災保険 
慶弔見舞金 
表彰制度 
中小企業退職金制度 

社会環境学科、機械工学科 
日曜、土曜は4週 2休 ※当社規定による 
年始年末、大型連休、お盆休み 
有給休暇、慶弔休暇、バースデイ休暇等

募集要項

（総合建設業）

早水組ＨＰ
ぜひご覧ください→

主な事業内容

土　木 建　築

舗　装 浚　渫

イベント・社会貢献

網走マラソン　弊社職員11名参加 市内清掃ボランティア

現場見学会 グループ創立20周年記念　台湾旅行

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

地域のために豊かな環境をつくる。
みなさんが普段歩く道も
何気なく目にする、あの建物も
私たちの技術の結晶かもしれません。

この街で暮らす人たちが、
日々を楽しく、便利に過ごせますように。
子供たちの未来のために。
笑顔を創る仕事を、一緒にしませんか?
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　近年、自然災害リスクの増大や社会資本の老朽化などの課題に対し、エンジニアとしての役割が 重要となっており、業
務は拡大傾向にあります。
　当社の事業内容は、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っており、 未来の国土形成を行う
最先端の事業を行っております。取引先は、主に官公庁であるため、安定し た企業経営を実現しており、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 に力をいれております。

所在地

設　立

資本金

売上高

従業員数

 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

　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。

仕事内容

【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。また、事業内職業能力開発計画の一環として、休職せずに給料を受給しながら学
校へ通学できる制度を導入しております。     

プラスワン

（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

採用担当連絡先

　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

未経験者歓迎、高卒以上、要普免(AT限定可)

給与 基本給 　大卒    　　　　 210,000円
          　　短大・高専卒 　 190,000円
          　　高卒     　　　　170,000円

基本給 + 時間外手当、技術手当、住宅手当、通勤手当

応募資格

【勤務時間】　8：30 ～ 17：30 （休憩60分） 

【休　　日】　土曜・日曜・祝日 完全週休二日制 、入社半年後有給休暇取得可能
     　　　　　夏期・年末年始・GW休暇あり、年間休日120日以上

【待　　遇】　各社保完備、交通費規定支給
     　　　　　賞与年2回、燃料手当、住宅手当（単身/月1万7千円・世帯主/月2万4千円）、
    　　 　　　家族手当、資格手当、決算手当、役職手当、退職金制度、車通勤可（無料駐車場あり）

共通項目

企業概要

建設コンサルタント

株式会社　北杜設計
ほくと

 札幌工科専門学校 測量情報科  平成28年4月～翌年3月まで（1年間）

社内の様子 会社外観

深浅測量の様子 地形測量の様子

実 績

1980年(昭和55年4月)

3,000万円

1億8,900万円(平成29年3月期)

18名(正社員18名のうち男性15名、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326-2
北見営業所  : 北見市新生町73-16 
土質試験室  :  網走市鱒浦4丁目9-5

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中
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　近年、自然災害リスクの増大や社会資本の老朽化などの課題に対し、エンジニアとしての役割が 重要となっており、業
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成金制度も用意しています。また、事業内職業能力開発計画の一環として、休職せずに給料を受給しながら学
校へ通学できる制度を導入しております。     

プラスワン

（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

採用担当連絡先

　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

未経験者歓迎、高卒以上、要普免(AT限定可)

給与 基本給 　大卒    　　　　 210,000円
          　　短大・高専卒 　 190,000円
          　　高卒     　　　　170,000円

基本給 + 時間外手当、技術手当、住宅手当、通勤手当

応募資格

【勤務時間】　8：30 ～ 17：30 （休憩60分） 

【休　　日】　土曜・日曜・祝日 完全週休二日制 、入社半年後有給休暇取得可能
     　　　　　夏期・年末年始・GW休暇あり、年間休日120日以上

【待　　遇】　各社保完備、交通費規定支給
     　　　　　賞与年2回、燃料手当、住宅手当（単身/月1万7千円・世帯主/月2万4千円）、
    　　 　　　家族手当、資格手当、決算手当、役職手当、退職金制度、車通勤可（無料駐車場あり）

共通項目

企業概要

建設コンサルタント

株式会社　北杜設計
ほくと

 札幌工科専門学校 測量情報科  平成28年4月～翌年3月まで（1年間）

社内の様子 会社外観

深浅測量の様子 地形測量の様子

実 績

1980年(昭和55年4月)

3,000万円

1億8,900万円(平成29年3月期)

18名(正社員18名のうち男性15名、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326-2
北見営業所  : 北見市新生町73-16 
土質試験室  :  網走市鱒浦4丁目9-5

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中
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対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

総合建設業
管内トップクラ

スの実績！

（平成 29年
実績 39.9億円）

（大卒）
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対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

総合建設業
管内トップクラ

スの実績！

（平成 29年
実績 39.9億円）

（大卒）
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株式会社 しめまる

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

会社名：株式会社しめまる
所在地：〒094-0004　北海道紋別市本町６丁目４－１３

TEL：0158-24-7135　FAX：0158-23-9919
代表者：齊藤　武志
資本金：2,000万円
創　業：昭和51年3月15日
従業員：44名（正社員8名）（2018年12月現在）
主な事業内容：

許可等：食品販売業、魚介類販売業、食肉販売業、
　　　　乳類販売業、酒類および煙草販売の許可、
　　　　飲食店営業

主な取引先：
全日本食品株式会社、紋別地区卸売市場、
旭川青果卸売市場、紋別漁業協同組合、紋別市役所、
くまだ、あらた、ペットシステム、
マガジンコンビニエンス、日本たばこ、
TSネットワーク、日本酒類販売株式会社、北包連、
日本ユニパック、ホクリョウ、ほくべい、
日糧製パン、山崎製パン、日本アクセス北海道、
三菱食品、日本食研、トワニ、マルキタ、
市内および近郊の卸業者等

　惣菜から精肉、鮮魚にかけて 　青果コーナーも準備万端です クリスマスシーズンでツリーを飾りました

弊社は、地域のお客様に生鮮食料品を販売しており
ます。昭和51年の創業当初は、鮮魚中心の商品構成
でしたが、変化する顧客ニーズに応じ、適時、商品構
成を入れ替え、それに伴い企業規模も発展させて
参りました。現在では、スタンダードな地域密着型
スーパーマーケットとして運営しております。

ご支持を頂いているお客様に、弊社に来店される理由をお伺いすると、「商品の鮮度がよい」「店員の親近感が
良い」「配達のサービスが良い」などのお声を多数頂戴します。事業拡大は現時点で視野に入れていません。
それよりも、今現在のお客様が商店に求める本質的機能を長年かけて極める様に日々精進すること。それ
が私たちの地域貢献であり、私たちの考える企業発展であり、従業員への貢献です。

事業概要

会社概要

バックヤードの様子

募集要項 代表者メッセージ

開店前の店舗の様子

食料品、化粧品、菓子類、飲料水、鮮魚、食肉、
野菜及び青果物等の販売、家具、室内調度品、
石油製品、家庭用雑貨及び金物の販売

 所せましと運び込まれた商品類 早朝、新鮮な商品が納品されています 　鮮魚部門、整理整頓清潔に

　各部門で使用するPC等 　各業務、チラシ広告の作成など 　経理、事務作業など

仕事内容：

募集職種：
1. 店長候補社員 
（販売社員→商品管理社員→店長と実施研修中心にステップアップ）

2. 販売社員・システム管理兼務  
（店舗一般の販売業務）

3. 商品管理社員・システム管理兼務  
（商品発注、品出し、陳列構成変更作業）

※システム管理業務に関してネットワーク、各種システムの管理
　および異種間システムのデータ連携、データ分析作業などとなります。

勤務時間：　７：３０－１６：３０  （担当部門により、変動あり）
初  任  給：　185,000円 （雇用形態：正社員）
休　　日：　　１日かつ半休日１日  （１週間）
賞　　与：　　平成 30年度実績　平均４か月分
福利厚生：　雇用、労災、健康、厚生、退職金制度、
　　　　　　奨学金補てん制度など
学部学科：　不問
選考方法：　面接のみ

弊社は、地域密着度の強いスーパーマーケットです。店舗では、お
客様とのアナログなコミュニケーションを第一に、一方で発注、
製造、事務、経理など裏方作業ではシステムを使って作業を生産的
にしていこうと計画中です。
弊社は、人とのコミュニケーションが好きで、なおかつ、様々な
作業の生産性を高める事が得意な方には是非、入社して頂きた
いです。

「従業員全員が幸せに感じる職場でありた
い」「いつもご来店下さるお客様に喜んで頂
けるには」私の悩みは、大きく分けるとこ
の２つだけです。人が幸せに感じる事柄
は、当然、人それぞれですよね。会社が、
みなさんの幸せの為に力を貸せるのは、
実際そう多くは無いと思っています。ま
ずは、社員ひとりひとりがお客様、従業員
を大切に想い行動する。お客様とは地域
であり、従業員とは家族である。勿論、取
引先や各種関係事業所とも良好な関係を
築けるように努力する。あとは、真摯に仕
事に向き合い行動する。
私が、皆さんに望むのは、これが全てとい
っていいのです。
これらの人間力が向上すると、会社の業
績や皆さんの給与や私生活がみるみるう
ちに良くなってくからです。なお、弊社には
、奨学金補てん制度のご用意がございま
す。大学で一生懸命学んだ地域の宝であ
る皆さんが社会へ羽ばたいた後の奨学金
返済の負担を少しでも軽くしたい。そう思
って策定致しました。
今後もお客様の為、地域の為、そして何より
あなた自身の為、色んな取り組みを実施して
より良い会社にしていきたいと思っています。
私たちと一緒に働いてみませんか？
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株式会社 しめまる

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中

会社名：株式会社しめまる
所在地：〒094-0004　北海道紋別市本町６丁目４－１３

TEL：0158-24-7135　FAX：0158-23-9919
代表者：齊藤　武志
資本金：2,000万円
創　業：昭和51年3月15日
従業員：44名（正社員8名）（2018年12月現在）
主な事業内容：

許可等：食品販売業、魚介類販売業、食肉販売業、
　　　　乳類販売業、酒類および煙草販売の許可、
　　　　飲食店営業

主な取引先：
全日本食品株式会社、紋別地区卸売市場、
旭川青果卸売市場、紋別漁業協同組合、紋別市役所、
くまだ、あらた、ペットシステム、
マガジンコンビニエンス、日本たばこ、
TSネットワーク、日本酒類販売株式会社、北包連、
日本ユニパック、ホクリョウ、ほくべい、
日糧製パン、山崎製パン、日本アクセス北海道、
三菱食品、日本食研、トワニ、マルキタ、
市内および近郊の卸業者等

　惣菜から精肉、鮮魚にかけて 　青果コーナーも準備万端です クリスマスシーズンでツリーを飾りました

弊社は、地域のお客様に生鮮食料品を販売しており
ます。昭和51年の創業当初は、鮮魚中心の商品構成
でしたが、変化する顧客ニーズに応じ、適時、商品構
成を入れ替え、それに伴い企業規模も発展させて
参りました。現在では、スタンダードな地域密着型
スーパーマーケットとして運営しております。

ご支持を頂いているお客様に、弊社に来店される理由をお伺いすると、「商品の鮮度がよい」「店員の親近感が
良い」「配達のサービスが良い」などのお声を多数頂戴します。事業拡大は現時点で視野に入れていません。
それよりも、今現在のお客様が商店に求める本質的機能を長年かけて極める様に日々精進すること。それ
が私たちの地域貢献であり、私たちの考える企業発展であり、従業員への貢献です。

事業概要

会社概要

バックヤードの様子

募集要項 代表者メッセージ

開店前の店舗の様子

食料品、化粧品、菓子類、飲料水、鮮魚、食肉、
野菜及び青果物等の販売、家具、室内調度品、
石油製品、家庭用雑貨及び金物の販売

 所せましと運び込まれた商品類 早朝、新鮮な商品が納品されています 　鮮魚部門、整理整頓清潔に

　各部門で使用するPC等 　各業務、チラシ広告の作成など 　経理、事務作業など

仕事内容：

募集職種：
1. 店長候補社員 
（販売社員→商品管理社員→店長と実施研修中心にステップアップ）

2. 販売社員・システム管理兼務  
（店舗一般の販売業務）

3. 商品管理社員・システム管理兼務  
（商品発注、品出し、陳列構成変更作業）

※システム管理業務に関してネットワーク、各種システムの管理
　および異種間システムのデータ連携、データ分析作業などとなります。

勤務時間：　７：３０－１６：３０  （担当部門により、変動あり）
初  任  給：　185,000円 （雇用形態：正社員）
休　　日：　　１日かつ半休日１日  （１週間）
賞　　与：　　平成 30年度実績　平均４か月分
福利厚生：　雇用、労災、健康、厚生、退職金制度、
　　　　　　奨学金補てん制度など
学部学科：　不問
選考方法：　面接のみ

弊社は、地域密着度の強いスーパーマーケットです。店舗では、お
客様とのアナログなコミュニケーションを第一に、一方で発注、
製造、事務、経理など裏方作業ではシステムを使って作業を生産的
にしていこうと計画中です。
弊社は、人とのコミュニケーションが好きで、なおかつ、様々な
作業の生産性を高める事が得意な方には是非、入社して頂きた
いです。

「従業員全員が幸せに感じる職場でありた
い」「いつもご来店下さるお客様に喜んで頂
けるには」私の悩みは、大きく分けるとこ
の２つだけです。人が幸せに感じる事柄
は、当然、人それぞれですよね。会社が、
みなさんの幸せの為に力を貸せるのは、
実際そう多くは無いと思っています。ま
ずは、社員ひとりひとりがお客様、従業員
を大切に想い行動する。お客様とは地域
であり、従業員とは家族である。勿論、取
引先や各種関係事業所とも良好な関係を
築けるように努力する。あとは、真摯に仕
事に向き合い行動する。
私が、皆さんに望むのは、これが全てとい
っていいのです。
これらの人間力が向上すると、会社の業
績や皆さんの給与や私生活がみるみるう
ちに良くなってくからです。なお、弊社には
、奨学金補てん制度のご用意がございま
す。大学で一生懸命学んだ地域の宝であ
る皆さんが社会へ羽ばたいた後の奨学金
返済の負担を少しでも軽くしたい。そう思
って策定致しました。
今後もお客様の為、地域の為、そして何より
あなた自身の為、色んな取り組みを実施して
より良い会社にしていきたいと思っています。
私たちと一緒に働いてみませんか？
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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（ 7：00 ～17：00） 

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（日曜、土曜・４週６休）　※１月１日～４月３０日は週休２日制 

募集要項

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　石井　英治
先輩の声
SENIOR’S VOICE

　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104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、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。

町も会社も交流が盛んで温かい
私は旭川出身で、入社を機に丸瀬布へ来たんですが、ここは地
域の方々との交流が盛んだと感じますね。それは会社も同じ
で、若い社員も割といるんですが、よく部署関係なく一緒に遊
びに行っていて、いい関係性が築けていると思います。社員同
士の信頼も厚いのではないでしょうか。僕ができないことを
バックアップしてくれる一方で、できそうなことは完全に任
せてくれたりとか。この会社を志望する方は、町も含めて見に
来ていただければと思います。 旭川紋別自動車道（高規格道路）

老人ホーム新築工事 一般住宅リフォーム工事

当社労働安全衛生大会の様子 外国人技能実習生

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。

いい意味で、社員同士の距離が近い
仕事は午後5時で終わりで、その後は上司のチームに入ってバ
レーボールを楽しんだりしています。上下関係を大切にしな
きゃならないとは思うんですが、先輩達ともハイタッチをし
たりして盛り上がっています。そういう楽しい面も含めて人
柄を知っているので、仕事中に上司から厳しいことを言われ
ても、素直に受け止められるところがありますね。管野組のこ
とが気になっている方は、一度見学に来てもらえたら雰囲気
が分かると思います。

建築部
岸 貴元

☆今年から完全週休２日制検討中

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！

対象：大・院・短・専
2019年3月卒：継続中
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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（ 7：00 ～17：00） 

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（日曜、土曜・４週６休）　※１月１日～４月３０日は週休２日制 

募集要項

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　石井　英治
先輩の声
SENIOR’S VOICE

　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104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、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。

町も会社も交流が盛んで温かい
私は旭川出身で、入社を機に丸瀬布へ来たんですが、ここは地
域の方々との交流が盛んだと感じますね。それは会社も同じ
で、若い社員も割といるんですが、よく部署関係なく一緒に遊
びに行っていて、いい関係性が築けていると思います。社員同
士の信頼も厚いのではないでしょうか。僕ができないことを
バックアップしてくれる一方で、できそうなことは完全に任
せてくれたりとか。この会社を志望する方は、町も含めて見に
来ていただければと思います。 旭川紋別自動車道（高規格道路）

老人ホーム新築工事 一般住宅リフォーム工事

当社労働安全衛生大会の様子 外国人技能実習生

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。

いい意味で、社員同士の距離が近い
仕事は午後5時で終わりで、その後は上司のチームに入ってバ
レーボールを楽しんだりしています。上下関係を大切にしな
きゃならないとは思うんですが、先輩達ともハイタッチをし
たりして盛り上がっています。そういう楽しい面も含めて人
柄を知っているので、仕事中に上司から厳しいことを言われ
ても、素直に受け止められるところがありますね。管野組のこ
とが気になっている方は、一度見学に来てもらえたら雰囲気
が分かると思います。

建築部
岸 貴元

☆今年から完全週休２日制検討中

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！

対象：大・院・短・専
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