
H27 年度 都市工学科企業説明会 
 
3 月 9 日 9 時 30 分～12 時 40 分 13J，13K，13L 教室 
 
1，株式会社エイト日本技術開発 
総合建設コンサルタント企業の株式会社エイト日本技術開発です。当社は今年で創立60周年を迎

える歴史ある企業です。道路、橋梁、河川・港湾などのインフラ施設の設計・計画や、構造物の耐

震設計・長寿命化、防災通信施設・設備の設計、地震・津波・土砂災害等の災害リスクマネジメン

ト、地質調査、国際開発など、当社の活躍分野は多岐に渡ります。「価値ある環境を未来に」を合

言葉に、第一級のインフラソリューションコンサルタントをめざし邁進中です。現在当社では、東

京都市大学（武蔵工業大学）の卒業生が数多く活躍しています。建設コンサルタントのお仕事に少

しでも興味のある方は、気軽に当社ブースにお立ち寄りください。当日お会いできますこと楽しみ

にしております。 
 

2，鹿島建設株式会社 
震災復旧をはじめ、東京オリンピック、リニア新幹線と国内でも大きなプロジェクトが、今後も

多く予定されています。 
鹿島では、計画、開発から設計、施工までビッグプロジェクトに携われる可能性があります。公務

員、コンサル志望の方も是非とも話を聞いてみてください。 
また、近年女性の土木技術者も増え、鹿島でも多くの現場で活躍しています。 
女性の方も、是非ともゼネコンに興味を持ってみませんか。 
 
3，川田建設株式会社 
★「便利で快適な生活環境と災害に強い都市空間を届けること」が私たちの仕事です。 
★コンクリート橋の新設では、国道・県道・高速道路などで毎年５０を優に超える橋を掛け、町と

町とを繋ぎ地域の発展に寄与しています。近年は、鋼構造とコンクリートのハイブリットを得意

とし、群馬県の「不動大橋」では世界初の複合構造を実現しています。 
★３０年以上橋梁の保全実績を誇る当社は、メタルとコンクリートの専門家集団です。老朽化対策

の最前線を行く首都高において、「ひび割れの補修」「床版補強」「耐震補強」「落橋防止」な

ど数多の修復・補強を任されています。ＮＥＸＣＯの大規模補修・更新を見据え開発した「床版

取替用の合理化継手」は、災害科学研究所の優秀研究賞を受賞しました。 
★私たちと一緒に、地図に載る仕事、暮らしの基盤を支える仕事を手掛けてみませんか？ 
 
4，株式会社 熊谷組 
 わたしたち熊谷組は世界トップレベルの超高層ビルや日本最大級の貯水水量を誇るダムを建設

する技術を持ち，「お客様に感動を。」をモットーとし全員参加の経営を目指す建設会社です。同

じモノはなにひとつない，すべてがたったひとつの作品です。100年先まで残るものづくり，社会

貢献度の高い仕事に携わってみたいと考えている方は，是非，当社の門をたたいて下さい． 
  
 
 



5，株式会社 鴻池組 
 私たちの社名にある「組」という言葉。そこにはたくさんの想いがつまっています。 
例えば、モノを「くみ」たてる。ニーズを「くむ」。環境問題にとり「くむ」。たくさんの「く

む」を大切にしてきました。私たちの手掛ける仕事はたくさんの人が利用する建造物や施設を造る

といった後世まで残るものばかり。どれも一人では成し遂げることができません。だからこそ、当

社は「仲間とくむ」という気持ちを何より大事にしています。 
若手からベテランまでしっかり連携を取りながら、お客様のニーズに提案から設計、施工までト

ータルでお応えできるよう取り組む、そんなチームワークの良さが当社の自慢です。 
あなたも一緒に社会を組み立てていきませんか。 
 
6，株式会社 ジオデザイン 
～来たれ！新しいもの好き～ 
ジオデザインは、建設コンサルタントとして活動しています。

いわゆる設計分野もありますが、地盤関連の実験・解析業務も

数多く行っています。これらの業務は，各種設計基準や新工法

開発の種になることもあります．何より、手を動かすことが大

好き！最新の実験・解析に携わりたいという人大歓迎です。ジ

オデザインは，自己資本比率60％超えと，会社規模は小さいな

がらも元気に活動しています。 
発想し、思考し、行動する―。ひとり一人がお客様とコミュニケーションを取り、技術提案をしな

がら，お客様と一体となって業務を進めていく・・・。責任を持って自分で業務を取り仕切ってい

くことは大変かもしれませんが、その分大きな充実感を味わうことができるでしょう！！ 
詳しい業務内容については、以下のURLをご参照ください。 
URL: http://www.geodesign.co.jp/ 
 
7，戸田建設株式会社 
戸田建設の土木部門は1956年に設立されましたが、この30年余りで 飛躍的な成長を成し遂げ、

準大手ゼネコンのなかで全く引けを取らない地位を築きあげました。 
今後もさらなる成長を継続するため「新たな強みを創造」し競争に勝とうと考えています。他社に

先駆けた新技術の開発に力を入れ、特に当社が得意とするトンネルシールド工事では多くの工法や

システムを社会に提供し、実用化に向け研究を進めています。また、国内初2,000kw風車を搭載し

た実証機の設置に成功した「浮体式洋上風力発電」で事業化を目指したり、得意とする開発事業に

「農業」との融合を図った展開を組み込み、他社に先駆けた取り組みを行っています。 
 
8，日鐵住金建材株式会社 
当社は、鉄を素材とする建築の柱材や、ガードレール、スリットダム、土留め鋼矢板などのイン

フラ資材を開発、製造、販売する総合建材メーカーです。新日鉄住金グループの中核企業【鉄鋼建

材のパイオニア】として、常にマーケットのニーズにこたえる商品の開発・改良を進めています。

例えば、樹木を伐採せずに斜面崩落を防止する自然共生型の商品「ノンフレーム工法」は、グッド

デザイン賞等を受賞、メディアにも多く取り上げられています。 
大学時代に都市工学科で得た知識を活かし、第一線で活躍しているOBも多数在籍していますので、

具体的な仕事内容、働き方、社風など知りたい方は、ぜひ当社ブースへお越し下さい。 
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9，日特建設㈱ 
■特殊基礎工事に特化した技術者集団の会社です。(環境防災・維持補修・都市再生を事業のメイン

としています)  法面緑化や液状化対策など「安全・安心な国土造り」に貢献する会社を目指し

ています。「特殊施工法分野のリーディングカンパニー」である弊社で、私たちと一緒に豊かな

未来をつくってほしいと思います。 
 
■「現場に強い技術者」を育成していくため、特に若手社員の研修体系を充実させています。また、

女性技術系社員も幅広く活躍しています。 
 
■人事担当者より一言 
 「見えないところにこそ価値があり、大切にしなければいけない」という言葉を社内では創業以

来、非常に大切にしています。決して派手さはないですが、様々な技術者が集まった「縁の下の

力持ち」的会社です。是非一度弊社の話しを聞いていただきたいと思います。 
 
10，株式会社  日本港湾コンサルタント 
・ 当社は、平成２７年４月で創業５４周年を迎える、建設コンサルタントです。海洋・港湾・海

岸・漁港の施設等の計画・調査・設計・解析・維持管理計画・発注支援等を主な業務と 
しております。  
・ 東日本大震災では、岸壁や護岸、防波堤の復旧・改良設計、防潮堤の計画・設計等に貢献する

とともに、東海東南海地震を想定した津波防災業務にも取り組んでいます。  
・ 新たな事業発展として、地球環境分野－地球環境の改善、途上国の生活改善、再生可能エネル

ギーの利用等に関する企画立案、及びプロジェクトの実施にも注力しております。  
・ 勤務地は、東京の本社、関西（神戸）・九州（福岡）・東北（仙台）の支社が中心です。 
・ 事業場所は、国内では、北は青森から南は九州・沖縄まで。海外では、創業以来数々の国々の

港湾開発プロジェクトを実施し、現在はインドネシア、ベトナム、ケニアにおいて港湾プロジェク

トのエンジニアリング、施工監理等を行っています。  
・ 海や港、物流、防災、自然や環境、景観、解析、海外プロジェクトなどに興味があり、チャレ

ンジ精神旺盛で、仲間と仕事を協同してやりたい学生をお待ちしております。  
会社ホームページ  ：  http://www.jportc.co.jp/ 
 
11，日本コンクリート工業株式会社 
コンクリートポールシェアNo.１！技術力と品質の日コンです！ 

私たちはチャレンジ精神旺盛な方を求めております。 
「大学で学んだ知識を活かしたい！」、「様々な経験をしたい！」、「形に残る仕事がしたい！」

こんな思いを思っている方、是非私たちと一緒に仕事しませんか。お気軽にお立ち寄りください！ 
 
12，日本上下水道設計株式会社 
私たちは水と環境のコンサルタント会社です。上下水道事業をはじめとした「水」と「環境」に

関する様々な技術やサービスを、国内はもとより世界のクライアントに提供しています。 
私たちの会社の特長は、63年に及ぶ信頼と歴史、高い技術力、世界90カ国に実績を有するグロー

バル展開力にあります。豊富な人材とフラットでフランクな社風も私たちの自慢です。 
 上下水道関連という説明で、「水圏環境工学研究室」だけが対象だとお考えの学生の皆様。私た



ちは水処理施設などの構造物設計、耐震診断、地盤関係の業務を実施しており、水だけにとらわれ

ず、構造･土質など土木全般を対象としたコンサルティングを行っています。 
 都市工学科の学生は全て対象であり、特に土木全般が得意な技術者を募集しています。社名に惑

わされることなく、幅広い学生のブース訪問をお待ちしています。 
 
13，株式会社富士ピー・エス 
当社は、2014年3月に創立60周年を迎えました。創業以来、ＰＣ（プレストレスト・コンクリー

ト）工法の技術を活かし、橋梁やタンク、空港整備などの土木事業及び、ＰＣ合成床版やＰＣ組立

工法、耐震補強工事などの建築事業を中心に、日本全国に事業展開しています。 
 必要とされる「モノ」をつくることで、社会に貢献することが我々「富士ピー・エス」の使命で

あり、喜びです。 
 これからの日本は、震災からの復興や東京オリンピックなど、国を挙げてのビッグプロジェクト

が数多く計画されており、当社もその一翼を担います。今こそ、若いパワーが求められている時な

のです。 
 我々と一緒に、モノづくりを通して感動を共有しましょう！ 
 
14，若築建設株式会社 
若築建設は、百二十余年の歴史の中で海洋土木事業のリーディングカンパニーとして日本の発展

に貢献してきました。古くは洞海湾の浚渫や埋立工事をかわきりに、東京国際空港や中部国際空港、

東京湾横断道路(アクアライン)などの数々のビッグプロジェクトにも参画しその実績を残してい

ます。海外ではスリランカ、インドネシア、モルディブなどアジア地域を中心に事業を展開してい

ます。  
 また総合建設業者として、鉄道や道路、トンネルや橋といった公共性の高いインフラ整備の陸上

土木や、オフィスビル、アメニティ施設、大学・病院などの文化・教育、医療・福祉施設の建築、

ビルなどの耐震補強工事、新たな付加価値を創造する都市開発事業、河川や湖沼の浄化などの環境

事業にも力を注いでいます。 私たちの暮らしを支える電力・エネルギー分野では、地球環境に優

しいエコ・エネルギー、太陽光発電、風力発電に積極的に取り組んでいます。 
 
15，株式会社長大 
当社のルーツは、本州四国連絡橋架橋を目的に設立された技術者集団です。明石海峡大橋をはじ

めとした我が国長大橋梁のほとんどを手がけています。その技術は世界トップクラスを誇り全世界

の長大橋梁の設計、施工管理に実績を有しています。 
また、設立当初より環境アセスメント、交通、情報サービスといった計画分野にも事業を拡大し、

現在では都市、地域計画分野にも広く展開しています。道路情報事業ではETCシステムの交通運用

など、業界をリードする展開を図っています。 
時代に先駆けPFI/PPP事業を開始し、業界トップクラスの実績を誇っています。また業界でも希

な病院、福祉施設、学校に豊富な実績を持つ建築事業を加え、トータルなスマートコミュニティづ

くりを支援しています。そして、海外における都市開発やエネルギー分野、急速に発展の進む海外

都市の渋滞緩和、CO2排出ガスの低減など環境改善事業にも取組んでいます。 
 
16，株式会社不動テトラ 
陸上・海洋の両土木事業、地盤改良事業、ブロック事業、環境事業等を手がける土木を中心とし



たゼネコン（総合建設業）です。  
地盤改良技術のトップ企業を自負し、羽田・中部・神戸・関西空港やアクアラインなど数々のナシ

ョナルプロジェクトで活躍し、地震時の液状化対策工事において震災等で技術力は実証されていま

す。ブロック事業における当社の地位は、皆様おなじみの当社登録商標である「テトラポッド」が

示すとおりです。 
 
3 月 9 日 14 時 00 分～16 時 40 分 13J，13K，13L 教室 
 
1，アイテックコンサルタント株式会社 
アイテックコンサルタントは橋梁上下部工を中心に、地下構造物や下水施設の設計や調査を専門

に行っています。得意とするのはＰＣ上部工や基礎構造の設計で、会社設立以来５０年間で皆さん

のご存じの多くの大型橋梁の設計に参画してきました。 
本社は新宿ですが、大阪・鹿児島にも技術者を配置していて、大阪・鹿児島勤務希望の方も大歓迎

です。全社員６０名ですが、そのうち約２０％が２０代の若手技術者で、都市大ＯＢも２名います。 
土木構造物の設計に興味があり技術にチャレンジしたい方、アイテックコンサルタントは『申し

分のない技術の追求』に取り組んでいる会社です。 
 

2，株式会社大林組 
大林組は東京スカイツリーを造った技術力のある会社です。  
  大林組は以下のような人材を求めています。  
１．現場の仕事に興味がある人  
２．積極的、主体的な人【リーダーシップ力】  
３．自ら考え、自ら行動できる人【適応力】  
４．表現力、対話能力を持つ人【コミュニケーション力】  
５．国や地域にとらわれず仕事への積極性を持つ人  
６．健康の自己管理ができる体力のある人【タフな人】 
 
3，川田テクノシステム株式会社 
☆当社は、建設業界への情報技術・製品・サービスの提供を通じて社会に貢献するＩＴ企業です。 
☆『３Ｓ主義』（ＣＳ【顧客満足】、ＥＳ【社員満足】、ＱＳ【品質満足】）という原理原則のも

と、『活気にあふれる業績の良い会社』を目指して事業活動を行っております。 
☆土木設計支援ソフトや建設系ＣＡＤソフトの開発・販売、工事情報・災害情報などに用いられる

情報共有ＡＳＰサービスの提供、鋼橋上部工を中心とした受託設計業務などを行っています。 
☆過去３年の新卒採用実績は１２名（各年４名）で離職率は０％です。 
☆『自分の成長＝会社の成長』そんな思いを持った仲間を求めています。 
 
4，ケミカルグラウト株式会社  
「ケミカルグラウト」という社名、聞いたことが無い方が多いのではないでしょうか？  
一言でいうと【土から下】のことを扱っている専門建設会社です。  
地盤改良工事、ダムの基礎処理工事、斜面の安定工事…そして近年の主力事業は耐震補強や液状化

対策です。土木工事だけでなく、建築基礎工事や土壌浄化作業にも力を入れています。  
  そんな当社の社是は「技術立社」。工事をして利益を得ている施工会社ではありますが、その工



事に使う技術の多くを自社開発しています。その技術は開会へも輸出されており、常に時代の先を

行く「開発型企業」であることが当社の使命です。   説明会当日は、現場勤務を経て現在は技術

開発部に所属する都市大 OB もお邪魔します。施工管理や技術開発のやりがい・醍醐味・面白さ

から・つらさ・過酷さ・大変さ（！）まで包み隠さずお話ししますので、ぜひブースにお越しくだ

さい。お待ちしています！ 
 
5，株式会社 交通建設 
 株式会社交通建設は，JR東日本のパートナー会社です。さまざまな形で鉄道環境を整え，日本の

交通・輸送を支えています．お客さま，社員の安全を最優先に責任と誇りを持って快適な社会づく

りに貢献しています。交通建設年間の売上高約200億円の95％以上の工事をJR東日本から受注して

います。仕事内容は鉄道線路設備工事・鉄道土木工事が主なものとなっています。「線路設備の保

守管理」が中心ですが，最近では直下型地震対策工事やホームドア新設等の新設工事，さらに東京

駅での東北縦貫工事（東京～上野ライン）も行いました。 
採用については，弊社に興味がある方には何度でもお会いして「会社の説明」を行わせていただい

ています． 
①就職してから後悔しないように 
②前向きに楽しく仕事ができるように 
③定年退職まで充実した人生が送れるように， 
採用担当者が全力で「企業説明」を行わせていただきます．社員として入社後は，国家資格取得対

策等，さまざまな研修を行い技術力の向上を全力でサポートします。 
みなさまの先輩たちからも「入社してよかった」の声を聞くことが出来ます．鉄道に興味のある方

は是非，私たちの「説明」を聞いてください。よろしくお願いします． 
 
6，静岡県庁（交通基盤部） 

静岡県交通基盤部の仕事は、道路、河川、砂防、港湾、都市計画、公園、下水道などの整備や管

理などです。土木施設は社会のインフラとして、住民の安全な生活を守ったり、経済活動を支えた

り、住民の毎日の暮らしの中で利用されるなど、非常に重要な役割を担っており、今日までの我が

国の発展や生活の向上を支えてきた功績は大きなものがあります。 

現在、静岡県では 700 名以上の土木技術職員が公共土木施設の整備や管理、さらには静岡県の経

営管理、企画広報、くらし・環境、文化・観光、健康福祉、経済産業、危機管理などの分野でも活

躍しています。 

 
7，世紀東急工業株式会社 
当社は、長年培ってきた道路舗装事業を中心に、土木・環境景観事業、スポーツ施設建設事業、

水利事業、製品事業（道路建設資材等）など幅広い事業を展開しています。 
東急グループというスケールメリットの強みと当社伝統の高い技術力を活かし、物流や生活を足

もとから支える舗装事業（インフラ整備）を中心に豊かな地域社会づくりに貢献。地域と地域を結

ぶ舗装のスペシャリストとして確固たる実績とノウハウを築いています。 
空港や高速道路などのインフラ整備やバリアフリー歩道などの環境景観整備、テニスコートやフッ

トサルコートなどのスポーツ・レジャー施設建設など、生活や産業を支えるさまざまなシーンで私

たちの技術が活かされています。ものづくり現場の施工管理（現場マネジメント）にご興味ある方



の応募をお待ちしております。 
 

8，成友興業株式会社 
ふたつの事業軸があります。ひとつは建設土木事業。主に公共事業の道路・橋梁工事から宅地造

成工事まで幅広い事業を展開しています。もうひとつは環境事業。建設現場ではアスファルトやコ

ンクリート、土砂などが発生しますが、これを廃棄せずに自社プラントで建設資材に再生し、収集・

納品するシステムも自社で構築しています。 
また、環境事業では２年後、東京都スーパーエコタウンに新しい工場も出店予定、その新工場は、

汚染汚泥を浄化する最先端の技術を有しております。 
≪ 卒業生 H23年 入社１名、H24年 入社１名、H25 入社１名 ≫ 
 
9，復建調査設計㈱ 東京支社 
創業以来、戦後の国土再建から始まり、地質調査、測量、建設コンサルタントの３つの分野を中

心に技術を蓄積・向上させ、総合建設コンサルタントとして国づくりの一端を担っています。東日

本大震災の復興事業についても安全・安心な国土・地域社会形成のための技術・サービス提供を企

業使命として協力・支援しています。 
 

10，株式会社竹中土木 
竹中土木は竹中工務店グループの一員として、経営理念に「最良の作品を世に遺し、社会に貢献

する」を掲げ、「正道を履み、信義を重んじ、堅実なるべし」の社是のもと、一貫して土木分野を

基軸に、社会資本の整備を通じて、社会の発展と人々の暮らしを豊かなものに変えてきました。土

木分野は昔も今も大地と英知の融和であり、社会資本と環境は後世に引継ぐ大切な資産です。竹中

土木は、今後も土木にたずさわる感動を求め、環境保全・省エネ・都市再生・少子高齢化・高度情

報化等へのニーズや社会の変化に応え、「人へのやさしさ」の視点で、当社の原点である大地に想

いを込め、建設技術の開発と作品創造で、理想の都市・社会づくりに向け、しっかり歩んでいきま

す。 
 
11，東亜建設工業株式会社 
私たちは1908年の創業以来、堅実な経営と、人と技術で海上土木事業のパイオニアとして走り続

けてきました。「自然と人との調和を目指して」を合言葉に、ひたむきに追い求めてきた独自の技

術力で、人々の生活や産業に関わる様々な国内外のビッグプロジェクトで活躍しています。また次

の100年を見据えて、今後は海底資源開発などの外洋工事のパイオニアを目指していきます。もの

づくりに興味があり、やりがいを見出したい方は、是非「東亜建設工業」のブースでお会いしまし

ょう。お待ちしております。 
 

12，東海旅客鉄道株式会社 
日本の大動脈を担う東海道新幹線、東海地域の在来線、超電導リニアによる中央新幹線の建設と

いった鉄道事業を中心とした事業展開を行っているＪＲ東海です。 
JR東海には、これからを創っていくという確固たる使命があり、その使命に「誇り」を持ってい

ます。「Dear Japan 次なる日本の創造」、来年を考える仕事ではなく、数十年という大局を考える

仕事です。 
その中で土木技術者は「鉄道構造物を造り、発展させる」、「鉄道の安全を守りながら、各種構造



物を造り、社会発展に寄与する」といった建設の仕事、「日々の安全・安定輸送を支える構造物の

最適な維持管理」といった保守の仕事で活躍しています。 
この機会に、私たちが何のために働いているのか、私たちが守るものは何か、ぜひその想いに触

れてみてください。 
 
13，福田道路株式会社 
当社は北海道から九州まで本支店、営業所、アスファルト合材工場を持ち、全国の高速道路や空港、

国道、県市町村道から民間の工場構内や駐車場まで舗装工事を中心に幅広く施工を手掛けています。

顧客満足、技術革新に挑戦する当社であなたの能力をぜひ発揮して下さい。 
 
14，株式会社フジタ 
フジタは、創業１００年以上の歴史をもつ総合建設会社です。フジタは、これまでの歴史におい

て、数々の自然と共存する社会や街、建設物を手がけてきました。 
これまでの「建設事業」にとどまることなく、アジアを中心とした「海外事業」、地球環境に配

慮した「環境技術」、建設物の維持管理にかかわる「ストックビジネス」、これらを強みとして、

フジタは震災復興やグローバルな社会・地域への貢献に真摯に取り組んでいきます。 
建設というダイナミックな「ものづくり」を通じて、人の心を豊かにしていく。 
さぁ、わたしたちと一緒に始めましょう。 
 
15，八千代エンジニヤリング株式会社 
学生の皆さんには、建設コンサルタントの社会基盤整備における役割や面白みを説明した上で、

八千代エンジニヤリングの、業界他社と比較した技術面、社風についての特徴を説明します。 
 また、これまでの実績から、学生が興味を持つ分野である「まちづくり」「道路・橋梁設計」な

どを担当する若手（主に都市大卒業生）を同行し、リアルな業務経験についての情報をお伝えする

予定です。 
 
16，ライト工業株式会社 
当社は 1943 年の創業以来、専門土木分野において国土の防災やインフラ整備を通じ、安心で安全

な国土造りに貢献しています。特に近年多発する土砂災害に対する防災事業（のり面保護）や地震

時の液状化などに対する地盤改良・強化事業で、活躍しています。また、道路・橋梁といった社会

資本の延命化など、構造物の補修・再生事業にも積極的に取り組んでいます。 
 2013 年度 建設業土木売上ランキング    全  国    ２４位 
 2013 年度 建設業分野別売上ランキング   法面工事     １位 
                       地盤改良工事   ３位 
                （2014.9 日経コンストラクションより） 
 


