
H27 年度 都市工学科企業説明会 
 
3 月 12 日 9 時 30 分～12 時 40 分 13J，13K，13L 教室 
 
1，株式会社 奥村組 
奥村組のシンボルマークは｢人｣を象徴したものです。工場などの設備を持たない建設業は人その

ものが財産。機械化は進んでいますが、機械を使いこなすのは人。いいモノづくりには、人の力が

欠かせません。人が財産であるからこそ、どの会社よりも｢人を大事にしたい｣という想いを込めて

います。特に力を入れているのは教育面。新入社員には１年間、入社４～５年目の指導員をつけて

丁寧に現場で教えています。社会人としてのマナーから専門知識まで、メンタル面もフォローしな

がら安心して働ける環境づくりに取り組んでいます。全社員が新人教育に熱心であることも特長の

ひとつ。常に親身に相談に乗り、若手にはチャンスを与える風土があります。 
 

2，神奈川県庁 
神奈川県技術職員の魅力！ 

神奈川県は、湘南海岸に代表される美しい海、大山・丹沢などの緑豊かな大自然、国際的観光地

である箱根や鎌倉といった 多くの魅力的な要素を抱えています。 

神奈川県の技術職員の魅力は、この様な多彩な顔を持つ県土をフィールドに、県民生活を支える

道路や公園・下水道の整備や維持管理、災害に強いまちづくりを目指した河川や海岸・砂防の対策

工事など、仕事の内容は多岐に及んでバラエティに富み、やり甲斐には事欠かないことです。きっ

と皆さんにも自分らしさが発揮できる場が見つかることだと思います。 

これからの神奈川を支え、さらに発展させる。今、神奈川は、未来を託す“若いちから”を求めて

います。あなたも神奈川の未来づくりに参加しませんか？ 

 
3，川田工業株式会社 
当社は、東京ゲートブリッジや明石海峡大橋などの建設に参画した日本トップクラスの「橋」の

会社です。鋼橋の設計、製作（工場での生産技術や品質管理等）、施工管理が主な職種ですが、複

合構造や合成床板、補修工事にも力を入れております。また、建築向け鉄骨製作でも国内有数の製

作量を誇り、東京スカイツリーや福岡ヤフオクドームなど高精度が要求される建造物でも私たちの

技術が輝いています。さらには一般建築やシステム建築、ロボティクス分野においても成長を続け

ている会社です。 
 

4，川崎市役所 
都市の根幹にかかわる各ライフラインの計画、設計、施工、管理のすべてに携わることができる

のは官公庁の特徴であり、川崎市は今なお成長を続けている都市です。今後とも、やる気のある優

秀な人材が必要とされ、活躍の場も多く、働き甲斐のある職場ですので是非とも試験を受けていた

だきたいと思っております。 
 
5，株式会社協和エクシオ 
情報通信ネットワーク構築のリーディングカンパニーとして、企画・設計から施工・運用・保守

まで一貫したソリューション・サービスを提供しています。現在ではICTのソリューション・サー



ビス企業として、変革とチャレンジの精神をもって継続的成長を目指しています。今後は国内のみ

ならずアジア圏も視野に入れた多種多様な事業展開を図っていきます。当社の事業価値やエンジニ

アの使命に共感し、新たな価値創造にチャレンジするマインドをお持ちの方「Team EXEO」に仲

間入りしませんか？ 
 

6，五洋建設株式会社 
■臨海部ナンバーワン企業 

土木・建築・国際を3本柱とした、建設業界の中でも特色ある建設会社として勝負をしています！

なかでも海洋土木国内最大手という強みをもっています。 

■チャレンジスピリット 

ＤＮＡとして脈々と受け継がれています。 

当社は誠実さを持って顧客や関係者から信頼を勝ち取り、更なる成長に繋げていきたいと考えてい

ます！ 

 
7，佐藤工業株式会社 

1862年創業の歴史と実績のある総合建設業（ゼネコン）です。豊富な実績から培った高度な技術

力や施工能力を最大の武器として，土木と建築の事業を柱に，お客様の要望や時代のニーズに応え

た質の高いサービスを提供し，高い評価を受けている会社です。 
東京都市大学（武蔵工業大学）の卒業生も多く，液状化対策工法の共同研究もしています。 
佐藤工業が何よりも求めているのは意欲あふれる人材です。“量から質”“国内から海外”へと

シフトする建設業界において，若手社員にはやりがいのあるプロジェクトに参加できるチャンスや，

海外で自らの力を試す機会が，今まで以上に早く巡ってきます。何よりも建設業が好きな人，建設

業を通じて人の役に立ちたい人，そしてチャレンジ精神旺盛な人など，ぜひ私たちと一緒に，スケ

ールの大きな“ものづくり”に挑戦する喜びを味わってください。 
 
8，大成ロテック株式会社  
大成ロテックは大成建設グループの中核企業として、道路や空港など様々な分野での社会資本整

備を通じ、世代を超えて財産として残っていく“モノ”を創り出しています。また、舗装材料とな

るアスファルト合材の製造、販売から建設廃棄物の中間処理事業に至るまで幅広く事業を展開し、

多様化する社会のニーズに応えています。 
モノを創ることに興味があり、魅力溢れる仕事にチャレンジしようとする学生の皆さんをお待ち

しています！！ 
 
9，大和小田急建設株式会社 
大和ハウスグループ×小田急グループ、１４５年の伝統と実績 
創業以来145年、鉄道工事、ビル建築、道路整備等様々な仕事に携わってきました。 
建設業に興味のある方は当社ブースにお越しください。 
【募集職種】 
建築施工管理・土木施工管理・設備施工管理・意匠設計・構造設計・営業 
【卒業生数】 
卒業生 計 １９名（内 土木系学科 １１名） 
 



10，大日本コンサルタント株式会社 
大日本コンサルタント（株）は、会社創立以来５０余年に亘り、確実な技術継承の基に養われた

高い技術力により、安全で快適な社会インフラ整備事業に参画して参りました。私たちは、この仕

事を通して「安心・安全な国土の形成」と「活力や魅力の溢れる地域づくり」に貢献してきたもの

と自負しております。 
常に私たちは、私たちが手掛けた社会資本を利用する人、それを日常の風景として目にする住民

の思いを考え、社会との繋がりを大切にしながら、質の高い社会基盤整備に取り組んでいます。 
 

11，鉄建建設株式会社 
私たち鉄建建設は、一般の土木・建築工事だけでなく、鉄道関係の構造物に重点を置いた工事を

得意としているゼネコンです。 
 鉄道の多く集まる首都圏での工事や、延伸される新路線・新駅などの工事を多く行っているほか、

今後拡大しつつある耐震補強・補修・改良工事にもいち早く取り組んできました。 
 いわば鉄道工事のトップランナーです。 
 これからも、培ってきた技術にさらに磨きをかけ、社会に対して責任のあるより良い構造物をつ

くることで、地域の発展へ貢献していく所存です。 
 そのためにも若い人材を取り入れて育成し、さらに技術力と信頼性を高めていく必要があります。 
意欲のある学生のみなさん、私たち鉄建建設の一員になって、一緒にものづくりをしてみませんか。 
 
12，株式会社 開発設計コンサルタント 
私たちは、電源開発(J-POWER)グループの一員です。 

電力施設の調査・計画・設計を通し、国内のみならず海外におけるエネルギー安定供給の一翼を担

っています。またダムや河川、各種建物などの計画・設計を通して、安全な社会の発展に貢献して

います。 
皆さんには、主に電力施設を対象とした建設コンサルタントの技術者として活躍していただきま

す。ダムや電力設備、河川、トンネル、道路、橋梁、港湾設備など、多岐にわたる施設の調査・計

画、設計、工事管理、維持補修を担当します。土木、建築、地質の各技術者が各々の役割を担いな

がら、相互に連携して課題に取り組んでいます。 
人と自然が共存し、安全で優しい社会づくりに携わってみませんか。 
 
13，東日本旅客鉄道株式会社 
東京都市大学の学生の皆さんこんにちは 
JR東日本は関東、甲信越から東北までの広範囲を事業エリアとするJRグループで最も企業規模

の大きい旅客鉄道会社です。 
私たちの最大の使命は、地域の皆さまの生活と深いかかわり合いを持ち、社会にとって不可欠な

事業を着実に運営することであります。そのため普段の業務からお客さまや社員の安全を意識し、

技術革新やグローバル化に力を注ぎ、持続的に成長していくために無限の可能性の追求をしてくこ

とを重要な経営方針としております。 
 なかでも皆さんの専門「土木（建設・保守土木・保線）」の担う仕事は、究極の安全に向けた災

害に強い鉄道づくりやメンテナンス・ホームドアの整備や、新線建設の検討・大規模駅改良をはじ

め経営基盤を強化するプロジェクトを担当していただくこととなります。 
 鉄道工事は地域社会の足である列車を動かしながらの施工が基本となるため、困難を極めます



が、これらに対して臆することなく、自らの使命感と責任感を持ちそれらに立ち向かい、好奇心あ

ふれる皆さんをお待ちしています。 
 
 
 
14，ユニオン建設株式会社 
ユニオン建設はＪＲ東日本グループ唯一の総合建設業で、建設コンサルタント・設備保守を担う

グループ会社のうちの一つになります。線路、橋りょう、駅舎といった鉄道設備のメンテナンス・

改良工事などを担当し、電車を利用するお客様により安全・安心で快適に乗車できるよう日々努め

ています。 

当社が他の総合建設会社と大きく異なる点は、線路のメンテナンス工事・耐震補強工事・駅舎改修工事と

いった鉄道関連工事を手がけていることであり、これが当社の大きな強みとなっています。 
 
15，横須賀市役所 
東京都市大学都市工学科学生の皆さん、横須賀市役所です。 

横須賀市での仕事の特色や、職員として働くメリットをいくつか挙げてみます。 

 ちょうど良い市の規模（大きすぎず、小さすぎず…） 

 独立性・独自性（市独自にやりたいことも出来るし、技術的専門性もあるし…） 

 公務員・市役所として（企画計画から管理まで仕事の幅広さ、立ち位置、安定性など） 

 気候が穏やか（夜間工事で現場に行ったりもするので、案外大切なポイントです！） 

まだまだあります。紙面では、とてもその魅力をお伝えし切れません。公務員に少しでも興味があ

れば、是非ともブースへお越しください。ご説明します、お答えします！ 

※横須賀市：神奈川県の三浦半島に位置する人口約41万人の中核市で、職員数は、全体で約3,200

人、うち土木職は約330人。土木職の主な部署は、土木部、港湾部、都市部、上下水道局などで、

都市インフラの計画、整備、維持管理、許認可などの業務を行っている。 

（横須賀市ＨＰ http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/） 
 
16，東京急行電鉄株式会社 
当社は、鉄道事業、不動産事業、生活サービス事業の 3 つの事業を展開しており、お客様の暮

らしに密着した幅広い領域での事業を行っています。中でも鉄道事業は、当社の基幹事業として、

全8 路線、104.9km で網目状のネットワークを構築し、1 日あたり 298 万人、年間 10 億人以上

のお客様にご利用いただいております。2013 年 3 月には東横線と東京メトロ副都心線の相互直通

運転を開始し、都心へのアクセスが大幅に向上し、ますます便利になりました。  
  鉄道の使命は、「安全・安定輸送」であり、駅係員、乗務員、車両、電気、土木、建築の各技術

員の「プロ」が、それぞれの役割を果たすことにより安全・安定輸送を確保しています。  
  当社では、従業員の一人ひとりが「ホスピタリティ」を心がけ、サービスの向上や駅施設、車両

の改善等、様々な取り組みを行い、東急沿線が「選ばれる沿線」であり続けることを目指していま

す。 
 
 
 
 



3 月 12 日 14 時 00 分～16 時 40 分 13J，13K，13L 教室 
 
1，青木あすなろ建設株式会社 
当社は多くの独自技術を保有する無借金経営のゼネコンです。 

今後も独自技術に力を注ぎ、得意分野への進出、拡大を進めてまいりますが、そのためには若い皆

さんの力が必要です。 
当日はどのようなことにもお答えしますので、ぜひ当社ブースにお立ち寄り下さい。 

 
2，伊豆急ホールディングス株式会社 
伊豆急ホールディングスは、鉄道をはじめとする交通事業 3 社、ホテルやリゾートコテージな

どの宿泊事業 2 社、建設やコミュニティー事業などの生活関連事業 3 社およびリテール事業 1 
社の 9社から成る伊豆急グループの統括会社として、平成 24 年に設立された会社です。  
  グループの各社から一般管理業務を受託し、各社が本来の事業に専念できるようサポートしてい

くこと、そして、グループの営業戦略・観光戦略の立案および実施を主な業務としています。設立

後まもなく、まだ新しい会社ですが、伊豆急グループの歴史は、昭和 36 年に鉄道未開の地であっ

た伊豆半島東海岸に伊豆急行線を開通させたところから始まり、鉄道事業を中心にグループは発展

してまいりました。  
  入社後は、グループ各社への出向を含め様々な経験を積んだうえで、将来伊豆急グループの基幹

職として活躍していただきたいと考えております。  
  豊かな自然の魅力に恵まれた「伊豆」の地で、伊豆とともに生きる企業グループを舞台に、皆さ

んのこれまで培った力を発揮してみませんか？  
伊豆東海岸のさらなる活性化に向けて、ともに挑戦を続ける熱い志を持った方をお待ちしています。 
 
3，岩田地崎建設株式会社  
会社概要】 
創 業：大正11年 
業 種：総合建設業 
資 本 金：20億円 
従業員数：649名（平成26年11月現在） 
売 上 高：570億円（平成26年3月期） 
経常利益：10億円（平成26年3月期） 
経営理念：建設事業を通じて人と自然の最適環境づくりに貢献する。 
 
4，東急建設株式会社 
東急建設は、東急電鉄を中核とした「私鉄最大の企業グループ」の一員で、国内はもとより海外

でも事業を展開する中堅ゼネコンです。 
生まれ変わる渋谷の再開発建設工事、独自の技術を発揮する高難度の鉄道工事、国内はもとより

東南アジアのインフラ整備、植物工場ビジネスへの参入など、街、暮らしに安全で快適な新しい価

値を提供し続けています。興味をお持ちの方、当社ブースへお越しください。 
 
5，株式会社サンユウシビルエンジニアリング 
私たちサンユウシビルエンジニアリングは海上から陸上まで多種多様な設計・解析を手掛け 



ているエンジニアリングに特化した会社です。  
これまでに国内、海外の大規模プロジェクトにも参加してきました。 最近では災害復旧関連の

設計で、社会に貢献できる仕事をしています。 また、海外プロジェクトに数多く参入し、海外に

グループ会社も設立しました。  
 是非、私たちと一緒に未来を開拓し社会貢献できるエンジニアを目指しましょう！  
 
6，西武建設株式会社 
西武建設は、西武グループの建設部門を担う総合建設会社です。公共工事や民間建設工事のみな

らず、グループ施設（鉄道、ホテル、レジャー・リゾート施設等）の建設事業も多く手がけており、

新築からリノベーション工事、耐震工事まで幅広く対応することにより、安全で快適なまちづくり

に貢献いたします。また、木造戸建部門も有しており、西武線沿線を中心とした住宅整備だけでな

く、大型木造耐火建築物の施工も手がけております。 
 
7，通信土木コンサルタント株式会社 
当社は、情報通信ネットワークを構成するNTTの土木設備(トンネル600km 橋梁5000橋  

管路60万km  MH70万個)の設計、点検調査、診断、近接施工に伴う計測、設備マネジメント、デ

ータベース、電線類の地中化に係る企画/調査/設計など、コンサルタント事業を40数年間に亘って

行っており、この分野では、リーディングカンパニーとしてその位置を確立しています。 
コンサルタント事業を支えるのは、言うまでもなく、”人財”です。社員一人ひとりの自発的チャ

レンジに対しては、先輩社員によるOJTによる支援を行うとともに、高度技術の習得や資格取得に

対しても、早期達成が可能な育成プログラムを用意しています。 
また、業務の効率化・円滑化を推進するために、過去の膨大な数の技術データが容易に検索・活

用できる実務支援システムが導入されています。このシステムにより創造的時間へのシフトや勤務

時間の大幅な短縮を可能にしています。 
 

8，株式会社テノックス 
当社は、商業施設・マンションなどの建築分野と道路や鉄道の高架橋などの土木分野で上部構造

物をさせ支える基礎工事を担う業界のパイオニア企業です。技術営業から基礎設計・コンサルティ

ング、施工までを一貫して手掛ける数少ない基礎工事専門会社として、杭工事と地盤改良工事を中

心としたビジネスを展開しています。  
  当社の特長は、技術革新を追い求める会社です。構造物基礎の地盤改良分野で指標とされている

テノコラム工法をはじめ独自研究以外にも素材メーカーや大学、研究機関と提携して新技術を共同

開発し、他社との差別化、競争力を維持しています。  
  「基礎工事」という仕事は目に見えない土の中の技術ですが、社会に安心と安全を提供する重要

な役割があります。当社グループは新幹線関連施設や東京ビッグサイト、羽田物流ターミナルをは

じめとした国内事業、アジアやアメリカにおけるインフラ事業に携わった実績もある社会に貢献で

きる企業です。 
 
9，東急軌道工業株式会社 
当社は、軌道工事に特化した建設会社。人々の暮らしを支える重要な役割を担っている鉄道ネット

ワークを、文字通り軌道から支えています。 
 鉄道の高速化・大量輸送化を支えるため、１９８４年の設立以来培ってきた高度な技術力とノウ



ハウを駆使し、新線の建設をはじめ、既設線の複々線化、高架化、地下化などの大規模な軌道改良

工事、また既設線の保守工事や大型保線機械を使用した工事を通して、安全性・効率性を追求し、

より良い鉄道環境づくりの一翼を担うために、意欲的に挑戦し続けています。 
 近年、線路の保守の大切さがクローズアップされるなど、鉄道事業の基盤である軌道工事の重要

性が再認識されています。私たちは、軌道工事のスペシャリストとして、「安全で安心な鉄道環境

づくり」を目指して新しい軌道の未来を創造し、人間と社会と自然が調和した美しい時代を切り拓

くために、これからも安心と信頼の軌跡を刻み続けます。 
 

10，東電設計株式会社 
●会社の規模と所在地 

・本  社：東京都江東区東雲1-7-12 KDX豊洲グランスクエア 

（2020年の東京オリンピック会場が周辺に多数） 

 ・従業員数：約600名 

 ・事業資格：建設コンサルタント 

 

●会社の特徴 

当社は、東京電力グループの総合建設コンサルタントです。土木、建築、電気、機械、地質の要

素技術と水力・火力・原子力発電、架空・地中送電、変電、新エネルギー、一般建築ほか諸分野の

技術を有するプロフェッショナル集団です。これらの専門技術を結集し各分野の垣根を越えたトー

タルパワーで国内・海外事業を展開しています。 

 

●土木本部のＰＲ 

土木本部は、調査、設計、解析を主体とした６部門の専門集団で構成され本部員数は１３５名と

社内一の本部となっており水力・火力・原子力・流通土木設備等電力土木のみならず 

バックエンド・防災等のコンサルタント業務も行っており高い技術を有した技術集団です。 

 
11，飛島建設株式会社 
わが社は創業132年を迎える老舗の総合建設会社です。『防災のトビシマ』をキャッチフレーズ

に安全で安心な社会づくりに貢献するとともに、建設技術だけではなく企画・設計・施工から運営・

維持管理までトータルサービスによるソリューション事業を展開し、社会に『なくてはならない会

社』を目指します。 
 
12，宮城県 
東日本大震災以降，「宮城県震災復興計画」を未来への道しるべとして，市町村をはじめ県民の

皆様とともに，一日も早い復旧・復興の実現に向けて懸命に取り組んでまいりました。 
 平成26年度から4年間の「再生期」では，恒久的な住まいや安定的な雇用の確保といったこれま

で進めてきた復興をさらに加速させるとともに，計画に掲げた「復旧にとどまらない抜本的な再構

築」を進め「発展期」を経て計画期間終了時に「創造的復興」という花を咲かせるための種を着実

にまいていかなければなりません。 
復興への道のりは長く険しいものではありますが，前例のないことに果敢にチャレンジし，自己

を大きく成長させる機会でもあります。県民一人ひとりの想いに寄り添いながら，新たな県土づく

りに情熱と使命感を持ち，笑顔溢れる宮城の明るい未来をともに切り拓いていきましょう。 



 
13，横浜市役所 
横浜市は人口が約371万人で日本一の市です。政令指定都市で港もあり、様々な事業があります。 

特に大規模事業が多く、横浜環状高速道路や神奈川東部方面線事業、横浜駅周辺大改造計画、南本

牧ふ頭事業、横浜市庁舎の新設などがあります。 
また、職場異動の希望も極力聞いてもらえるので、自分の希望する仕事ができ、また何がやりた

いのか分からない方も、色々な職場を経験し、自分に最も適した仕事を入庁後に見つけることがで

きるのが最大の魅力です。 
最近は採用試験の倍率も下がり、入庁するチャンスです。実際、ここ数年で数十名の都市大生に

入庁いただいています。 
採用試験には都市大OB・OGが手厚くサポートしますので、ぜひチャレンジしてください！ 
 
14，株式会社横河ブリッジホールディングス 
私たち、横河ブリッジホールディングスグループは、「社会公共への奉仕と健全経営」という経

営理念のもと、１９０７年の創業以来、橋梁・鉄骨分野のトップメーカーとして、パイオニア精神

と研究開発を重視した企業姿勢を頑なに守り、常に時代の先端を走ってきました。  
世界最長の吊橋である明石海峡大橋や香港ストーンカッターズ橋など、１００年を超える歴史の中

で国内外の多数の橋梁建設に携わり、培われた高い技術力と揺るぎない信頼から、「技術の横河」

というブランドを確固たるものにした『橋梁事業』を基点に、橋の再生・延命に取り組み、社会イ

ンフラの長寿命化に貢献する『保全事業』、工場や倉庫等の低層非住宅建築物を国内唯一のシステ

ム建築専用工場で生産することで「短工期・低価格・高品質」を実現し、業界ナンバー１の地位を

確立したシステム建築に代表される『建築事業』、大深度地下空間の有効活用や地震・津波からの

被害を防ぎ、防災・減災社会の実現に寄与する『加工製品事業』、大型鋼構造物の設計・製作・加

工に関する技術と先端の情報技術とを融合させた『先端技術事業』など、社会インフラを担う事業

を多角的に展開しています。 
 
15，新日本技研株式会社 
◎創業 45 年、独立系専門建設コンサルタント 

当社は昭和 44 年に設立して以来、橋・橋梁を専門として、皆様の街のシンボルとなり、暮らしを

支える多くの橋を手がけてきました。橋梁新設設計や道路設計だけではなく、維持管理分野にも力

を入れ、当社の専門性を活かした分野での更なる飛躍を目指しています。 

◎資格支援制度充実 

建設コンサルタント業界で必要な資格を取得後は、受験料、テキスト代、資格学校の授業料も含め

て全額キャッシュバックを行っています。合格祝いとして一時金付与や、毎月の給料へ反映される

資格手当もあります。 

◎教育体制、キャリアプランフォローも抜群 

当社では新卒・中途入社に関わらず、働くメンバーのキャリア形成をモデル化しております。OJT

を通した実務研修、研修も充実しており外部講師を招いた講習会は月 1以上の実施があります。他

に学協会への論文投稿、仕事の成果を共有する業務成果発表会など、一層専門性を高めたい方には

最適な環境が整っています。 

◎休日取得、育児休暇、NO 残業デーなど労働環境も整備 

当社では社内の労働環境の整備に努めています。具体的には毎週水曜日はNo残業デーとして定時上



がり必須、万が一土日出勤の場合には代休取得を進めております。育児休暇の取得実績や時短勤務

で活躍しているメンバーもおり、各個人の状況に合わせた労務管理ができるようこれからも務めて

参ります。 

 
16，大成建設株式会社 
 私たちの仕事は、建設を通じて「人がいきいきとする環境を創造する」こと。世界最高水準の

建設技術・ノウハウと技術開発力でお客様や社会の夢をカタチにしています。「常に新しいものに

挑戦していく」という社風と技術力が、社員一人一人に受け継がれ、大成建設の「地図に残る仕事。」

のフィールドは全世界に広がっています。 

大成建設は、個人の価値観や考え方を大事にし、自由に自己主張ができ、互いに刺激を与え合う

ことが企業に新たな創造性をもたらすと考えています。皆さんの興味や専門性を活かせる仕事がき

っとあります。 

東京都市大（武蔵工大）出身の先輩の数も多く、いろいろな部署で活躍しています。 
 
 


