
H27年度 都市工学科企業説明会 
 

3月 10 日 9時 30 分～12時 40分 13J，13K，13L教室 

 

1，株式会社 角藤 

専門工事会社として、土木工事、基礎工事、鉄骨工事、橋梁工事、外装工事など幅広くかつ専門

的な技術をもった会社です。 

 鉄骨工場は国内最高品質のＳグレード認定工場であり全国でも屈指の鉄骨製作工場、基礎工事分

野では多くの施工機械及び技術を所有、外装工事では数多くの建材の工事が可能など各分野で評価

を得ています。 

 

2，三信建設工業株式会社 

当社は、1956年に設立されたベンチャー企業の草分けで、地盤に関する多くの特許技術を持つエ

ンジニアリング企業です。設立以来60年近くにわたり、地盤処理技術を主とした特殊基礎土木一筋

で多くの事業に取組んでいます。近年では地盤の液状化対策に取組むリーディングカンパニーとし

ても注目されており、防災・復興事業において大いに力を発揮しています。 

 

3，株式会社 ＪＦＥ設計 

弊社はＪＦＥスチ－ル各製鉄所において、各種大型プラント設備建設のプロジェクトに携わり、

土木設計ならびに工事監理において多くの実績を積み重ね、技術力を高めて参りました。 

更に、これらの実績・技術力を基盤として、ＪＦＥグル－プ以外の民間プロジェクトにおいても土

木設計業務を多数実施しています。 

土木設計業務に興味のある方や実際に携わりたいと考えている方には、この機会に弊社の業務を知

っていただきたいと思います。 

また、施主の立場で製鉄所建設プロジェクトの現場に関わるという、当社ならではの業務（工事監

理）についても理解を深めていただき、エントリ－をお待ちしたいと考えております。 

 

4，相模原市 

1954年に人口8万人でスタートした相模原市は、人口急増や基地問題など多くの課題に取り組み

ながら着実な発展を続け、現在では、人口70万人を超える政令指定都市へと成長しました。リニア

中央新幹線の駅設置や相模総合補給廠の返還予定地の活用など、将来にわたって更なる発展を遂げ

るポテンシャルを秘めており、広域交流拠点として、人や企業に「住んでみたい」、「ビジネスを

したい」と思われる、魅力あふれる都市づくりを進めています。 

 

5，テクノス株式会社 

■我が社の特色 

世界のインフラを陰で支え、常に新しいことにチャレンジし続ける会社 

 総合建設業である㈱熊谷組の主要グループ会社として、シールドトンネル用セグメントの設計製

作、そして、環境プラントの企画から設計製作据付までと一貫したサービスを提供しています。ま

た、鉄骨建方新工法による現場支援、国内で最初の導入機械「クワトロカッター」によるＣＳＭ工

法の連続地中壁工事をはじめとする基礎工事、ならびに既設土木構造物のリニューアル工法の開発



等、幅広い分独自の技術を発揮しています。 

■わが社の人材観 

 自己の持つ可能性に積極果敢に挑戦し続け、仕事を通じて社会に貢献できる社員を目指して欲し

いと考えています。 

■貴校OB３名が当社で活躍されています。(2名はH26.3卒業、H25.3卒業です) 

 

6，日本水工設計株式会社 

 人々の暮らしに欠かせない「水」。日々私たちは当たり前のように使い、当たり前のように捨て

ていますが、その裏では水をキレイにして人々へ届け、汚れた水をキレイにして自然へ返す仕組み

があります。私たち日本水工設計は、水のコンサルタントとして、その当たり前を支えている企業

です。水道・下水道の整備を中心に、近年では頻発している地震やゲリラ豪雨といった自然災害へ

の対策も行いながら、地球環境と人々の暮らしを守っています。 

皆様には入社後、【コンサルタント技術職】として、都市全体の水道・下水道・河川・廃棄物に関

する事業計画の立案から施設の設計まで担当していただきます。 ひとつひとつのプロジェクトに

対して《土木》《機械》《電気》《建築》の各専門がチームを結成し、連携しながら仕事を完成さ

せていきます。経験を積んでいくことで高い専門性を養いながら、仕事を通して社会に貢献できる、

やりがいのある仕事です。 

 

7，日本道路株式会社 

創業８５年を誇る道路建設会社のパイオニア的存在として、高速道路、国道、空港、港湾、橋梁

等の工事等、数々の国家的プロジェクトに参画し、社会基盤整備の一翼を担ってきました。その他

にもレジャー施設やテニスコート・陸上競技場等のスポーツ施設等も手がけ、「道からはじまる街

づくり」を行っています。また、近年の環境対策というニーズにも応え、環境関連技術分野へ積極

的に取り組み、人に・地球に優しい社会の実現にも寄与しています。 

 

8，株式会社ノバック東京本店 

国土交通省工事をはじめとして、各官公庁工事を中心に工事を受注しています。内容も道路土工

事、コンクリート構造物工事、トンネル工事、ダム工事等多岐に渡っています。企業として、安定

していますがさらに業績拡大を図っています。技術者としてやりがいのある職場です。 

 

9，パシコン技術管理株式会社（PTM） 

道路、鉄道、河川、港湾、空港、その他、国土を形成する様々なインフラに関わる調査・研究・

計画・設計・施工・維持・管理等を担う総合建設コンサルティング会社「パシフィックコンサルタ

ンツ」。わが社「パシコン技術管理（株）」は、そのグループ会社として「施工管理、計画・設計、

保全調査、技術支援」からなるサービスを提供し、「パシフィックコンサルタンツグループ」なら

ではの高度かつ高品質なコンサルティングサービスを支えています。 

 私たちが手がけるのは都市機能や国土形成に直結するプロジェクトが中心。それゆえ、「自分が

関わったものが社会インフラ構造物として残り、それが人々の豊かな暮らしを支えていく」という、

この仕事ならではのかけがえのないやりがいを存分に味わうことができます。他の仕事では決して

味わえない強い使命感と仕事の達成感。そんなものを味わい、人間として大きな成長を目指したい

方は、ぜひ一度我が社（PTM）へご来社ください。 

 



10，安藤ハザマ 

安藤建設とハザマは、２００３年に資本業務提携を結んで以来、約９年にわたって協力関係・信

頼関係を築いてきました。両社は２０１３年４月１日に合併し、「株式会社安藤・間」としてスタ

ートしました。土木に定評のあるハザマと、建築に強みをもつ安藤建設とは、相互補完性が高いこ

とから、今後持続的成長を続けて行くうえで最高の組み合わせであると確信しています。両社の補

完性を活かし、技術力・営業力・コスト競争力でシナジーを発揮し、強固な経営基盤を構築して、

より良い会社を目指したいと考えています。合併により、準大手クラスではトップクラスの事業規

模となる新会社の一員として、会社を盛り上げてくれる方、お待ちしています。 

 

11，大豊建設株式会社 

信頼に応える確かな技術」をモットーに、その技術力は国内外を問わず、ダム、港湾、高速道路、

新幹線、地下鉄、上下水道、商業施設開発、医療・福祉施設、住宅建設等において高く評価されて

います。 

「技術の大豊」として、数々の工法技術を有し、シールドトンネルやニューマチックケーソン工

事を始め、国内外で様々な工事実績を残しています。 

当社では身に付けた専門性だけでなく、多くの人と協調できるコミュニケーション能力、変化する

状況に柔軟に対応できる判断能力等が大切だと考えています。 

 

12，東 京 電 力 ㈱ 

東京電力㈱は、「福島原子力事故の責任を全うし、世界最高水準の安全確保と競争の下で安定供

給をやり抜く」ことを使命とし、原子力・火力・水力各発電所でつくられた電気を送電線、変電所、

配電線を経て、お客さまへ送り届けています。 

土木部門は、電力設備のうち、ダム、ＬＮＧ地下タンク、港湾設備、送電鉄塔基礎、地中送電線

管路等の建設，保守・運営を通じて、電力安定供給の一翼を担っています。 

土木技術者は、多様な土木構造物の計画・設計・建設から運用・維持管理まで、設備のライフサ

イクル全体に関わっているのが特徴です。 

電気事業の大きな使命を感じ、日々の責任に向き合いながら、逞しく成長できる場所です。 

 

13，成和リニューアルワークス株式会社 

私たち成和リニューアルワークス㈱は、大成建設グループの一社として、安定した経営基盤のも

と、「安心できる社会基盤造りへの貢献」を使命ととらえ、４つの事業を展開し、厚い信頼と高い

評価をいただいています。 

その源泉となっているのは、社員一人ひとりのチャレンジスピリットにほかなりません。当社は、

「自由闊達」「価値創造」「伝統進化」という成和スピリットに則り、一人ひとりがいきいきと自

由な発想と挑戦意欲をもって仕事に臨んでいます。広がりゆく事業フィールドにおいて、さらに未

来の可能性を切り拓いていく熱いパワーを求めています。 

 

14，西松建設株式会社 

当社は、創業以来140年余りの歴史を持ち、先端の技術を活かして国内外で様々な社会資本の整備

に貢献してきました。土木では道路、鉄道、ダム、橋、建築では超高層や免震構造物、大空間構造

物など、社会のニーズを受けたものづくりにより培った技術によって、"技術の西松"として評価を

受けています。また近年は開発不動産事業や海外事業も積極的に展開しています。 



当社では「ものづくりが好きな人」「仲間と達成感を味わいたい人」「大きな仕事に挑戦したい

人」「海外で活躍したい人」などいろいろな人材を求めています。 

まずは当社の事を知ってもらうためにもぜひ説明会にご参加ください。0 

 

15，オリエンタル白石㈱ 

「独自工法と特化技術で社会基盤を創造する」総合建設企業。当社は、プレストレストコンクリ

ート工法のパイオニアである「オリエンタル建設」と、ニューマチックケーソン工法のトップラン

ナーである「白石」をルーツとし、高度な技術力を駆使して多くの業績を残してきました。 

常に時代のニーズに応えるべく、新しい技術を開発する創造力にあふれ、近年では維持・修繕分野

においてもインフラ老朽化対策の最前線に立ち、高い評価を得ています。 

 

3月 10 日 14時 00分～16 時 40分 13J，13K，13L教室 

 

1，あすか創建株式会社 

弊社は歴史はまだまだ浅い会社ですがライフラインの建設、住宅設備の設置などを通して、お客

様に快適な暮らしをお届けする使命感と活気に満ちた会社です。お客様の信頼は、仕事に携わる『人』

で決まる。私たちはそう考えています。そのためあすか創建では、お客様に『誠実』に対応し、『柔

軟』な発想で考え、新たなニーズに果敢に『挑戦』する。そんな人材を育成して行きたいと考えて

おり、専門のスタッフや先輩が新入社員教育から皆さんを育てていきます。 

また若手社員でも様々な仕事を任せてもらえ、たとえ失敗したとしてもそれをサポートして行こ

うという風土があります。 

採用活動を通してあすか創建の社風を肌で感じて頂き、そして皆さんに精一杯あすか創建の魅力

をお話できればと思っています。 

私たちの生活に不可欠な『ライフライン』を通じて社会貢献していきたいという熱意と意欲をお持

ちの方にお会いできることを楽しみにしています。 

 

2，荏原環境プラント（株） 

日本を代表するポンプ・コンプレッサ等の機械設備メーカーである、東証一部上場の荏原製作所

100％出資会社です。荏原グループの環境事業の一翼を担い、環境プラント（主に廃棄物処理施設）

の建設から運転、メンテナンスまでのトータルソリューションを提供しています。 

この施設は『発電』や『資源循環』の基盤としての役割に期待が高まっており、地域の人々の暮

らしになくてはならない存在です。 

施設建設にあたっては、大規模な地下工事やコンクリート施工、鋼構造物の構造計画、応用力学、

土質・基礎の設計といった都市工学に関わる要素を多分に含んでおり、これらの技術と発想を存分

に発揮して「まちのシンボル」を作り上げることができます。 

 

3，株式会社 クリエート 

道路、下水、橋梁、一般構造物（擁壁、法面等）、電線共同溝の設計業務、調査・点検業務およ

びネクスコを中心に道路工事の現場施工管理を行っている建設コンサルタントです。設計業務は神

奈川県を中心に関東近県ですが、オファーは役所だけでなく、施工会社から依頼があり、まれに遠

方も担当します。調査・点検業務は、神奈川県を中心に橋梁・道路付帯構造物等を調査・点検し、

補修工法の提案なども実施しています。施工管理業務は資格要件などがありますが、将来的には設



計及び現場の経験も積んで頂く考えでおります。 

 勤務地としては、設計・調査点検業務に従事する場合は、神奈川県横浜市緑区十日市場の本社に

なり、会社近傍に社員寮を完備しています。施工管理業務に従事する場合には、赴任先となり、全

国各地が対象になります。 

 自社には、大学の卒業生が4名ほど在籍しておりますので、当社の社風や勤務状況等について、

気軽にご相談願えればと思います。 

 

4，ジェイアール東日本コンサルタンツ株式会社 

私達の会社は、鉄道構造物の土木設計業務を中心に、計画・調査、施工監理や施工計画、ICT、

環境、メンテナンス業務など、鉄道構造物を幅広い分野から支えている総合コンサルタント会社で

す。 

若手社員のうちからプロジェクトに積極的に携わることができ、責任感をもって仕事に取り組め

る職場環境です。 

業務以外では野球、サッカー、スキー等のクラブ活動や、BBQといったイベントもあり、部署の

垣根を越えて和気あいあいとした雰囲気で活動しています。 

興味のある方は、是非当社の説明会にご参加下さい。 

 

5，清水建設株式会社 

  

清水建設は，１８０４年の創業以来，２１０年以上の歴史があり，国内外を問わず多くのプロジ

ェクトに携わっているゼネコン（総合建設業）です。 

「ものづくり」においては，『誠実により良いものをつくる』 これが，シミズのゆるぎない姿

勢です。「ひとづくり」にも力を入れており，入社５年目までに複数部署を経験できる内外勤交流

制度や，１０年間で７つの研修プログラムを実施するなど，人材開発プログラムも充実しておりま

す。 

「ものづくり」に興味があり，誠実さと強い責任感を持ちながら仕事をしたい！と思う方は，是非，

ブースにお立寄りください。 

 

6，株式会社千代田コンサルタント 

当社は、PC橋梁、道路、構造、トンネル、下水道、施設、建設環境、交通計画、景観、構造保

全、東日本大震災の復興支援、各自治体の防災計画、道路事業マネージャーやCM等々幅広い分野

の業務を行っています。つまり、自分でやりたいことができる、自分の夢を実現できるチャンス、

活躍できる舞台が無限にあるということです。さらに、現在、社会基盤整備、防災の位置づけが見

直されており、建設コンサルタントに求められる役割がますます重要になってきています。当社の

一番の財産は、社員です。私たちは積極的にこのような舞台で活躍して、社会づくりに貢献しよう

という熱意のある人を求めています。どんな仕事をやるのだろうということを考えるとき、不安だ

から尻込みするのではなく、不安だけれど何だか面白そうだから、社会の役に立てるのではと、と

にかくやってみようという人を求めています。 

当社の社員は気持ちの優しい人が多いので、求めれば求めるだけ親切に一緒に考え、教えてくれま

す。少しでも当社に興味のある人、連絡を待っています。 



 

7，中央コンサルタンツ株式会社 

安全・安心な国土の形成、そしてさらに持続可能な国家機能、社会の構築を目指した国土強靭化

への歩みを進めていく上で「土木」の果たす役割が重要であることに疑う余地はありません。予想

される自然災害に対する防災・減災への取り組み、更新時期を迎えつつある社会資本の維持管理・

長寿命化など国土をマネジメントする役割において、我々建設コンサルタントが活躍する領域は更

に拡がるなか、中央コンサルタンツはその一翼を担っています。 

高い技術力と幅広い専門性を兼ね備えた技術者を目指す、意欲溢れる皆さんとの出会いを楽しみ

にしています。 

 

8，株式会社 東急設計コンサルタント 

株式会社東急設計コンサルタントと申します。 

当社は、民間主体の街づくりとしては国内最大規模を誇る「東急多摩田園都市」を手掛ける東急

グループの一員として、設立以来、グループが展開する街づくりプロジェクトを中心に活動してき

た「土木設計」「都市開発」「建築設計」の各部門で構成される「総合設計コンサルタント」です。 

人々が安全・安心で快適に生活できる「鉄道・駅を中心とした街づくり」が基本ですが、特に「土

木設計」の分野においては、鉄道計画、鉄道施設設計、橋梁等の構造物設計、建物基盤整備（擁壁、

敷地造成等）、住宅地開発、市街地再開発、リゾート開発の各分野で、社会やお客様に貢献してい

る会社です。 

 

9，株式会社 東京ソイルリサーチ 

当社は、建築・土木構造物を設計・施工するために必要な地盤・基礎に関する調査・コンサルタ

ント業務と、構造物の耐震診断・補強設計業務を行っています。地盤工学の黎明期である昭和41

年に創業し、来年（平成28年）には50周年を迎えます。 

創業者が建設省建築研究所（当時）の出身である関係から、創業当初より特に地震防災に関する

研究開発にも力を入れています。特許工法である凍結サンプリング工法は、乱れの極めて少ない高

品質な試料が採取できるため、建築・土木の公的機関が定める液状化判定法の制定に貢献した他、

原子力発電所施設など重要構造物での地盤の液状化評価に利用されています。つくば総合試験所に

は、国内最大規模の動的三軸試験等、特殊な動的試験機を配置し、国内の需要に応えています。ま

た、国内で一番早く構造物の耐震診断・補強設計を事業化し、平成7年兵庫県南部地震以降、構造

物と人命の地震時の安全性確保に貢献しています。 

 

10，東京都庁 

東京都で働くということ，国でもない、他の自治体でもなく、民間企業でもなし得ない、地域に密

着したまちづくりからグローバルでダイナミックなプロジェクトを実行。首都東京で働く醍醐味が

あります。 

東京都では、様々な課題に果敢にチャレンジする若い技術者を求めています。 

「世界一の都市・東京」の実現を目指して 

◎史上最高のオリンピック・パラリンピックを実現 

～開催を起爆剤として都市を発展させる。 

◎課題を解決し、将来にわたる東京の持続的発展を実現 

～少子高齢・人口減少社会への対応など山積する課題を解決していく。 



 

11，東洋建設株式会社 

当社は海の工事からスタートし、陸上土木工事、建築工事へと活躍のフィールドを拡げながら、

皆さんの生活を支える良質な社会資本の整備に取り組んできました。そのような歴史から特に海の

エリアにおける工事を得意とした会社です。そして、その技術力の高さや実績からゼネコンの中で

も“マリコン”と呼ばれる存在であり、マリコン大手の一角として今日の地位を確立しています。 

今後も、当社は○積極的に行動する、○人と一緒に物事を成し遂げる、○向上心のある若い力を多

く求め、優れた技術を伝承し、ともに未来に向かって歩みたいと考えています。 

建設業に興味のある方はぜひ当社のブースを覗いてみて下さい。 

12，中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 

弊社はＮＥＸＣＯ中日本グループの技術領域を担う中核企業として主に高速道路の保守・保全業

務を行っています。高速道路は土木はもちろんの事、機械・電気・通信・建築技術が凝縮され成り

立っています。重要な社会インフラを守る仕事に興味のある方は是非ブースへお越しください。 

 

13，株式会社ピーエス三菱 

 

      

 

 

 

 

 

米国コロラドリバー橋                 沖縄組踊劇場 

 

～ＰＣゼネコンのパイオニア～ http://www.psmic.co.jp/  

 

14，前田建設工業株式会社 

前田建設工業㈱は、１９１９年創業の土木工事に強い総合建設業（ゼネコン）です。社是として

定めた『誠実・意欲・技術』は前田建設社員の未来へ向かう確かな意志が込められています。 

主な施工実績は、 

東洋一の高さを誇るロックフィルダム：高瀬ダム（長野県）、 

世界最長・最深海底トンネル：青函トンネル（北海道） 

世界最大径シールド：東京湾アクアライン（千葉県） 

世界最大支間長：ストーンカッターズ橋（香港）等 

多数あります。求める人材は ものづくりが好きな人 ⇒ 使命感のある人 ⇒ 逃げない人 ⇒ 

夢を形にしたい人です。 

 

15，みらい建設工業株式会社 

当社は、空港・港湾工事等の海上工事を得意とするマリンコンストラクタです。東京国際空港D



滑走路・関西空港等の海上空港や、全国の港湾施設など数多くのプロジェクトを元請けとして手が

けています。また、三井不動産及び関連会社からの民間工事に強みを持っている建設会社です。 

 当社の経営状況では、自己資本比率は４１％あり、非常に財務体質の良い会社であり、更に無借

金で経営を行っているため、筋肉質な建設会社です。 

これからの建設業界は、東日本大震災を契機に社会資本整備が見直され、地震対策・治水対策等

の防災工事、老巧施設の整備、また東京オリンピックの開催に伴う整備等土木技術者の活躍するフ

ィールドが数多く開かれています。 

ぜひ、当社社員の一人として、一緒に“みらい”を創造しましょう。 

 

16，首都高速道路株式会社 

 「ひと・まち・くらしをネットワーク」を合言葉に、毎日約 100 万台のお客 

様にご利用頂いている首都圏の大動脈である『首都高』。24 時間 365 日、日用品、農作物、ゴミ

など私たちの生活に関わる多くのものが首都高を利用して運ばれています。当社は「より安全に・

より円滑に・より快適に」首都高をお客様にご利用いただけるよう社員一同全力をつくします。首

都高の成長に終わりはなく首都高を舞台に働く責任とやりがいは計りしれません！  

  首都圏の大動脈、首都高を支えているのは高い技術力です。「つくる」技術、 

「つかう」技術、「まもる」技術は首都高にかかせないものであり、これらの技術は首都高で働く

社員が支えています。専門分野のみならず、新しい発想力を持つあなたの価値観を将来の首都高の

大きな財産に変えています。私たちの仕事の中心は、重要なインフラである首都高を支えることで

す。あなたも是非、そんな首都高を支える仲間の一員となって、一緒にお仕事をしませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 


