
私たちは、土木・建築工事を中心とした総合建設会社です。
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My Works あなたの個性を活かして活躍するステージがここにあります。

出勤

業務終了・退勤

7:30

昼休憩12:00
打ち合わせ12:50
現場管理13:00

朝礼・ラジオ体操7:50
現場管理
測量、写真管理、
安全管理等

測量、写真管理、
安全管理等

8:00

19:00

事務所で書類整理17:00

橋梁下部・上部／下水道／道路改良／災害復旧
海岸・河川護岸／舗装・安全施設／砂防堰堤
宅地造成／橋梁補修・耐震補強

　工事が完了した時に、大きな達成感を味わえることがやりがいだと思います。私は昨
年、砂防堰堤工事に携わりました。毎日現場での測量、写真管理、材料管理や発注者の立
合等大変でしたが、工事完成時には地元住民からとても感謝されました。土石流から近
隣住民を守ることができると考えると、社会貢献ができていると感じ、とても達成感が
ありました。
　今後の目標は、土木の現場監督として経験が浅いため、日々の業務等で知識や経験を
積み、資格を取得し 1日も早く現場所長になるのが目標です。そのためには、工事全体
を見る広い視野を持ち、作業の流れやそれに伴う段取りをしっかり行えるようになら
なくてはならないと感じています。

　現場管理の仕事は始めのうちは覚えることも多く、大変だと感じるこ
とも多いかもしれません。しかし、何にでも興味をもって積極的に挑戦
するうちに、ものづくりの楽しさが分かり、仕事にやりがいを感じられ
るようになるはずです。また、私は他業種からの転職で不安もありまし
たが、良き先輩・上司に恵まれ素晴らしい会社に入社できたと思ってい
ます。皆さんと一緒にお仕事ができる日を楽しみにしています。

社屋・店舗／個人住宅／工場・倉庫／公共施設／分譲マンション
医療福祉・教育施設／賃貸マンション／寺社

土木事業

1日の仕事

出勤・メールチェック

業務終了・退勤

7:30

昼休憩12:00
作業打合せ
現場管理・書類整理

13:00

現場管理8:30
朝礼・ラジオ体操8:00

19:00

書類整理17:00
現場確認16:00

1日の仕事

出勤

終礼・退勤

7:30

伝票作成11:00
昼休憩12:00

社員の出退勤チェック8:30
銀行・郵便局等外出9:00
郵便物仕分け10:30

朝礼・ラジオ体操8:00

17:00

資料作成等13:00

1日の仕事

建築事業

経理／人事／労務総務

入社希望者
への

メッセージ

この仕事のやりがいと今後の目標

　やりがいを感じるのは建物が完成した時に、御施主様に
喜んで貰えた時です。完成までには年単位の時間がかかる
こともあり、書類整理や現場での作業、各協力業者等の
日々の打ち合わせなど大変なことも多いですが、それだけ
スケールの大きな仕事に携わることができ、完成した建物
を見て、労いの言葉を受けた時の達成感は他の業種よりも
大きく、やりがいと誇りを持つことができます。
　今後の目標は、「1級建築施工管理技士」や「1級建築士」
といった資格を取得し、自分が監理技術者として現場を持
つことが目標です。その為に、日々いろいろなことを学び、
自身のスキルアップを図りたいと思っています。

　建設現場は長期間に渡り建物と対峙して
いきます。先輩・上司・職人・職方、多くの
人たちでできる建物が竣工した時の感動は
他の職業では味わえない感動があります。モ
ノづくりに興味のある方、一緒に頑張りま
しょう。

入社希望者
への

メッセージ

この仕事のやりがいと今後の目標

　総務は会社全体に関わる業務をしているため、社内から問い合わせを受けるこ
とがとても多いです。中には、パソコンの調子が悪い、エクセルの使い方が分から
ないという質問を受けることもあるのですが、そういった小さな問題でも解決の
手助けができ、社員さんに喜んでもらえた時、とても嬉しく感じます。問題の一つ
一つは小さくとも、その後においても社員さんから頼りにしてもらえるので、き
ちんと対応していくことは大切だと考えています。
　今後の目標は、第一種衛生管理者の資格取得です。これまでに、建設業経理士２
級の資格を取得しましたが、資格取得により業務に活かせることも増えていきま
すので、今後も地道に勉強を続けていきたいです。

　総務は電話・来客対応から、経理業務・社内制度の管理まで幅
が広いです。毎日同じ仕事ばかりでないため、新鮮な気持ちで取
り組めることに楽しさがあります。
また社員の皆さんは、困ったことがあるといつも親身になってく
ださるので、慣れない仕事に不安があっても安心して働くことが
できると思います。

入社希望者
への

メッセージ

この仕事のやりがいと今後の目標

古本 和章

木村 亘希

角谷 萌

2019年入社

2018年入社

2019年入社
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業務の内外において会社に名誉あるいは
夢や感動を与える活動があった場合等に表彰します。

奨学金完済月まで返済を支援する制度です。

山陽工業のリアル

山陽工業は、
そんなあなたと
働きたい。

充実した研修制度

奨学金返済支援制度

社長特別褒章

資格取得奨励金

●国交省局長表彰

一級土木施工管理技士、一級建築士、
一級建築施工管理技士等の資格を取得した際に支給されます。

現場代理人と監理技術者それぞれに褒賞金を支給。

●国交省事務所表彰、同安全表彰、
　並びに広島県、広島市の優良工事表彰
現場代理人と監理技術者それぞれに褒賞金を支給。

●その他市町、NEXCO等の優良工事表彰

●実用新案特許の取得

●その他、上記に準ずる顕著な業績等

助か
る!

心配
無用

!

しっ
かり

評価！ 頑張った分だけもらえる

売上高

役職員数

うち女性社員

億69 1,587
ゴールドカード
3年連続受賞

万円
平均勤続年数

年16

名86 名5

全職員の年齢構成

20代

21%

12%

5%

26%

22%

14%

30代 40代 50代 60代 70代

入社1年目の4月の給与から

（年額上限36,000円）

毎月

を補助

※3,000円
（年額上限60,000円）

毎月
※5,000円

新卒の場合

採用月の翌月から

毎月3,000円 毎月5,000円

中途採用の場合

採用月から3年到達月の
翌月から

※月々の返済額が補助金額に満たない場合は返済額と同額となります。

※2021年5月未実績

億円超63
※2022年5月未見込

※2019年4月1日一部改訂

※2021年5月現在

を補助

を補助 を補助

◆新入社員研修（約２週間）
社内規程等の説明
土木・建築施工管理の概要
安全衛生教育、ISO・検査に関する教育
現場見学（施工中、施工済）
※研修後、配属先でのOJTとなります。

・東広島バイパス瀬野西 IC改良工事
・安芸バイパス熊野川高架橋第4下部工事
・天満川中広町地区堤防工事
・国道２号五日市高架橋橋梁補修第３外工事
・広島西部山系299渓流流路工外工事 ほか

・（仮称）ヴェルディ井口５丁目新築工事
・㈱山陽レック保管倉庫棟新築工事
・（仮称）Ｓビル新築工事
・Alfa Romeo FIAT/ABARTH Hiroshima 新築工事
・（仮称）京橋町ビル新築工事 ほか

若手・新入社員技術講習会
建設業若手技術者スキルアップセミナー
中堅社員技術講習会 等

◆外部研修

社会貢献につな
がる

仕事がしたい 広島で働きたい 将来性ある
技術者を目指し

たい

入社4年目の4月の給与から

社外で行われる
研修会に積極的に
参加しています

土 木 建 築

最近の具体的完成工事

2021年度



www.landingsanyo.co.jp

認証・登録番号 0006904

会社名 山陽工業株式会社

総合建設業（国土交通大臣許可）　一級建築士事務所（広島県知事登録）
宅地建物取引業（広島県知事許可）

土木工事業／建築工事業／大工工事業／とび・土工工事業／屋根工事業
管工事業／タイル・れんが・ブロック工事業／鋼構造物工事業／ほ装工事業
塗装工事業／防水工事業／内装仕上工事業／建具工事業
水道施設工事業／解体工事業

一般社団法人広島県建設工業協会
一般社団法人日本建築協会
一般社団法人広島県建築士事務所協会
公益社団法人広島県宅地建物取引業協会
一般社団法人広島県火薬類保安協会
建設業労働災害防止協会広島県支部（広島分会）

鈴江 克彦

8,000万円

86名（令和3年5月31日現在）

〒730-0805 広島県広島市中区十日市町1丁目1-9
TEL（082）232-6471　FAX（082）291-2233

〒728-0022 広島県三次市西酒屋町大久保 646-2
TEL（0824）62-2018　FAX（0824）62-2103

事業内容

許可業種

所属団体

代表者名

資本金

役職員数
本社

三次営業所

〒740-0004 山口県岩国市昭和町1-3-17-302
TEL（0827）24-0224　FAX（0827）24-0225

岩国営業所

土木・建築共に若干名

土木・建築部門の施工管理

土木・建築学科など

技術系　216,000円（大卒）
　　　　204,000～195,000円（高専・専門卒）
            177,000 円（高卒）

住居手当・免許手当・現場手当・通勤手当　等

年1回

年３回（業績による）

募集人数

土木・建築並びにリフォーム部門で若干名募集人数募集職種

募集学科

初任給

諸手当

昇給

賞与

日曜日・祝日及び第一土曜日を除く土曜日、年末年始休暇　等休日休暇

各種保険（健康・厚生・雇用・労災）、奨学金返済支援制度、退職金制度、慶弔制度、資格取得奨励金制度、
社長特別褒章制度、定期健康診断・インフルエンザ予防接種負担、社員旅行、中型免許取得支援制度、
個人型確定拠出年金制度（iDeco／勤続年数 3年未満…1,000円、勤続年数3年以上 30年未満…2,000円、
勤続年数30年以上…1,000円） 等

福利厚生等

現場施工管理の経験者

土木・建築・リフォーム部門の施工管理

相談（経験・保有資格等により優遇）

年３回（業績による）

応募資格

募集職種

給与

賞与

採用フロー お問合せ先

TEL／082-232-6471
E-mail ／ n-itiba@landingsanyo.co.jp
（担当：総務部 市場）

新卒採用 中途採用

募集要項

会社概要

　学生の皆さん、当社に関心を持って頂いた皆さん、パンフレットをご覧頂きありがとうございます。　　　　　　　　
　わが社は、表紙にあるように、土木・建築の総合建設会社です。総合建設会社とは、施主様から直接土木や建築工事を一括して請負い、専門工事
企業（下請さん）と協力し合って、工事完成までの総合的管理を行うことを仕事としている会社です。
　ただ「物を造る」のではなく、地域社会・環境に配慮を行い、品質に新たな価値を創造し、お客様の満足を高める仕事を行うこと=「LANDING」
を理念としています。この理念を大切にして、広島市を中心に道路・河川・砂防ダム・マンション・工場等インフラ整備に取り組んでいます。
　屋外作業特有の厳しさもありますが、工事完成時の達成感は高く、また完成物は実績として半永久的に残ります。自分の仕事を形にすることが
出来、やりがいを持てる業種と確信します。
　現在、建設業は、お客様のニーズの多様化や将来の担い手不足等多くの課題の中にあり、ICTなど生産性向上の技術革新も日々進められていま
す。今、わが社は変革の時を迎えており、その変革に向けて、今後、技術革新に即応する技術力の向上、そして福利厚生の拡充等働きやすい職場作
りを戦略的に進める考えです。
　山陽工業株式会社は、「お客様の信頼に応え、安全・安心の守り手として地域から必要とされる企業へと成長を続け、SDGsの目指す持続可能
な社会の実現を目指して共に挑戦する新しい力」を、心からお待ちしています。

社長挨拶（入社希望者へのメッセージ）

ISO 9001
MSA-QS-412

電話・メール
にて応募

会社説明会 結果通知
作文試験
・

面接(１回）

代表取締役社長 鈴江 克彦

NEW 入社前にスタートアップ応援金（20万円）


