
職業訓練法人 山形工科アカデミー 派遣企業一覧
那須建設株式会社 大泉建設株式会社

飯鉢工業株式会社 株式会社殖産工務所

求人する職種 建築大工、土木技師 
業務内容 建築工事、土木工事、舗装工事、砕石製造販売、不動産販売

メッセージ

創業以来「誠意」を大切にし、総合建設業を営みながら地域社会とともに
発展し、数多くの工事実績を持ち、今では東北地方をはじめ全国に展開し
ています。求人する仕事の内容は、建築や住宅の大工作業及び土木の工事
現場の施工管理です。何事にも明るく前向きに取り組む人材を求めていま
す。

所在地 長井市屋城町 7-1 代表者 那須　正
電話 0238-84-1123 資本金 9,000 万円
創業 昭和 32 年　 従業員数　 205

2022 年 5月現在

住宅 住宅

学校 工場

本社全景 技能五輪出場

全て金山杉を使用した木の香り溢れる健康住宅

屋根二重折版の鉄骨造、事務所兼工場

長井市に新しいデザイナーズ複合商業施設

使いやすさ・動きやすさに重点を置き、
プライベートを大切にした二世帯住宅

明日の建設業を担う若者の育成に取り組む

職業訓練法人 山形工科アカデミー ／ 山形工科短期大学校
〒 993-0021　山形県長井市上伊佐沢 6958-1　tel. 0238-88-1971　 fax.0238-88-1981　information@yit.ac.jp　https://yit.ac.jp　https://www.instagram.com/yit_nagai/　https://www.facebook.com/yit.nagai/

受水槽・空調屋外機 機械室配管

高校新卒者等を「建築研究生」として採用し、山形工科短期大学校に修学のため派遣する建設企業です。最新情報は本学ホームページでご確認下さい。

求人する職種 建築施工管理技師 
業務内容 総合建築、土木業

メッセージ

建設業はとてもやりがいがあります。特に「建築」はお客様のご依頼を受
けて一歩一歩作り上げて行きます。そして最後は「たとえようのない喜び」
が待っています。「感動を味わう仕事」そんな私達の会社で一緒に仕事をし
ましょう！

所在地 長井市本町 1-2-1 代表者 大泉　紀代
電話 0238-84-1265 資本金 4,000 万円
創業 昭和 35 年 従業員数　 21

求人する職種 配管整備工、管工事施工管理技士

業務内容 冷暖房給排水衛生設備及びタイル工事

メッセージ

私達の生活を衛生的で快適にしている、水と空気に関するエンジニアリングカンパニーで
す。私達は、常に技術と知識を磨き続け、新築の設備だけでなく、日々のメンテナンスや
修理などを通して、人々の生活を支え続けています。
その仕事の根幹にあるのが、「人」です。まず社員を大切にし、社員がやりがいを持って
仕事をすることでお客様に満足を提供することができる、そんな考え方を大切に経営して
います。
最後に、当社には新しいことにチャレンジしていく社風があります。先輩たちもいろいろ
な技術・知識習得にトライしています。男女の差がなく、やる気のある人はどんどん伸び
て充実感を得ることができる職場です。

所在地 長井市九野本 1052 代表者 飯鉢　文義
電話 0238-84-1488 資本金 2,000 万円
創業 昭和 20 年 従業員数　 29

求人する職種 建築施工管理

業務内容 土木工事、建築工事、不動産業管理業務

メッセージ

弊社は置賜地区を中心に土木、建築工事を展開しています。創業 70 年を通過点
として地元の方への感謝を忘れず社員一丸となって邁進したいと考えています。
社員への福利厚生には社員旅行（3 年毎）やゴルフ、ソフトボール、釣り、アウ
トドアーの愛好会に助成金を提供して社員親睦を深めています。また 10 年勤続、
20 年勤続の表彰制度があり、特別休暇や報奨金を差し上げ家族で楽しく過ごして
頂いています。建築工事は店舗、一般住宅はお客様の要望を取り入れ当社で設計
施工を行っています。マンション建築はフランチャイズに加盟し県内に 20 棟に
実績があります。

所在地 東置賜郡川西町大字上小松 988-1 代表者 伊藤　一壽
電話 0238-42-3500 資本金 9,240 万円
創業 昭和 21 年 従業員数　 57

社員旅行 ボランティア

会社 研修会

山形工科短期大学校HP



株式会社協和ハウス

【参考】建築関連職種について　
建築士 注文者の要望にもとづき , 材料・構造・デザインを踏まえて建築を設計 . 建築工事が設計通り適切に行われているか確認 .
建築大工 木材を使って建築の軸組（土台 , 柱 , はりなどの骨組み）, 造作（天井 , 床 , 階段などの内部）などの木工事を行い , 木造建築を作る .
建築施工管理技士 工程 , 品質 , 安全などの面から , 建築工事が適切に行われるよう計画 , 指揮 , 管理 .
建具・家具の制作 建築で使用する建具（ドア , 戸など）や家具（棚 , 机 , いすなど）を設計 , 製作 , 設置 .
配管技能士 水管 , 排水管 , ガス管 , 空気清浄装置・冷暖房の換気設備など , 建築の配管工事 .
冷凍空気調和機器施工技能士 冷凍 , 冷却 , および空気調和機器の据え付け , 整備 .
管工事施工管理技士 冷暖房設備工事 , 空調設備工事などの管工事で , 施工計画を作り , 工程・品質・安全管理などの業務 .
消防設備士 消火設備（消火器やスプリンクラー設備など）, 警報設備（自動火災報知設備など）, 避難設備（救助袋など）の設置 , 点検整備 .

建て方

社内研修風景 大壁和室（完成）

株式会社シェルター

建設中の仙台モデルハウス 現場で活躍する社員

仙台モデルハウス外観 仙台モデルハウス内観

株式会社ウンノハウス

※全社山形県内所在・順不同

求人する職種 建築大工
業務内容 木造一般建築

メッセージ

山形県飯豊町にある建設会社です。業務内容は主に住宅の新築・リフォー
ム工事です。お客様のご希望に沿って、最善の間取り、建物を作り上げ
ます。弊社が求める人材は、大工です。建物を一から作り上げ、ずっと
カタチあるものを残していく、そんな仕事を一緒にしていきましょう。
自社大工が多く在籍しているので、仲間と共に技術の向上をしていけま
す。資格取得も会社としてバックアップしていきます。山形工科短期大
学校の卒業生の在籍実績あり。

所在地 飯豊町大字手ノ子 1413-1 代表者 長沼　央
電話 0238-75-2413 資本金 2,000 万円
創業 平成２年 従業員数　 15

求人する職種 建築大工
業務内容 木質構造部材の研究・製造・販売 . 大規模・中高層・耐火木造建築の設計・施工 . 注文住宅の設計・施工 , リモデリング .

木造都市づくりの企画・コーディネート .

メッセージ

木造建築物の大工職を募集します。大工職人さんの下で見習い制度があり、現
場の第一線で知識や技術を学ぶことができます。また、将来独立したい人の支
援をします。その他、社員育成プログラム（読書会、各種講習会）や、心身の
リフレッシュ・交流を目的とした福利厚生行事（芋煮会、ボーリング大会、ス
ポーツ大会※昨年実施例）も行っています。当社の理念は「何が正しいか考え
る」。自由闊達な社風です。経営基本方針である「創造・革新・挑戦」マインド
を共有し、自分の得意なことを活かしたい、新しいことにチャレンジしたい！
という方、お待ちしています。

所在地 山形市松栄 1-5-13 代表者 木村　仁大
電話 023-647-5000 資本金 9,000 万円
創業 昭和 49 年 従業員数　 110

求人する職種 建築現場管理
業務内容 一般住宅建築、不動産事業

メッセージ

• 当社は、2022 年度で創立 32 周年を迎えます。お客様の QOL（クオリティ・
オブ・ライフ＝一生涯の幸せ）を実現する、との経営理念に基づき、一般住
宅建築において、山形県内住宅着工棟数で 11 年連続でトップの座を獲得し
ています。

• また、自社独自のブランド「ユニテハウス」「スマートユニテ」により、全
国に向けフランチャイズ事業を展開しています。

• 可能性に向かって常に挑戦し、情熱を持って取り組む人材を求めています。
一緒に QOL を実現して行きましょう。

所在地 山形市南原町二丁目７番 39 号 代表者 大場　友和
電話 023-631-5771 資本金 9,300 万円
創業 平成２年 従業員数　 154

求人する職種 建築大工
業務内容 木造住宅の設計・建築・販売

メッセージ

• 自社開発の独自工法で、自社プレカット工場を持ち年間 300 棟超の木造住宅
を建築しています。

• 会社設立 64 年目、木造住宅にこだわり、これまで約 17,000 棟の建築実績が
あります。

• 経営方針は「お客様満足度地域№１を目指します」です。
• 社内大工の育成に力を入れており、住宅が好きな人、大工として木造住宅に

たずさわりたい人、家づくりをとおして人の役にたちたい人を求めています。

所在地 山形市大野目４丁目１番 37 代表者 工藤　和夫
電話 023-623-5311 資本金 ２億 5,000 万円
創業 昭和 34 年 従業員数　 226

株式会社クリエイト礼文

上山ツーバイフォー工場 ニューイャーミーティング

工場内作業工程 ツーバイフォーフレーミング工程

建て方


