


■社長挨拶

■会社概要

株式会社  東邦建設工業

東京都八王子市下柚木２－２７－５－２０３

TEL：042-670-7770/FAX:042-674-1551

渡邊　一義

５千万円

株式会社　ワタイチ　　株式会社　ICHIKEN

東京都知事（特-27）第１０８３２２号（総合建設業）

東京都指定給水装置工事事業者　指定番号第６７０３号

八王子市排水設備工事指定工事店　第３１２号

町田市排水設備工事指定店　第４４４号

稲城市指定下水道工事店　第２７８号

J.P.R日本管更生技術協会会員　第６０９７号

みずほ銀行・三菱ＵＦＪ銀行・多摩信用金庫

■主要取引先

東京都 株式会社クボタ

八王子市 株式会社ユウコウ建設

公益財団法人東京都都市づくり公社 東海興業株式会社

財団法人八王子市住宅・都市整備公社 石川徳建設株式会社

東京都住宅供給公社 奈良建設株式会社

独立行政法人都市再生機構 小雀建設株式会社

大成建設株式会社 株式会社ピーエス三菱

大成ロテック株式会社 名工建設株式会社

東亜建設工業株式会社 株式会社淺沼組

東亜土木株式会社 株式会社関電工

大木建設株式会社 大林道路株式会社

岩田地崎建設株式会社 芦澤建設株式会社

清水建設株式会社 三橋建設株式会社

東急建設株式会社 日本道路株式会社

株木建設株式会社 古久根建設株式会社

株式会社協和エクシオ 飛島建設株式会社

山九株式会社 池田建設株式会社

株式会社奥村組

公益財団法人大学セミナーハウス

ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社

建設業許可

取 引 銀 行

平成9年8月13日

There is pride of TOHO construction industry..

当社は平成９年に設立し、建設事業を通して「人々
の社会生活と地域に役立つ環境づくり」をモットー
に、営業基盤を築いてまいりました。

人と環境は別々のものではなく、深い次元で影響し
合っていると私は考えております。地域社会の発展
に貢献するため、地元環境第一・安全第一・品質第
一で当社は社員一同誠実に、一丸となって仕事に取
り組んでおります。　　　　　　　　　　　　　　　
皆様に喜んで頂ける環境づくりを目指し前進してま
いります。

会 社 名

所 在 地

代表取締役

設立年月日

資 本 金

※各種表彰、詳細はHP参照 



　　

　　現場責任者として施工計画を作成し、施工に必要な技術上の指揮、

　　管理、監督を行います。

　　・見積作成　　　・工程管理　　　・コスト管理

　　・品質管理　　　・安全管理など

　　各種工事における現場作業。

　　・土木工事の施工　　　・建設機械での作業

　　・土木、基礎工事の機械ではできない手作業など

その他にも、積算業務や図面・書類の作成、写真管理など付随
する業務は多岐にわたり、活躍できる場所は沢山あります。

勤務時間

休 　日 日祝他・長期休暇(GW･夏季･年末年始他)・会社が指定する日

福利厚生
社保完(雇用･労災･健康･厚生･退職金共済)・健康診断

制服貸与・マイカー通勤可

レクレーション 花見・社員旅行・忘年会など

8：00～17：30（休憩90分）

U R L http://toho-const.com/ 　

事 　業 総合建設業

事業内容 官公庁より発注される土木施工管理を行っている会社です。
（上下水道事業・土木工事事業・舗装事業などが中心）

○施工管理（補助）

○現場作業員  /　　重機オペレーター

賃　 金

高校卒業（180,000円～）

短大・専門卒業（200,000円～）

大学卒業（220,000円～）

E-mail k.tohokk@ce.wakwak.com

会社名 株式会社　東邦建設工業

所在地
東京都八王子市下柚木２－２７－５－２０３

TEL:０４２－６７０－７７７０　/　FAX:０４２－６７４－１５５１

      募  集  要  項 （２０１８年４月１日現在） 

ぜひ、HPを  

ご覧ください 



　◎上下水道工事業

　　配水本管(小管)布設工事

　　下水道小管布設工事 など

　◎土木工事業

　　擁壁工事

　　区画整理工事

　　街路築造工事 など

　◎舗装工事業

　　路面補修工事 など

※平均的なスケジュールです。状況によって変化します。

🌙17：45 🌙17：45

17:15-17:30 17:15-17:30

12：00-13：00 13：00-13：15

8:30-8:40 8:30-8:40

8:40-8:50 8:40-8:50

10：00-11：00

12：00-13：00

☀8：00 ☀8：00

東京都 地方公共団体

(市町村など）

　　2年目（やる気はあります‼21歳） 7年目（工事部長：1級土木施工管理技士）

官公庁が発注する公共工事を行っている会社です。 

みなさんの暮らしが、安全でかつ快適になるよう貢献しています。 

  Ｑ1.東邦建設工業ってどんな会社なの？ 

入社３年目と7年目の社員の１日を覗いてみました。 

このように土木現場では個々によって役割や作業が違います。 

 Ｑ2.１日の流れを教えてください。 

作

業

中

の

指

導

監

督 

重機の操縦練

習することも。。。 

帰宅 

工程打合せ 

安全朝礼（体操）  

作業開始前 

KYミーティング 

🍙 

現場内清掃 

現場作業 

写真管理や書類作成も 

少しずつ覚えています 
所内ミーティング 

・進歩状況確認 

・明日の予定 など 

現場巡回 

デスクワーク 

終業時の持場片付け 

巡視点検是正確認 

安全朝礼（体操）  

🍙 

終業時の持場片付け 

帰宅 

作業開始前 

KYミーティング 

休憩： 

 10時頃 

 15時頃 



※代表的な流れです。状況によって変化します。

▪各工事現場で工事について学びます。

　職人さんも多くいるので、技術的なことは目で見たり教わりながら覚えます。

▪2年目以降は測量の手元や写真撮影などができるようになります。

▪『2級土木施工管理技士』を取得するまでは、現場監督の補助が主な仕事内容で、

　申請用作成書類や役所とのやり取り、発注品の手配などをします。

▪5年目以降は更に出来る仕事が増えます。

▪自分の現場だけでなく他の現場の指導や、若手の指導をします。

《資格》 《技能講習・特別教育》

１級土木施工管理技士 職長・安全衛生責任者教育

２級土木施工管理技士 配水管技能者講習

給水装置工事主任技術者 ・・・など 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習

石綿作業主任者

《講習等》 車両系建設機械（整地等）運転

労基署主催の各種講習会 小型移動式クレーン運転

東建協主催の各種講習会 玉掛け

建災防主催の各種講習会 ・・・など 仮設工事施工安全管理者 ・・・など

●業務に必要なスキル習得の為、資格取得や講習についてバックアップしています●

1～2年目

３～5年目

7年目    
頃

▪1人で現場を任されるようになります。経験を積むことで、規模・金額・難易
度の高い　　工事もこなせるようになります。

10年目   
以降

東邦建設工業には20代から６０代と幅広い世代が活躍し、長年働いている方が沢山い
ます。

みなさん面倒見の良い方ばかりで年齢関係なく和気あいあいとしています。

時には厳しいことも言うかもしれませんが、一人ひとりを気にかけてるからこそ。。。

現場は大小ありますが、どのような現場でも完成したときの感動や喜びは忘れられな
いと思います。一緒に分かち合える仲間を待っています！

  Q3.どんなことが出来るようになるの？ 

入社後は現場を知ることからはじめていきます。慣れるまでは先輩社員がついていますの

で安心してください。丁寧に仕事を覚え、出来る事をどんどん増やしていきましょう！ 

高い技術力を持つ先輩が多数活躍しているので、 適切なアドバイスと OJT を通じて技術力

の向上ができます。                                                                 

国家資格である土木施工管理技士を一緒に目指してみませんか。 



◆大学ｾﾐﾅｰBBQ場 ◆大学ｾﾐﾅｰＢＢＱ場 ◆福島・仙台 ◆香川・徳島

◆姫路・大阪 ◆姫路・大阪 ◆京都 ◆京都

◆スカイツリー ◆屋形船 ◆屋形船からの花火 ◆葛西臨海公園

◆地域運動会 ◆地域夏祭り ◆工事見学会 ◆避難救助訓練

◆ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ ◆安全協議会 ◆こどもけんがくかい ◆東日本大震災支援

建物にＢＧＭやアニ
メーションを映すプロ
ジェクションマッピン
グの上映会に協賛で参
加しました。

講師を招いて、現場の
安全や事故について、
再確認しています。

地域の子ども達を集め
て、停止している重機
への乗車体験や工事○
×クイズなどを楽しみ
ました。

平成23年7月、福島県
双葉郡富岡町長と川内
村村長へ義援金をお届
けに行ってきました。

水道工事を知ってもら
うためのブース出展と
ＡＥＤ講習会をしまし
た。『水滴くん』も遊
びに来てくれました。

地域の子ども達に喜ん
でもらえるようにスー
パーボールすくいを出
店しました。お陰様で
大人気でした。

実際に現場の説明や中
を見てもらい、工事へ
の理解関心を深めても
らうことができまし
た。

東京消防庁の協力で、
消防車・消防隊員を含
めた訓練をしました。
担架やＡＥＤを用いた
指導をしていただきま
した。


