
令和元年度　インターンシップに関する学生受け入れ情報等について（新潟県内）

所在地 機関・企業名
大学・高専等

の区分
受入可
能人数

受け入れ時期 募集の〆切 問い合わせ先
ホームページへの
リンクアドレス等

実習内容 備考

県名 市町村名 (期間)

新潟県
新潟県土木部

県内関係地域機関
大学、高専、
高校

30名
程度

7月下旬～9月下旬 2週間 ６月28日（金）

監理課企画調整室まで
電話　025-280-5383
メール　usui.mikio@pref.niigata.lg.jp

http://www.pref.nii
gata.lg.jp/dobokuka
nri/1356807230671
.html

職員の補助業務（調査、測量、設計、管理ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、施工監理等）
を体験

新潟県 新潟市 株式会社加賀田組
大学院、大学
高専、専門 2～3名 8月1日～9月13日

1日～20日間
(平日のみ)

8月30日(木)

管理本部人事部　野島までお電話またはメールで
お問い合わせください。

TEL：025-247-8188　（人事部直通）
E-mail：jinji@kagata.co.jp

http://www.kagata.
co.jp/

＊施工管理業務（土木・建築・舗道にて受入可）
＊実習内容は、各施工現場にて異なります。

＊実習先は現住所または帰省先を考慮し決定いたします。

インターンシップ
実習保険に加
入可能な方

新潟 新潟市 鹿島建設(株)北陸支店
大学生

大学院生
若干名 主に7～9月 随時 ―

鹿島建設(株)北陸支店　管理部総務グループ
　阿曽次長　025-243-3763

http://www.kajima.
co.jp/

実際の建設現場での業務を経験してもらう。

新潟県 新潟市 第一建設工業㈱
大学・大学
院・高専

合計15名程度
8月26日～8月30日
（10日間希望は要相

談）
5日間 7月30日

人事キャリ開発部　インターンシップ担当まで
●電話：025-241-8111
●メール：jinji@daiichi-kensetsu.co.jp

https://www.daiich
i-kensetsu.co.jp/

鉄道工事または民間工事の現場にて施工管理業務体験

新潟県 新潟市 大成建設株式会社
大学・大学
院・高専

２名程度 ８月～９月の間
２週間を限度

とする
未定

北信越支店営業部　岩佐　電話025-247-1191

新潟県 新潟市 ㈱福田組
大学、高専、
高校

若干 ８月中旬～９月下旬

１日コース
５日コース

１０日コース
（上記以外は

要相談）

7/31

総務人事部まで電話またはメールでお問い合わ
せください。025-266-9119、recruit@dws.fkd.co.jp

http://www.fkd.co.j
p/
【リクナビ】
https://job.rikunabi
.com/2020/compa
ny/r862600026/

建設工事現場での施工管理業務の実習

新潟県 新潟市
㈱不動テトラ

北陸支店
大学・高専 若干名

8月中旬～9月下旬
（要相談）

5日間
(要相談)

7月上旬

本社　総務人事部　名草里程（なぐさ　りてい）
TEL：03-5644-8517
ﾒｰﾙ：ritei.nagusa@fudotetra.co.jp

http://www.fudote
tra.co.jp/

（希望する事業により内容は調整致します）【要相談】
■土木事業：設計補助業務、現場実習、他
■地盤事業；設計補助業務、現場実習、他
■ブロック環境事業：設計補助業務、研究開発補助業務、他

受入場所は、本
社
又は各事業所。
（要相談）

新潟県 新潟市 株式会社　本間組 大学・高専 ２～３ ８月下旬～９月中旬
１日間

又は５日間
７月３１日

人事部人事課　佐々木・高野
【TEL】025-229-8210
【mail】jinji@honmagumi.co.jp

http://www.honma
gumi.co.jp/

建設工事の施工管理業務補助体験（測量、工事写真、各種書類
作成など）

実施日数につい
ては要相談

新潟県 十日町市 ㈱丸山工務所
大学院・大

学・専門学校
10 6月中旬～9月末 1日 2019年8月31日

リクナビ2021ページよりお申込みください。 【会社ＨＰ】
https://maruyama
-k.net/
【リクナビ】
https://job.rikunabi
.com/2021/compa
ny/r979212046/

土木・建築の施工管理実習
詳細はリクナビ2021に掲載します。

新潟県 柏崎市 株式会社　植木組
大学・大学院
高専・専門

未定 8月下旬～9月中旬 5日～10日間 7月末

【本社総務人事部】
●住所：945-8540 新潟県柏崎市駅前1丁目5番45
●電話番号：0257-23-2201
●Eメール：ueki-jinji@uekigumi.co.jp

https://www.uekig
umi.co.jp/

技術職業務体験(土木・建築)
　・施工管理業務体験
　・情報通信技術体験　　　ほか

新潟県 妙高市 (株)上越商会（濁川工場）
大学、高専、
専門学校、高
校

2 ７月下旬～8月下旬 2日程度 随時

㈱上越商会本社総務部　近藤又は横尾までお問
い合せ下さい。
Tel： 025-524-6186

http://www.joetsu
-shokai.co.jp/

○原石採取から骨材製造ライン見学　○生コンクリート品質試験
の実務を体験　○土木工事現場の管理業務を体験

新潟県 長岡市 (株)中越興業
大学・高専・
専門学校・高
校

１～３名 随時 応相談 随時

管理本部　野上まで電話またはメールにてお問い
合わせください。
 Tel： 0258-27-0711
Mail： info@chuetsukogyo.co.jp

http://www.chuets
ukogyo.jp/

・会社概要説明・工事現場の見学

新潟県 南魚沼市 高橋建設株式会社
大学、高専、
専門、高校

3 随時 1日～3日 随時

総務部 岡まで電話又はメールでお問い合わせ下
さい。
Tel： 025-782-1276
Mail： takahasi@rose.ocn.ne.jp

http://www.takake
n38.co.jp

建設業及び会社について説明、現場見学
土木・建築施工管理業務の体験（測量、品質監理、工事写真撮
影・整理、安全管理、工事書類作成補助等）

様式２



令和元年度　インターンシップに関する学生受け入れ情報等について（新潟県内）

所在地 機関・企業名
大学・高専等

の区分
受入可
能人数

受け入れ時期 募集の〆切 問い合わせ先
ホームページへの
リンクアドレス等

実習内容 備考

県名 市町村名 (期間)

様式２

新潟県 上越市 ㈱武江組
大学、高専
専門、高校

3名程
度

随時
1週間を

限度とする
随時

総合管理部 石徹白(いとしろ)まで
電話またはメールでお問い合わせください。
TEL： 025-599-2111
Mail： y-itosiro@takeegumi.co.jp

http://www.takeeg
umi.com/

土木、建築の施行管理に関する業務体験
　・会社説明（概要、事業）、土木・建築の現場見学
　・現場にて施行管理の体験

時期や期間、実
習場所は弊社
事業所内としま
す。相互に相談
の上決定しま
す。

新潟県 柏崎市 丸髙建設(株)
大学・高専・
専門・高校

1～2名 ７月～９月 1～２週間 随時

総務部 高橋まで電話又はメールでお問い合わせ
下さい。
Tel： 0257-24-2121
Mail： marutaka@marutaka.org

http://marutakake
nsetu.co.jp/

土木または建築工事現場の施工管理実習

新潟県 長岡市 (株)多田組
大学・高専・
専門学校 若干名 随時 1日間 随時

総務部 中村まで電話又はメールでお問い合わせ
下さい。
Tel： 0258-52-2555
Mail： tadagumi@tadagumi.com

http://www.tadagu
mi.com

土木、建築工事現場の、管理業務及び実際の現場作業等を体験
予定。

新潟県 長岡市 株式会社　松井組 大学・高専 ２名
８、９、１、２月

ご相談の上
１、２日 随時

株式会社松井組　業務部　古関
ＴＥＬ：0258-66-2131
ＦＡＸ：0258-66-5546
メール：koseki@matuigumi.jp

http://k-matsui-
gumi.co.jp/

施工管理体験として、実習時に稼働している現場を利用して、測
量・資材調達・安全衛生管理・出来形管理などを行います。

昼食支給
交通費支給（弊
社規定の範囲
で）

新潟県 村上市 (株)富樫組
大学、高専
専門、高校

3～5名
程度

7月下旬～9月末 1～3日間 随時

総務部 鈴木まで電話又はメールでお問い合わせ
下さい。
Tel： 0254-52-4271
Mail： suzuki-kenichi@togashigumi.co.jp

http://www.togashi
gumi.co.jp

建設業界の説明。
土木（建築）の施工管理業務の体験

新潟県 村上市 (株)山木組 大学・高専 2 随時 2日間 9月末

総務部 小田まで電話でお問い合わせ下さい。
Tel： 0254-56-7136

http://www.yamaki
gumi.jp

・CADや出来形管理などの施工管理
・施工現場見学

新潟県 阿賀野市 (株)帆苅組
大学・高専
専門・高校

2～3名 隋時 1～2日間 隋時

管理部 石黒まで電話又はメールでお問い合わせ
下さい。
Tel： 0250-68-1166
Mail： info@hokarigumi.co.jp

http://www.hokarig
umi.co.jp

施工管理業務体験

新潟県 上越市 ㈱大島組
大学・専門学

校・高校
2～3名 応相談

2～5日間
（応相談）

随時

㈱大島組　総務部まで電話または、メールでお問
い合わせください。
TEL：025-543-4541
E-mail：smile@ooshimagumi.com

http://www.ooshim
agumi.com/

・建設業の果たす役割りや　当社の業務内容を知ってもらう
・第一線で活躍する先輩達と　ものづくり体験
　（ＩＣＴ技術を取り入れたものづくり体験も有り）

新潟県 湯沢町 株式会社森下組
大学・高専・
専門・高校

3人 随時 １～３日間 随時

総務部 中俣宛に電話又はメールでお問い合わせ
下さい。
025-784-2357
soumu@morishita-net.co.jp

http://www.morishi
ta-net.co.jp/

工事現場の見学や施工管理業務を体験をしていただきます。
　（現場毎及び時期により実習内容は異なります）

新潟 阿賀野市 株式会社　小林組
大学・高専・
専門学校・高
校

１～３名 随時 1～3日間 随時

総務経理部 小林まで電話又はﾒｰﾙでお問い合わ
せ下さい。
Tel： 0250-67-2341
Meil：tsuyohisa-kobayashi@kobayashigumi.jp

http://kobayashigu
mi.jp/

会社概要の説明、先輩社員と懇談。
土木・建築の工事現場にて現場の説明。
各現場にて施工管理業務の体験

新潟県 上越市 （株）澤井商事
大学・高専・
専門・高卒

２～３ 7月・8月 １～14日 随時

土木事業部　藤田まで電話又はメールでお問い合
わせ下さい。
℡：025-532-2345
Mail：ｙｕｋｉｏ.ｆｕｊｉｔａ＠ｓａｗａｉｓｈｏｊｉ.ｃｏ.ｊｐ

www.sawaishoji.co.j
p

土木の施工管理（ＩＣＴ等）の実習及び現場体験等

新潟 新潟 ㈱廣瀨
大学、高専、
専門、高校

1～4 随時
1日～2週間
（希望により）

随時

総務部 押味まで電話又はメールでお問い合わせ
下さい。
Tel： 025-377-1500
Mail： saiyou@n-hirose.co.jp

http://www.n-
hirose.co.jp/ 土木･建築の施工管理に関する業務

・現場で施工管理業務を体験
・測量、CADや日報など日常管理書類の作成など

新潟県 長岡市 (株)曙建設
大学、高専、
専門、高校

2～3名
程度

8月12日～9月23日 2週間以内 随時

総務部 金山まで電話又はメールでお問い合わせ
下さい。
Tel： 0258-32-4120　　Fax： 0258-32-4121
Mail： akebono@poplar.ocn.ne.jp

https://www.akebo
no-kensetsu.co.jp

土木工事現場の工程管理や安全管理、品質管理など施工管理
業務を体験していただきます。（実習内容は受け入れする現場に
より異なります。）
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新潟県 阿賀野市 (株)坂詰組
大学・高専・
専門・高校

3 随時 2日間 随時

総務部 後藤まで電話又はメールでお問い合わせ
下さい。
Tel： 0250-68-5555
Mail： ygoto@sakazume.jp

http://sakazume-
gumi.jp/

土木工事現場の施工管理体験

新潟県 魚沼市 伊米ヶ崎建設㈱

大学院・大
学・高専・高

校・
専門学校

若干名 随時  最大5日（応相談） 随時

総務部　久保 又は 佐藤まで、
電話 又は メールにてお問い合わせください。
Tel：025-792-1230
Mail：u-kubo@imegasaki.co.jp

http://www.imegas
aki.co.jp

土木施工管理職体験コース、建築施工管理職体験コースの2コー
スをご用意しております。どちらも初日は本社にて建設業界・当社
のご説明をし、2日目以降工事現場で実際の施工管理業務の一
部を体験していただきます。

新潟県 十日町市 ㈱村山土建 高校 4 7月31日～8月1日 2 随時

経営サポ－ト部　山本まで
TEL:025-752-3721
0701soumu_yama@murayamadoken.com

http://www.muray
amadoken.com//

土木現場の施工管理体験

新潟県 十日町市 ㈱村山土建
大学・専門学
校

2 7・8・9月 2日程度 随時

経営サポ－ト部　山本まで
TEL:025-752-3721
0701soumu_yama@murayamadoken.com

http://www.muray
amadoken.com//

土木・建築現場の施工管理体験

新潟県 長岡市 (株)中元組
大学、高専、

専門
3 随時 5日間 随時

総務部 小黒まで電話又はメールでお問い合わせ
下さい。
Tel： 0258-75-3151
Mail： somu@nakamotogumi.co.jp

http://www.nakam
otogumi.co.jp

河川、道路、圃場等の工事現場の管理業務を体験

新潟県 妙高市 岡田土建工業㈱
大学・高専・
専門・高校

3名程度 随時
最大5日

（応相談）
随時

総務部宛に電話又はメールでお問い合わせ下さ
い。
電　話：0255-72-3231
メール：y-nakamura@okadadoken.com
担当：中村　見波

http://www.okadad
oken.com/
http://www.okadan
oie.com/

・土木工事における管理業務
・建築工事における管理業務
・生コンプラントにおける生産業務
・建設機械・車輌における業務体験

新潟県 胎内市 株式会社　小野組
大学院、大
学、専門、短
大、高校

3 随時
1日又は1週

間
随時

管理部総務課まで電話又はメールでお問い合わ
せください。
TEL： 0254-43-.2123
E-mail： soumu@ono-gumi.co.jp

https://ono-gumi-
recruit.com/

工事現場における実務及び測量体験。
ワークショップなど。

新潟県 糸魚川市 猪又建設(株)
大学、高専、
専門学校、高
校

1～３名 随時 １～５日程度 随時

総務部　山岸まで電話・メールでお問い合わせくだ
さい。　　Tel： ０２５－５５２－２１５５
Mail： inomata@inomata-k.jp

URL:http://www.in
omata-k.jp

土木、建築現場の施工体験。社員との交流。

新潟県 上越市 西田建設（株）
大学、高専、

高校
2 随時 1日 随時

総務部まで電話でお問い合わせ下さい。
Tel： 025-534-2445

http://nishida-
const.co.jp

土木工事現場の監理業務を体験

新潟県 村上市 (株)加藤組
大学、専門学

校、高校
１～３名 ７月～９月

１日～２日間

日数は応相
談

随時

総務部 菅井まで電話又はメールでお問い合わせ
下さい。
Tel： 0254-53-4165
Mail： sisugai@katou-gumi.co.jp

http://www.katou-
gumi.co.jp

土木・建築工事現場の実務を体験予定

新潟県 上越市 田中産業株式会社
大学・高専
専門

2 7月下旬から8月末 ３から５日 随時

総務塚田までお問合せください。
TEL　025-525-1212
mail: kenkichi.tsukada@tanakaind.co.jp

https://www.tanak
aind.co.jp/

土木・建築の施工管理業務の体験

新潟県 南魚沼市 （株）いさはい組
大学、高専、
専門学校、高

校
3 随時

最大5日
（応相談）

随時

総務部 渡辺もしくは飯酒盃まで電話又はメールで
お問い合わせ下さい。
Tel： 025-772-2021
Mail： isahai@cream.plala.or.jp

土木工事現場の施工管理及び現場作業等の体験

新潟県 長岡市 ㈱吉原組
大学・高専・
専門・高校

若干名 8/19～8/30 1～10日 7/12

管理部　関矢まで電話又はメールでお問い合わせ
下さい。
Tel： 0258-36-6141
Mail： nagaoka2@yoshiharagumi.co.jp

http://www.yoshih
aragumi.co.jp/

建築・土木の施工管理現場体験です。新潟県内現場と、首都圏ﾏ
ﾝｼｮﾝ現場を予定しております。



令和元年度　インターンシップに関する学生受け入れ情報等について（新潟県内）

所在地 機関・企業名
大学・高専等

の区分
受入可
能人数

受け入れ時期 募集の〆切 問い合わせ先
ホームページへの
リンクアドレス等

実習内容 備考

県名 市町村名 (期間)

様式２

新潟県 糸魚川市 (株)後藤組
大学、高専、
専門、高校

3 随時 1日～3日間 随時

総務部 草間、池田まで電話又はメールでお問い
合わせ下さい。
Tel： 025-552-5820
Mail(池田)： ikeda-y@gotogumi.jp

http://www.gotogu
mi.jp/

施工現場の見学、現場技術者の補助等

新潟県 上越市 大陽開発株式会社
大学・短期大
学・専門学
校・高専

4人
令和元年

7月1日～2月28日
1日～2日間

希望する日の

1週間前

大陽開発株式会社
総務部　採用担当　宮澤大樹
TEL：025-599-2336
Email：m-miyazawa@taiyou-kaihatsu.co.jp

http://taiyou-
kaihatsu.co.jp/

建設業における土木技術者の、現場施工管理業務を体験できま
す。
・ドローンによる測量体験　・3D図面作成体験　・重機操縦体験
他
・2DAYS日程の場合、当日の夕飯はBBQを予定しております。

インターンシップ
保険加入者の
み受入可能で
す。

新潟県 上越市 田辺建設㈱

大学院、大
学、高専、短
大、専門、高

校

若干名 随時
1日間～14日
間（応相談）

随時

管理部　大原又は工藤まで、電話又はメールにて
お問合せください。
Tel : 025-544-3333
Mail : recruit@tanabe-kensetu.co.jp

http://tanabe.biz/ 建築施工管理の現場体験

新潟県 妙高市 ㈱野本組
大学、高専、
専門、高校

1～4 随時 1～2日 随時
担当 竹内まで電話でお問い合わせ下さい。
Tel：0255-72-3194

http://www.nomot
o-gumi.co.jp/

土木工事現場の監理業務体験

新潟県 三条市 小柳建設（株）
大学、高専、

高校
3 随時 応相談  希望日の1か月前迄

インターンシップ担当まで電話でお問い合わせ下
さい。
Tel： 0256-52-0008
Mail：recruit@n-oyanagi.com

http://n-
oyanagi.com/

①施工管理体験　②営業・広報体験　③建設現場における最先
端技術体験　④経営者講話
★期間や内容はご相談に応じます。どうぞお気軽にご連絡くださ
い

新潟 上越市 上新開発㈱
大学・高専・
専門学校・高

校
若干名 随時

1日～
応相談

随時

総務部まで電話又はメールでお問い合わせ下さ
い。
Tel：　　025-524-9111
Mail：　 joshin.kk@bc.wakwak.com

http://www.joshin-
kk.com/

土木工事現場の現場見学、施工管理及び現場作業等の体験をし
ていただきます。

新潟県 新潟市 開発技建(株) 大学・高専
6名程

度
８月、９月
１月、２月

３日間
２日間

随時受け付け

マイナビ・リクナビにエントリーのうえ、希望日・希
望コースをメールでお問い合わせ下さい。

http://www.khgk.c
o.jp

河川・砂防計画設計、冬期交通障害データの分析、道路交通解
析、橋梁設計、道路路線選定、交通量配分・Ｂ／Ｃ交通解析、道
路設計の中から希望するコースの演習を行う

新潟県 新潟市 エヌシーイー㈱ 大学・高専 8名
夏季は7～11月
冬季は12～1月

夏季：5～10
日

冬季：1～3日
随時

技術監理部　担当土橋までお問い合わせくださ
い。
　電話：025-285-8540（代）
　メール：K-Dobashi@nceinc.co.jp

http://www.nceinc.
co.jp/index.html

「まちづくり」と「社会インフラ整備」の調査・分析・計画・設計・管理
の体験。

新潟県
新潟市、長

岡市
㈱ナルサワコンサルタント

大学・高専・
高校・専門学

校

新潟市
2名、長
岡市2

名

7月上旬～8月下旬 3日間 受入れ期間中随時

総務部笹川まで電話、メールでお問い合わせくだ
さい。　025-282-2070　m-sasagawa@narusawa-
net.co.jp　また、マイナビ・リクナビに情報を掲載し
ております。

http://www.narusa
wa-net.co.jp

道路、河川、土木構造物等の現地調査、診断、計画、設計業務を体験。

新潟県
新潟市、上

越市
㈱ナルサワコンサルタント

大学・高専・
高校・専門学
校

新潟市
2名、上
越市2

名

7月上旬～8月下旬 3日間 受入れ期間中随時

総務部笹川まで電話、メールでお問い合わせくだ
さい。　025-282-2070　m-sasagawa@narusawa-
net.co.jp　また、マイナビ・リクナビに情報を掲載し
ております。

http://www.narusa
wa-net.co.jp

測量業務の現地実務及び成果の取りまとめを体験。

新潟県 妙高市 株式会社　アルゴス
大学・高専・

高校
１回

1～2名

７月　～　９月
（時期については応

相談）
1日～5日間 随時　　　　　　　

総務部まで電話、メールでお問い合わせください
（TEL:0255-72-3448、メールargosi@argos-
net.co.jp）　新潟県インターンシップ2019、新潟ジョ
ブ広場に情報を掲載しております。

http://www.argos-
net.co.jp/

現地調査同行、設計CAD体験，報告書まとめ等、調査、設計に関
する実務を体験する。

新潟県 新潟市 株式会社　アルゴス
大学・高専・

高校
１回

1～2名

７月　～　９月
（時期については応

相談）
1日～5日間 随時　　　　　　　

総務部まで電話、メールでお問い合わせください
（TEL:0255-72-3448、メールargosi@argos-
net.co.jp）　新潟県インターンシップ2019、新潟ジョ
ブ広場に情報を掲載しております。

http://www.argos-
net.co.jp/

現地調査同行、設計CAD体験，報告書まとめ等、調査、設計に関
する実務を体験する。



令和元年度　インターンシップに関する学生受け入れ情報等について（新潟県内）

所在地 機関・企業名
大学・高専等

の区分
受入可
能人数

受け入れ時期 募集の〆切 問い合わせ先
ホームページへの
リンクアドレス等

実習内容 備考

県名 市町村名 (期間)

様式２

新潟県 長岡市 大原技術株式会社
大学・高専

1～2名 8月中旬～下旬
1日間・2日
間・3日間・5

日間
2019年7月20日

総務営業部インターンシップ担当:和田・大原まで
電話、メールでお問い合わせください。
（TEL 0258-35-4511 e-mail t.wada@ohara-g.co.jp)
マイナビ情報を掲載しております。

http://www.ohara-
g.co.jp

調査部または設計部での調査・設計に関する実務及び現場での
見学等を体験する。

新潟県 新潟市 日本工営(株) 大学・高専 10名程度

①7月29日～8月9日
②8月19日～8月30

日
③9月2日～9月13日
④9月17日～9月27

日

10日間
①6月24日

②③④7月16日

人事部インターンシップ担当まで電話、メールでお
問い合わせください。（電話番号03-3238-8035、
メールアドレスpersonnel@n-koei.co.jp）
マイナビに情報を掲載しております。

http://www.n-
koei.co.jp/

防災、環境分野の実務研修を中心に体験して頂きます。
また、インターンシップを通じて下記2点のきっかけにして頂きたい
と考えています。
①社会や会社で働くことと向き合い、将来のキャリアについて考
える
②当業界の業務内容、当社の仕事・人・社風について肌で感じ、
理解を深める

その他の分野
は他支店で受け
入れ可能です。

新潟県 新潟市 ㈱クリエイトセンター 大学・高専 2名 8月上旬～8月下旬 5日間 7月20日

管理部　五十嵐、品田まで、電話、メールでお問い
合わせください。（電話番号:025-232-7121、メール
アドレス:ngk-info@ngk-centsr.co.jp）

https://www.ngk-
center.co.jp

設計部での調査・設計に関する実務及び現場での見学等を体験
する。

新潟県
新潟市
妙高市

（株）アルゴス
大学、高専、

専門学校
2 7月上旬～８月下旬 １～５日間 ６月２８日（金）

総務部久保・吉越まで電話または、メールでお問
い合わせください。0255-72-3448 argos@argos-
net.co.jp

http://www.argos-net.co.jp/ 測量業務の現場実務、土木設計に関する実務やＣＡＤによる作図
を体験

新潟県 長岡市 大原技術（株） 大学、高専 1 ８月中旬～８月下旬 １～５日間 ６月２８日（金）

総務営業部までメールでお問い合わせください。
info@ohara-g.co.jp

http://www.ohara-g.co.jp/ 測量、土木設計、ＣＡＤによる作図等の実習

新潟県 長岡市 高橋調査設計（株）
大学、高専、

専門学校
2 ７月中旬～８月下旬 ３～５日間 ７月１９日（金）

総務課高橋まで電話または、メールでお問い合わ
せください。0258-34-1331 takacho@takacho.co.jp

http://www.takacho.co.jp/ 測量・土木設計（道路・都市計画等）・CADによる作図等を体験

新潟県 新潟市 （株）ナカノアイシステム
大学、高専、

専門学校
2～3 ７月下旬～８月下旬 ３日間 ７月１２日（金）

総務部長崎まで電話または、メールでお問い合わ
せください。025-284-2100 nagasaki@nais21.co.jp

http://www.nais21.co.jp 測量業務の体験実習、地理情報システムの研修

新潟県
新潟市
上越市

前田道路株式会社 特に無し 2～3人 7月～12月 特になし
025-241-0460　山下

r_yamashita@maedaroad.co.jp
http://www.maeda
road.co.jp/

現場実習・見積予算作成

新潟県 新潟市 福田道路㈱

大学院
大学
高専
高校

若干 ８月上旬～９月中旬 1、3、5日間 応募の10日前

総務人事部 松浦まで電話かメールでお問い合わ
せください。
025-231-1211
matsuura2091@fukudaroad.co.jp

http://www.fukuda
road.co.jp/

●建設業界・道路の役割　●各職種の仕事紹介
●先輩社員との対話会　●施工現場見学
●技術研究所・機械センター見学　等

新潟県 新潟市 株式会社村尾技建 大学、高専 2 8月上旬～9月上旬 10日間 6月28日(金)

経営企画室 日沖まで、電話またはメールでお問
合せください。025-284-6100、
hioki@muraogiken.co.jp

http://www.murao
giken.co.jp

地質調査業務に関する全般的内容について、実地実習を含めた
研修

新潟県 新潟市 株式会社　日さく
大学、高専、
専門、高校

若干名 随時
1日、2～3

日、1週間(応
相談)

随時

総務部まで電話又はメールでお問い合わせ下さ
い。
TEL：048-644-3911
E-mail：jinji@nissaku.co.jp

https://www.nissa
ku.co.jp/

さく井、土木、調査の現場体験

新潟県 新潟市 株式会社興和
大学、高専、
専門、高校

1名 8月中旬～１1月下旬 1～２週間 随時調整

管理部総務人事室　南雲まで電話または、メール
でお問い合わせください。
TEL：025-281-8831
E-mail：ms-nagumo@kowa-net.co.jp

https://www.kowa
-net.co.jp

技術部門（調査・室内試験・設計等）における実務体験

新潟県 新潟市
応用地質株式会社

北信越事務所
大学 8～9月 2週間 7月予定

応用地質株式会社　人事企画部　インターンシッ
プ担当
 東京都千代田区神田美土代町7番地　住友不動
産神田ビル9F
 TEL：03-5577-6722
 E-mail：jinji@oyonet.oyo.co.jp

https://www.oyo.c
o.jp/recruit/info/in
ternship.html

未定 全社で20名程
度

新潟県 新潟市 株式会社キタック 大学・高専 若干名 7月～9月 1～2週間 9月末

株式会社キタック総務部
025-281-1111
recruit@kitac.biz

https://kitac.co.jp 地質調査の現場見学・現場体験、土木設計のCAD操作、地下環
境への解析手法の実体験、都市計画、地域計画など課題解決の
体験など


