
令和３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） ※令和３年７月１４日現在

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 新潟市 開発技建株式会社 大学、高専 １０名 7月26日～9月30日 ３日間 希望開始日の２週間前

マイナビ・リクナビに詳細情報を掲載しています。
is_entry@khgk.co.jpまでお問い合わせ下さい。

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

技術部での調査・設計に関する実務を体験する。

新潟県 新潟市 ㈱開発技術コンサルタント 大学・高専 2名 8月上旬～9月中旬 10日間 2021年7月23日

問合せ　第二技術部　髙橋辰夫
　　　　　 takahasi_t@decltd.co.jp

http://www.decltd.
co.jp

・砂防堰堤詳細設計、排水樋門詳細設計、マンホール浮上検討、
護岸詳細設計、橋梁点検等に係る業務支援 ※希望に沿うよう対
応します。あらかじめ業務内容を確認の上、検討願います。

新潟県 新潟市 相互技術(株) 大学等 各回３名 8月27日～9月8日 各回１日 9月1日

採用担当まで、電話（025-283-0150)またはメール
(mail@sohgo.co.jp)でお問い合わせください。マイナ
ビ・リクナビに情報を掲載しております。

http://www.sohgo.
co.jp/

各回ごとに、分野を設定し、過去の事例の考察、設計業務の体験
をしてもらいます。

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

9月上旬～11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。 新型コロナウィル
スの影響により、
受入れ時期、期
間及び実習内容
は変更有。

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

9月上旬～11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。 新型コロナウィル
スの影響により、
受入れ時期、期
間及び実習内容
は変更有。

新潟県 新潟市
八千代エンジニヤリング株式

会社
大学 2名

7月中旬から9月中
旬（計4つの期間で

募集）
5日間

8月中旬ぐらいま
で（各期間ごと定
員になり次第〆

切ります）

担当：北陸支店業務企画部　板倉　申し込みはマ
イナビ（下記URL）からお願いします。
https://job.mynavi.jp/22/pc/search/corp95563/o
utline.html

https://www.yachi
yo-eng.co.jp/

1．技術部でコンサルタントの実務を体験する。
2．業務企画部で事務・営業の実務を体験する。

新潟県 長岡市 大原技術(株)
大学・高専・
専門学校 2 ８月中旬～８月下旬 １～５日間 7月16日

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/

測量業務の体験、土木設計に関する実務、ＣＡＤによる作図等の
体験

新潟県 新潟市 エヌシーイー（株） 大学・高専 13名 7月～翌年１月 1～10日間 随時

企画管理本部　土橋まで　（電話：025-285-8540
メール：K-Dobashi@nceinc.co.jp）。
詳しくはホームページ参照。

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

都市・交通分野、道路・橋梁・トンネル・河川砂防分野の調査・分
析・計画・設計・点検・管理の実務体験。GISを活用した解析、
CAD・３Dを使用した設計も含む。

新潟県 新潟市
一般財団法人

新潟県建設技術センター
大学 5 2月中旬 2日間 2月上旬

総務部採用担当まで電話、メールでお問い合わせ
ください。(TEL：025-267-4804・MAIL：
saiyo@niigata-ctc.or.jp）
時期が来ましたら、にいがた就職応援団ナビに情
報を掲載いたします。

https://www.niigat
a-ctc.or.jp/

材料試験実施状況見学や工事の積算模擬体験及び施工管理現
場見学などを行います。

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30日（水）

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

https://www.pref.n
iigata.lg.jp/site/dob
okukanri/doboku-
internship.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 村上市 ㈱富樫組
大学、短大
専門、高校

３名 8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 阿賀野市 (株)帆苅組
大学・高専・
専門・高校

1～3名 随時 1～3日間 随時

管理部　原まで電話また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/

・現場事務所で先輩社員から現場や仕事内容の説明、施工管理
業務を体験していただきます。

新潟 新潟市 株式会社　新潟藤田組
大学、専門学
校、高校

1～3 随時 1日 随時

管理本部　早福又は井上までお問い合わせください。
Tel:025-266-1166
Mail:recruit@n-fujita.co.jp
LINE:@650cgaai

https://www.n-
fujita.co.jp/

施工管理業務の一部を体験したい方は、施工管理体験コースがおすす
め！現場の様子を見てみたい方は、現場見学コースに参加しません
か。
詳しくは、お問い合わせください。（LINEでも問い合わせ可能です！）

交通費一律1,000円
支給。

昼食は弊社でご用
意します。

新潟県 田上町 (株)堀内組

大学院・大
学・短大・高
専・専門・高
校

5 8月～12月  2日間5日間 希望日の1週間前

広報戦略室・大関まで問い合わせ下さい。
Mail： recruit@horiuchigumi.com
Tel： 0256-52-0323

https://horiuchigu
mi.com

・ものづくり体験2日間コース：イメージを設計し具現化しよう
・施工監理体験5日間コース：水路工事の施工監理体験をしよう
(設計照査→現場測量→資機材手配→現場施工→出来形計測)

新潟県 長岡市 (株)大石組
大学・高専・
専門学校・高
校

１回につき
2～3名 随時 １日～５日 随時

【株式会社大石組　管理部部総務課】
住所：長岡市南町２丁目４番４号
電話：0258-35-5511
E-mail：soumu@ohishigumi.co.jp

http://www.ohishig
umi.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
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様式２

新潟県 長岡市 株式会社中越興業
大学高専対
象
文理不問

1回定
員3人

2021年8月1日
～9月30日

1日 9月末

TEL:0258-27-0711
E-Mail:soumubu_info2@chuetsukogyo.co.jp
インターンシップ担当者：室橋知佳

 中越興業HPhttp://www.chuetsukogyo.jp/

https://job.mynavi.jp
/23/pc/corpinfo/dis
playInternship/index
?corpId=207656&opt
No=dejLv

1DAY仕事体験　現場へ行き、実際に体験ができる内容です。
①会社説明②現場体験③フィードバック
※詳しい内容はマイナビインターンシップページよりご確認下さ
い。

新潟県 長岡市 株式会社中越興業
大学高専対
象
文理不問

1回定
員3人

2021年8月1日
～9月30日

1日 9月末

TEL:0258-27-0711
E-Mail:soumubu_info3@chuetsukogyo.co.jp
インターンシップ担当者：室橋知佳

 中越興業HPhttp://www.chuetsukogyo.jp/

https://job.mynavi.jp
/23/pc/corpinfo/dis
playInternship/index
?corpId=207656&opt
No=8pxB3

オンラインインターン【Zoom開催】 建設業・中越興業を知ることが出来る
内容です。①会社説明②若手社員1日公開③施工管理体験プログラム
④先輩社員と座談会⑤フィードバック
※詳しい内容はマイナビイんターンシップページよりご確認下さい。

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 柏崎市 株式会社植木組
大学・大学
院・高専・専
門

未定 8月～9月中旬 １日間 随時

【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：0257-23-0657
Eメール：ueki-jinji@uekigumi.co.jp

【植木組HP】
https://www.uekigumi.
co.jp/
【マイナビ】
https://job.mynavi.jp/2
3/pc/corpinfo/displayI
nternship/index?corpId
=53607&optNo=NZPsm

技術職業務体験【土木・建築】
・施工管理業務体験
・ICT技術体験
・先輩社員座談会　他

※感染症拡大状況
によっては、日程・
内容を変更致しま
す。予めご了承くだ
さい。

新潟県 上越市 ㈱武江組
大学、高専、
専門、高校

3名程度 随時
2～5日間
（応相談）

随時

総合管理部 上石（あげいし）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：k-ageishi@takeegumi.co.jp

http://www.takeeg
umi.com/

土木、建築の施工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
　・現場にて施工管理の体験・若手社員とのフリートーク座談会

時期や機関、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 上越市 (株)牛木組
大学、高専
専門、高校

2名 7月～10月 1日～3日 9月末

総務部 まで電話又はメールでお問い合わせ下さ
い。
Tel： 025-537-2316
Mail： honsya@usikigumi.co.jp

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

土木工事現場の実際の管理業務や現場作業等を体験予定。

新潟県 上越市 株式会社源建設 なし 3～5 7月～11月 3日～2週間 10月末

025-548-3900 minaken.biz 現場見学、実習、ドローン体験等

新潟県 妙高市 株式会社山﨑建設
区分なし、ど
ちらにも対応
可

4名 通年 通年 なし

新潟県妙高市東陽町2-20／0255-72-3129
総務部 課長　大谷 宗久(おおたに むねひさ)

https://www.yama
zaki-
k.co.jp/corporate/

【土木技術者実習例】
現場測量実習、工事記録写真撮影、書類･CAD図面作成補助等

土木(技術者･作業
員)、建築(技術者･
設計積算)希望者い
ずれにも対応可。ま
た、グループ会社に
おいてUAV(ドロー
ン)レーザー測量、
CADオペレータ業
務希望者の対応も
可能。

新潟県 新潟市 株式会社　日さく新潟支店
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

電話又はメールでお問い合わせ下さい。
担当：総務部　人事課　インターンシップ担当
TEL：048-644-3911
E-mail：jinji@nissaku.co.jp

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

さく井、土木、調査の現場体験ほか

新潟県 新潟市 株式会社村尾技建 大学、高専 2 8月下旬～9月上旬 10日間 2021/8/2

株式会社村尾技建　経営企画室　日沖・齋藤
〒950-0948新潟市中央区女池南2-4-17
TEL：025-284-6100
E-Mail：office@muraogiken.co.jp

https://www.mura
ogiken.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
研修を行います。

新潟県 新潟市 旭調査設計(株)
大学・高専・
専門

3名
2021年8月上旬

～2022年2月下旬
1～5日間 2022年2月12日

総務部採用担当まで電話、メールにてお問い合わ
せください。(電話番号　025-245-8345、メールアド
レス　hr.kitami@asahi-cs.co.jp）

https://www.asahi
-cs.info/

土木設計業務の流れ、数量計算、CAD作図実習、現場見学等を
体験する。


