
資料２

　第2回　北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会（平成27年3月17日開催）以降、
（一社）富山県建設業協会、（一社）富山県測量設計業協会、富山県地質調査業協会宛
てに、会員企業に対し、学生の研修受け入れの働きかけを依頼。
　インターンシップ推進協議会HPにおいて、建設業29社、コンサルタント業等18社の
登録があり、現在学生の受け入れを募集中。

（詳細は富山県インターンシップ推進協議会HP　http://www.internship-toyama.jp を参照）

【建設業】
企業・団体名 サイト 地域 協会

1 朝野工業（株） HP 新川地区 ○
2 朝日建設（株） HP 富山地区 ○
3 安達建設（株） HP 砺波地区 ○
4 大高建設（株） HP 新川地区 ○
5 （株）岡部 HP 富山地区 ○
6 岡本工業（株） - 富山地区 ○
7 （株）開進堂 HP 高岡地区
8 （株）柿本商会富山支店 HP 富山地区
9 川田工業（株） HP 砺波地区 ○

10 共栄興業（株） HP 富山地区
11 黒部エムテック（株） HP 新川地区
12 酒井建設（株） HP 新川地区 ○
13 笹嶋工業（株） HP 砺波地区 ○
14 昭和建設（株） HP 高岡地区 ○
15 住澤塗装工業株 HP 富山地区
16 タカノグループ（タカノホーム（株）） HP 富山地区
17 （株）竹原工務店 HP 富山地区 ○
18 第一交易（株） HP 砺波地区
19 ダイチ（株） HP 富山地区 ○
20 （株）東城 HP 新川地区 ○
21 得能建設工業（株） - 砺波地区 ○
22 砺波工業（株） HP 砺波地区 ○
23 富山データ機器サービス（株） HP 富山地区
24 日曹エンジニアリング（株） HP 県外
25 日本海電業（株） HP 新川地区
26 （株）ハマデン HP 富山地区
27 （株）林土木 HP 富山地区 ○
28 北陸通信工業（株）富山支店 HP 富山地区
29 松下電建（株）富山本店 HP 富山地区

【学術研究、専門・技術サービス業、すべて】
企業・団体名 サイト 地域 協会

1 （株）アイベックス HP 富山地区
2 北日本地質（株） - 富山地区 ○
3 （株）新日本コンサルタント HP 富山地区 ○
4 （株）ジェック経営コンサルタント HP 富山地区
5 （株）上智 HP 砺波地区 ○
6 舘下コンサルタンツ（株） HP 富山地区 ○
7 （株）タムラ設計 HP 富山地区
8 （株）中央設計技術研究所 HP 県外
9 （株）寺島コンサルタント HP 富山地区

10 日本海環境サービス（株） HP 富山地区
11 （株）PCO HP 富山地区
12 北電技術コンサルタント（株） HP 富山地区 ○
13 北陸コンサルタント（株） HP 富山地区 ○
14 （株）宮村ボーリング ○
15 （株）村尾地研 HP 富山地区 ○
16 ヤマト地質調査（株） - 富山地区 ○
17 （株）理想経営 HP 富山地区

【サービス業（他に分類されないもの）】
企業・団体名 サイト 地域 協会

18 （株）アーキジオ HP 富山地区 ○

「富山県インターンシップ推進協議会」への働きかけ













富山県インターンシップ推進協議会 

(一社)富山県経営者協会内

富山県富山市総曲輪2-1-3 

富山商工会議所ビル別館5階 

TEL：076-425-0258 

FAX：076-421-9952 

E-  mail  

internship@toyama-keikyo.jp

■地域で選ぶ すべて

富山地区（富山市、滑川市、立山町、上市町、舟橋村）

高岡地区（高岡市、射水市、氷見市、小矢部市）

砺波地区（砺波市、南砺市）

新川地区（魚津市、黒部市、入善町、朝日町）

県外

■業種で選ぶ 建設業  情報通信業  教育、学習支援業  製造業  農業、林業  

運輸業、郵便業  電気・ガス・熱供給・水道業  宿泊業、飲食サービス業  

漁業  鉱業、採石業、砂利採取業  不動産業、物品賃貸業  

生活関連サービス業、娯楽業  学術研究、専門・技術サービス業  

公務（他に分類されるものを除く）  卸売業・小売業  

サービス業（他に分類されないもの）  金融業・保険業  医療，福祉  

分類不能の産業  複合サービス事業

■事業所・社名で探す（部分一致）

 

検索結果 : 29件 建設業,すべて

企業・団体名 サイト 地 域 業 種 受付状況
外国人 
留学生

朝野工業株式会社 HP 新川地区 建設業 ○ 

朝日建設株式会社 HP 富山地区 建設業 ○ 

安達建設株式会社 HP 砺波地区 建設業 ○ 

大高建設株式会社 HP 新川地区 建設業 ○ ○ 

株式会社岡部 HP 富山地区 建設業 ○ 

岡本工業株式会社 富山地区 建設業 ○ ○ 

株式会社開進堂 HP 高岡地区 建設業 ○ 

株式会社柿本商会 富山支店 HP 富山地区 建設業 ○ 

川田工業株式会社 HP 砺波地区 建設業 ○ 

共栄興業株式会社 HP 富山地区 建設業 ○ 
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・インターンシップ登録の流れ

・推進協議会 加盟学校一覧

・企業登録お申し込み

・インターンシップとは

・インターンシップ保険

・参加企業一覧

・応募・登録

・参加企業からのお知らせ

・スケジュールとお知らせ

・実績報告(PDF)

・アンケート（報告書）

・各種様式集

・プライバシーポリシー

・サイトマップ
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富山県インターンシップ推進協議会 

(一社)富山県経営者協会内

富山県富山市総曲輪2-1-3 

富山商工会議所ビル別館5階 

TEL：076-425-0258 

FAX：076-421-9952 

E-  mail  

internship@toyama-keikyo.jp

受入時期 夏季 

実習日数 1週間 

受入総人数 若干名 

実習場所 富山オフィスまたは八尾オフィス 

学部・学科指定 問わない 

選考方法 書類選考：6月13日締切 

その他条件等  

外国人留学生 不可 

出身国指定  

地域：富山地区  業種：建設業

企業名 朝日建設株式会社

代表者名 代表取締役 林 和夫 

業種 総合工事業 

ホームページ http://asahikensetsu.co.jp/ 

資本金 45百万円

従業員数 65名 

会社概況

昭和15年創業、昭和21年設立の富山県内有数の老舗建設業者であり、富山空港滑走路や平成24年

に架け替えられた富山大橋の橋脚、橋台、橋面舗装など県内のトップクラスの舗装・土木工事の実

績を有している。また、学校や集合住宅などでの電気設備工事も行い、この分野でも数々の優良工

事表彰を受けている。健全な財務内容を活かして、平成15年に新規事業として関連会社で老人介護

事業に進出し、さらに、平成22年からは介護住宅改修工事の受注に寄与すべく、福祉用具の販売・

レンタル事業も行っている。

住 所 〒930-0094 富山県富山市安住町７番１２号 

担当部署 総務部

担当電話番号 076-441-3201 

担当FAX 076-442-4328 

 

今年度実習予定

実習内容の予定：オリエンテーション（経営理念、沿革、会社概要等）、工事部の概要・業務説

明、測量、現場写真管理など  必要能力：通常のコミュニケーションが取れること、健康であ

ること  服装等：作業服、安全靴、長靴、雨合羽準備とのこと（ない場合はサイズを知らせて

ください） 

学校・学生への期

待・要望
 

前年度実習期間  

前年度実習内容  

・インターンシップ登録の流れ

・推進協議会 加盟学校一覧

・企業登録お申し込み

・インターンシップとは

・インターンシップ保険

・参加企業一覧

・応募・登録

・参加企業からのお知らせ

・スケジュールとお知らせ

・実績報告(PDF)

・アンケート（報告書）

・各種様式集

・プライバシーポリシー

・サイトマップ

産学連携が育てる21世紀を担う人材。
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富山県インターンシップ推進協議会 

(一社)富山県経営者協会内

富山県富山市総曲輪2-1-3 

富山商工会議所ビル別館5階 

TEL：076-425-0258 

FAX：076-421-9952 

E-  mail  

internship@toyama-keikyo.jp

受入時期 夏季 

実習日数 2週間 

受入総人数 若干名 

実習場所 上記住所、現地 

学部・学科指定 問わない 

選考方法 書類選考：6月5日締切 

その他条件等  

外国人留学生 不可 

出身国指定  

地域：富山地区  業種：学術研究、専門・技術サービス業

企業名 舘下コンサルタンツ株式会社

代表者名 社長 佐渡 正 

業種 技術サービス業(他に分類されないもの) 

ホームページ http://www.tachishita.co.jp 

資本金 10百万円

従業員数 31名 

会社概況

当社は建設コンサルタント業務を主力に、測量、補償コンサルタント、地質調査の4つの建設関連業

務を展開しています。私たちの生活を支える道路、河川護岸などを造る、または整備する際に、調

査や計画、設計、施工管理などを手掛けるのが建設コンサルタントの役割です。当社は、官公庁の

技術パートナーとして、河川、砂防、道路など幅広い分野のプロジェクトを受注し、地域の人々が

安心して暮らせるよう、様々な社会インフラの整備において技術力を発揮しています。

住 所 〒939-3553 富山県富山市水橋的場２３４ 

担当部署 総務

担当電話番号 076-478-0090 

担当FAX 076-478-1190 

 

今年度実習予定

(1)測量の実習 屋外での地形データの観測。観測したデータをパソコンにより計算。測量ＣＡＤ

により図化。 (2)設計の実習 地形データを基に構造物の配置を計画。計算ソフトにより構造計

算、安定計算を実施。ＡｕｔｏＣＡＤにより設計図を作成。 (3)現地見学 弊社が測量設計を実

施した箇所を案内、説明。   服装については、作業に適したものでお願いいたします。 

学校・学生への期

待・要望
 

前年度実習期間  

前年度実習内容  

・インターンシップ登録の流れ

・推進協議会 加盟学校一覧

・企業登録お申し込み

・インターンシップとは

・インターンシップ保険

・参加企業一覧

・応募・登録

・参加企業からのお知らせ

・スケジュールとお知らせ

・実績報告(PDF)

・アンケート（報告書）

・各種様式集

・プライバシーポリシー

・サイトマップ

Copyright (C) Toyama internship conference. All Rights Reserved.

産学連携が育てる21世紀を担う人材。

1/2 ページ舘下コンサルタンツ株式会社 | 富山県インターンシップ推進協議会 インターンシップ...

2015/06/16http://www.internship-toyama.jp/company/archives/12816



富山県インターンシップ推進協議会 

(一社)富山県経営者協会内

富山県富山市総曲輪2-1-3 

富山商工会議所ビル別館5階 

TEL：076-425-0258 

FAX：076-421-9952 

E-  mail  

internship@toyama-keikyo.jp

受入時期 夏季 

実習日数 5日以上 

受入総人数 若干名 

実習場所 上記住所と同じ 

学部・学科指定 建設系、歴史学部 

選考方法 未定 

その他条件等  

外国人留学生 不可 

出身国指定  

地域：高岡地区  業種：サービス業（他に分類されないもの）

企業名 株式会社アーキジオ

代表者名 代表取締役社長 津嶋 春秋 

業種 その他の事業サービス業 

ホームページ http://www.arcgeo.jp/ 

資本金 80百万円

従業員数 62名 

会社概況

㈱アーキジオは、平成18年に中部日本鉱業研究所から社名変更いたしました。主力事業は、地層の

物性を明らかにする地質調査・地すべり調査および斜面災害を防止する防災工事、そして大地に刻

まれた歴史を紐解く埋蔵文化財調査等、社会のインフラ整備や防災対策事業、文化財保護の事業に

貢献する高い専門性を有する建設コンサルタント企業です。

住 所 〒933-0824 富山県高岡市西藤平蔵５８１番地 

担当部署

担当電話番号 0766-63-8850 

担当FAX 0766-63-8851 

 

今年度実習予定

・地質調査、地すべり調査、防災工事 技術者の補助作業または現地見学  ・埋蔵文化財調査

の現地発掘調査  ・パソコン操作（ワード、エクセル）  ・服装 特に指定なし、作業しや

すい服 

学校・学生への期

待・要望
 

前年度実習期間  

前年度実習内容  

・インターンシップ登録の流れ

・推進協議会 加盟学校一覧

・企業登録お申し込み

・インターンシップとは

・インターンシップ保険

・参加企業一覧

・応募・登録

・参加企業からのお知らせ

・スケジュールとお知らせ

・実績報告(PDF)

・アンケート（報告書）

・各種様式集

・プライバシーポリシー

・サイトマップ

Copyright (C) Toyama internship conference. All Rights Reserved.
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ここをクリック

北陸地方整備局ＨＰより

【北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会】
http://www.hrr.mlit.go.jp/index.html



 

 建設界の担い手確保を進めるためのコンテンツを以下にまとめました。

 本コンテンツでは、若者が建設界の魅力を理解してもらうことに当面の重点を置くこととし、必要に応じて所要の追

加・修正を行うとともに、具体な取組について検討を進めて参ります。 

取組内容

土木・建築系学生へのアプローチの強化

１．実習プログラムの充実１．実習プログラムの充実

１）構内実習プログラムの充実

測量実習、左官作業、重機運転などにおいて、建設業協会等が資機材を提供し、社員や職人
が生徒を直接指導する実習を行う

２）現地実習プログラムの充実

実際の工事現場等をフィールドとして提供し、測量や丁張り等の作業を生徒に体験してもらう

３）現場見学会の工夫

発注者だけでなく現場代理人等が説明することや、先輩(学校のＯＢ)、若手および女性の技術
者等が活躍する現場を見せるなどの工夫を凝らす 
※文化祭等の父母・父兄が参加するイベントにも積極的に協力

２．座学・講義等の充実

３．建設界における情報共有

上記以外の学生等へのアプローチの強化

４．小中学生、普通校高向けのメニューを、官民共同で検討

５．父母・父兄が参加する現場見学会の開催

Copyright(C) 2015 北陸地方整備局 All Rights Reserved. 
本サイトに掲載されている記事・写真・図表などの無断転載を禁じます。 
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平成27年 3月17日

平成26年12月18日

平成26年12月15日

平成26年12月11日

平成26年10月 3日

平成27年 2月 6日

平成26年12月17日

平成27年度

 

 本協議会での活動内容について随時、掲載していきます。 

協議会の履歴

第２回 北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会を開催

石川県部会を開催

新潟県部会を開催

富山県部会を開催

北陸建設界の担い手確保・育成推進協議会を開催

活動履歴

『長岡技術科学大学』で官民コラボ説明会を開催しました。 

行政と企業のコラボ説明会in新潟大学を開催しました。

インターンシップ情報

  本協議会に参加している機関・団体のインターンシップ情報を掲載しています。実習内容の詳細や受け入れ 

 を希望する場合は、各機関・団体のホームページをご覧いただき、不明な点がございましたら、一覧表の各問 

 い合わせ先にご連絡ください。

 
新潟県内の情報                （H27.5.20 時点）

富山県内の情報                （H27.5.22 時点）

石川県内の情報                （H27.5.22 時点）

山形・福島・長野・岐阜・福井県内の情報  （H27.5.13 時点）
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