建設・土木系（建設・土木・電気施工管理/造園職 など）
No.

企業名

2022/1/20現在
職種

必要な経験・資格・免許

年齢

ポンプ・送風機・クーリングタワー・チラー・集塵機・各種オー
お客様の工場へ訪問し、生産機器の部品交換・改造などのメンテナンス業務を取り行ってい バーホール
各種年次点検、機械装置メンテナンスなどの経験者
ます。
不問
また定期的に点検を必要とする付帯装置の年次点検では、計画された時期に点検をする 普通自動車運転免許（AT限定可）
事によりルーティーンワーク化されていますので、安心して業務に携われます。
※あれば尚可：高所作業車運転技能者、フォークリフト運
社内では、一般鋼材を使用し製作加工や持ち帰った生産機器の部品交換などを行い、
転技能者、小型移動式クレーン運転技能者、ガス・アーク
日々の業務ではルーティーワーク化されていないので、毎日が楽しく業務に携われます。
溶接、フルハーネス型特別教育等

就業場所

年間休日

機械保全に伴う作業全般＜経験者＞
1 株式会社セイコーカンキ

機械保全に伴う作業全般＜未経験者歓迎＞
2 株式会社セイコーカンキ

お客様の工場へ訪問し、生産機器の部品交換・改造などのメンテナンス業務を取り行ってい
ます。
また定期的に点検を必要とする付帯装置の年次点検では、計画された時期に点検する事
によりルーティーンワーク化されていますので安心して業務に携われます。
社内では、一般鋼材を使用し製作加工や持ち帰った生産機器の部品交換などを行い、
日々の業務ではルーティーンワーク化されていないので、毎日楽しく業務に携われます。

現場監理・設計＜経験者＞
3 株式会社セイコーカンキ

お客様の工場へ訪問し、生産機器に付帯する空調・配管の設計や改造などの業務を取り
行っています。
仕様に基づき、設計計算をしAUTOCADにて作図をしてもらいます。
工事案件の件数分散化もしているので、安心して楽しく業務に携われます。
工事受注後の実務業務も社内以外の協力会社が豊富なので、安心して業務に携われま
す。

設計業務＜未経験者歓迎＞
4 株式会社セイコーカンキ

5 株式会社セイコーカンキ

お客様の工場へ訪問し、生産機器に付帯する空調・配管の設計や改造などの業務を取り
行っています。
仕様に基づき、設計計算をしAUTOCADにて作図をしてもらいます。
工事案件の件数分散化もしているので、安心して楽しく業務に携われます。
工事受注後の実務業務も社内以外の協力会社が豊富なので、安心して業務に携われま
す。

南区

シフト制
105

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）
※あれば尚可：高所作業車運転技能者、フォークリフト運 44歳以下
転技能者、小型移動式クレーン運転技能者、ガス・アーク
溶接、フルハーネス型特別教育等

南区

シフト制
105

業務経験及び設備CAD操作実務経験
普通自動車運転免許（AT限定可）
※あれば尚可：高所作業車運転技能者、フォークリフト運 不問
転技能者、小型移動式クレーン運転技能者、ガス・アーク
溶接、フルハーネス型特別教育等

南区

シフト制
105

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）
※あれば尚可：高所作業車運転技能者、フォークリフト運 44歳以下
転技能者、小型移動式クレーン運転技能者、ガス・アーク
溶接、フルハーネス型特別教育等

南区

シフト制
105

南区

シフト制
105

（1）給排水・低高圧空気・蒸気・窒素・酸素・硫酸など
の各種配管加工、溶接（2）給排気ダクト・冷水ダクト・
配管工＜経験者＞
空調ダクト・集塵ダクトなどの各種加工、溶接（3）溶接
お客様の工場へ訪問し、生産機器に付帯する配管部品の交換・改造などの業務を取り
加工、ボルト縫い加工、製品加工（鉄、ステンレス、アル
行っています。
ミ、塩ビetc）※上記（1）・（2）・（3）いずれかの経
不問
ねじ配管・溶接配管・塩ビ配管などいろいろな種類の配管業務に携われるので、ルーティーン
験者
ワーク化されず毎日楽しく業務に携われます。
普通自動車運転免許（AT限定可）※あれば尚可：高
社内では、一般鋼材を使用し製作加工を行い、溶接などの色々な技術を身に付けることが
所作業車運転技能者、フォークリフト運転技能者、小型移
可能な職場です。
動式クレーン運転技能者、ガス・アーク溶接、フルハーネス
型特別教育等

建設・土木系（建設・土木・電気施工管理/造園職 など）
No.

企業名

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

配管工＜未経験者歓迎＞
6 株式会社セイコーカンキ

お客様の工場へ訪問し、生産機器に付帯する配管部品の交換・改造などの業務を取り
行っています。
ねじ配管・溶接配管・塩ビ配管などいろいろな種類の配管業務に携われるので、ルーティーン
ワーク化されず毎日楽しく業務に携われます。
社内では、一般鋼材を使用し製作加工を行い、溶接などの色々な技術を身に付けることが
可能な職場です。

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）※あれば尚可：高所作業
44歳以下
車運転技能者、フォークリフト運転技能者、小型移動式クレーン
運転技能者、ガス・アーク溶接、フルハーネス型特別教育等

南区

シフト制
105

内装リフォームプランナー〔京都営業所〕
7 株式会社ステージツー

8

9

10

11

株式会社藤井組

＊賃貸物件の原状回復やリノベーション工事の提案
＊賃貸物件退去時の立会と、壁や床・室内設備の汚れや破損の点検・確認
＊原状回復に必要な費用の見積
＊見積内容の入居者への説明と管理会社への報告
＊その他、リフォームに付随する業務

建築施工管理職
お客様に代わり、工事現場の安全管理、工程管理、原価管理を行いながら専門工事業
者の皆さん（大工さんや左官屋さんなど）と力をあわせて竣工引き渡しを目指します。

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定不可）

35-54歳
（氷河期専
用）

不問
※会社見学、現場見学等、随時対応させていただきます。 35歳以下
お気軽にお問い合わせください。

中京区

105

伏見区

120

積和建設近畿株式会社

建築施工管理経験3年以上
エクセル(表計算程度)、ワード基本操作(文書作成)
積水ハウス新築工事の施工管理者（経験者）
・積水ハウスの新築、リフォームの工事の施工管理・積水ハウスの戸建て住宅の施工管理・ 普通自動車運転免許 必須
着工から竣工引き渡しまで担当・常時複数物件を担当し、現場巡回型の管理
2級建築施工管理技士、二級建築士、その他の建築技
術関係資格 あれば尚可

64歳以下

下京区

120

積和建設近畿株式会社

建築施工管理経験3年以上
エクセル(表計算程度)、ワード基本操作(文書作成)
積水ハウス新築工事の施工管理者（経験者：福知山）
・積水ハウスの新築、リフォームの工事の施工管理・積水ハウスの戸建て住宅の施工管理・ 普通自動車運転免許 必須
着工から竣工引き渡しまで担当・常時複数物件を担当し、現場巡回型の管理
2級建築施工管理技士、二級建築士、その他の建築技
術関係資格 あれば尚可

64歳以下

福知山市

120

左京区

124

中京区

121

株式会社松本工務店

建築技術者
建築現場の管理、調整、見積り作成等
・現地調査・見積り作成・工程管理・現場・施工管理・安全作業管理

施工管理の経験
PC基本スキル（エクセル・ワード・メール）
普通自動車運転免許（AT限定可）
※2級建築士または2級建築施工管理技士（建築士
59歳以下
（一級）、建築施工管理士（一級)いずれかお持ちの方
歓迎）
※男性・女性問わず歓迎

建築施工管理（現場管理）
12

株式会社池下設計 京都支店

・建築施工管理（工事管理・工務）・施工管理業務・建築現場の各種工事管理
建築業務の経験
・工務補助業務・施工図・制作図のチェック、仮設計画積算
※大手総合建設会社や大手組織事務所より依頼を受け日本を代表する大型プロジェクト
での業務が可能です

59歳以下

建設・土木系（建設・土木・電気施工管理/造園職 など）
No.

企業名

職種
建設施工管理

13

14

吉村建設工業株式会社

モラブ阪神工業株式会社

15

創園建設株式会社

16

三和電気工業株式会社

京都周辺の現場で元請けとしての施工管理業務の他、見積りなど事務関係業務
・大学、高校、小中学校などの新築工事 ・ＪＲ、私鉄各社の駅舎等の新築、メンテナン
ス ・歴史建築物の耐震補強工事、など

建築
建築物全般の設計や施工管理業務

現場管理
・現場監督・施工管理・着工から竣工までの工事管理・建築工事・土木工事

建築・土木・施工管理
・電気工事一般・設計施工・交通信号機設置、復旧工事・各種電気設備土木工事

必要な経験・資格・免許
経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）
※1級または2級建築施工管理技士あれば尚よし

年齢

不問

就業場所

年間休日

中京区

125

ＡｕｔｏＣＡＤの使用経験、又は建築施工管理のご経
59歳以下
験があれば大歓迎

京都府内・滋
賀県内の各取
引先

122

経験不問
※未経験の方は先輩社員に付いて補助業務から始め、現
場管理の業務を学んでいただきます。一から丁寧に指導し
ます。経験者は即戦力になっていただきます。
59歳以下
普通自動車運転免許（AT限定不可）
※2級建設施工管理技士・2級土木施工管理技士あれ
ば尚よし

城陽市

115

経験不問 ※経験者優遇
普通自動車運転免許（AT限定可）必須
※関連の資格保有者優遇

伏見区

120

久御山町

124

亀岡市

109

35歳以下

PC操作（Word・Excel基本操作）
※１級又は２級土木施工管理技士の資格をお持ちの方
※高速道路での土木保全業務（ガードレール取替・小規模舗装等）を主に行い、経験を
は優遇
59歳以下
積んだ後にＰＣ（エクセル・ワード等）を使用して出来高管理、写真管理等の総合管理
（未取得者の方でも積極的に資格支援します。）
監督業務を行っていただきます。
普通自動車運転免許（AT限定不可）

土木技能職・技術職
17

株式会社スペース・グリーン

土木施工管理
18

吉村建設工業株式会社

19

モラブ阪神工業株式会社

・高速道路のメンテナンス管理業務
（勤務エリア）篠インター内 篠事務所を拠点に勤務
※京丹波道路の保全業務（園部ＩＣ～大山崎ＩＣ）

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）

土木

ＡｕｔｏＣＡＤの使用経験、又は土木施工管理のご経
59歳以下
験があれば大歓迎

京都府内・滋
賀県内の各取
引先

122

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）

40歳以下

精華町

125

45歳以下

伏見区

82

土木図面の設計や土木工事・地質調査の施工管理業務等

太陽光発電所施工・管理
20

テンフィールズファクトリー株式会社

・工程管理、現場管理、作業
工事日程や工程・詳細の打ち合わせ、着工前の近隣挨拶～工事完工日までの現場作
業、管理

電気通信施工スタッフ
21

寿電設株式会社

不問

通信・電気の施工経験があれは、尚よし

・企業・空港・公共施設などで、ネットワーク設備の施工（電話設備、LAN設備、光ファイ
※未経験でも可能（育成します）
バー設備など）
普通自動車運転免許（AT限定可）
・公共施設などで、防犯カメラやWi-Fi設備の施工・LED照明などの各種電気設備の施工

建設・土木系（建設・土木・電気施工管理/造園職 など）
No.

22

企業名

株式会社尾形電気工事

職種

年齢

パソコン基本操作（Excel：簡単な表作成、Word：文
章作成ができる方）
電気施工管理技士
普通自動車運転免許（ＭＴ車の車両がある為、AT限定
・建設、工場、リフォーム、IT電話のアンテナ等の工事において電気工事の施工
59歳以下
・学校や大学研究施設、トンネル等の公共施設から、民間企業の工場等まで、お客様に適 の方は入社後にＭＴ取得していただく必要あり）
切な電気設備の技術を提案・提供
1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技
士（いずれかの資格保持で可）

電気工事士
23 株式会社宮川電設工業

必要な経験・資格・免許

・電気工事：公共施設、ビル、工場、病院などの電気工事、施工、施工管理、元請、パー
トナー企業の管理
・通信設備：通信基地局などの通信設備の施工、施工管理、元請、パートナー企業の管
理
・環境関連設備：太陽光発電所、バイオマス、風力などの発電所の施工管理、元請、
パートナー企業の管理

就業場所

年間休日

八幡市

124

不問

亀岡市

120

電気工事の経験
第一種電気工事士・第二種電気工事士・１級電気施工
不問
管理・２級電気施工管理のいずれかを所有
普通自動車免許（AT限定可）

亀岡市

120

経験不問
入社後、約1年間は先輩社員が現場に同行して、指導し
ます。希望者には、1年間、専門学校（夜間）にて、電気 44歳以下
工事士の資格取得が可能です。
普通自動車免許（AT限定可）

伏見区

125

40歳以下

中京区

112

30歳以下

右京区

128

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定不可）

35歳以下

右京区

105

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）

40歳以下

精華町

125

経験不問（電気工事の経験があれば尚よし）
普通自動車運転免許（AT限定可）
※第一種電気工事士・第二種電気工事士・その他の電
気工事関係資格あれば尚良し
※電気施工管理資格保持者は優遇

電気施工管理技士
24 株式会社宮川電設工業

・電気工事：公共施設、ビル、工場、病院などの電気工事、施工、施工管理、元請、パー
トナー企業の管理
・通信設備：通信基地局などの通信設備の施工、施工管理、元請、パートナー企業の管
理
・環境関連設備：太陽光発電所、バイオマス、風力などの発電所の施工管理、元請、
パートナー企業の管理

現場監督
25 株式会社大興電気

26 日本管工業株式会社

27 日本ビルコン株式会社 近畿支社

28 株式会社中根庭園研究所

電車線工事、送電線工事及び建築関係電気設備工事の現場監督業務
・打ち合わせ、書類・図面作成（パソコン）
・工程・品質・予算・安全管理 等

技術

経験不問

・建築物に係る空調・給排水設備の設計・施工図の作成及び工事管理等、顧客への引き
普通自動車運転免許
渡しまでを担当

エクセル・ワード基本操作
※未経験からでも資格を取得し、技術力を身に着ければ
・オフィスビル、公共施設、工場等に設置された業務用空調機器の修理、点検などのメンテ
責任者として活躍することが出来ます
ナンス業務・部品や業者の手配、取扱説明、見積書作成などの用務
普通自動車運転免許（AT限定可）

メンテナンスエンジニア（空調設備）

造園工事・庭園管理
造園工事及び庭園の維持管理

リフォーム施工・管理
29 テンフィールズファクトリー株式会社

・現場調査、見積りの作成
お客様立会いのもと、現場調査していただき、ヒアリングのもと見積りを作成しご提案
・物件の修理・修繕など現場作業および現場管理（工期や資材面の管理等）
工事日程や工程・詳細の打ち合わせ、着工前の近隣挨拶～工事完工日までの現場作
業、管理

建設・土木系（建設・土木・電気施工管理/造園職 など）
No.

企業名

30 創園建設株式会社

職種

必要な経験・資格・免許

年齢

就業場所

年間休日

経験不問
※将来、技術職を目指される方、経験がなくても企画・提
造園工
・造園技術（剪定などの伝統技術）を身につけながら、工事現場全体の管理・監督を行う 案に興味がある方を歓迎
59歳以下
一から丁寧に指導します
仕事
・伝統を活かした庭園づくりを提供。取引先には平等院や同志社大など他多数あり
※能力・技術をお持ちの経験者も歓迎
普通自動車運転免許（AT限定不可）

城陽市

115

PC操作（Word・Excel基本操作）
※1級または2級造園施工管理技士の資格をお持ちの方
・高速道路での緑地保全業務（除草・剪定・ＰＡ内での草花の植付け等）を主に行い、
59歳以下
は優遇
経験を積んだ後にＰＣ（エクセル・ワード等）を使用して出来高管理、写真管理等の総合
（未取得者の方でも積極的に資格支援します）
管理監督業務を行っていただきます
普通自動車運転免許（AT限定不可）

久御山町

124

造園技能職・技術職
31 株式会社スペース・グリーン

32 株式会社松本工務店

店舗メンテナンス
・顧客対応・現場管理補助・事務処理・パソコン入力、見積もり作成補助

PC基本スキル（エクセル・ワード）
※建築業界経験あれば尚良し
※建築に興味のある方、男性、女性問わず歓迎
※未経験の方でも一から丁寧に指導いたします
普通自動車運転免許（AT限定可）

59歳以下

左京区

124

経験不問

39歳以下

中京区

104

宿泊施設やマンション等ビル管理(メンテナンス)経験者
普通自動車運転免許（AT限定可）
※第二種電気工事士、2級ボイラー技士、あれば尚よし

59歳以下

左京区

シフト制
107

経験不問
普通自動車運転免許（AT限定可）

30歳以下

右京区

126

59歳以下

久御山町

124

建物、施設の管理・営繕
33 三陽工業株式会社

株式会社ＫＰＧ ＨＯＴＥＬ ＆
34 ＲＥＳＯＲＴ
（ふふ京都）

＊施設での電気・設備などの管理と点検
・設備機器等の巡回、点検、検針業務
・軽修繕作業
・各種修繕の立ち合い

ホテルの施設管理
主な業務は、電力・空調・給排水・防災等、設備全般の操作・監視・点検・調整等
※ホテルが安定して稼働できるよう、品質管理をしていただくポジションです

現場作業員＜技術者＞
35 株式会社深田商会

消防設備の施工管理・点検作業及び管理
・消防設備点検管理業務
（契約企業のメンテナンス・管理業務が中心）
・消防設備の施工・設計・積算及び管理他、付帯業務

PC操作（Word・Excel基本操作）
※1級または2級交通誘導警備の資格をお持ちの方は優
・高速道路での交通警備保全業務（規制設備、交通誘導）を主に行い、経験を積んだ
遇
後にＰＣ（エクセル・ワード等）を使用して出来高管理、隊員の業務管理等の総合管理
（未取得者の方でも積極的に資格支援します）
監督業務を行っていただきます。
普通自動車運転免許（AT限定不可）

警備職
36 株式会社スペース・グリーン

