菱和建設で

応 募前職場見 学を開 催いたします

2022年8月5日（金）午後2時〜4時

一緒に働きましょう！
！

※上記以外の日時でも開催できますので、
お気軽にお問い合わせ下さい。

当日は会社説明会にて、
施工管理
（現場監督）
の仕事について、
当社現場のレポートを交えて詳しくご説明いたします。
どんなご質問にもお答えしますので、是非ご参加下さい！
！
（交通費当社負担です）

え び す 橋

2025年 万博開催！

会 社 周 辺 はこのような 環 境 になっております 。
うつぼ公園

うつぼテニスセンター

会社付近CAFÉ

大阪は
ろです
こんなとこ
都会のオアシスと言われる
「うつぼ公園」会社から徒歩3
分のところです。季節ごとのお花が楽しめます。

中央公会堂

★「うつぼ公園」の中にあるテニスコートには、公式試合で
錦織圭選手や大坂なおみ選手が来たこともあります！

会社周辺

空 中 庭 園 、古 墳

ユニバーサル･スタジオ･ジャパン

可愛らしい雑貨を置いているカフェが会社のすぐ近くに。
弊社会長のお気に入りのお店です。

大阪城、太陽の塔、通天閣

大阪中之島美術館
海

遊

館

主な観光地
大阪駅、梅田スカイビル、HEP FIVE
大阪天満宮、
お初天神、造幣局、
グランフロント大阪
大阪城天守閣、大阪城公園、COOL JAPAN PARK OSAKA
●大阪市中央区
道頓堀、
アメリカ村、
なんばグランド花月
あべのハルカス、大阪市天王寺動物園
●大阪市天王寺区
なんばパークス、新世界-通天閣、
スパワールド、京セラドーム
●大阪市浪速区
●大阪市此花区 港区 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
海遊館、天保山、天保山大観覧車
大阪府咲洲庁舎、
インテックス大阪
●大阪市住之江区
●大阪市北区
中之島の中央公会堂。
（国の重要文化財）
自転車ですぐ
のところです。お昼の休憩場所にもなります。

国立国際美術館

「なにわ筋」は大阪でも有数の大通りです。会社はこの
「なにわ筋」の少し入ったところにあります。

オレンジストリート(堀江)

大阪と世界の近代・現代美術をテーマに6,000点を超える作
品を所蔵。眺望をも楽しめる、2022年2月開館の美術館。

アメリカ村

●箕面市／箕面滝、箕面温泉●吹田市／万博記念公園、EXPOCITY
（百舌鳥・古市古墳群）
●堺市／世界遺産に登録-仁徳天皇陵
●枚方市／ひらかたパーク●泉佐野市／りんくうタウン、SiSりんくうタワー
●池田市／カップヌードルミュージアム●交野市／大阪府民の森 ほしだ園地
現代アートをメインに展示する、完全地下型の美術館。
プラネタリウムが見られる科学博物館も隣接しています。

★同じ西区のお洒落街、
「 南堀江」
です。インポート家具
や、
お洒落カフェ、
インテリアショップなどがいっぱい。

HPをご覧下さい

2022.6.30発行

ファッションの発信地アメリカ村です。若者たちを中心に
毎日賑わっています。
（地下鉄で2駅）

Facebookも
更新中です

大阪府出身者
建築家／安藤忠雄、
丹下健三、
西濱浩次、
大野力
アーティスト／KANA-BOON、
絢香、
清水翔太、
aiko、
黒田俊介(コブクロ)
女優・男優／清原果那、
高畑充希、
桐谷健太、
菅田将暉、
小芝風花、
岡田准一、
西野七瀬、
松村沙友里
モデル／岡田結実
（ますだおかだの岡田圭祐の娘）
中条あやみ、
大谷亮平
アイドル／関ジャニ∞
（横山君、村上君、大倉君）
、
サナ (TWICE)、小坂菜緒 (日向坂46)
スポーツ／本田圭祐、
ダルビッシュ有、
前田健太、
大坂なおみ、
入江陵介、
豪栄道
芸人／霜降り明星
（せいや・粗品）
、
NON STYLE
（石田明・井上裕介）

関西空港、ひらかたパーク

大阪府の魅力
大阪府知事／2019年4月8日〜
吉村 洋文
（よしむら ひろふみ）

大阪府の推計人口
（令和４年４月１日現在）

全国第３位、近畿圏内１位
総数

8,778,035人

男

4,198,410人

1位

東京都

女

4,579,625人

2位

神奈川県

4,172,649世帯

3位

大阪府

世帯数

●面積1,905.29 k㎡ ●人口密度4,607.2人/ k㎡
大阪府内全域が瀬戸内海式気候に属し、年間を通して温暖
であり、
日本の中では雨の日は少なめで、都心部ではヒートア
イランドが顕著で、夜間の気温が下がりにくい。冬季、平野部
では積雪はほとんどないことが多く、
あっても数センチメートル
程度のことが多い。

先 輩 社 員からのメッセージ
入社2年目

辻 大飛

兵庫県立 尼崎工業高等学校卒

先輩社員のお仕事紹介
朝礼の様子

工事写真の撮影

現在、私が担当している仕事は、朝礼の司会、新規入場者教育
（元請担当）
、墨出し、場内整備、不安全や近道行為
等がないかの監視、
コンクリート・型枠の数量拾い出し、足場設置申請の図面・書類の作成、工事写真撮影と写真整
理、安全書類及びその他書類の管理です。菱和建設の求人票を見た際、一戸建ての注文住宅や施設の新築・改修な
ど幅広く手掛けているところに興味を持ち、私も様々な建築物を作ることに携わりたいという思いから、入社を決めまし
た。実際に入社してみて、想像していたよりも仕事が大変だと感じることもある反面、社員の方々がとても優しく、気軽に
話せることはもちろん、相談もしやすい環境であるため、楽しく仕事ができています。
また、仕事に対し、厳しい・辛いと思う
ところもありますが、
それ以上にやりがいや充実感を得られる仕事であると、実感することができる会社でもあります。温か
い人柄・社風の菱和建設で、私たちと一緒に働いてみませんか。
※現在、大手運送会社の医薬品倉庫棟の新築工事に携わっています。入社時はディーラーショールームの新築工事
で活躍、
そのあと医院やディーラーショールームの屋上防水改修工事、天井補修工事でも活躍しました。

入社2年目

玉城 郁磨

大阪府立 今宮工科高等学校卒

現場での私の仕事は、工事写真の撮影や整理、KY
（危険予知）
シート・新規入場の書類確認、工事着手報告の電話、
作業日誌の作成、
レベル確認、現場内清掃などです。自分の通っていた高校の先輩が複数名いた事、
また応募前職場
見学のとき紹介の動画を見た際に、
アットホームで働きやすそうな会社だなと感じたので応募をしました。現在携わって
いる現場の上司はいつもわかりやすく丁寧に教えて下さり、仕事がとても理解しやすいです！毎日朝早く起きるのは大変
ですが、現場での作業は楽しくて充実しています。初めはわからない事ばかりですが、上司や先輩が優しく教えてくれる素
晴らしい会社だと思います。菱和建設で私達と一緒に仕事をしましょう
！
！
※現在、大手運送会社の医薬品倉庫棟の新築工事に携わっています。入社時はＪＲ駅・機器室の新設工事で活躍、
そのあと大手企業・工場棟の空調機架台工事、機械基礎工事でも活躍しました。

毎朝、
作業員全員で各工事の作業内容の確認の為、
朝礼を行います。
作業報告の前には、
ラジオ体操
（軽い運動）
で体をほぐします。

レベ ル 測 量 の 様 子

施工中の状況を工事写真として記録をします。この写真は、鉄筋の
配筋状況を撮影しています。

フロアライン（床の高さ）の墨出し作業

女 性 活 躍 推 進チーム

「りょうわ小町」のご紹介
活 動目的

〜りょうわ小町として現場をサポートし、
女性が働きやすい環境づくりを行う〜

当社では女性活躍推進活動をしています！社内で様々な活動を展開中、
女性社員一同、
力を合わせて頑張っています♪

レベル測量を行い、
高さの基準を決め、
基準墨を出します。
オートレベル
（測量機器）
を覗いている様子です。

書類の管理

高さの基準線から、
床の高さになる位置を測っています。建物内部の墨
出しでは、
レーザーという機器を使用しています。

竣工前検査の様子

社内イベント
企業対抗駅伝
毎年、淀川で開催されている企業単
位での駅伝大会に3年連続で出場し
ました！オリジナルTシャツはランナー＆
応援者全員に配布しています♪

当社では、社会貢献活動の一環として、2018年度4月より
｢りょうわのおもいやり運動｣を実施しています。
ペットボトルのキャップ、缶入飲料のプルタブを集め、
リサイ
クル団体へ送り、子供への予防接種の為のワクチンやアル
ミ製車椅子へ交換してもらう取組みです。社内は勿論、現
場へも収集箱を設置して収集します。

応援に来てくれる社員もたくさんいて、会社での雰囲気とはちょっと違う、

資源の再生化、
そして再生の先の「誰かのお役に立てる活

社員同士の交流ができるイベントです。

動」
を目指して社員一同で取り組んでまいります。

毎日の作業日誌の作成、
安全書類の確認及び整理をしています。

お客様に建物を渡す前に、施工箇所を工事関係者で施工不良が
ないかをチェックしています。

