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姫野組
組織図



土木や建築って
肉体労働のイメージないですか？



現場を上手く回す
マネジメント力が重要な

仕事です！！



1.姫野組ってどんな会社？



徳島県に密着した
県内最大手のゼネコンです



事業内容

土木

トンネルや橋、道路など

建築

学校や会社、家など



私たちの仕事は、

地域の幸せを支える
ことです。



歴史

1882年創業。石井町藍畑の地で土木請負業を創
業して以来、130余年にわたって県内最大手の
建設業者として地域とともに歩んできました。



民事再生

2003年 民事再生計画を申請し認可される

2004年 新経営陣による新体制が発足末する

2013年 民事再生計画に伴う再生債務弁済完了



事業規模

※2020年度 徳島県建設業者 格付けランキング

建築

土木



特徴



県下随一の技術陣

よろしければ

貴社の様子や象徴的な事業（製品）

社員の方々 あるいは

高専OB/OBの社員の方など

写真を数枚お示しください

１級建築士14名

１級施工管理技士70名

等



•ドローン等による高精度な３次元測量

•３次元の情報をICT建機が認識・施工

ICT建機による生産性向上



•ドローン等による高精度な３次元測量

•３次元の情報をICT建機が認識・施工

ICT建機による生産性向上



•健康経営優良法人2020(県内建設業2社のみ)

→従業員の健康管理をしている

•えるぼし認定(県内4社目 建設業で初)

→女性の働きやすい環境づくり

•徳島県企業BCP認定(県内17社のみ)

→事業継続力及び災害対応力が高い

働きやすい環境づくり



徳島新聞(2020年5月8日)

働きやすい環境づくり



優秀な技術者

×

最新機材への投資

×

働きやすい環境づくり



2.姫野組って
どんな仕事してる？



現場を上手く回す
マネジメント力が重要な

仕事です！！



現場全体を統括管理して
発注者が望む構造物を
工期内につくりあげる

Mission



土木統括部 仕事内容

②施工計画の策定

①発注者(お客様)との協議

③施工管理

■工事着手前
設計内容と現場が合っているか？（例：標準断面発注？）
施工可能な設計か？（例：地下水対策は十分？）

■施工中
当初設計時に予見不可の事態（例：土質の変化）

■必要に応じて設計変更を協議（例：補助工法の追加）

■工期・安全性・品質を検討して最適な計画に
■考慮すべき事項
①新技術・新工法の採用（例：ＩＣＴ建設機械の活用）
②建設業に対する社会的要請
働き方改革（例：完全週休二日） 生産性向上（例：ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ化）
環境保全（例：産廃の再利用） 担い手確保（例：現場説明会）

■原価管理 支出を予算内に収めるため、全工種を網羅した実行
予算を作成し、常に支出実績と対比

■工程管理 計画工程を守るため、各工事の進捗管理し、クリティ
カルパスを意識して、必要に応じて工程調整

■品質管理 工事毎に要求される品質レベルを確保する
■安全管理 常に安全な状態を保ち、無事故で構造物をつくる



近年施工した高速道路工事を事例に

四国4県を高速道路で８の字に結ぶネットワークの建設事業

生活を便利にするもの

(1985年に四国初の高速道路が開通)

この事業の中で

国土交通省四国地方整備局HPから引用
国土交通省四国地方整備局HPから引用

津田～徳島東区間で当社
が施工した工事を事例に



沖洲 , 津田地区における工事

橋の構造

生活を便利にするもの

当社の主な工事

国土交通省四国地方整備局HPから引用

国土交通省東北地方整備局HPから引用

上部工

下部工

基礎杭

津田～徳島東区間

下部工事24箇所中8箇所 3割
沖洲地区

下部工事13箇所中4箇所 3割
津田地区



生活を便利にするもの

企画立案と設計図面作成、工事金額の見積まで

法律・条件調査
立地条件・環境
インフラ・地盤等
デザイン・仕様

↓
概算による予算内の確認

内装・設備・電気
仕様の詳細決定

構造検証(構造計算)
法的な手続き確認

↓
最終工事金額の見積

顧客要望
ヒアリング
予算・条件
人員構成等

設
計
図
書

契
約

企画 基本設計・概算見積 実施設計・本見積

建築統括部 仕事内容
①設計・積算

②工事

現場代理人は案件を受注するまでの経過を把握した上で、
■決められた作業工程の中で、綿密な詳細工程を組む。
■各専門工事業者との連携を組み、予算を管理む。
■安全で工事現場の運営に努め、高品質な建築物に仕上げる。

何も無い土地に建物や構造物を建設することに
やりがいや喜びを感じ得られる。



設計・施工物件の紹介

住宅事例2 ～設計施工案件～

Ｉ邸 竣工写真（リビング） ２０１８年竣工

リビング

外観全景



設計・施工物件の紹介

事務所事例 ～設計施工案件～

Ｗ社 本社ビル写真 ２０１８年竣工



施工物件の紹介

事例１ ～施工案件～

空港建築 完成写真 ２０１０年竣工



施工物件の紹介

事例４ ～施工案件～

病院建築 完成写真 ２０１９年竣工



3.インターンシップ
プログラム内容



インターンシップ

土木統括部

ICTを活用した最新の現場が体験
できる！土木業界の未来を感じる
2daysインターンシップ

建築統括部

開催を含めて検討中！



土木統括部インターンシップ

1日目

・建設業/土木工事について

・ICTについて

・3Dモデル作成体験

・地上型レーザースキャナ実施

ICT建機現況測量



土木統括部インターンシップ

2日目

・ICT活用施工現場の見学

・ドローン飛行実施

写真① 写真② 写真③



姫野組のインターンシップでは

『目標設定』『振り返り』

をプログラムの

最初と最後におこなうことで

参加者の成長をサポートします。



インターンシップへの
参加の流れ

Ⅰ.エントリー(マイナビにて)

Ⅱ.書類選考(ESまたは履歴書)

Ⅲ.インターンシップへ参加

※メールまたは郵送にて送ってください。



選考フロー



エントリーお待ちしています！
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