暮らしをつなぐ

人をつなぐ

RECRUIT GUIDE

目指すのは快適で
安心して暮らせる生活環境

林産業はいろんなことの
スペシャリスト。
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Bus ines s introd uction

水処理施設
和弘

【安来事業所】

出される生活排水を浄化処理する施設を小規模から
大規模まで計画から建設、メンテナンスまで一貫して
行っています。

691-0003 島根県出雲市灘分町2281番地2
TEL 0853-62-1144

企業活動から排出される事業場排水や日常生活で排

FAX 0853-62-1145

692-0011 島根県安来市安来町411番地1
TEL 0854-21-9011

FAX 0854-21-9010

創業年月日

昭和49年9月25日

営業内容

浄化槽、農業・漁業集落排水処理施設 設計・施工

資

本

金

25,000,000円

各公害防止施設 設計・施工

浄水場・下水処理場・楊排水機場などのインフラ施設

給排水衛生設備 設計・施工

据付・配管・製作加工を行っています。

や各種工場での高圧ガスプラントや薬品プラントの

各種プラント施設 設計・施工

各種プラント

ステンレス、PVC、FRP、他製缶品 設計・製作

洗浄装置 販売

透析装置、イオン交換樹脂 販売・保守
装置メンテナンス

給排水衛生設備

建築物のトイレ・厨房・浴室等の給排水衛生設備、快
適な空間を作る空気調和設備の設計施工や水道管敷
設工事・簡易水道施設等の建設を行っています。

安来事業所

上記施設で利用する機械装置、製缶品の設計からTIG
溶接、被覆アーク溶接等を用いての製作。

求める
人物像

キャリア
アップ制度

一歩ずつ成長を望み挑戦していきたい。

部署ごとの職務内容の違いはありますが、資格支援

出来ることが増す事に喜びを見出せる。

制度に加え、社内アカデミーの開催もあり高度な技

そんなやる気、向上心を持てる方、大歓迎です。

術を学ぶ事が出来ます。

装置製作・機械メンテナンス

ポンプ、ブロワなどの動力機械を分解整備し高寿命を図るオーバーホール等を行って
います。

見つかる
あなたが求める未来。

キャリアアップをサポートする
充実の研修制度。

採用情報

社 内 アカデミーとは

Rec r u it

ab out Shanai Acad em y

全体的な技術向上の為に、社内で行われる勉強会です。

募集職種

特に、新人の社員さんはわからない事や、不安も多いと思います。そんな不安を自信に変える為にも重要な勉

全部門（現場監理監督業務、現場・工事技術員、設計業務、営業、総務経理）

強会となっています。

■業務内容

加する事に恥ずかしさはもちろんいりませんし、新人さんだけの

水処理施設、給排水設備、ガス設備、各種プラントの設計施工
県・市町村の管工事業、機械器具設置業

そして、このアカデミーは先輩後輩関係なく参加しているので、参
参加になる事もありません。
内容は毎回変わりますが、例えば T I G 溶接といった溶接方法や安

装置の製作設置

全衛生講習会等、実技だけでなく、座学もあります。
前回開催したアカデミーでは、曲げ等、加工がしやすい銅管を使っ

■給与

▲基本的な名称など勉強

ての講習でした。

弊社HPよりご確認ください ▶

■手当

家族手当、皆勤手当、通勤手当、時間外手当

■休日

年間休日113日

※令和3年度現在

■有給休暇

入社後6か月より10日付与

▲工場で工具の説明から実践へ

■その他

先輩社員による実践を見てからの作業になり、作業中も先輩社員が見て回りながら声
をかけてくれます。▼

応募前見学可（事前にご連絡ください）

加入保険・福利厚生
◦健康保険

◦厚生年金

◦雇用保険

◦労災保険

◦定期健康診断

◦財形貯蓄・懇親会

◦社員旅行

◦資格取得制度

◦育児・介護休暇

◦永年勤続表彰

◦慶弔見舞金等

◦退職金制度

◦中小企業退職金共済制度

社内アカデミー
◦事務所での座学

◦工場での実践

社内行事・設備
◦ゴルフコンペを開催
◦同好会（ゴルフ、ラジコン、釣り等）あり
◦社内設備もあり、新しく始める社員は先輩方に
教えてもらいながら練習しています。

▲丸一日使用してしっかり学び、最後に講師から問題が出され、社員皆で考え、話し合
いながら実践し、成果の確認後、終礼。
ゴルフ設備

先輩社員の声

仕事の魅力、挑戦したいこと、
後輩へのメッセージなど聞いてみました。

Q1

現在の仕事内容とその魅力は?

Q3

今までのお仕事で一番印象に残っていることはなんですか?

Q2

入社のキッカケと入社後の印象は?

Q4

今後挑戦したいこと、実現したいことは？

インタビュー
I n t er view

Q 大きな生産ラインに関係する工事があり、
A3

ほりうち ち か ら

ふくしま

１年前より計画し、生産ラインを止めること
なく、計画通りに工事を終わらせたことで
す。

堀内千佳良
部門／技術部
入社／2002年

福島

A2 体を動かせる仕事がしたくて、高校求人説明

文の施工に魅かれ入社しました。入社後は１
つ１つ聞きながらでしか仕事が出来ませんで
したが、教えて頂き、そして助けて頂き、今ま
で続けてこれました。

永島

健

部門／技術部
入社／2020年

A1 水処理施設工事。

書類や仕事の段取り、協力業者との打合せ
と、
やる事が沢山ありますが、その分、いろい
ろな知識が身に付くところが魅力だと思い
ます。

A2 前職での仕事の繋がりで、声をかけてもらっ
たのがきっかけです。
1人1人の知識が豊富で、
レベルの高い会社
だと感じました。

の つ ゆ り こ

野津ゆり子
部門／技術部
入社／2020年

A1 現場調査で得られた結果を元にソフトを使

用し、図面の作成を行っています。図面を通し
て、施工や材料に関する知識も増やせること
がとても面白く、現場での経験を積める環境
である事が魅力だと感じます。

A2 図面を描く仕事への憧れがあり、林産業の求

人を知り応募したことがきっかけです。
入社後は、専門的な知識が足りず図面を描く
際に悩む事が多いですが、その都度先輩方
が丁寧に教えて下さり、ありがたい環境で経
験を増やし、仕事が出来ています。

しています。
業務、作業の内容は日々違いますが、1つ1
つ丁寧にこなすことで自信にもスキルアッ
プにも繋がる事が魅力の1つです。

施工に魅力を感じ入社しましたが、林産業
は設計、施工管理、事務など、多彩な仕事が
あります。皆さんが求めている仕事や、それ
に近い物があると信じています。一緒に頑
張っていきましょう。

たける

A2 求人票を見た時に興味を持ち入社しました。
社員1人1人が多種にわたる資格の取得に励
んでおり、
自身にとっていい刺激になったこと
を覚えています。

A3 前職では、民間の仕事しかしてこなかったの
で、大手工場での窒素タンクの移設は規模
が大きく、印象的でした。

A4 色々なことを学び、先輩方のサポートが無く

ても自分で考え出来るようになりたいと思っ
ています。

未来の後輩へ向けてのメッセージ

仕事の内容は専門的な知識が必要なので、
大変な仕事だと思いますがその分他社で
は出来ないような仕事が出来、強みのある
会社だと思います。

Q 架台や配管を制作する為の図面を、社外の
A3

方と打ち合わせながら作成した事です。
配管の取合いや材料の選定など、図面の作
成にとても苦労しましたが、社内含め、社外
の方からも助言を頂き、完成させることがで
きたことが嬉しく、印象に残っています。

A4 現場管理から施工まで、図面含め自分で段

取りし管理できるようになりたいです。
現場で見聞きしたことを吸収し、自分の知
識として身に着けていく事が大切だと思う
ので、日々の中で自分から積極的に勉強し
ていきたいと考えています。

未来の後輩へ向けてのメッセージ

A4 今後顧客満足に繋がるよう、自分の能力を
スキルアップさせていきたいと思います。

A1 主に工事現場の施工管理及び、現場作業を

未来の後輩へ向けてのメッセージ

ながしま

です。
すべての工程が無事に終わり、安心した時
には、とてもやりがいを感じました。

秀範

入社／2008年

出来、設計が出来るようになる事です。

林産業で培った知識、技術を元に外部会社
で実力を発揮できる事と林産業以外の知
識、技術も触れられるのが魅力です。

Q 初めて現場の施工管理を任せて頂いた事
A3

部門／技術部

A4 監視盤(電気制御)に興味があり、内容が理解

A1 外部会社の工事応援をしています。

ひでのり

専門的な知識を持つことは、
働く上で自分の大
きな強みになると思います。私もまだまだ勉強
しなければならないことが沢山ある身ですが、
一緒に成長していける仲間が増えればなと思っ
ていますので、
ぜひチャレンジしてください。

かわしま

川島

未来の後輩へ向けてのメッセージ

自社は業務内容が多彩です。
自身の技術面、コミュニケーション能力、
精神面の成長を促すことができます。
また、女性も活躍できる会社です。

Q 入金や出金の処理をした時に、大きなお金
A3

ま お

が 動いているのだという実 感 が湧きまし
た。経理の仕事での責任感を、改めて感じ、
一番印象に残っています。

茉桜

部門／総務部
入社／2021年

A4 安心して仕事を任せてもらえる人になりた

A1 伝票処理や入金準備、電話対応、会社に来訪

されるお客様への対応などを行います。
工事の流れなどを書類上でも知ることがで
き、事務の仕事に加え、現場作業についても
学びを深めることができるところが魅力だと
感じています。

A2 高校求人に興味を持ち、入社しました。

理解できるまで教えてくださる先輩方に助
けて頂きながら、向上心を持って仕事が出
来る職場です。

いです。その為に、今は１日でも早く仕事を
覚え、確実に一人でできることを増やしてい
きたいと思っています。

未来の後輩へ向けてのメッセージ

経験や知識がないまま入社しましたが、毎
日新しいことを学ぶことができ困った際は
先輩方がサポートして下さります。
とても働
きやすい職場環境だと思います。

あさ の

浅野

たくろう

拓郎

部門／営業部
入社／2020年

A1 見積作成、物件の入札や営業活動に取り組

んでいます。取引先など、様々な方とお会い
する機会が多々ある中で自分にはない考え
方や価値観、体験談をお聞き出来、いい刺
激にもなり、学びにも繋がる魅力でもある
と感じます。

A2 現在は本社勤務ですが、安来事業所の先輩

の紹介で入社致しました。未経験での入社
ですので、わからない事ばかりでしたが、先
輩方が優しく指導して下さり、学びやすく仕
事もやりやすい環境だと思っています。

Q 令和３年にありました、豪雨災害の復旧作業
A3

を行った後に、復旧完了後の様子をニュース
で見ました。仕事を通じて地域の方の役に
立っていると感じ、
やりがいを感じとても嬉し
く思ったことが印象に残っています。

A4 １つの現場を任せて頂くことです。仕事を

続けていく中で、当たり前にできるようにな
らないといけない事ではありますが実現に
向けて努力していきます。

未来の後輩へ向けてのメッセージ

専門的な業務内容もあり、踏み出しにくい
と思われるかもしれませんが、社内アカデ
ミーによる講習や、資格支援制度も充実
しており、学べる環境も整っています。ぜ
ひ一緒に頑張りましょう。

一畑口駅

出雲本社
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会社HP
https://hayashisangyou.co.jp/

ぜひ、会社を見に来てください!!
会社見学を随時受け付けております。

