Recruiting
Q1

Q&A 気になる疑問にお答えします

休日はちゃんと取れますか？
はい、
取れます。
週休二日制度を目指し、
建設業界をあげて取り組んでいます。

Q3

A7

仕事はずっと続けられますか？
続けられます。
技能・技術を身につけることにより、
どこでも、
いつまでも働くことができ
る職業です。
また、
一度離職しても、
再び働くことができるという特長もあります。

Q9

A6

女性が現場で働くことは難しいですか？
いいえ、
そんなことはありません。
例えば女性専用の休憩室やトイレを設けるなど、
女性
社員に配慮した環境づくりに取り組んでおり、
すでに多くの女性が活躍しています。

Q8

A5

研修や教育環境は整っていますか？
基本的にはOJT（オン・ザ・ジョブトレーニング）
と呼ばれる、
現場で実際に仕事をしな
がらの研修が行われます。
優しくも厳しい先輩や上司が、
皆さんをしっかり丁寧に指導
してくれます。
また、
Ｎネットでは会員企業に向け、
技能習得の機会も提供しています。

Q7

A4

誰でもプロの技術が身に付きますか？
意志と向上心があれば、
もちろん身に付けることができます。
Nネット会員企業は、
社員
の技術習得のための支援を惜しみません。

Q6

A3

社会保険は完備されていますか？
会社の規模にもよりますが、
適切な社会保険に加入しています。

Q5

A2

安定している職業・業界ですか？
建設業は皆さんの暮らしの基盤を整備し、
災害に強い国づくりを行い、
道路や工場な
どをつくることで経済活動を支えています。
この国にとってなくてならない職業であり、
非常に安定した業界といえます。

Q4

A1

働きやすい環境ですか？
建築工事や土木工事など職場環境はさまざまですが、
Nネット会員企業は安全で働き
やすく、
明るい雰囲気の職場環境を目指して日々取り組んでいます。

西松建設協力会「Ｎネット」採用情報

社 会 を つ く る ︑人 に な る

Q2

N - NET

Recruiting

A8

仕事にどんなやりがいがありますか？
地図、
歴史に仕事を残せる誇らしさ、
スケールの大きなものづくりの楽しさ、
完成した時
の達成感、
体を動かして仕事をする充実感、
人々の暮らしや生活の一部となる責任感、
などがあげられます。

A9

いますぐ応募受付中の企業をチェック
Nネット会員企業への就職を希望される皆さんに向け、
最新情報を発信しています。ぜひアクセスください。
○会員企業検索（全国） ○採用ニュース
○西松建設・会員企業情報（リンク）などなど、知りたい情報を確認いただけます。

Nishimatsu Construction
Network

西松建設協力会「Ｎネット」採用サイト
http://nnet.nishimatsu.co.jp/

Nishimatsu Construction
Network

「Ｎネット」は求めています。
ともに社会をつくる、若いチカラを。
わたしたちが暮らすこの社会は、
はたして誰が、
どのようにつくり上げているのでしょう。
学校、道路や橋、公園、会社が入ったビルや商業施設ー。
これらはみんな、建設業に関わるたくさんの人たちが
チカラを合わせてつくった一大作品。

プロへの最短ルート。西松建設協力会「Nネット」
Ｎネット会員企業はいずれも、
全国各地で活躍する優良な企業。
若いプロを育むための万全の環境・体制が揃っています。

西松建設協力会「Nネット」
とは

上級職長認定証の授与

建築物を建てたり、公共の道路や橋をつくる建設の仕事は、
ゼネコンと呼ばれる現場全体を管理する総合工事業者と
実際に施工・作業を行う専門工事業者が共にチカラを合わ
せて工事を進めます。
「Nネット」は創業140年を超える大手ゼネコン、西松建設
の仕事を請け負う、全国1,206社からなる協力会社ネット
ワークです。地域を代表する高い技術と信頼を持つ優良
企業のみで組織され、それぞれの企業には、各分野の
エキスパートが多数在籍・活躍しています。

建設業の仕事は、
このように人びとが生きる上で必要な
場所や空間をゼロから生み出す、充実感あふれる仕事です。

Nネットのエリアと活動

全国に広がる「Ｎネット」の会員企業では

Nネットはエリア特性を踏まえた、5支部（6分会）で構成
されています。会員数は1,206社（2021年1月時点）にの
ぼり、支部毎に独自の活動を展開しています。

いま、建設業の次世代を担う若い力を広く募集しています。
ともに、新しい社会をつくる感動を味わいませんか。

所在地

主な活動

北日本支部（札幌分会） 北海道札幌市

● 意見交換会

北日本支部（東北分会） 宮城県仙台市

● 技術研究会

関東土木支部

東京都港区

● 安全講習会

関東建設支部

東京都港区

● 現場見学会

西日本支部（中部分会） 愛知県名古屋市
西日本支部（関西分会） 大阪府大阪市
西日本支部（中国分会） 広島県広島市
西日本支部（四国分会） 香川県高松市

● ボランティア

全国

1,206 社

70 社

163 社

関東建設支部

● レクリエーション
（スポーツ大会など）

西日本支部（中部分会）

88 社

九州支部

169 社

西日本支部（四国分会）

129 社

の担い手としてインフラ構築に積極的に取り組んできた歴史を誇ります。これらの大型プロ
ジェクトから培った技術力やノウハウを活かした仕事の質は、高い評価をいただいています。
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社
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主な事業内容

西松建設株式会社
（NISHIMATSU CONSTRUCTION CO.,LTD.）
東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号
虎ノ門ヒルズビジネスタワー
〒105-6407 TEL：03-3502-0232
代表取締役社長 髙瀨 伸利
1874 年（明治 7 年）
1937 年（昭和 12 年）9 月 20 日
23,513,643,819 円
2,762 人（2021 年 3 月末現在）
建設事業、開発事業、不動産事業 ほか

関東土木支部

189 社
154 社

1874年の創業以来、建設事業一筋に歩んできた、国内を代表するゼネコンのひとつです
（東証1部）。道路、ダム、橋梁、鉄道、ビル、公共施設、都市再開発など、国土基盤整備

号

127 社

西日本支部（関西分会）

西日本支部（中国分会）

西松建設株式会社

商

北日本支部（東北分会）

（植林や清掃など）

福岡県福岡市

九州支部

北日本支部（札幌分会）
Nネット会員企業は、
北海道から沖縄まで全国にあります。 117 社
Nネットのホームページで検索すれば、
あなたに合った企業が
きっと見つかります。

Gallery

WorkMap

手がけた仕事が作品になる

街中のいたるところで。
人びとの暮らしを支える、建設の仕事。

誰もが知るランドマークから、毎日の暮らしに欠かせないインフラまで。手がけた仕事のすべてが大きな価値ある作品です。

500兆円を超える日本の国内総生産（GDP）の約10％に相当する投資額が費やされる建設産業。
全産業の約1割もの就業人口を抱える、日本の基幹産業のひとつです。
それだけに仕事のジャンルや種類は広大。
建設の仕事は大きく分けて「土木工事」
と
「建築工事」に分類され、暮らしの基盤となるインフラづくりから、
ビルや施設の建設に至るまで種類は多様です。

土木

樺戸（二期）
農業水利事業

建築

日本科学未来館 ［東京都］

徳富ダム ［北海道］

土木

国道45号

土木

谷町筋管路
（分岐シールド）［大阪府］

小本道路工事 ［岩手県］

建築

イオンモール徳島 ［徳島県］

建築

久留米シティプラザ ［福岡県］

トンネル

ダム

道路
鉄道

学校

CareerPlan

造成

宿泊施設

物流施設
橋梁

レベル

レベル

西松建設では、
Ｎネット会員企業の技能者や職長に対し
独自の評価制度を定め、以下の手当を支給しています。

病院
事務所

護岸・河川

上級職長の中でも特に

□西松マイスター（ 他の模範となる者

）：日額3,000円

：日額2,000円
□上級職長（レベル4相当）
□次世代上級職長（レベル3相当）：日額1,000円
□西松職長候補生（レベル2相当）：日額500円

住居施設

レベル

■国土交通省が定める
建設技能者の能力評価制度

Nネット会員企業は、向上心を持つ誰もが成長の
ステップを描ける場所。建設業界のプロフェッショ
ナルになるための最短ルートがここにあります。

文化社会施設

スポーツ・レジャー施設

プロへの確かなステップを用意

1

レベル

初級技能者

2

中堅技能者

3

職長
経験7年以上
＋ 一定数の資格保有

4

高度なマネジメント
能力を有する者
経験10年以上
+ 職長経験3年以上
+ 一定の資格保有

経験3年以上
＋ 一定数の資格保有

商業施設
空港・港湾

WorkEnvironment

上下水道
エネルギー施設

「土木工事」の仕事

「建築工事」の仕事

人びとの暮らしに必要な生活基盤を整備する工事
道路

トンネル

災害復旧

など

河川

橋

水道

ダム

学校

病院

文化・スポーツ施設

商業施設
オフィスビル

働きがいと魅力が増える建設業界

Nネット会員企業一丸となって、社員一人ひとりが安全・安心に
働ける環境づくりに取り組んでいます。

働き方や現場が進化し、建設の仕事の魅力はいっそう向上。
また、
社会の重要な役割を果たす建設業従事者をサポートする取り組
みが、国土交通省を中心に業界全体をあげて進められています。

□無事故無災害を目指した作業環境の整備や積極的な安全活動

人びとが利用する建物や施設を建築する仕事
住宅

安全・安心に働ける職場環境

など

□社会保険（健康保険、年金保険、雇用保険）加入の標準化

□技能や経験にふさわしい処遇の実現

□建設業独自の退職金制度（建設業退職金共済制度）の

□週休二日制度を目指した取り組み

活用促進

□ドローンやICT建設機械などの新技術活用

