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この『就職ロードマップ』は、当社の事をよく知って頂くために読んで頂くためのガイドブ

ックとして、業務内容や研修・給与・福利厚生制度、新人若手の育成（キャリアパス）につ

いて知ってもらうことで、就職するにあたっての不安をなくすために作成したものです。 
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Ⅰ．資本金   ７,０００万円

１．経営理念 

私たちは、信頼に応える独自の技術サービスをもって道路をより安全・快適に設計・保全

管理し、その社会的価値を高めていくことに貢献します。 

２．経営方針 

Ⅰ．技術力の向上に努め、お客様から信頼される迅速で確実なサービスを提供します。 

Ⅱ．時代のニーズを先取りし、創意工夫に努め、付加価値の高い業務を行います。 

Ⅲ．働きがいのある職場を提供し、人を大切にする経営を行います。 

Ⅳ．ＮＥＸＣＯ西日本グループの一員として、社会資本である高速道路事業の品質確保に努めます。 

３．社員の行動規範 

Ⅰ．プロとして自覚と誇りを持ち、信頼される仕事をしよう。 

Ⅱ．職場の安全管理を徹底しよう。 

Ⅲ．自由に話し合え、心がふれあう職場作りに努めよう。 

Ⅳ．新知識・技能の取得に努め、創意工夫を持って仕事にチャレンジしよう。 

Ⅴ．社会人としての自分を磨こう。 

Ⅵ．社員一人一人が営業マンとして自覚し活動しよう。 

４．会社概要 

Ⅰ．役員構成  １１名［代表取締役１名、取締役９名（非常勤２名）、監査役１名（非常勤）］ 

Ⅱ．社員数   ８０４名 （内、土木系：３４８名、施設系：２８６名）  

Ⅲ．登録業種  ① 建設コンサルタント   ② 地質調査業       ③ 測量業  

        ④ 建設業         ⑤ 一級建築士事務所    ⑥ 電気工事業 

        ⑦ 警備業         ⑧ 環境計量証明事業（騒音、振動、大気） 

 ⑨ 指定自動車整備事業  

Ⅳ．事業内容  ① 土木部門／道路の建設・管理・防災に係わる調査・計画・解析及び施工管理 

業務、保全管理業務 

        ② 施設部門／電気・通信・機械設備の設計・工事及び工事管理業務、保全管理 

業務  

        ③ 環境部門／環境（濃度・騒音・振動）に係わる調査・研究・計画・検討業務 

        ④ 造園緑化部門／造園緑化の調査・研究・計画・検討業務  

        ⑤ 開発部門／先端技術・新技術を応用した調査・試験・設計、各種プログラミング 

               及び実用化したシステムの開発並びに販売  

        ⑥ 製品販売／道路管理に必要な標識・機械器具等の開発・製造及び販売業務 

⑦ その他／衛星画像データサービスの代理店業務、特定労働派遣、交通誘導警備、

自動車修理整備・販売に関する業務、農業産品の生産販売業務 

Ⅴ．主な有資格者  ① 博士 ８名     ② 技術士 ７９名     ③ ＲＣＣＭ１２２名 

④ １級土木施工管理技士 １８７名   ⑤ コンクリート診断士 ５２名 

          ⑥ １級電気工事施工管理技士 ９５名    ⑦ １級建築士 ３名  他 

１．会社概要 
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当社の事業エリアはＮＥＸＣＯ西日本中国支社が管理する高速道路と同じ範囲です。 

NEXCO 西日本 中国支社概要（R2年 4月 1日版）より抜粋 

２．事業エリア 
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３．業務案内 

土木部門土木部門

〔保全管理業務〕 

 点検から補修に向けた修繕計画策定や高速道路の「のり面・

橋梁・トンネル・舗装等」道路構造物の維持管理に必要となる工

事の積算・品質・施工・工程・安全管理等を行う監督支援を行っ

ています。 

〔保全情報管理業務〕 

道路構造物の固定資産管理に必要な資産データの精査,整理

や補修工事等で新たに発生した材料・品質管理・施工方法等の

工事記録データの履歴管理と資産データの更新管理を行ってい

ます。 

〔保全点検管理業務〕 

 のり面・橋梁・トンネル及びその他附属物等の道路構造物を常

に安全な状態で機能を保持することを目的として、構造物の劣

化,損傷状況を点検し、健全度判定を行うと共に補修時期、補修

方法の報告提案を行っています。 

〔緑地管理業務〕 

 のり面・本線路傍・中央分離帯・休憩施設等の緑地を常に安全

な状態で機能を保持することを目的として、生育状況の確認や、

第三者被害を未然防止するための植栽倒木リスク点検を行って

います。 

〔試験業務〕 

 コンクリート構造物の補修設計に当り、圧縮強度・静弾性係数・

中性化・塩化物含有量等の必要な情報を得るための試験を行っ

ています。当社は、JNLA 登録試験所としてコンクリート圧縮強

度試験、塩化物イオン試験について認証されています。 

〔調査・設計業務〕 

 道路設計、構造物設計、補修・補強設計、環境調査、コンクリ

ート構造物の劣化度調査、交通・事故統計、道路管理のための

システム構築及びデータ整備、のり面動態観察等道路に関する

様々な調査・設計業務を行っています。 

橋梁点検 

道路設計 

舗装現場品質管理 

蛍光 X線分析装置による 

含有塩分量試験 

GPS によるのり面動態観測 IRI 装置を利用した 

道路の乗り心地調査 

植栽点検 
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施設部門

高速道路には、安全で快適な走行を支援するために、照明設

備をはじめとして、道路情報を提供する情報板設備、トンネル内

車両火災に対処する非常用設備、各設備に電力を供給する受

配電設備など、様々な設備があります。 

私たちは、点検から補修までの PDCAサイクルをこれら設備

に展開し、高速道路の社会的価値向上に貢献します。 

施設部門では、機械・電気通信設備を対象に以下の業務を行

っています。 

〔管理業務（保全・情報・品質・制御・車両）〕 

保全技術管理業務は、点検記録等の各種データを管理し、そ

れらの統計解析により点検や補修等の保全計画を立案します。 

情報管理業務は、設備の資産面のデータを管理します。 

また、道路施設管理システムの運用を管理します。 

品質管理業務は、設備更新工事等の品質を確保するために、

工事等の施工を管理します。 

制御管理業務は、設備の運転状況を２４時間集中監視し、故

障等の異常発生時には初期対応を行います。 

車両管理務は、管理用車両や交通規制機材等を管理します。 

〔点検業務〕 

機能点検は、設備が正常に動作し十分な性能を満足している

かを測定器等により確認します。 

構造点検は、交通の安全を確保し、第三者被害等を防止する

ために、設備の構造面の健全性を評価します。 

 これらの点検は、設備の状況を把握するだけでなく、設備を保

全する上で重要な基礎データとなります。 

〔工事業務〕 

維持清掃作業は、設備の性能を維持し、劣化の進行を抑える

ため、道路照明・トンネル照明などの汚れ・ほこり等を清掃する

作業です。 

取替工事は、年数が経過し、正常に動作しなくなった速度規制

標識・トンネル内誘導標識等を取替える工事です。 

事故復旧工事は、交通事故等により損傷した設備を、早急に

復旧させる工事で、仮復旧工事と本復旧工事があります。 

〔設計業務〕 

管理・点検業務の結果に基づく更新設計や技術の進歩による

機器の更新設計（照明設備の LED 化等）を行っています。 

各設備工事の完成図保存システムの管理や電気通信・給排

水などの埋設物図面の修正・更新などの維持管理に必要な基礎

データの管理を行っています。 

管理業務（制御） 

点検業務（受配電設備） 

施設業務（更新設計） 

工事業務（維持清掃作業） 

工事業務（事故復旧工事） 
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経営企画部門

〔企画業務〕 

 企画業務では、①中期経営計画、年度事業計画、事業費管理

（管理会計）、②組織・人事計画、採用、教育・研修、海外事業関

係、③NEXCO西日本との協議・調整等の業務を行っています。 

〔品質安全業務〕 

 品質安全業務では、①安全管理、防災、資格取得支援、業務研

究発表会、②ISO の認証・運用に関すること等の業務を行ってい

ます。 

〔総務業務〕 

 会社全体に関わる事務系業務を担当しています。 

社内規則の制定・改廃、社員の給与や各種保険、物品等の調達

事務、設備等の管理事務、福利厚生に関することなど、会社運営

と社員活動が円滑に行われるよう、「縁の下の力持ち」として幅広

いサポートを行っています。 

〔財務・経理業務〕 

 日々の出納業務をはじめ、月次及び年次決算、資金の調達運

用、債権債務の管理など、数字とお金の流れを管理しています。

関係各部門と柔軟なコミュニケーションを図り、また、公認会計士

や税理士など外部専門家との定期的な打合せや勉強会を重ね、

適正な財務諸表の作成・税務申告に努めています。 応急復旧訓練 

海外道路調査団 

ハイウェイテクノフェアでの展示 

展示会にて製品説明中 

〔営業業務〕 

 高速道路事業を主体とし、国、地方公共団体等への道路事業の

コンサルタント業務全般(調査、設計及び点検等)において、技術提

案等により業務の受注、契約に向けた営業活動を行っています。 

全国各地で開催されます道路関連技術及び道路関連製品の各

種展示会へ年間１０件程度の出展、参加を行っています。 

会社財産の一つである知的財産権(特許、意匠、商標、実用新案

等)について、権利申請及びその登録に向けた業務を行っていま

す。 

〔販売事業業務〕 

 製品開発課により、開発された製品は主に高規格道路での安全

性を確保するものであり、全国に展開する NEXCO 東・中・西日本

高速道路会社及び首都高速道路会社・阪神高速道路会社・本州

四国連絡橋公団・県道路公社に営業販売を行っております。販売

に関しての営業力は、NEXCO グループ内で一番の機動力を有し

ております。また本社ビル内に旬采「まほら」の営業も行っており、

社員及び一般の方々に昼夜おもてなしをしております。 

〔自動車整備事業業務〕 

 社内保有車両の購入及び更新、自動車保険への加入業務や 

３整備工場（広島・山口・岡山）の運営管理として、各工場内の 

安全対策や適切な整備を実施しているかなどを指導している。 

 また、NEXCO 中国支社との整備方針協議は、主に冬季雪氷 

作業が円滑に行えたか、車両は問題無く動いたかなど、不具合 

があった件数や内容を集計し、予防的に交換した方が良い部品 

など洗いだし、整備内容の方針決定の手助けを行う業務をして 

おります。 

営業部門

整備事業業務（職場雰囲気） 
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情報部門

開発部門

農業部門

平成 21 年 10 月、広島県山県郡北広島町で「地域の発展と社会

に貢献する企業」「定年退職者の 65 歳までの雇用確保」「一般事業

の拡大」を目的として、農業事業に参入しました。 

北広島町内の地主の方々から借用した農地は、中国山地の山々

に囲まれた積雪寒冷地帯で清らかな水と寒暖差の大きな天候が特

徴で、参入当初の約 8ha から約 40ha に拡大しております。 

水稲栽培では、主に「北広島農場コシヒカリ」を苗作りから出荷販

売まで自社管理を行い、野菜栽培では、キャベツ、トマト、スイカ、大

根などの野菜を「安心・安全」をモットーに地域と連携し、地域から愛

される農業事業を展開しています。 

『お米番付 2019』 入賞 

維持作業車の整備 

本社と全拠点を結ぶネットワークやサーバーの監視や管理

から、社員の皆さんからの IT に関する問い合わせ対応（ヘル

プデスク）まで幅広い業務を行っています。 

日々進化するサイバー攻撃や社内での人工知能の利用な

ど、最新の IT 技術に対応できるように、積極的に研修会への

参加や勉強会を行っています。 

自動車整備部門

 広島・山口・岡山の直営３整備工場を拠点として、主にＮＥＸＣＯ修

繕維持作業車の管理・点検・整備をグループ会社と連携しながら行

っています。また、高速道路仕様の特種車輌架装手配や車輌販売、

任意保険業務など、社内の車輌に関する業務を集約して取り扱って

います。

サーバー室 

〔事業開発業務〕 

事業開発部では、新規事業の企画・計画・検討を行ったうえで、事

業として成立させるためのプロジェクトチームの立ち上げ・指導・支援

を行い、ビジネスモデルの構築を行っています。 

新規事業としては、道路事業に関連した事業（例えば自動車整備

事業など）だけではなく、農業事業や広告事業など、道路事業との関

係性の薄い事業についても積極的に検討を行い、これまでに事業化

を行ってきました。また、現在では、インドネシアを拠点とした海外事

業の検討も行っており、年齢や入社年数に関係なく、幅広い意見や

提案・検討を行うことができるやりがいのある部署です。 

〔製品開発業務〕 

製品開発部は、「道路付属物の老朽化対策」「利用者への安全か

つ安心な高速道路空間の提供」「安全かつ効率的な保全点検作業」

を開発コンセプトとして、道路関連製品の開発を行っています。  

開発に際しては社員だけではなく、必要に応じて社外の専門家を

交えてワーキング会議等により、幅広い分野からアイデア・情報等を

収集し、製品設計に反映しています。最終段階としては試作品を製

作し、実際のフィールドにて製品の妥当性を確認したうえで、信頼性

の高い製品として仕上げ、世の中に提供しています。 

海外における技術指導 

Ｅ-マルチ点検車の開発 
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 ○給与 
  当社規定により支給 

 ○昇給・賞与 
  昇給：年１回   賞与：年２回（６・１２月） 

 ○休日 
完全週休 2日制（土日）・祝祭日・夏期休暇（5日）・ 
年末年始休暇・有給休暇（20日、繰越合計 40 日）・ 
創立記念日・特別休暇 

 ○諸手当 
  住居手当・資格手当・時間外手当・通勤手当・ 

単身赴任手当 等 

 ○保険 
  健康保険・厚生年金・雇用保険・労災補償 

 ○宿舎（独身寮）の設置〔借上げ制度あり〕 

各事業所の周辺には全室個室の宿舎を設置していま
す。日常生活の充実が、良い仕事に結びつくものと
考えています。

 ○ラフォーレ蒜山 
蒜山の大自然に抱かれてたたずむ『ラフォーレひるぜん』

は、都会の雑踏を逃れて心身をリフレッシュする休暇に最適

な宿です。アットホームな雰囲気でお客さまをお迎えします。 

社員本人の同行がない場合も、親族範囲以内であれば、

社員価格で宿泊できます。（1 泊 2 食付 3,000 円から） 

 ○各種同好会 
〔バドミントン〕 
バドミントン同好会は、月に２回程度（土曜日）、広島市内

の体育館で実施しています。 

内容はもちろんバトミントン！楽しく打ち合いや試合をして

おり、経験者も初心者も大歓迎です。 

会員の要望で、バスケットボールやソフトバレー、卓球、ド

ッヂビーも実施しております。運動不足になりがちな社会人

生活、共に楽しく良い汗をかきませんか？ 

会員は本社及び広島・千代田の事務所勤務の方が多く、

約２０名が所属しております。また、女性会員も多く在籍して

います。 

平均年齢２８歳と若手が多いので、歳の近い先輩や同期

と、日頃の業務の相談から恋愛相談に至るまで、気軽に交

流ができます。 

暑気払いや忘年会では、ボーリング大会を開催する等、

積極的に懇親を深めており、非常に和気あいあいとした活気

のある同好会です。 

会社にとけこむきっかけに活用できる最適なクラブです。 

バドミントン同好会会員一同、皆さんのご入会を心待ちに

しております！ 

４．給与・福利厚生 
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〔野球〕 

 チーム名「NEXCO エンジ」は広島市安佐支部の野球連盟

に所属しており、支部が主催する全国大会の地区予選等の

大会および、NEXCO グループ大会（２回／年）に参加してお

ります。 

部員は、野球未経験者を含め１０代から６０代までの幅広

い年齢構成となっております。 

野球を通して普段顔を合わすことのない方々とのコミュニケ

ーションが図られています。 

野球経験者は勿論のこと、未経験者でも興味がある方は

野球部に一報を！ 社外を含め幅広く人脈が得られます。

〔ゴルフ〕 

広道親睦会ゴルフクラブという名称のゴルフ同好会です。 

年に４回コンペを開催しており、この４月で第１２９回の開

催を迎える歴史ある同好会で、会員は男女合わせて現在３

９名（４月１日現在）在籍しています。 

毎回２日間に渡り１０組くらいでコンペをおこない、３日目

は夕方から本社地下にある、お食事処「まほら」にて表彰式

をおこない、ゴルフ談義に花を咲かせています。 

普段あまり接することのない、いろんな部署の上司、先輩、同期などと、プレーから昼食、プレー後の

お風呂までと、他のスポーツにはなかなかできない、いろいろなコミュニケーションを図ることができる、と

ても楽しい同好会です。 

朝は少し早いと思いますが、木々に囲まれた澄んだ空気の中で会社の人たちとおこなうゴルフは本当

に気持ちいいですよ！ぜひ、お気軽にご入会ください、皆さんを心よりお待ちしています！ 

NEXCO 西日本グループの一員として、女性の就業継続

とキャリアアップの支援に取り組んでいます。定期的に

コミュニケーションの場を設け、問題の抽出や改善を実

施するとともに、研修や講習会への積極的な参加を通じ

て、スキルアップの促進に努めています。女性の活躍は

組織の活性化にもつながると考えています。今後も、女

性社員が快適に、高いモチベーションを持って仕事が出

来る職場作りを進めていきます。 

また、当社の女性技術者は、地域の大学生を対象とし

た「ダイバーシティや女性活躍」に関わる講義・ワーク

ショップや意見交換会に参加しています。実際に女性技

術者として活躍する社員から、就職活動・業務内容の紹

介や、キャリア設計・ライフワークバランスの重要性な

どについて情報提供を行うことにより、女子学生の不安

払拭や、男性側の理解促進にもつながっています。

その他、ハイキング、ボーリング、カラオケ、釣りなど、社内には多種多様な同好会があります。
職場は違っても、気の合う社員同士で、スポーツや趣味を通して仲間になれる環境が整っていま
す。

５．女性活躍促進への取り組み 
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 ○新入社員研修 

入社時に、会社の諸規則・規程や各種業務内

容、社会人としてのマナー（言葉遣い・挨拶等）

について理解を深めます。また、先輩社員等との

意見交換を行い、不安や悩みを払拭します。 

 ○技術研修（土木） 

新入社員からベテラン社員まで、技術力の向上

を目的とした橋梁・トンネル・土工等の講習や点

検・調査技術の習得を目的とした研修を経験豊富

な講師により実施しています。また、技術力や最

新技術の取得を目的に資格取得制度支援や外部研

修への積極的な参加を行っています。 

 ○技術研修（施設） 

技術力、人間力の向上に向け、新人から中堅・

ベテラン社員まで、各レベルに対応した社内研修

を行っています。社内講師は、現場において数多

くの成功や失敗を経験した社員が担当します。ま

た、外部研修へ積極的に参加し、最新の技術動向

やノウハウの取得を行っています。その他、社内

制度による技術資格の取得支援や安全衛生関連の

技能講習参加など、自己研鑽や安全への意識向上

を図っています。 

 ○階層別研修 

各階層別に、研修を実施しています。担当地域

や職種の違う社員同士が同じ研修を受講すること

により、職場におけるコミュニケーション不足の

解消や、コンプライアンスレベル及びモチベーシ

ョンの向上を図ります。 

 ○資格取得支援制度 

国家資格等の取得支援として、受験に際しての

補助（受験料・交通費・登録手数料の支援等）

や、合格祝金を支給する制度を設け、社員個人の

スキルアップを応援します。また取得後は、資格

手当の支給制度もあります。 

６．研修制度 

７．資格取得支援制度 
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 ○業務改善・提案制度 

業務の改善提案や技術的問題などについての研究

論文を募集し、年 1回発表会を行います。また、日

常の業務で困っていることや、「こんな製品があれ

ば便利だな」と思うようなアイディアを、役職に関

係なく自由に提案できる場として、「業務開発委員

会」を定期的に開催。本委員会で採用されたテーマ

は、専門の部署で製品化・事業化の検討を行ったう

えで、実際に製品化されています。 

 ○学会論文発表 

学会などへの論文投稿や論文発表については、技術系社員としての実践力・技術力・プレゼン

能力の向上に資するものであり、積極的な取り組みを奨励しています。論文の投稿や発表をするた

めには学会などへの入会が条件となっていることが多いため、社内における入会支援制度を定め

て運用・拡大を行っています。 

 ○ＢＢ（ビッグブラザー）制度 

新入社員には、職場の身近な先輩社員をＢＢと

して任命します。ＢＢは職場生活や業務について

新入社員の良き相談役となり、サポートする制度

で、新入社員ならではの悩みや、分からないこと

を出来るかぎり取り除き、業務に集中できる環境

づくりをしています。 

 ○フォローアップ研修 

新入社員には、入社半年後にフォローアップ研

修を実施しています。各分野の同期メンバーと改

めて顔を合わせ、業務や職場での近況報告や意見

交換を行うことで、不安や悩みの払拭、また、お

互いが刺激し合うことでモチベーションの向上を

目的としています。 

 社員にはエンジ系社員として最低限の「力」を早く身につけてもらい、早く一人立ちしてもら

うため当社では、キャリアパス（資格取得と連動）の活用により、将来の目標に向けた適切な人

材配置と計画的な資格取得を促進しています。 

キャリアパスとは、企業の人材育成制度の中で、どの時期にどのような職務にどのような立場

で就くか、またそこに到達するためにどのような経験を積み、スキルを身につけ、資格を取得す

るか、といった道筋のことをいいます。 

職種別の主体業務、等級（格）、各年代の位置付けや取得資格等を明確にすることで、社員が

最終的に目指すべき目標を見極める事ができます。また、どのような仕事をどれくらいの期間担

当し、どの程度の習熟レベルに達すれば、どういうポストに就けるかなど、目指すべき過程を考

察する材料ともなり、自己啓発意識の醸成やモチベーションの向上につながります。 

８．業務研究発表会・学会論文発表 

９．新入社員への支援活動 

１０．新人若手の育成（キャリアパス） 
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先輩についてしっかりと仕事を覚え、研修・講習も受けながら基礎技術を高める大切な時

期です。 

入社までは社会人としての心構えを身につける時期です。ビジネスマナーやコンプライアン

スについて勉強しましょう。 

【推奨資格】 

2級土木施工管理技士 

2級造園施工管理技士 

技術士補 

第２種電気工事士 

第 1級陸上特殊無線技士 

消防設備士（甲） 

後輩が出来る事が多くなります。OJTやトレーナとして経験に基づくノウハウや技術を後

輩へ伝承します。 

【推奨資格】 

1級土木施工管理技士 

1級造園施工管理技士 

1級土木技術者(土木学会) 

第１種電気工事士 

２級(電気・管)工事施工管理技士 

工事担当者ＤＤ第1種 

【推奨資格】 

RCCM（土木部門） 

コンクリート診断士 

一人前になる時期です。一通りの仕事を覚え、自らチームの中心となって、業務を切り盛

りするようになります。上司と後輩を繋ぐ重要なポジションとともに、高速道路トータルプ

ランナーに近づく時期でもあります。 

簿記３級 

ＩＴパスポート 

基本情報技術者 

働き盛りになるこの頃は、中間管理職としての役割が多くなる時期です。目標達成のため

に、部下育成を行いながら現場や調査業務も統括します。専門能力とともに、マネジメント能

力も要求される立場です。高速道路トータルプランナーとしての専門分野が確立されます。 

簿記２級 

現場の所長や本社の部長としての役割が期待される時期です。今までの現場経験を最大限に

活かし、高速道路の諸課題や経営視点からの会社の課題を解決していくことが多くなります。 

高速道路トータルプランナーとして完成され、トータルマネジメントが求められることにな

ります。 

１１．ロードマップ 

【推奨資格】 

技術士（土木部門） 

技術士（施設部門） 

DCプランナー1級 

日商簿記１級 

【推奨資格】 

●２級土木技術者(土木学会) 

高速道路トータルプランナーへの道は1日にしてならず！ 

このページでは、皆さんが入社してから一人前の高速道路トータルプランナーになるまでの 

道のりをわかりやすく紹介していきます。 

高速道路トータルプランナーへの道！ 

応用情報技術者 

RCCM（施設部門） 

第３種電気主任技術者 

1級(電気・管)工事施工管理技士 

DCプランナー２級 

日商簿記２級 

高度情報処理技術者 

第2種電気主任技術者 

技術士（情報部門） 

30
年
目
以
降 

30

年

目

ま

で 

20

年

目

ま

で 

10

年

目

ま

で 

４

年

目

ま

で 

入

社

ま

で 

（資格凡例）茶色…土木、青色…施設、緑色…事務、黒色…情報
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2016 年度入社 【土木職】 

山口保全技術事務所 保全第一課 

日髙 大希 

 【仕事内容・やりがいについて】 

私は現在、山口保全技術事務所で、詳細点検業

務に携わっています。業務内容は、周南管内にお

ける高速道路の橋梁やトンネル等の点検を行い、

発見した損傷や劣化の状況を NEXCO に報告すると

ともに、対策工法の提案等も行っています。 

現在、NEXCO が管理する高速道路は、約 4割が

供用後 30年以上経過しており、道路構造物の老朽化が深刻な問題となっています。そのよ

うな中で、お客様に安全・安心な高速道路の利用を提供するために、高速道路の維持管理

の重要性は高まってきています。点検という業務は維持管理を行う上での根幹であり、お

客様の生活に直結するため、とてもやりがいを感じております。 

 【学生さんへ一言メッセージ】 

就職活動は今後の人生を大きく左右すると思います。自分がやりたい仕事は何かをよく

考え、悔いのない選択ができるよう頑張ってください。 

2016 年度入社 【施設職】 

岡山施設事務所 津山分室 施設課 

河内 太一 

  【仕事内容・やりがいについて】 

現在入社後岡山施設事務所（津山分室）に

て中国自動車道を中心に高速道路上の電気設

備の保守点検を行っております。仕事内容は

電気関係だけでなく、道路付属物の構造点検

を行っています。 

各金属等の材料や機械的知識も必要なた

め、入社して 3年目になりますが日々先輩方

にご教授いただきながら作業しているところです。 

私が携わる保守点検作業に関しては成果が目に見えて現れるものではありませんが、お

客様が高速道路を安全に利用されていることをやりがいと感じております。 

  【学生さんへ一言メッセージ】 

学生時代は私も含め皆さん何かしらの専門分野で集中的に学ばれていることだと思いま

す。私が携わっている施設課では様々なメーカーや特性の違う設備を点検するため、幅

広い知識が必要とされています。そのため同僚を見渡しても学生時代の専門分野はかな

り多様性に富んだ職場となっております。就職先をこの先検討されると思いますが学生

時代これまで学ばれた分野にとどまらず、広い分野の職業を対象とすることをお勧めし

ます。 

仕事を選定していただく中に、弊社という選択肢をぜひ持っていただき、来年以降より

多くの仲間と働けることを心よりお待ちしております。 

１２．先輩社員の声 
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2016 年度入社 【事務職】 

営業本部 営業部 営業課 

中村 陽一 

 【仕事内容・やりがいについて】 

私は営業課で広島県や各市町において道路や

橋梁等の点検・設計といった建設コンサルタン

ト業務の積算から入札、業務提案といった様々

な営業活動を担当しています。 

その中でも積算は、業務の金額を決定し、受

注に直接関わってくる重要な業務のため常に緊

張感を持って業務に臨まなければなりません。

だからこそ自分が積算に携わった業務が受注となった際にはやりがいを感じることができま

す。 

何の知識もない私でしたが、先輩社員の方々にはどんな些細な相談に対しても的確なア

ドバイスをしていただき私の成長を優しく、時に厳しく支えて頂いています。先輩方には遠

く及びませんが、少しずつ知識を増やして業務だけでなく人間的にも確実に成長できている

と感じます。 

 【学生さんへ一言メッセージ】 

就職活動中も就職してからも、常に自分の中に憧れを持つことを大切にしてくだい。 

こんな人なりたい、こんな仕事がしたいなどの憧れを持つことで自然と自分の求めている

企業に出会うことができ、就職してからも仕事に対してのモチベーションを保ち続けること

ができます。皆様と刺激を与え合える仲間になれる日を楽しみにしています。 

2016 年度入社 【土木職】 

広島総合事務所 土木試験課 

上岡 雅子 

【仕事内容・自身の成長について】 

私は土木試験課で、主にコンクリートの物性試験業務、品質指導業務

に携わっています。 

コンクリートの物性試験業務では、蛍光 X線分析装置を用いてコンク

リートの含有塩分量を測定し、構造物の劣化度予測を行っています。 

品質指導業務は工事の立会、品質管理状況の点検、指導および評価を行っています。 

どちらも高速道路の健全性に関わる重要な業務であり、高度な知識が必要となってきます。 

入社後すぐに専門性の高い業務に携わっていますが、先輩上司からの指導だけでなく、社内

研修を通して基礎から知識を身につけることができたため、不安に思うことは少なかったで

す。また、資格保有者も多いため自分の知らないことや技術的な話を聞くことができ、スキ

ルアップにつながっていると感じています。 

【学生さんへ一言メッセージ】 

就職先はこれからの人生の多くを過ごす大切な場所です。どのような仕事をしたいか、ど

ういった企業であれば自分の能力を活かせるか、自己分析と企業研究をしっかり行うことが

大事だと思います。 

弊社の中にもいろいろな部署があり、さまざまな専門知識を持った社員がいます。力不足

を痛感することも多いですが、自分の力を存分に発揮でき、日々成長できる職場です。皆様

と共に成長しながら働けることを心待ちにしております。 
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