
 

 
 

         

          

          

          

          

          

          
 

         

          

          

          

          

          

          

   
 

      

   
 

      

          
 

   
 

     

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
 

         

          

          

          

          

          

 
 

        

          

          

          

          

Company Profile 

Azuma corporation 

会 社 案 内 



 



 

Company President Message 

社長ごあいさつ 

               

昭和 21 年故小池七郎・故坂本昇の両名により創業され、 

昭和25年5月東興業有限会社を設立、 

昭和40年3月に東建設株式会社に改組し、昨年、設立７０周年を迎えました。 

今日まで公共工事（道路工事・舗装工事）を主体にして 

地域に貢献できる企業を目指して努力してまいりました。 

今日の社会情勢は建設業界にとって大変厳しいものでありますが、 

技術者のプライドと公共工事に対する使命感を今一度思い起こし、 

原点に帰って地道な歩みをすべきときだと実感しています。 

行政の指示をかたくなに守ることを求められた時代から、 

企業が自らの責任で判断し、行動することを求められる時代へ・・・。 

如何に地域に必要とされる企業に成り得るかが、 

今後の企業発展の大きな鍵を握っていると考えています。 

公共工事では考えもおよばなかった「顧客サービス」と言う精神をしっかりと認識し、 

緊急災害出動はもとより各種民間工事にも積極的なチャレンジを行い、 

今後もより地域に認められる企業を目指して、社員一丸となって努力してまいります。 

 

令和３年４月 

代表取締役社長 三 觜  茂 

 

 

 

 

 

 

 



 

Company Summary 

会社概要 

確かなものを創造し 

当社は、自らの力で創造し続けることを柱に、人々の安全な暮らしを守るインフラ整備を進めています。 

特に道路工事においては、単に道をつくるだけでなく、道路清掃から災害時の対応などメンテナンスにも注力。 

大雨警報等発令の際には、非常待機体制も万全に整えています。 

「安心のある暮らし」を生み出す「安心な道」。 

当社は常に、「確かなもの」を創造していきたいと考えています。 

 

称号又は名称 

東建設株式会社 

AZUMA Corporation. 

設立年月日 

昭和25年5月26日 

所在地 

神奈川県横須賀市池上3丁目2番6号 

TEL＆FAX 

046（851）1118（代表） 

046（851）1132 

役員氏名 

代表取締役 会長 小池克彦 

代表取締役 社長 三觜 茂 

取締役安全施設事業部長 町田博英 

監査役 小池和子 

資本金 

2,050万円 

事業内容 

土木工事、舗装工事、水道施設工事、法面工事、 

解体工事、道路安全施設工事、区画線工事、 

マンホール蓋取換工事、交通誘導警備 

加盟団体 

(一社) 神奈川県建設業協会 会員 

    神奈川県中小建設業協会 

(一社) 横須賀市建設業協会 会員 

(一社) 日本道路清掃技術協会 会員 

(一社) 全日本警備業協会 会員 

(一社) 神奈川県警備業協会 会員 

 

 

 

 



 

Construction Work 

工事部 

確かな体験は、ゆとりとなって現れる。 

1950 年の創業以来 70 年、神奈川県横須賀市に本拠を置く当社は、地元をはじめとする官庁関係 

からの受注を中心に、土木・舗装工事一式及び下水整備の工事施工に従事してきました。 

弊社は、小規模な企業ながらも、人・技術・機械をあくまでも自社で賄える体制を確立。 

突発的に発生する災害や事故にも即時に対応し、住民の皆さんの安全で快適な生活をいち早く復旧・ 

確保・維持するための体制を整えてまいりました。 

一貫して「誠実」「信頼」をモットーに高度な技術集団としての道を追求し続けています。 

 

 

 

 

 

解体工事・グランド整備工事 

雑地の造成工事（空地等の活用） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舗装・道路維持工事 

海岸の浸食対策工事 



 

 

 

 

 

 

 

      【雇用改善表彰】 厚生労働大臣      平成 15 年 11 月５日 

      【優良工事表彰】 関東地方建設局局長   昭和 54 年６月 26 日 

               横浜国道工事事務所長  平成４年７月 20 日   平成 21 年７月 24 日 

                           平成 30 年３月 22 日  令和元年７月 19 日 

               神奈川県知事      昭和 55 年 11 月３日  昭和 58 年 10 月 26 日 昭和 60 年９月 24 日 

                                                     平成３年９月６日    平成５年９月 24 日  平成 15 年 10 月 27 日 

  平成 21 年 10 月 20 日 

               神奈川県 県土整備部長 平成 14 年 11 月 13 日 平成 20 年 10 月 28 日 

               神奈川県 県土整備局長 平成 30 年 11 月 13 日 

各種災害の復旧工事 

実績 

急傾斜地の工事 



Traffic guidance security 

警備部 

 

 

東建設は、「人」・「技術」・「機械」の全てに関して、自前で調達できるよう努めてまいりました。 

その一環として、工事現場には欠かせない、自前の「交通誘導警備事業」を立ち上げました。 

 

  

 

 

自社で養成・自社現場で活動する警備員ですから、教育や資格取得のサポートなどきめ細かく、勤務環境も安定感

も抜群！ 

      
 

現場は、自社の工事現場が基本。他社現場への派遣はありませんので、現場では常に作業する自社員と一緒！ 

 

       

 

現場で一緒の技術系職員は半数以上が警備員の資格を取得しており、いつでも警備員としての活動もできるため、

未経験の新人警備員が配置されても、先輩社員が具体的に指導するので不安はなくチームワークもばっちり! 

 

 



Special Vehicle 

充実した自社所有の特殊車両等 

 

 

                 

      
           

      
           

      
           

      
                               

         
          

         
         

                

     

        
        

        
         

            

     

                       

                     

                     

              

              

            



History 

沿革 

 

 

昭和 21 年 04 月 故小池七郎・故坂本昇両名にて創業                  りそな銀行横須賀支店 

昭和 25 年 05 月 東興業有限会社設立（本店を汐入町 3 丁目）              湘南信用金庫池上支店 

昭和 35 年 04 月 本社を横須賀市平作に移転                      かながわ信用金庫池上支店 

昭和 40 年 03 月 東建設株式会社に改組                         

昭和 49 年 09 月 本社を横須賀市池上に移転              

平成07年09月  創業50周年を迎える                 

平成 08 年 04 月 代表取締役に小池克彦就任                                        令和３年度            974,466 

平成23年04月  有伸産業株式会社合併                           令和2年度             766,631 

平成29年08月  交通誘導警備業発足                           平成31(令和元)年度        828,623 

令和２年 11 月  創業 70 周年を迎える                          平成 30 年度             903,592 

同月     代表取締役会長に小池克彦 就任                    平成29年度             772,753 

代表取締役社長に三觜 茂 就任     

現在に至る                             

                                                             

                                                            

国土交通省関東地方整備局                                44 名 

神奈川県                                         事務系     （男）３名  （女）４名 

神奈川県道路公社                                     技術系     （男）１５名  

横須賀市                                         車両・工事系  （男）１８名 

                                                                 警備系     （男）４名 

                                            

                                            

<舗装>                                   <土木>   

令和 2 年度道路舗装工事(ゼロ県債)その 1 小矢部 3 丁目   神奈川県      市立鴨居小学校グランド整備工事                横須賀市   

令和 2 年度道路舗装工事(ゼロ県債)その 1 沼間 5 丁目    神奈川県      平成 29 年度道路改良工事（県単）その 15          神奈川県 

令和 2 年度道路舗装工事(ゼロ県債)その 1 西浦賀 3 丁目   神奈川県      令和 2 年度道路災害防除工事(県単)その 1          神奈川県 

令和 2 年度道路舗装工事(ゼロ県債)その 1 三浦市南下浦   神奈川県          

<急傾斜>                                  <維持>       

平成 28 年度急傾斜地崩壊対策工事（公共）その１合併     神奈川県       Ｈ27・28 金沢維持工事                   国土交通省   

平成 28 年度急傾斜地崩壊対策工事（公共）その３     神奈川県       Ｈ29・30 金沢維持工事                    国土交通省 

平成 29 年度急傾斜地崩壊対策工事（公共）その３      神奈川県       Ｈ31・32 金沢維持工事                   国土交通省 

令和元年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その 4        神奈川県       道路修繕業務その 4                     横須賀市 

令和元年度急傾斜地崩壊対策工事(公共)その 2        神奈川県       令和 3 年度道路維持管理工事(県単)その 1 道路補修業務委託   神奈川県 

<解体>                                   <その他>      

令和 2 年度県営漁港整備事業(県単)城ヶ島大橋料金所解体工事   東部漁港    機械路面清掃業務                      横須賀市 

久里浜 1 丁目公園内建物等解体工事               横須賀市     2021 年度横須賀・三浦 3 路線 排水施設等清掃業務委託    神奈川県 

変遷 

主な取引先 

主な工事経歴 

取引先金融機関 

売上推移（直近５カ年）単位千円 

従業員数 



 

 

敷均機械                         締固機械 

 MITSUBISHI  アスファルトフィニッシャー 6.0m      SAKAI  振動ローラー   3.0  

SUMITOMO  アスファルトフィニッシャー 4.4m      SAKAI  ロードローラー 10.0t 

MITSUBISHI  アスファルトフィニッシャー 4.3m      SAKAI  タイヤローラー 10.0t 

HANTO      アスファルトフィニッシャー 3.0m       SAKAI  タイヤローラー  3.0t 

クレーン機能付油圧ショベル                トラクターショベル 

KOMATSU クローラ式 0.9t(0.09m3)                  KOMATSU ホイール式 WA100-7 スノープラウ付 

HITACHI  クローラ式 2.9t(0.5m3)                 KOMATSU ホイール式 WA50-6 スノープラウ付 2 台 

油圧ショベル                            フォークリフト   

KOMATSU クローラ式 0.9t(0.09m3)                  TOYPTA   エンジン式 積載量 1500kg  

路面清掃車                                                         除雪機  

HOWA  4t ロードスイパー                                共和 小型除雪機 KS1070T  2 台   

FUSO   4t 散水車                                    回送車    

区画線工事車                                                              MITSUBISHI  4t・8t トラック 

溶融釜付トラック 3ｔ     1 台                       NISSAN       13.5t トラック 

運搬車                                        工事用連絡車 

2t ダンプ           4 台                      乗用タイプ           17 台 

3t ダンプ           2 台                     警備用連絡車 

4t ダンプ           2 台                      原付バイク           2 台 

軽 ダンプ            2 台                   水洗トイレ搭載車両  

軽 トラック            2 台                      軽トラック（改良）        1 台 

W キャブトラック         ６台                         

クレーン付トラック（4ｔ吊）   1 台                           

 

 

自社所有機械等

融機関 

「働き方改革関連優良企業」に 

認定されました 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

          
          

                     

            

地元への各種支援活動にも積極的に取り組んでいます 

安全  には特に力 入れています 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東友会懇親会活動の様子 



 

  

募集職種 

①現場監督（候補者） 

②土木・車両系技術者 

③交通誘導警備員（自社専属） 

応募学科・専攻 全学部・全学科・全専攻 

採用予定数 

正社員（全職種） 

① 現場監督・助手             3 名 

② 土木・車両系作業員         3 名 

③ 交通誘導警備員（自社専属）  3 名 

応募資格 
当該年度卒業見込み、または卒業後 2 年以内 

普通免許（AT 限定可、入社後取得可） 

給  与 

<高  卒> 201,400 円（固定手当含む）＋交通費 

<専門卒> 209,600 円（固定手当含む）＋交通費 

<大  卒> 223,400 円（固定手当含む）＋交通費 

諸手当 職務手当、警備員資格者手当 

昇  給 年 1 回（前年実績／0 円～15,000 円） 

賞  与 年 2 回（前年実績／年 3.0 カ月） 

就業時間 

7 時 30 分～17 時 00分 

※現場により夜間作業 19時 30 分～5時 00 分あり（例年、災害復旧工事など約 40 件あり） 

※時間外労働あり（月平均 20 時間） 

休日・休暇 

日・祝日、第 2・4土曜日 

※会社カレンダーによる（年間 115 日間） 

年末年始（8連休）、ＧＷ、夏季休暇 

年次有給休暇（6 ヶ月経過後、10 日間） 

保険など 
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、制服・作業着貸与 

警備員 2 級資格取得（諸費用は全額会社負担） 

    

                            

                                            

                                   

                                             

                                               

                                         

                                     

                       

                                                 

                      



勤務地 

横須賀市池上 3 丁目（JR衣笠駅・京急汐入駅からバス 10 分 

池上中学校前下車徒歩 3分） 

車両通勤不可（バイク・自転車は可） 

通勤手当支給（上限あり） 

その他 

釣り、ボーリング大会、ゴルフコンペ 、近県研修旅行 

入社後、3 か月間の試用期間終了後に社内研修 (20時間) を受講する(警備員資格を取得

／資格手当月額 5,000円を支給) 

問い合わせ先 

横須賀市池上 3-2-6 

電話 046-851-1118 

メール y.miyazaki@azuma-corp.co.jp 

採用担当：総務部（宮崎・長野） 

 

 

 

  



 



 

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 東建設株式会社 

〒238-0035 横須賀市池上 3-2-6 ●TEL：046-851-1118 ●FAX：046-851-1132 

HP https://www.azuma-corp.jp/ 


