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建設業創業 石巻市吉野町に
有限会社株式会社丸雄組を設立

石巻市吉野町から
旧河南町へ事務所新設

有限会社から
株式会社へ設立

資本金 300 万円から
1000 万円に増資

石巻市須江字茄子川前 5番に
丸雄組新社屋竣工

1997.5 2001.1 2005.1 2006.1 2011.12 2016.11
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株式会社丸雄組は、宮城県石巻市に拠点を置く建設会社です。

1997年に創業して鳶・土工事業からはじまり、現在では鉄

骨工事・クレーンリース業・足場工事に加え、各発電所等の

プラント工事も行なっており、事業の幅を徐々に拡大して参

りました。 

そんな弊社もお陰様で 20 周年を迎えることができました。 

変わりゆく時代に柔軟に挑むことができる企業として、今後

も成長していく所存です。

建物を組み立てるように、人との繋がりも、このまちの未来

も、大切に組み立てていきたい。

丸雄組は、そんな想いを胸に、日々活動しています。

HELLO.
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WORKS 丸雄組の仕事は主に「鳶」「クレーンオペレーター」「総務」「営業」に分かれていて、どれも欠かせない大切な役職です。
それぞれに必要な資格がありますが、丸雄組では仕事をしながら取得することができます。

丸雄組の仕事

WORKS

営業力も職人には欠かせない能力です。現場だけではなく

営業の経験をすることで、マネジメントなどの視点を身に

付けることができます。会社に貢献するだけではなく、お

客様と顔を合わせてコミュニケーションを取ることで、自

分の次のキャリアへ大きく繋げることができます。

提案力と計画力を磨く

03 営業

01
鳶は、目もくらむような高い場所で軽やかに仕事をこなし

ていく姿がまるで鳶 (トンビ) のようだということからその

名がついたと言われ、「現場の華」とも言われています。主

に足場の組立や鉄骨の組立など、高所を中心とした建設現

場の礎を築く仕事を手がけます。仕事の範囲が広く必要な

資格が多いのが特徴ですが、その分スキルアップが目に見

えてわかり、やりがいのある仕事です。

高所を飛び回る現場の華

鳶 とび

▪玉掛け技能講習
…クレーン等で荷を吊る時に、ワイヤーロープなどを吊り
　荷に掛ける作業を「玉掛け」、外すときを「玉外し」と
　言い、この一連の作業に必要な資格。

▪足場の組立て等作業主任者技能講習
…高さが 5 メートル以上の足場の組み立て解体、変更の作 
　業に必要な資格。

▪建築物鉄骨の組立て等の作業主任
…高さが 5 メートル以上ある、建築物の鉄骨、鉄塔の組み
　立て解体、変更の作業に必要な資格。

主な資格

etc...

02
現場に欠かせない縁の下の力持ち

建築と土木、両方の現場に欠かせないラフタークレーン。

重量物や資材の荷上げ・荷下ろし等を行います。丸雄組で

は「ラフタークレーン」という移動式クレーンを扱ってい

ます。工期の短縮にもつながるクレーンは、現場の縁の下

の力持ちの役割を担っています。

クレーン
オペレーター

主な資格

▪移動式クレーン運転免許
…労働安全衛生法に定められた国家資格の一つで、クレー
ンを運転するには必須免許。

▪大型特殊自動車免許
▪玉掛け技能講習

▪クレーン安全衛生教育
▪各ゼネコン取得資格

etc...

PC を使用して財務・経理・安全書類等の書類作成や処理業務を行い

ます。現場に入場するにあたって安全書類は必要な書類ですので、事

務方で作成し、 協力会社の安全書類のチェックを行います。 また、健全

な発展を図るうえで、適切な経理と計数を行う事も大切で、責任が伴

いやりがいのある仕事です。

現場を支える大切な役割

04 総務

主な資格

▪建設業事務経理士( 1 ~ 3 級)
▪商業簿記 ( 1 級 ~ 3 級 )

▪ＣＡＤオペレーター
▪秘書検定

etc...
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WORKS

鳶職はその仕事内容によって、様々な呼び名で分類されます。
丸雄組でメインとなるのは「鉄骨鳶」です。「足場鳶」「鍛冶鳶」のほか、「重量鳶」「橋梁鳶」などがあります。

鉄骨鳶

鉄骨鳶は、鉄骨構造の建物の鉄骨組
立を行う仕事です。イメージとして
は、図面を眺めながら、リアルスケー
ルのプラモデルを組み立てるような
感じです。クレーンで吊り上げられ
た鉄骨を所定の位置へ誘導し、高所
作業車などを使ってボルトでスピー
ディーかつ確実に接続していきます。

鍛冶鳶とは、建築物や機械で使用さ
れる鉄骨を加工したり取り付けたり
する技術者 の事を言います。 その施
工のもとになる設計図で指定された
鋼材を、必要に応じ て曲げたり、つ
なげたり等の加工します。 そうして
作りあげた鉄骨を使用して、 現場で
組み立て作業を行うのです。

足場鳶

建物を建てる際に外壁等の周りに
設置する仮設の作業用スペースを
「足場」といい、足場鳶はその足
場を図面に沿って組み立てていき
ます。図面にはない傾斜や障害物
など、現場の状況に応じて部材を
使い分けながら組み立てていくた
め、経験や知識による柔軟な対応が
求められます。

鍛冶鳶

重量鳶

重量鳶は工事の現場などで、フォー
クリフトやチェーンブロッ ク、 レ
バーブロック、あるいはクレーンな
どの多種多様な道具を用 いて、 大き
な機械などの重量物の移設を主に行
います。工場やビル等の建物内に大
型機械などの重量物を搬入し、設置・
据付を行うのも重量鳶の仕事です。

8:00

6:00~7:00

8:15

8:30

10:00

10:15

12:00

13:00

15:00

15:15

17:00

現場到着・新規入場者教育 回送

朝礼

現場作業開始

お昼休憩

現場作業開始

休憩 (15 分 )

現場作業開始

現場作業　終了

ミーティング

現場作業開始

休憩 (15 分 )

作業内容 / 役割 / エリア確認・
工具の点検・健康チェック

十分な休憩をとり水分補給など
をして体を休ませる

作業内容の確認・ラジオ体操

モータープールより出発

回送 モータープールに到着

鳶 クレーンオペレーター

いろいろな鳶

現場について 1日の流れ

社用車にて現場移動し、現場により異なりますが
基本的には8︓00～17︓00のお仕事になります。

安全に作業ができるように講習を踏まえながら作業ができます。
慣れない内は先輩社員と一緒に作業を進めていきますので安心してくだ
さい。挨拶やマナー、専門的な道具の名前、仕事の流れなど、作業目的
を理解していただいてから各作業を始めます。仕事をしながら常にスキ
ルアップができる環境の中で資格も取れます。たくさんの知識や技術
を身につけられ、自分自身にも繋がると思います。
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ABOUT US
丸雄組は、職人が中心の明るい職場です。

みんなが助け合って団結力や仲間意識も強く、新人さんは年齢に関係なく常にウェルカムで、

みんなのことをよく考えてくれる人情に熱い社長や社員です。
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阿部  実
代表取締役

(当時 46 歳 )MINORU ABE

20 歳でこの道に入り 3年後に仲間と丸雄組を創業し

ました。6 畳 2 間ロフト付き、アパートの一室から

の始まりでした。石巻市牡鹿半島の出身で、父親は

漁師、親戚も皆、漁業関係という環境で育ちました。

豪快さの中に繊細さが求められ、天候に左右される

鳶の仕事は、どこか漁師に似ていて「丘の漁師」だ

と捉えています。私自身のルーツに通じるこの仕事

を、一生続けていきたいと思っています。

創業の想いは？01

社員は「家族」だと思っています。会社がここまで

これたのも、この家族のおかげだと。仕事は「人対

人」。お客さまあってのものですから、技術だけで

なく、人間性を育てることにも力を入れています。

経験は問いません。「今までの自分を変えたい」「新

しいことにトライしたい」というやる気と熱意のあ

る方をお待ちしています。

社員に求めるものは？02

2018年に東京事務所を開設しました。おかげさまで宮城・

東北では「鉄骨鳶といえば丸雄組」と評価していただけ

るようになりましたが、東京では一からのスタート。信

頼を得られるよう地道に努力を重ねているところです。

創業から 20数年、社員一人一人が安心して働ける、そし

て世の中に貢献し認められる企業を目指しています。

どんな企業を目指しますか？03

社長とは同郷の先輩、後輩の間柄で、会社の立ち上げか

ら一緒に働いています。5、6 人で始めた会社なので、初

期は早朝から深夜まで働き詰めでした。もちろん今はそ

んなことありませんが（笑）。とにかくがむしゃらでした

ね。いつもコミュニケーションを取り、身近にいてくれた

社長の人柄があって、ここまでこられたように思います。

創業から振り返って、
いかがですか？01

２０代前半～４０代半ばと業界では比較的若く、

元気がある即戦力がそろっています。地元のほ

か、最近は SNS を見て遠方からの希望者も増え

ています。経験に合った資格にどんどん挑戦さ

せています。モチベーションにつながりますし、

職種の幅が広がれば仕事も面白くなるはず。丸

雄組が主とする鉄骨鳶は建物の精度を左右する

仕事。人間でいえば骨を形成する大切な役割で

す。鉄骨鳶の職人の誇りとプライドを持ちなが

ら様々な現場を経験させていきたいですね。

どんな方が
働いていますか？02

キャンプが好きで一人で出掛けたり、小 5 のせ

がれを連れ出して楽しんでいます。整備された

キャンプ場より、山の中や海岸、河原など野営

が好きで、キャンプ道具を鉄骨で自作すること

もあります。

オフの日の
過ごし方は？03

丸雄組の声

門間   満
工事部 部長

( 当時 44 歳 )MITSURU MONMA

ABOUT US
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高校卒業と同時に入社しました。最初は朝早いのが大変で、

高所作業も足がすくみましたが、今はすっかり慣れました。

丸雄組は自分に合っている職場だと思っています。危ない場

面などで厳しく言われることもありますが、伸び伸びと自分

の意見も言える働きやすい環境です。

職場の雰囲気はどうですか？01

２年前から現場の職長（リーダー）も任せられるようになり

ました。以前は自分のことだけでよかったんですけれど、職

長になると周りも考えなくてはならない。作業に対し意識が

変わりましたね。目標は現場で何でもこなせるオールマイ

ティーな職人。クレーンオペレーターの資格も取ったので、

さらに技術を高めていきたいです。

現在のお仕事はいかがですか？02

洗車が大好きで、休みの日は必ずやっていますね。愛車はプ

リウス。週 1 回、夏場には週 3 日とか。結構疲れるんですが

暇さえあれば洗っていますね（笑）。

オフの日の過ごし方は？03

どんな仕事もそうですが、働き始めはやりがいを感じにくく、

そこにたどり着くまでが大変だと思います。少しでも早く鳶

の仕事の奥深さ、魅力に気付いてほしいので、昔ながらの「仕

事を見て覚える」ではなく「教わって覚える」というスタン

スを大切にしています。

後輩社員にどんなフォローをして
いますか？01

「怖い」「厳しい」など鳶職はマイナスイメージを持たれるこ

とがありますが、丸雄組は全くそれとは違います。忘年会や

バーベキュー、誕生会などイベントが多く、地元石巻の川開

き祭りの綱引きにも参加している地域密着のアットホームな

会社です。

入社希望者にメッセージをお願い
します。02

最近一戸建てを建てたので、自分で外構工事をしたりしてい

ます。職種は違うんですが 20 年もいろんな現場を行ってい

ると、ある程度の外構の技術もわかるようになりました。な

かなかうまくはいかないけれど（笑）

オフの日の過ごし方は？03

父と社長が幼馴染だったので声を掛けてもらい入社しました。

上の人が近くで自分が理解するまで丁寧に教えてくれたので

最初から戸惑うことなく働けました。オンとオフがはっきり

していて、作業中は緊張感がありますが、休憩時間になると

友達感覚で接してもらっています。最近は携帯ゲームの話で

盛り上がっています。

仕事はいかがですか？01

自分がやった分だけ評価してもらえる職場です。「頑張ってい

るから」と、最近現場を預けてもらいました。道具の段取り

から片付けまで自分で全て決め、作業の指示もします。認め

られていることでやりがいを感じます。

丸雄組のいいところは？02

体を動かすのが好きなので、地元の友達たちとサッカーや野

球を楽しんでいます。先輩のチームに混ぜてもらい大会に出

場することもあります。アニメや漫画も好きなので、遊ぶ予

定がない日は一日中気に入った作品を見て過ごしています。

オフの日の過ごし方は？03

新潟県の出身で、3年前、妻の実家がある石巻市に家族で引っ

越してきました。以前はエアコンの設置工事の仕事をしてい

ましたが、年齢も年齢だったので手に職を付けたいと思って

いたところ、丸雄組は働きながら資格を取らせてくれると聞

き入社を決めました。

入社のきっかけは？01

取得した資格を生かしクレーンオペレーターをしています。

最初はうまくいかないこともありましたが、その度に反省点

を修正しながら技術を高めてきました。重量物を扱うため、

少しのミスで自分も周囲の人たちも危険な目に合わせてしま

います。気が抜けない、神経が使う仕事です。

現在の担当職は？02

昔は車いじりが好きでしたが、今は朝から家族サービス。

ショッピングモールなどに出掛けています。下の娘が 5 月に

生まれたばかりなので、もうメロメロです (笑 )。

オフの日の過ごし方は？03

櫻井  克之 KATSUYUKI SAKURAI ( 当時 40 歳 ) 池田  博明 HIROAKI IKEDA ( 当時 43 歳 )

菅原  一哉 KAZUYA SUGAWARA ( 当時 27 歳 ) 阿部  駿 SHUN ABE ( 当時 22 歳 )

ABOUT USABOUT US



丸雄組では、高校を卒業後に実家を出て自立したいという方や、金銭の管理が
心配…というご家族の不安を全面的にサポートする為に、「丸雄おかん制度」
という積立や前借り制度等の自立支援を行なっています。

丸雄組おかん制度

積 立 制 度

前借り制度 寮制度

その他

普通自動車取得支援サポートコース
対象：入社 6ヶ月後の社員

273,920 円 ( 普通自動車 -パセオ )
22,826 円 (12 回払い )
(24 万円 )- 保険料等 (4万円 )- 返済金 (22,826 万円 )
＝177,174 円

前借り金額：
月々の返済：
月収：

例

免許代が無い、給料が入っても支払いをできるか金銭管理が不安 ... な
どの悩みを解消し、仕事をしながら自動車免許を取得するコ ース です。

短期間で一人暮らし積立サポートコース
対象：入寮している社員

5 万円
(24 万円 )- 保険料等 (4 万円 )- 積立金 (5 万円 )
＝15 万円

積 立 金 額：
月 収 ：

例

丸雄組の寮に入寮した場合は生活費を節約できるので、少し多め
に積立することで短期間で寮を出て一人暮らしをスタートするこ
とができます。

10 ヶ月で一人暮らしの資金が貯まる！
積立金 (5 万円 )×(10 ヶ月 )＝ 50 万円

2

一人暮らし積立サポートコース
対象：実家暮らしの社員

3 万円
(24 万円 )- 保険料等 (4 万円 )- 積立金 (3 万円 )
＝17 万円

積 立 金 額：
月 収 ：

例

実家から通うけれど将来的には自立して一人暮らしをしたい…と
いう方向けのコースです。
無理なくコツコツ積立することができます。

1 年 5ヶ月で一人暮らしの資金が貯まる！
積立金 (3 万円 )×(17 ヶ月 )＝ 51 万円

1

ついつい使っちゃうんで貯めてくださいサポートコース
対象：全社員

給料が出てついついすぐに使ってしまい、月末には何も残らない…など、金銭の管理に不安のある方や、確実に貯金しておきたい目的 ( バイク
が欲しい、マイホーム購入したい、家に仕送りしたい ... など ) がある方のために、丸雄母さんがきちんと積立管理をするコースです。

3

※こちらは①、②のコースに組み合わせることが可能です。  
※未成年者は親権者の方に保証人になっていただき、万が一の場合には親権者
の方にお支払いしていただく形になりますのでご了承ください。

急に一人暮らしを始めるのでは不安が多いという方向けに、寮制度を設
けています。生活リズムの流れがつかめ、朝の集合場所が寮の敷地内で
すので通勤のストレスがありません。もちろん遅刻の心配もないですよ ！ 

▪丸雄組には不動産取引会社がありますので物件探しのサポートができ
ます。（優遇していただいております）

▪丸雄組にはメインバンクにマイホーム融資やマイカー融資など、他よ
りお安い利率での融資をお願いできます。

▪作業着については、 年一回支給しており、季節に合わせた作業着も随
時支給しておりますので、 新たに個人で買う必要はありません。

一律 3万円 (水道・光熱費込み )
１人１部屋、WiFi 完備、築 3 年

寮費：
備考：
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株式会社 丸雄組

[ 本社 ]
〒987-1221   宮城県石巻市須江字茄子川前 5 番
TEL  0225-86-6232　　FAX  0225-86-6233 
[ 仙台営業所 ]
〒984-0032　宮城県仙台市若林区荒井6-12-2 
TEL　022-355-7081　　FAX  022-355-7084

代表取締役　阿部 実
取締役　　　阿部 美香

平成 13 年   1 月 30 日

会社名

所在地

役員

設立年月日

鉄骨工事 /機会器具設置工事 /足場工事 /
クレーンリース業

1,000 万円

22 名  (2019 年時点 )

日鉄エンジニアリング株式会社
向井建設株式会社
株式会社佐々木組　　　(敬称略 )

七十七銀行

事業内容

資本金

従業員数

主な取引先

取引銀行

鳶のキャリアモデル

経験年数
(高卒の場合 ) ( 18~20 歳 )

0~3 年
( 21~24 歳 )
4~7 年

( 25~29 歳 )
8~11 年

( 30 歳 ~ )
12 年 ~

業務内容 ▪現場作業 ▪現場のサブリーダー ▪現場のリーダー

【職長・工事長】
▪現場指揮 /監督
▪教育指導
▪安全衛生管理
▪品質管理
▪工程管理
▪人間関係管理

【工事主任】
▪現場調達
▪打ち合わせ
▪手配
▪現場管理
▪見積もり
▪請求など など

資格
など

▪足場特別教育
▪フルハーネス型墜
落防止器具特別教育
▪玉掛け技能講習
▪巻上げ機運転者特
別教育

など

▪アーク溶接等の業務に
係る特別教育
▪フォークリフト運転技能
講習
▪高所作業車運転技能講習
(10m以上 )
▪職長・安全衛生責任者教育
▪ガス溶接技能講習
▪建築物鉄骨の組立て等の
作業主任者
▪足場組立等作業主任者
▪溶融亜鉛メッキ高力
ボルト接合施工技能者

など
▪鳶 1級技能士

など

▪職長・安全衛生責任者能力向上教育
▪登録鳶・土木基幹技能者

300~330万 340~390万 400~480万 500万 ~
年収
(目安 )

役職 見習い

職長
サブリーダー

工事主任     係長     課長     部長

職長     工事長

実績・能力次第で
キャリアアップ！

この辺りでの努力や頑張り
具合が、管理職への道程に
大きな差になります。

様々な資格を取得し、
職長を目指して

技能と知識を養います！

Step 2

Step 3

Step 4

Step 1
PATTERN 01

PATTERN 02

鳶職は学歴問わず、努力や頑張り具合で昇格・所得アップが臨めます。
一例として、18歳から新卒で入社した場合のキャリアモデルをご紹介します。
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