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吉田建設株式会社

地域へ貢献する吉田建設の役割

土木、土工工事請負業

宅地建物取引業

殿ダム交流館、周辺広場の
指定管理者

上記に付帯する一切の業務

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工
作物を建設する工事（補修、改造又は解体
する工事を含む）

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための
設備を設置し、又は金属製等の管を使用し
て水、油、ガス、水蒸気等を送配するための
設備を設置する工事

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリー
ト、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事

上水道、工業用水道等のための取水、浄水、
配水等の施設を築造する工事又は公共下
水道若しくは流域下水道の処理設備を設
置する工事

・総合的な企画、指導、調整のもとに建築
物を建設する工事
・建設工事に関する調査、企画、診断、地質
調査、測量、設計、監理、マネジメント及び
コンサルティング業務
・建物の建設、並びに土地の造成業務
・廃棄物の収集、処理、処分、再利用事業
及びこれらに関する業務

・建設機械、建設用コンクリート製品、建築
用木工品、家具、室内装飾品、木製品の
設計、製造、販売及び建設用資材の販売
業務
・陸上運送事業及び資材運搬業務

管工事請負業

舗装工事請負業

上下水道施設工事請負業

建築工事の請負業

事業概要
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吉田建設
株式会社

会社概要
商　　号／ 吉田建設株式会社
所 在 地／ 〒680-0145
 鳥取県鳥取市国府町広西226番地
代　　表／ 代表取締役　　吉田　友和
 （平成19年12月28日就任）
設　　立／ 昭和36年1月24日設立
資 本 金／ 2,900万円
取引銀行／ 山陰合同銀行
 鳥取銀行
 鳥取信用金庫
 みずほ銀行
 三菱東京UFJ銀行
 商工組合中央金庫

許　　可／ ■土木工事業　　　　鳥取県知事　許可(特-28)第210号
 ■とび・土工事業　　　鳥取県知事　許可(特-28)第210号
 ■舗装工事　　　　　鳥取県知事　許可(特-28)第210号
 ■建築工事業　　　　鳥取県知事　許可(般-28)第210号
 ■管工事業　　　　　鳥取県知事　許可(般-28)第210号
 ■水道施設工事業　　鳥取県知事　許可(般-28)第210号
 ■宅地建物取引業　　鳥取県知事　(1)第1344号
 ■ISO9001：2015 認証番号 ： MSA-QS-２０２４
 ■BCP認定取得 認定番号 ： H29-2-010

売　　上／ 第56期（平成29年8月決算）
 623,919,050円

人財として社員を大切に育て、成長をサポート有資格者

１級土木施工管理技士 16名
２級土木施工管理技士 6名
１級機械施工管理技士 6名
２級機械施工管理技士 5名
１級造園施工管理技士 2名
１級管工事管理施工技士　　　　　　　　1名
２級管工事管理施工技士 4名
２級建築施工管理技士 2名
１級建設業経理士　　　　　　　　　　　1名
２級建設業経理士　　　　　　　　　　　1名
小型船舶 1名
浄化槽設備士 ２名

火薬類取扱保安責任者 3名
登録機械土工基幹技能者 4名
地山の掘削作業主任者 16名
土止め支保工作業主任者 15名
型枠支保工作業主任者 11名
足場の組立て等作業主任者 15名
宅地建物取引主任者 1名
福祉住環境コーディネーター 1名
コンクリート構造物の補修技術検定 1名
下水道排水設備工事責任技術者 5名
車両系建設機械（整地・運搬・積み用掘削） 21名
車両系建設機械（解体） 9名

不整地運搬車 14名
玉掛け 21名
高所作業者 10名
小型移動式クレーン 14名
ローラー運転 19名
フォークリフト運転（1ｔ以上） 4名
コンクリート工作物の解体 1名
石綿作業主任者 3名
甲種防火管理責任者 4名
ガス溶接 9名

（平成30年6月現在）



ー 吉田建設のビジョン ーー 成長性データ ー

　在学中は普通科で、建設業に関する

専門知識は全くと言っていいほどあり

ませんでしたが、物をつくる仕事に興味

があり、この道に進みました。社内の雰

囲気は和気あいあいで、とてもチーム

ワークがいいですね。反面、「やるとき

はやる」というメリハリもあり、仕事を行

う上でとてもいい環境です。

　入社したての頃は社会のことも仕事

のことも全く分からない僕でしたが、上

司や先輩方が丁寧に指導してくださっ

たのはありがたかったですね。また、社

内研修はもちろん、業務に必要な技能・

資格の取得に関しては会社が全面的に

サポートしてくれるので、やる気さえあ

れば、入社してからでも様々な専門知

識・技能を身に付けることができます。

入社3年目に初めて「現場代理人」とし

て一つの現場を任され、無事に完成を

迎えたときは、大きな達成感と自分自

身の成長を感じました。

　現場で実務経験を積むうち、お客さ

まや下請け業者との打ち合わせを密に

行うこと、人が嫌がる仕事を率先してこ

なすなど、社会人・企業人として大事な

心構え、行動力がしっかり身に付いてき

たように思います。目下の目標は、「土

木施工管理技士」「測量士」の資格取

得。さらなるステップアップを目指し、毎

日頑張っています！

社 員 の 声
VOICE OF EMPLOYEE

～私たちの挑戦～

建設業のことが一から学べ、
自分の可能性が感じられる職場です！

　私は、中途採用で入社しました。前職
も建設業だったのですが、この仕事は一
つ一つの規模が大きく、請負金額も多額
で、誰もが大きな責任とプレッシャーを
感じます。一人で思い悩むこともしばし
ばですが、弊社では個人の悩みや困り事
を拾い上げ、会社全体で解決策を考える
体制が整っているんです。そういう取り
組みに感動し、「この会社に入ってよ

かった」と思いました。
　また、社員それぞれの家庭事情にも十
分配慮してくれています。家族の病気や
子どもの行事などで仕事を休まなけれ
ばいけないときがあっても、理解があ
り、家庭を顧みることができるのは本当
に助かります。
　道路や橋梁、施設など大きな構造物
が出来上がるまでには、様々な困難や思
いも寄らぬ出来事に突き当たることがあ
ります。同じ現場を受け持つ会社の仲
間、各業種の協力者と力を合わせてその

難事を乗り越え、思い描くとおりに完成
したときは、それまでの苦労をすっかり
忘れられるほどの達成感を感じますね。
多くの地域住民に利用され、やがて地図
に載り、何十年先までも形を残していく
ことは、私にとって大きな誇りです。付近
を通りかかったときは家族に現場を見
せ、当時の苦労話をすることもあるんで
すよ。
　今後も技術力向上を目指して、品質の
高い、鳥取を代表するような構造物造り
に携わっていきたいと思っています。

地域の方に喜ばれ、家族に誇れる仕事。
大きなやりがいがありますね。LICENCE & CAREER

■資　格
　２級建設機械施工技士
　２級土木施工管理技士
　車両系建設機械運転機能
　玉掛け技能
　不整地運搬車運転
　型枠支保工の組立等作業主任者
　足場の組立て等作業主任者
　ローラー運転の業務
　小型車両系建設機械
　職長教育　ほか

■これまでの主な担当業務
　下水道工事　現場責任者　　　　　
　　　　　請負金額：約4,700万円
　ダム周辺整備工事　現場責任者 
　　　　　請負金額：約6,800万円
　移動円滑化改修工事　現場責任者
　　　　　請負金額：約8,100万円

山出 泰輝 （29）平成20年入社　課長補佐 平成25年入社　課長補佐 居川 茂樹 （38）

常に仕事に技術的な目標を持ち

共に努力する !!

感謝の気持ちを持ち

真実を追究することは信頼へ繋がる

明日の鳥取をリードする企業を目指す

常に仕事に技術的な目標を持ち

共に努力する !!

感謝の気持ちを持ち

真実を追究することは信頼へ繋がる

明日の鳥取をリードする企業を目指す

Task Technically Target

Together Try

Thank

True Trust

Tommorrow Tottori

未来の“Ｔ”を考え目指す!!

LICENCE & CAREER
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■資　格
　１級土木施工監理技士
　２級管工事施工管理技士
　２級(2種)建設機械施工技士
　給水装置工事主任技術者
　地山の掘削作業主任者
　土止め支保作業主任者
　車両系建設機械運転機能
　小型移動式クレーン
　ガス溶接技能講習
　高所作業者技能講習　ほか

■これまでの主な担当業務
　砂防堰堤工事　現場責任者 
　　　　　請負金額：約6,000万円
　道路新設工事　現場責任者
　　　　　請負金額：約6,700万円
　ほ場整備工事　現場責任者
　　　　　請負金額：約7,100万円

Growth Data Vision

進化へ向けて…変化がなけば、進化はない
現状維持は後退してしまう。それは、挑戦。 Tomokazu Yoshida

代表取締役

𠮷田 友和

President Greeting 

吉田建設株式会社は昭和36年（1961年）の設立から50余年、地元国府町を中心としお客さまに支え
ていただきながら事業を展開出来たことに感謝いたします。時代の流れは早く、安全・品質に対するニー
ズは過去とは明らかに異なり、日々刻々と変化しています。様々な変化に柔軟に対応するため組織力を向
上しお客さまの希望や理想を形にすることは、お客さまの幸せ、そして我々作り手の幸せへも繋がりま
す。未来を語り続け地域の幸せの一助となれる企業を目指し、今後も挑戦し続けます。

ものづくりを通じて
 

お客さまにご満足いただくこと

常に技術力向上を目指すこと

社員の幸せを保つこと

ここに暮らす人の笑顔をつくること

活気あふれる地域の未来を築くこと


