
温かいハートをもった仲間と熱中できる仕事 
 



はじめまして！西山電気㈱です 

「電気」と社名につきますが、当社は個人のお宅の電気工事や家電販売ではなく、大学･病院･デ

パート･ホテルなどのビルの電気工事の施工管理💡や三菱電機の代理店として、受変電設備やエレ

ベーターなどの建物に関わる設備機器やＦＡ関連機器の製品・システムを販売している会社で

す。個人のお客様と直接接点がないので、社名を聞いたことがないという方も多いと思います

が、 2019 年に創業 100 周年 を迎えた伝統のある会社です。 長年の信頼と実績、高い技術

から受注を賜り、30 年以上黒字・実質無借金経営の安定した会社です。人と人とを繋ぎ、生活に

欠かせない電気に携わる仕事をしてみませんか？ 



Since 1919 

 100 周年を迎えた西山電気。 

「伊達に創業 100 年の会社じゃない」 

と言わせる魅力。 

西山電気の一番の強みは「社員」です。 

社員（時に関連会社様も巻き込み）がともに協力しあわなければ、 

巨大な建築を完成させることはできません。お互いが気持ちよく 

働くことができるように、気遣いあい、励ましあい、助けあう、 

思いやりを持って仲間と接することができないと組織はうまく 

機能しません。社員ひとりひとりの人柄があるからこそ、ここまで 

バトンを繋げることができ、おかげさまで創業 100 周年を迎えま

した。「少数精鋭」を企業理念に掲げている通り、家族のよう に社

員を大切にする会社です。 



5 階 

4 階 

3 階 

商事本部 

三菱電機の代理店の部署です。 

約 70 名が所属。 

社内業務だけでなく、 

各営業担当は客先に行くことも。 

営業事務と連携をとり、受発注業務を行ってい

ます。 

工事本部 

首都圏を中心に大規模建築の電気設備工事の新

築工事や改修工事を多数請負っています。営業

部、工事管理部、工事部の 3 部署に約 80 名が所

属。内勤の社員もいますが、半分以上が現場に出

ています。新宿伊勢丹、池袋・渋谷の西武百貨店、

東京流通センター等、工事事務所を設け、長年常

駐している現場もあります。 

管理部 

経理課と総務課があります。社長室もこちらの

フロア。応接室・会議室もあるので、学生の方は

説明会や面接でこの階に来ることが多いです。 

西山電気はこんな会社です。

西山電気㈱は東京本社（東京都港区）を拠点とし、名古屋支店（愛知

県名古屋市）・神奈川支店（神奈川県相模原市）、商事営業所（ひたち

なか市・さいたま市・高崎市）があります。 

その他、以下の施設に、工事事務所を設け、長年常駐し、新築改修工

事に速やかに対応できるようにお客様をフォローしています。 

【池袋】西武百貨店 

【新宿】新宿伊勢丹・新宿高野 

【渋谷】西武百貨店 

【平和島】東京流通センター 

【相模原】三菱重工業㈱相模原製作所 

【つくば】高エネルギー加速器研究機構

【海老名】ｺｶ･ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱海老名工場

港区白金に西山電気の本社はあります。5 階建ての自社ビルのうち、

1～2 階は広告会社などのテナントが入っており、それ以外を自社で

使っています。それぞれの部署ごとにフロアが分かれています。

東京本社はこんなところです。 

商売繁盛！ 

社内安全！ 商事本部ではボーリング大会、

工事部は暑気払い等、歓送迎会、

忘年会、納会他、毎年親睦を深め

るイベントを開催しています。 

施工管理は基本現場にでていて、左の

写真のような現場事務所や工事現場に

います。月に 1 度、「工事部会」とい

う会議でみんな顔をあわせます。ひと

りでは到底完成させられない大きな仕

事に、一丸となって取り組みます。 

今年、社内フットサルのユニフォームができました！

同好会としてスタートしたフットサルは、三菱電機主

催の大会で優勝、準優勝の実績が認められ、会社から

ユニフォーム代が出ました。最初は個人負担の予定で

発注しようとしていましたが、直前に経理に相談した

ところ、会社で買ってもらえることに！上司・社員同

士の距離が近く、中規模の会社で小回りが利き、柔軟

な対応ができる点が西山電気のいいところです。 



当社はビル建物の新築及び改修に伴う電気工事の現場監督的な業務を行っています。請け負った工事によって

は複数の企業で工事を受注するＪＶのトップとして取りまとめを行うこともあります。工事の作業は協力会社

の職人さんにお願いしています。施工図を作成し、職人さんに作業指示を出し、納期までに完成を目指しま

す。業務は「安全労務管理」「工程管理」「品質管理」「コスト管理」の 4 つが主な業務です。現場の安全管理を

始め、スケジュール管理、資材管理、予算管理など施工管理の仕事は多岐に渡ります。 

どんな現場でお仕事をしているの？ 

複合施設・商業施設・病院・学校等の建物の中の配線工事がメインです。主に規模では自家用電気工作物を請

け負います。新築と改修は年により違いますがおおよそ半々です。 

安全労務管理

工程管理

品質管理

コスト管理

1 

2 

3 

4 

職人さんが健康且つ安全に作業できるように管理する。 

効率のよい作業順序を考えたり、期限までに完成する 

ように管理する。 

欠陥なく、求められた水準の品質をクリアした工事が 

行われているか管理する。 

限られた予算の中で工事の材料費・労務費などを収め 

られるように管理する。 

施

工

管

理

の

仕

事 

施工管理は現場監督のように 

職人さんと依頼主の間に立ち、調整するお仕事です。 



施工実績 実はこんな身近な建物を手がけています。

【デパート・流通施設】三越伊勢丹、西武百貨店、東京流通センター、新宿地下駐車場、豊洲市場 

【ホテル】帝国ホテル、シェトラン都ホテル東京、ホテルグランドパレス、パレスホテル  

【金融機関】三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ 信託銀行、名古屋銀行本店、郵便局 

【病院・福祉施設】都立広尾病院、慈恵会医科大学附属病院、横浜市健康福祉センター、北里研究所病院、 

公害研究所、防衛医科学大学附属病院、昭和大学歯科病院、鹿島労災病院、坂文種報徳會病院、 

下呂温泉病院 

【教育文化施設】東京大学、千葉大学、埼玉大学、早稲田大学、高ｴﾈﾙｷﾞｰ物理学研究所､労働行政大学校､ 

国会図書館、浦和文化ｾﾝﾀｰ大ﾎｰﾙ､港区高松中学、岐阜県瑞浪市総合文化センター、歌舞伎座、 

国際子ども図書館、国立天文台 

【オフィス】千葉中央ツインビル（A 棟）、DICビル、武蔵小杉 STMビル、明星食品株式会社本社ビル、 

丸善本社ビル 

【工場】三菱重工業㈱相模原製作所、日産工機㈱本社ビル、富士ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾘﾝｸﾞ㈱本社工場、ﾎｰﾕｰ㈱瀬戸工場 

【官公庁関連施設】東京消防庁、港区庁舎、目黒区総合区民センター、足利市庁舎、飛島村庁舎、衆議院 

【駅・大規模住宅】白金高輪駅、多摩ニュータウン 

その他、多数の建物の電気工事を手掛けてきました。 



神奈川工科大学 工学部電気電子工学科 、金沢工業大学 工学部電気電子工学科 、 

関東学院大学 工学部電気電子情報工学科、工学院大学 工学部電気システム学科 、 

国士舘大学 理工学部理工学科、埼玉工業大学 工学部電子工学科 、湘南工科大学 工学部電気工学科 、 

大同工業大学 工学部応用電子工学科 、千葉工業大学 工学部電気電子情報工学科 、 

帝京大学 理工学部電気電子システム工学科、東海大学 工学部電気電子工学科 、 

東京電機大学 工学部電気電子工学科 、東北学院大学 工学部電気情報工学科 、日本大学 工学部電気工学科 、 

日本大学 生産工学部電気電子工学科 、日本工業大学 工学部電気電子工学科 、明治大学 工学部電気工学科、 

明星大学 理工学部総合理工学科  他 

※工事部、施工管理担当者の出身大学です（50 音順）。

4月

•社内研修（社内各部門から説明

等）・社外マナー講習・ＣＡＤ講習

6月
•現場にて実地研修

9月

•本配属（配属後は先輩社員のアシタ

スト的立場から成長）

3年目

•アシスタントをする中でも一人で任

されることが多くなってくる

5年目

•工事のサブリーダーを任されるよう

になる

10年目

•工事を統率するメインリーダーとし

て活躍

入社後、新人研修では電気工事施工管理に必要な「電設

技術の基礎知識・安全教育」や作業指示のために必要な

施工図作成のための「ＣＡＤ製図」の講習会等を受けて

いただきます。その後、いくつかの現場を先輩社員と体

験してから、担当現場へ配属いたします。 

電気の知識があると仕事に必要な知識を学びやすいと思

いますが、研修も充実しています。仕事に必要な会社指

定資格の講習会費用は会社が負担し、合格後は資格手当

を支給することで社員の知識と技術の向上をバックアッ

プしています。 

3 年目くらいまでは先輩に指示を仰ぎながら、できるこ

とを少しずつ増やしていきます。個々の成長にあわせ、

徐々に現場を統括する仕事をお任せしていきますが、適

正や本人の希望によっては、内勤や他部署へ異動し、能

力を最大限活かせるよう配慮した人事も行います。 

入社後のキャリア例 

工学部・電気電子系の学科出身の先輩が活躍している会社です。 



・以前、仕事で大きなミスを犯してしまった時に、強く責められることなく、

接して頂き、会社の先輩もミスをカバーしてくれた。（Ａさん） 

・若い人が多いので相談できる相手、相談にのってくれる相手が多いと思い

ます。（C さん）

・落ち着いた雰囲気で、話しやすい仲間と一緒に仕事ができるので、どんな

人でもすぐに馴染めると思います。（H さん）

・社内がとてもアットホームな感じなので自分の意見を言える（K さん）

入社後に感じた西山電気の魅力を先輩社員の方にアンケート！ 

中の人から西山電気はこんな風に見えてます。 

・自分が思い描いた様に、工事が進んだ時にやりがいを感じる。（Ａさん）

・自分で工事したものが形として残ること。どんな建物にも電気はあるので、

どんな建物でも工事があること。（C さん） 

・何もないところから仕上がっていくのがわかることにやりがいを感じま

す。（D さん）

・自分の考えを現場で形に出来た時（E さん）

・一人では作ることのできない大きな物を作ることができる。（H さん）

・地図に残る仕事なのでインターネットで検索できたりする。（K さん）

教えて、先輩！ 

西山電気って、 

どんな会社ですか？ 

アットホームな会社です！ 

明るく話しやすい仲間。 

先輩も優しい人ばかりです。 

施工管理の魅力・やりがいは 

自分で工事したものが 

形になる仕事です。 



・施工方法は現場によって変わるので、仕事に飽きない。（Ａさん）

・毎日、同じ場所で、同じ仕事を行うのではなく、色々な現場で様々な仕事を

行うので大変ではあるがやりがいがある。（Ｂさん）

・新築だとたくさんの業者と関われる。（D さん）

・研修でも見学会や外部研修など、貴重な体験ができる。（G さん）

・有名な場所や一般人では入れないところに入って仕事ができる。（K さん） 

・正直、施工している時は色々なことで辛いですが、完成した時、心か

らよかったとホッとします！みんな自分の仕事に責任を持ち取り組

んでいます！（F さん）

・最初から最後まで建物の建設に立ち合えるので、ビルや施設が好きな

人間にはあっている。（I さん）

・工事が完成した時の達成感にやりがいを感じる。（J さん）

・建築は何か月、何年とかけて完成させるものなので、達成感があり、

やりがいを感じます。（L さん） 

好奇心旺盛な人に 

向いている仕事かもしれません。 

忙しい時はしんどい！ 

でも、きつかったからこそ、 

完成した時の達成感はハンパない！ 



先輩たちのオフの顔 

この他にも、個別に飲み会やスノボに行ったりしています。基本業務外の活動は自由参加です。個々に東京マラソンに出場していたり、スケボーやボルダリングが趣

味、海外旅行大好き！という活発な人もいれば、ゲームやアニメ、映画鑑賞等、家でまったり過ごすのが好き、休日はマッサージに行ったり家族でのんびり過ごすの

が好きという人までいろいろなキャラクターが集まっています。会社も働き方改革を推進し、有休消化、代休消化等、社員のオフ時間の充実を応援しています。 

西山電気では、社員旅行、部活・同好会他社員同士の交流などにより、社員同士の結束を強めること、余暇時間の充実により社

員のリフレッシュの機会を設けています。 

野球部は夏に行われる電設健保主催の 

大会の出場をメインに活動しています。 

大会で優勝してトロフィーget! 

お子さんの「パパがんばって～」の応援にみんな和みながら試合。 

女子も参加しています。 

隔月くらいのペースで練習。 

フットサル以外にもバドミントンの日も設け、

部署も関係なく、いろんな人が参加できるようにしています。 

5年に 1度社員旅行にご招待✨ 

前回は会津若松に行きました！ 



最近のトピックス 

ビックサイトで行われた展示会、JECA FAIR 2017(第 65 回電設工業展)実行委員長を、西山電気㈱取締役社長西山勉

が務めました(西山社長は現在日本電設工業協会常任理事、東京電業協会副会長です)。JECA FAIR 2018 の HP には

2017 紹介動画に、西山社長のインタビューが紹介されています。ぜひ「JECA FAIR 2018」で検索してみてください！ 


