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環境大臣より認定されています。



熊谷組は、この街の象徴とも言える2棟の免震タワーマンション分譲棟「パ

ークシティ柏の葉キャンパス ザ・ゲートタワー」（２０１７年2月竣工）・賃貸棟

「（仮称）柏の葉三番街西棟賃貸住宅計画新築工事」（２０１８年1月竣工予定）

の建設に携わっています。設計・施工を担当する熊谷組は、より質の高い

建物を造るため、発注者である三井不動産レジデンシャル・三井不動産と議

論を重ね、建設を進めています。また熊谷組は、建物が完成した後の、運営

管理や修繕など、建物のライフサイクル全体を見据えた提案も行っています。

また熊谷組は、柏の葉スマートシティの北側に、地域住民が集い、交流するコミュニティ拠点「アクアテラス」を整備。雨水の流出抑制を目的に造られた

調整池を大規模に改修し、周囲に遊歩道やベンチを施工するなど、居心地の良い水辺空間を創出しました。

●柏の葉スマートシティ ー千葉県　集合住宅
 　住宅、オフィス、ホテル、商業施設など、「つながる」 をコンセプトに最先端の複合型スマートシティを整備する計画です。　

パークシティ柏の葉キャンパス  ザ・ゲートタワー
発注者●三井不動産レジデンシャル株式会社
設計者●株式会社熊谷組一級建築士事務所

柏の葉イノベーションキャンパス「アクアテラス」
発注者●三井不動産株式会社

特集● 高める、つくる、そして、支える。
社員一人ひとりの個性あふれる人間力と100年を越える熊谷組グループが培った技術を、さらに「高める」。
使う人の気持ちを思いやり、いつまでもご満足いただける品質を「つくる」。
そして時代を越えて、お客様や社会を「支える」。

●熊本地震阿蘇大橋地区防災工事ー熊本県　
　  発注者●国土交通省九州地方整備局

２０１６年4月に発生した熊本地震による南阿蘇村の大規模な斜面崩壊の現場では、落石の恐れや再び崩落する危険性が高いために人が立ち入れず、国道を

はじめとした交通インフラの復旧工事ができませんでした。そこで熊谷組は、最先端の土木技術である無人化施工を行い、二次災害を防ぐための緊急的な

対策工事を実施しました。

作業所長（熊谷組） 
長束聖一
落石、土砂崩れなどがあると、
それがそのまま下の河川の方に
も落ちていくので、斜面の途中で
これを受け止めるための土留盛
土を築造しています。地域の
皆様の支えになりたいという想
いで、この工事に臨んでいます。

無人化施工による災害復旧工事は、人が危険区域内に立ち入ることなく、安全な場所から遠隔操作で建設機械を動かしながら工事を進めます通行不能となった国道５７号線

遠隔操作による小型重機での作業風景

崩落直後の阿蘇大橋地区

無人化施工・完成状況：土堰堤（土留盛土工）

最大14台の重機を駆使し、斜面下部に上下２段の土堰堤を築造

国土交通省九州地方整備局
熊本復興事務所工務第一課
伊藤宗輝 専門官
日本は、地形や地質上、災害が
起きやすい場所が多くあります。
そういった現場はとても危険で、
最初は人間が入っていけないも
ので、無人化施工は不可欠だ
と考えております。

２０１６年に竣工した総戸数３４７戸の分譲マンション
「パークシティ柏の葉キャンパス ザ・ゲートタワー」（右）と
２０１８年1月の竣工を目指し、建設中の賃貸マンション（左）

作業所長（熊谷組）
磯 哲也
品質の確保や管理は当然なことで、
そこに使う方に配慮できるような考
えを付加して施工していかないと、
お客様に評価していただけないと
思っています。常に入居者だけで
なく、マンションを使う全ての人 の々気
持ちに応える施工を心がけています。

三井不動産株式会社
柏の葉街づくり推進部
山下寛 事業グループ統括 
このプロジェクトは、分譲の２つの
タワーを建てる計画で始まりました
が、着工後に、片方を賃貸住宅
にさせて欲しいと、熊谷組にお願
いしました。工期は折り返しまし
たが、遅れなく進行しているので、
心から感謝をし、一緒にやらせて
いただいていることをとても嬉しく
思っています。
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交通ネットワークをつくる 熊谷組は、
地域発展の大動脈となる交通網の発展に貢献しています。

●八鹿日高道路三谷トンネル（北側）ー兵庫県
　  発注者●国土交通省近畿地方整備局

●紀北西道路上野地区他改良工事ー和歌山県
　  発注者●国土交通省近畿地方整備局

兵庫県養父市八鹿町南宿と八鹿町九鹿を結ぶトンネル。

●千代田線国会議事堂前駅ダクタイルセグメント防錆
　その他工事ー東京都
　  発注者●東京地下鉄株式会社

●名古屋市営地下鉄 地下駅耐震補強工事（金山駅・
　日比野駅・堀田駅）ー愛知県
　  発注者●名古屋市交通局

天井や壁に発生した錆びの除去や防錆処理、水漏れの修繕などの改修工事。 名古屋市営地下鉄の金山駅・日比野駅・堀田駅のホームやコンコースなどにある柱の耐震補強工事。

紀の川市から和歌山市に至る紀北西道路の延伸工事。

●国道４５号 山田第2トンネル工事ー岩手県
　  発注者●国土交通省東北地方整備局

岩手県山田町と宮古市を結ぶ「山田宮古道路」の新たなトンネル。

●KUMAGAI STAR PROJECT

仕事を通じて、社会に貢献する――

建築事業本部の星野は、教育を受け

られない子供たちのために学校を建

設し、学習の機会を提供したいという

思いを温め続けながら、日々の仕事

に向き合ってきました。そして２０１５

年、熊谷組がミャンマーで、教員養成

大学建設を受注したのを期に、星野

は社会貢献活動として、地域の学校

建設を行う「KUMAGAI STAR  

PROJECT」を提案しました。

1日の交通量約７５,０００台という、香港・東部海底トンネル

●香港東部海底トンネルのMOM事業参画

香港島と九龍半島を結ぶ東部海底トンネルは、人々の生活路線であり、経済活動を支える大動脈です。このトンネルは、１９８６年に熊谷組がBOT方式(＊)で

建設したものです。BOT事業が終了した２０１６年8月、熊谷組はそのトンネルの管理・運営・保守を行うMOM（Management Operations Maintenance）

事業に参画しました。日本企業が香港でMOM事業に参画するのは初めての試みです。

＊BOT（Build Operate Transfer）：民間事業者が施設等を建設し、維持・管理及び運営し、事業終了後に公共施設等の管理者等に施設所有権を移転する事業方式。

国際支店長（熊谷組）
渡辺裕之
私どもは、ただ建設するだけでなく、
そこでＢＯＴ事業を通じて社会
に貢献してきたという自負があり
ます。将来に渡って、自分たちが
つくったものを維持管理していくと
いうことが、香港の社会に対する
コミットメントだと思っています。

完成した新校舎（ティライン村）

特集● 高める、つくる、そして、支える。

建築事業本部
営業統括部（熊谷組）
星野恵美
ミャンマーでは、学校に教室が足りないので、
次の学年に上がりたいと望んでも、遠く離
れた隣の村まで行くことになるために断念
してしまうという現実があります。そこで、
熊谷組の海外の現場周辺で直接学校
や地域の人々にヒアリングを行い、最も
要望が高かったティライン村に新校舎を
建設しました。

＊このプロジェクトは、ミャンマーで社会貢献活動を
　行う認定ＮＰＯ法人ブリッジエーシアジャパンと
　協働しています。

新校舎で学ぶ子供たち 地元の若者らによる施工風景
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社会基盤をつくる 熊谷組の優れた技術力で、今後ますます重要性が高まるインフラの老朽化対策・維持管理、
さらには免震・制振システムなどの補強工事など、安全・安心で快適な暮らしをご提供します。

●高浜町新庁舎公民館ー福井県
　  発注者●高浜町
  　設計者●日本設計・未来プランニング設計監理共同体

●札幌市水道局白川浄水場新第1浄水池ー北海道
　  発注者●札幌市

●江戸川第一終末処理場第１放流幹線築造工事
　ー千葉県
　  発注者●千葉県

JR土浦駅と土浦市役所を結ぶぺデストリアンデッキを延伸し、ロの字型に整備。

札幌市の上水道の8割を担う「白川浄水場」。
老朽化した浄水池を解体し、耐震性をもたせた新たな浄水池を築造。

江戸川第一終末処理場の処理水を旧江戸川へ放流するための放流幹線をシールドで築造。

●関西国際空港第2ターミナルビル（国際線）ー大阪府
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豊かな暮らしをつくる 時代の移り変わりや住環境によって異なる人々のライフスタイル。
熊谷組は、公共施設から医療をはじめ教育施設など地域のニーズに応えて豊かな暮らしを支えます。

●国家公務員共済組合連合会斗南病院ー北海道　医療施設
　  発注者●国家公務員共済組合連合会

　  設計者●株式会社大建設計

●愛知県精神医療センターー愛知県　医療施設
　  発注者●愛知県立城山病院

　  設計者●株式会社久米設計

●滋賀県立成人病センター新病棟ー滋賀県　医療施設
　  発注者●滋賀県病院事業庁

　  設計者●株式会社内藤建築事務所

●湘南鎌倉バースクリニックー神奈川県　医療施設
　  発注者●医療法人沖縄徳洲会

　  設計者●株式会社DESIGNSHIP

●イオンモール出雲ー島根県　商業施設
　  発注者●イオンリテール株式会社

　  設計者●株式会社熊谷組中四国一級建築士事務所

●道の駅ましこー栃木県　商業施設
　  発注者●益子町

　  設計者●株式会社マウントフジアーキテクスタジオ一級建築士事務所

●APAホテル福島駅前ー福島県　宿泊施設
　  発注者●アパホーム株式会社

　  設計者●株式会社日企設計

●福岡看護大学ー福岡県　教育施設
　  発注者●学校法人福岡学園

　  設計者●株式会社梓設計

●牧之原太陽光発電設備建設工事ー静岡県
　  発注者●スズキ株式会社

●四ツ木斎場ー東京都　冠婚葬祭施設
　  発注者●東京博善株式会社

　  設計者●株式会社石本建築事務所

●華立やすらぎの杜ー岐阜県　冠婚葬祭施設
　  発注者●多治見市

　  設計者●株式会社久米設計

●日本電産株式会社 
　本社 ANNEX 
　グローバル研修センター
　ー京都府
　  発注者●日本電産事務所

　  設計者●株式会社熊谷組
　　　　　　関西一級建築士事務所
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新たな技術の開発 熊谷組は、さまざまな分野を視野に入れ、柔軟な思考と高度な知識を存分に生かし、常に新たな技術開に挑戦しています。

■吹付けコンクリートの遠隔操作技術の開発

切羽から離れたクリーンな操作室から吹付けコンクリートを遠

隔操作する技術を開発。より安全で快適な労働環境でのトンネル

工事が可能になりました。

遠隔操作による吹付け状況

遠隔操作状況

IoTを利用した風向・風力のリアルタイム表示

■IoTを利用した
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（コーポレートコミュニケーション室）

高める、つくる、そして、支える。

このパンフレットにはDVDがございます。
  必要なお客様は、担当者もしくは下記コーポレートコミュニケーション室までご連絡ください。

くまがいニュース

私達は「エコ・ファースト企業」として
環境大臣より認定されています。


