
つくる
独自の現場力でしあわせ品質を届ける

「独自の現場力」ーー。
熊谷組グループではすべての社員が現場の一員です。
お客様のことを深く知り、学び、その想いに共感し、
さらには私たちがつくるものを使う人、
10年後も 20年後もそこに集う人を思いやり、
その気持ちにこたえるために
どうお役にたてるかを考え、行動します。
建造物の外形的、機能的な品質はもちろんのこと、
そこに集う人、そこを使う人が満足し続けられる

「しあわせ品質」をお届けするために、
わたしたちは安全・品質・環境No.1を目指して、
ものづくりに取り組みます。

　「Ｄタワー豊洲」は、大和ハウス工業が開発を進める高層
複合ビルです。1階にレストランや店舗、2～3階にトレー
ニング施設、そして6～16階に330室のホテルが入ります。
この建設プロジェクトで作業所長を務める山田正温は建物
の特徴を次のように話します。
　「このDタワー豊洲では、“初”といえるものが2つあり
ます。ひとつは、東京オリンピック・パラリンピックの強化
選手を見据えたトレーニング施設。これほど大規模な施設
はおそらく世界でも類を見ないと思います。もうひとつは、

建物の外壁ECP（押出成形セメント板）に高層専用工法を
採用した最初の物件となりました」
　低酸素環境下トレーニングとは、標高2,000ｍ以上の高
地に相当する酸素濃度の環境で行うトレーニングのこと。
短時間で効率よく持久力の向上などが見込めると言われ、
マラソンや競泳などの競技で「高地トレーニング」が取り
入れられています。しかし、海外の高地に遠征するには費
用や時間などの負担が大きく、一部のトップアスリート向
けの方法と考えられていました。

世界でも類を見ない大規模トレーニング施設

工事名称 （仮称）Dタワー豊洲新築工事　
事 業 主 大和ハウス工業株式会社
発 注 者 豊洲６丁目4-1B開発特定目的会社
設 計 者 株式会社伊藤喜三郎建築研究所　
工事場所 東京都江東区豊洲6-4
期 間 2017年10月5日～2019年 9月30日

工事概要 構造：鉄骨造
規模：地上17階	地下1階	塔屋1階
用途：低酸素（高所トレーニング）運動施設（HAT）・ホテル・店舗
高さ：70.75m
建築面積：3,753.65m2

延べ床面積：27,605.99m2

特	集
大規模な低酸素環境下
トレーニング施設と
ホテル、商業という3つを融合させた

「Dタワー豊洲」。
そのプロジェクトを推し進める
エネルギーは、
技術力と人間力をかけあわせた、
熊谷組ならではの現場力です。

つくる現場力 ：

世界でも類を見ない複合施設を
東京の湾岸エリアに
出現させる

25

作業所長　山田 正温
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独自の現場力でしあわせ品質を届ける

　「リスク管理の不徹底」に起因する労働災害が増加傾向に
あります。危険予知能力を高め、リスクを低減する行動につ
なげて労働災害を防止する努力を続けます。

２.ラインアンドスタッフ管理体制の充実
作業所を支援する各部門はシステムに基づいた役割を確実に実
践しています。
ラインである施工部門は安全部門と連携し、作業所の安全衛生
管理を指導・支援する体制を維持しています。
施工計画においては本社・支店の経験者等が参画してリスクを
見逃さず、リスクアセスメントを実施して災害・事故防止を徹
底します。日常的な安全点検は作業所社員と職長会が一体とな
り危険を排除し、その状況を本社・支店・熊栄協力会が違った
目線で点検する支援・指導体制を充実させて労働災害防止を実
施します。

３.安全衛生教育の充実
本社・支店・熊栄協力会では、年度の教育計画に沿って社員、事
業主および職長、作業員に対し危険予知能力向上の教育と安全
衛生マネジメントシステム教育を実施しています。
すでに1万人を超える職長が、厚生労働省の安全衛生教育等
推進要綱に基づいた「職長能力向上教育」を受講しています。
2018年度は全国で12回開催、延べ300名以上の職長が受講
しました。

４.高齢者災害・転倒災害防止の強化
高齢者の災害や転倒災害については当社も取り組みを強化する
べき課題です。
高齢者の災害防止については、身体の衰えを自覚しつつ、豊富な
経験を活かしてもらう意識教育と「思いやりステッカー」の貼り
付けを継続しています。また、墜落の恐れがある作業では年齢制
限や許可制を設けて取り組んでいます。
転倒災害防止については、平衡感覚を養う「KST運動」を正しく
行い、職場の整理整頓と安全な通路を確保する基本事項を徹底
的に実施します。

１.安全・安心で快適な職場環境の整備
支店長、作業所長、協力会
支部長、職長会会長、働く
人全員がそれぞれの立場
で「安全宣言」を表明し、
日建連の「快適職場表彰制
度」に基づいた全員参加に
よる安全・安心で快適な職
場環境を実現します。

　Dタワー豊洲では、この低酸素環境を2・3階合わせて
総面積約2,500m2という空間で実現します。しかも3階
には、50mと25mの屋内競泳プールが設置されます。こ
れほど大規模な低酸素環境下トレーニング施設を都市の
中心部で実現するのは世界初の試みと言えます。
　「地下に窒素ガス発生装置などを設置し、所定の酸素濃度
にミキシングした低酸素空気（O2濃度14～17%）を作り、
半密閉状態にある施設へと供給します。プールの水面上な
どさまざまな環境で均一な酸素濃度を実現しなければなら
ず、試行錯誤しながら細かな改良を積み重ねています」
　試行錯誤ということでは、これも初となるECPの施工で
も同様です。実物の外壁と模型により、建具の形状や各部位
の寸法を決め、外部から浸水した場合の排水ルートや実際
の手順を確認し施工に反映しました。

つくる現場力 ： 世界でも類を見ない複合施設を東京の湾岸エリアに出現させる

　2018年度の安全衛生目標は「度数率0.5以下」を掲げ、
年度計画を実施し労働災害防止を最優先に取り組みました
が、目標にいたりませんでした。
　2019年度は安全衛生品質環境方針に基づき「人命尊重
を最優先」を徹底し、重篤な災害を根絶して、安全衛生目標
達成に向けた安全衛生管理を行います。

プラチナ認定垂れ幕　二俣川作業所

安全な職場環境を目指して

2018年度の安全成績

安全衛生マネジメントシステムによる
PDCAサイクルの実践

危険予知と考動の徹底

安全成績業界No.1へ向けて

目　　標 度数率 0.5以下

実施事項

繰り返し類似災害・事故の防止
（「安全宣言運動」の継続）
１	墜落災害の防止
２	車両系建設機械災害・事故の防止
３	転倒・高齢者災害の防止
４	熱中症の予防
５	公衆災害に繋がる工事事故の低減

システム運用の徹底
６	ラインアンドスタッフ管理体制の徹底
７	専門工事業者の安全衛生管理体制の強化
８	支店の重点指定工事の指導・支援の強化
９	心とからだの健康づくりプログラムの実施

第83期（2019年度）安全衛生管理計画書（抜粋）

　熊谷組では、安全衛生マネジメントシステムの導入から
20年近く経過し、その間、建設業労働災害防止協議会の「コ
スモス認定」を業界で初めて取得しました。重篤な災害は
確実に減少しましたが、度数率の推移では一時上昇傾向が
続きました。過去の災害分析、行政指導等などから実行可能
な安全目標を揚げ、法令遵守、社内基準遵守について徹底し
た点検・改善を行います。2015年度から2017年度の前中
期経営計画期間中には掲げた3ヶ年の目標を達成でき、業
界トップクラスの成績に返り咲きしました。2018年度から
の本中期経営計画においても業界トップクラスを維持して、
更なる業界No.1を目指すため、社長・各支店長が先頭に立
ち、三現主義を徹底して安全と健康を最優先します。

　山田は、豊富な経験を活かして困難なプロジェクトをマ
ネジメントするとともに、自らの目線で進捗をチェックして
います。
　「今回のDタワー豊洲では、3階に大型プールや大浴場が
入ることもあって、特に防水や外部からの止水を含め、総合
的に気を配っています。気になる箇所については若手社員
を連れて現場で直接工事の指示をしています」
　山田が現場で話し合うのは社員ばかりではありません。
職長から若手まで作業員にも気さくに声をかけています。
　作業所長自ら気になる部位は納得できる形になるまで
何度でも足を運ぶスタイルの理由を、山田は「自分は臆病
だから」と言います。この言葉は「こだわり」と置き換える
ことができます。現場で若手社員と一緒になって考え、その
技術や姿勢を伝える。作業員と同じ目線で安全を確認する。
熊谷組の現場力はこのような細部にこそ宿っているのです。
　Dタワー豊洲は、東京駅から4km圏内にあり交通アクセ
スにも恵まれ、東京オリンピック・パラリンピックに向けて
インバウンド需要が期待されています。また、晴海地区に
ある選手村と各競技場の中間に位置し、今後は各競技のト
レーニングに利用されアスリートたちの活躍を支えること
になります。
　「Dタワー豊洲では、2階のトレーニング施設の下階にレ
ストランが入居する計画です。そのため、下階に対する防音・
防振も重要となり、これまで経験したことのない重量床衝
撃音の対策が必要となります。大規模な低酸素環境の実現
をはじめ、この現場で鍛えられた技術力は熊谷組にとって
また新しい蓄積となるはずです」
　熊谷組は、世界初の試みに挑戦できるよう、これからも
独自の現場力を鍛え続けていきます。

　オリンピック・パラリンピック関連の建設が相次ぐこの
時期、国内の現場では資材や作業員の不足が深刻な課題に
なっています。特に豊洲地区は激戦区と呼ばれる地域であ
り、工程管理をいっそう難しくしています。

　「通常の建設であれば、工程表を作成し、それに合わせて
資材や作業員を手配していきます。ところが、現在の状況で
はそれだけでは工程を進めることができません。モノやヒ
トの状況に合わせて柔軟に工程を組み立てていかなければ
ならないのです」

現場力は細部に宿る

3階に設置される屋内競泳プール

模型を使いながら説明する山田所長

特	集

	WEBサイトに特集の詳細版を掲載しています。
https://www.ku.kumagaigumi.co.jp/
works/pickup/tsukuru/tsukuru_2019-1.html
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独自の現場力でしあわせ品質を届ける

　お客様の信頼に応える「建設サービス業」の提供、環境負
荷の低減およびより良い環境の創出を図ることを目的に「品
質環境マネジメントシステム」を再構築し、2016年4月よ
り運用しています。品質環境マネジメントシステムは図1の
体制で運用しています。

　環境保全活動の中長期目標を「エコ・ファーストの約束」に、
生物多様性の取り組みを「生物多様性への取り組み方針」に
定め、実践しています。個別のプロジェクトにおける品質保証
および環境保全の取り組みは、人材・技術・情報などの経営資
源のもと、お客様の要求事項および事業特性等の把握、リス
ク・機会の特定を含む計画（P）、実行（D）、確認・点検（C）、見
直し・改善（A）のサイクルを回して実施しています。（図2参照）

環境上のリスクと機会については、当社の事業環境および事業活動
の特性等を考慮して特定しています。以下に主なものを示します。

信頼に応える品質保証と環境保全

基本的な考え方
熊谷組は、事業活動を行うにあたり
■	 日々の暮らしが生物多様性の恩恵に支えられていること
■	 人間が行う様々な活動によって、生物多様性が深刻な危機
に直面していること

■	 建設業と自然との関わりの深さを認識し、生物多様性の保
全と持続可能な利用に積極的に取り組む

取り組み姿勢
生態系への配慮を事業活動に取り込み、全社で実施する
１．設計および施工における取り組み
２．法令遵守
３．技術開発
４．社会貢献活動

「エコ・ファーストの約束」（抜粋）

図 1　品質環境マネジメントシステム体制

環境に関する主なリスク・機会

図 2　品質環境マネジメントシステム概念図

「生物多様性への取り組み方針」（骨子）

1. 建設事業を通じて「低炭素社会」の構築を推進します。

2. 工事現場において「循環型社会」の形成を推進します。

3. 「自然共生社会」を目指し、生物多様性に配慮した取り組み
を推進します。

4. 環境に配慮した技術、手法の開発、改良、普及に努めます。

5. 地域社会の環境保全活動に積極的に参加します。

6. 環境情報を積極的に開示し、コミュニケーションに努めます。

社会・環境・利害関係者 本社・支店の管理部門
個別プロジェクト（作業所）

プロジェクト運営・管理

パトロール点検
社内検査
システム監査

計画の見直し
プロジェクト総括
アフターケア

指導・支援

進捗確認・統括管理

方針・リスク・機会の特定
年度計画

リスク・機会の特定
設計図書検討
施工検討会

受注工事引継会
要求品質・事業特性等の把握

社長による見直し
（マネジメントレビュー）

経営資源
（人材・技術・情報など）

実行 Do

確認・点検
Check

計画 Plan

見直し・改善
Act

社長

総括品質環境管理者

支店総括品質環境管理者

本部長

支店長

本部

支店

部署長

部門長

部署長・作業所長

品質環境委員会

支店品質環境委員会

支店品質環境専門部会
支店システム監査チーム

品質環境専門部会
システム監査チーム

（1） 総量ベース 2020年度 2030年度 2050年度

CO2排出量目標（万t-CO2） 4.8 3.7 1.8

削減率（%）
1990年度比 87 90 95

2013年度比 25 42 71

（2） 原単位ベース 2020年度 2030年度 2050年度

CO2排出量目標（t-CO2／億円） 20.6 16.4 8.2

削減率（%）
1990年度比 50 60 80

2013年度比 18 35 67

気候変動 廃棄物 生物多様性

リスク

種類 物理・移行リスク 移行リスク 移行リスク

内容 事業継続困難 政策、法の強化 政策、法の強化

対応 想定される状況での対応策事前検討

機会

種類 市場 資源効率 製品とサービス

内容 新規事業への
参入

リサイクルの
向上 新技術の開発

対応 中期経営計画による

※ グリーン購入率　工事出来高1億円に占めるグリーン調達品目購入費の割合。

（1） 2020年度　
混合廃棄物排出量
目標

建築作業所 土木作業所

全現場
10kg／延床面積m2未満

全現場
0.5t／億円未満

（2） 2020年度
グリーン購入率※

目標

建築作業所 土木作業所

15%以上 21%以上

※目標値は熊谷組単体

社外評価の活用

品質環境マネジメントシステム

つくる

　熊谷組グループは、「企業の品質経営度調査」（（一財）日本科学技術連盟）、「環境経営度調査」（日本経済新聞社）の結果をも
とに優位性や課題を探り、マネジメントシステムの継続的改善に活用しています。

2016 2018201420122010

1
3
5
7
9
11

1
11
21
31
41
51

年度

総合建設業順位 全産業順位

熊谷組グループの「品質経営度ランク」

2017 20182014 2015 2016

1
3
5
7
9
11

年度

総合建設業順位

熊谷組グループの「環境経営度ランク」※偶数年度のみ実施

15

43

2 2 1 2

6
2

22 27 9
7

5 5

10

優位性 ： 品質経営の拡がり（協力会での品質改善活動）
 顧客価値創造（技術開発体制の変更、技術創出）
 部門間連携力
課　題 ： 市場不良コストの更なる傾向分析
 新技術開発の有効性に関する指標

優位性 ： 生物多様性への対応、
 グリーン調達と環境配慮製品サービスの提供
課　題 ： 温暖化対策、廃棄物・水資源対策への取り組み

エコ・ファースト企業として

「エコとわざ」表彰式で熊谷組賞を授与　
　熊谷組が加盟するエコ・ファースト推進協議会では、毎年全国の小中
学生から、「エコとわざ」を募集しています。2018年の作品テーマは「美しい
自然を未来に残すために、私たちは何をしたらよいのかな」。
　当社は、東京都の中央区立日本橋小学校	細川奏音（ほそかわ	かのん）
さんの作品「SDGs	世界のみんなの合言葉」を「熊谷組賞」として表彰し
ました。
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独自の現場力でしあわせ品質を届ける

　2000年以降、工事現場において、アイドリングストップ、
車両の点検整備、省燃費運転等の削減活動を行いほぼ計画
通りにCO2排出量を削減することができ、スコープ1、2に
ついては2020年度目標の達成に向けて推移しています。
2020年度以降の削減対策については現在検討を進めてい
ます。また、スコープ3については、図に示すように当社の
スコープ1、2、3全体の97％を占めています。特にカテゴ
リ1と11の合計はスコープ3の88％を占めています。カ
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グリーン購入率（施工） （工事出来高1億円あたり）
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CO2排出量 ： 原単位※1（施工＋オフィス）（スコープ1、2※2）

t-CO2／億円
※熊谷組単体

熊谷組のCO2排出量実績

熊谷組の2020、2030、2050年度の目標値

日本政府の目標値
（2013年度比26%削減）を
適用した場合の目標値

CO2排出量 ： 総量 （スコープ1、2、3※2） ※熊谷組グループ

スコープ1
7.6万t-CO2
（2.6%）

スコープ2
2.0万t-CO2
（0.7%）

カテゴリ1 49.2%
（購入した製品・サービス）

カテゴリ 2 0.3%
カテゴリ 3 0.2%
カテゴリ 4 0.9%
カテゴリ 5 0.7%
カテゴリ 6 0.0%
カテゴリ 7 0.0%

カテゴリ 12 9.1%

カテゴリ11 36.3%
（販売した製品の使用）

2018年度
CO2排出量

297.1万t-CO2

スコープ3 287.4万t-CO2（96.8%）

スコープ3の内訳※3

※1	工事出来高1億円あたりのCO2排出量
※ 2 スコープ 1	事業者自らによる温室効果ガスの直接排出
	 	 （燃料の燃焼、工業プロセス）
　 スコープ 2	他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
　 スコープ 3	スコープ1、スコープ2以外の間接排出
	 	 （熊谷組グループの事業活動に関連するサプライチェーン全体の排出）
※ 3 スコープ3はカテゴリ	1～7、11、12について算定
	 2018年度より算定範囲・算定方法を見直し
	 カテゴリ	12は熊谷組単体および施工系グループ会社を算定

※2017年度より建設汚泥を含んでいます

※熊谷組単体

※2018年度実績／熊谷組単体

環境目的 2018年度目標 2018年度実績 評価 2019年度目標

CO2 排出の削減
土木 53.7t-CO2/億円以下 44.4t-CO2/億円 達成 46.7t-CO2/億円以下

建築 11.2t-CO2/億円以下 10.0t-CO2/億円 達成 10.7t-CO2/億円以下

混合廃棄物発生の削減
（ゼロエミッションの推進）

土木 0.33t/億円以下 0.74t/億円 未達 0.27t/億円以下

建築 5.92kg/m2以下 5.43kg/m2 達成 5.74kg/m2以下

グリーン購入の推進
土木 グリーン購入率15.9％以上 12.8％ 未達 18.5％以上

建築 グリーン購入率14.0％以上 11.9％ 未達 14.5％以上

施工部門
主要
投入資材

●	鉄筋	 18.9	万t
●	セメント	 6.7	万t
●	生コンクリート	 182	万t
●	鉄骨	 12.5	万t

投入
エネルギー

●	電力	 27,765	千kWh
●	軽油	 23,292	kl
●	灯油	 7	kl
●	水	 370	千m3

オフィス部門
●	電力 	 3,703	千kWh
●	用紙 	 115	千kg
●	水 	 29	千m3

施工部門 （スコープ1、2）
●	CO2 	 7.5	万t-CO2
●	NOx 	 65	t
●	SOx 	 103	t

廃棄物
●	発生量 	57.0	万t
●	再資源化・縮減量 	55.3	万t
●	最終処分量 	 1.6	万t

オフィス部門 （スコープ1、2）
●	CO2 	 0.2	万t-CO2

2018年度環境目標と実績評価および2019年度目標（施工）

事業活動と環境への影響

INPUT 事業活動

土木工事
完成工事高
1,116億円

トンネル、ダム、
造成地など

建築工事
完成工事高 
1,954億円

事務所、病院、
学校など

OUTPUT

つくる

　安全衛生品質環境方針のもと、熊谷組は、エコ・ファース
ト企業（P28参照）として積極的に環境負荷低減に努めていま
す。熊谷組グループの環境保全活動は、お客様をはじめ多く
の方々から評価をいただいています。

　「安全・品質・環境No.1」達成のためには、熊谷組の協力
会組織「熊栄協力会」との連携が必要不可欠です。

　熊谷組と熊栄協力会は安全衛生目標として「度数率0.5
以下」を掲げています。「支店間相互パトロール」「職長会
パトロール」「事業主パトロール」などを実施し、安全な職
場を目指しています。

　熊谷組と熊栄協力会は支店ごとにモデル現場を定め、年

　2017年度より熊谷組は熊栄協力会の会員企業の中で、担
い手確保や育成などに積極的に取り組んでいる事業所の事
例を他の会員企業に広く水平展開しています。2018年度か
らは、厚生労働省の「つなぐ化」事業の参加を活用し、高校生
を対象に現場での作業体験を行い、建設業の魅力を熊栄協
力会と共にアピールしています。（関連ページP37「熊栄協力会」）

安全衛生

品質・環境

担い手確保・育成

熊谷組グループの環境保全活動

信頼に応える品質保証と環境保全

“ものづくり”はパートナー企業とともに
に一度、熊栄協力会主催のもと活動発表会を行っています。
活動発表会では、品質確保や生産性向上、環境保全活動を
テーマにしたモデル現場の活動状況を会員に広く展開して
います。

環境保全関連法令の遵守
　2018年度は、環境法規制等の違反を未然防止するため以
下の取り組みを行い、環境法規制等の遵守に努めています。
①	本社環境法規制担当者による本社集中社員教育での環
境法規制の教育（6回）

②	支店管理者等への教育（2回）および処理施設視察会（北
海道）を開催

※	2018年度において、法違反による罰金、科料はなく、訴
訟も受けていません。

環境事故
　2018年度は、環境事故は発生していません。

	海外（華熊營造股份有限公司）のCO2排出量・廃棄物発生量は
ホームページをご覧下さい。
https://www.kumagaigumi.co.jp/csr/
environment/ecofirst/index.html

テゴリ11については環境に配慮した設計により取り組み
は既に始まっていますが、スコープ3の削減に向けて今後
もさらに取り組みを進めていきます。
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