
特	集

中四国支店 副支店長　山下 文章 

異業種JVによる高速道路で初めてとなる大規模な更新・修繕工事において
熊谷組は総合建設業ならではの力を存分に発揮し、
各社の技術とノウハウを連携させて、社会を支えています。

支える現場力 ：

社会を支え、人々の生活を支える
高速道路をリニューアルする

支える
お客様とともに歩み続ける

私たちがつくるのは単なる建物や構造物だけではなく、
そこに集う人々とともにつくり上げていく
コミュニティです。
完成後も運営、維持管理、修繕、再生まで一貫して携わり、
新しい物語が生まれ続けるくらしの舞台を、
時代や世代をこえて支え続けていきます。
お客様とともに歩み続ける責任感を胸に。
これからも私たちは
新たなチャレンジを続けていきます。

　中国自動車道は、中国地方の中央部を東西に貫くように
走る高速道路です。瀬戸内海沿いの山陽自動車道とともに、
中国地方を支える大動脈となっています。2017年7月、こ
の中国自動車道のほぼ中央部、岡山県内の北房IC～大佐
スマートIC間上り線で異業種JVによる大規模なリニュー
アル工事がスタートしました。熊谷組は、このプロジェクト
の全体統括および土木工事を担っています。共同施工方式
による異業種JVは、高速道路の大規模更新・修繕事業では
初の取り組みであり、注目を集めています。
　このプロジェクトのキーパーソンのひとりである熊谷組

中四国支店の副支店長、山下文章は次のように話します。
　「今回のプロジェクトは熊谷組と、床版取替工事を担う
オリエンタル白石、鋼トラスト橋の部材補修を行う日本橋梁
の3社によるJVとなっています。熊谷組は、のり面補強など
の土木工事を行うとともに、プロジェクト全体の取りまとめ
も担い、中核的な役割を果たしています」
　山下は、業界の動きに先駆けて各社に呼びかけ、共同の
勉強会を積み重ねてきました。今回のプロジェクトでは、
勉強会で検討した技術やノウハウが随所に活かされてい
ます。

全国で初となる大規模更新・修繕プロジェクト

工事名称 中国自動車道（特定更新等）
北房 IC～大佐スマート IC間
（上り線）土木更新工事　

発 注 者 西日本高速道路（株）
施 工 者 （株）熊谷組

オリエンタル白石（株）
日本橋梁（株）
特定建設工事共同企業体

設 計 者 西日本高速道路
エンジニアリング中国（株）　

工事場所 岡山県真庭市～岡山県新見市
期 間 2017年7月～2021年2月

工事所長 原田	雅弘
作業所長 的場	重道
工事概要 橋梁床版取替（7橋、延長1,416m）

鋼トラス橋部材補修（2橋）
床版取替工　約15,000m2
（プレキャストPC床板約680本）
水抜きボーリング工　約7,600m
かご枠工　約10カ所
グラウンドアンカー工　8本
トンネル覆工補強工　1式
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お客様との関わり

高める
つくる
支える お客様とともに歩み続ける

３）アフターケア体制の整備
　「建物カルテ」による依頼・問い合わせ、瑕疵情報等の一
元管理を行い、社内で情報を共有しています。

４）社員に対してのCS意識浸透
　社員に熊谷組のCS意識を浸透させ、「全員参加のCS」を
実現するために、講演会の開催やメールマガジンの配信を
実施しています。

１）CSヒアリング
　ご愛顧いただいているお客様だけでなく、お付き合いが
途切れてしまったお客様についても経営幹部が訪問を行
い、お客様の本音の声を直接お聞きして経営に活かします
（2018年度は18件実施）。

　通常の業務時間内だけでなく夜間・休日も応対できるよ
うにフリーダイヤルを設け、日本全国に出動拠点を配置し
24時間受付体制を確立し20年目を向えました。2018年
度の相談件数は546件で、即日1次対応100％３年連続達
成（98%以上7年連続達成）しています。

２）お客様の声アンケート
　お客様に建造物を引き渡して3年後に総括的評価のアン
ケートを実施しています。回答内容に速やかに対応すると
ともに、全体分析を行い、設計、施工、営業活動やアフター
フォローに役立て、大切な経営情報として活用しています。

　熊谷組は1998年にCS推進室を、翌年全支店に「お客さ
ま相談室」を設置しました。
　「お客様に感動を」の企業文化を定着させ、その先にある
“しあわせ品質”をお届けできるように組織連携を図り、お
客様からの評価の向上に努めています。熊谷組のCS機能

は、経営企画本部に置かれており、お客様の声が直接経営に
反映されるよう組織設計をしています。またCS部門の社員
全員を対象とした研修を毎年実施し、プロフェッショナルな
人材育成に努めています。

アンケート項目
●	出来栄え　　●	アフターケア　　●	連絡窓口の対応
●	当社社員の仕事の進め方　　●	建造物の性能やデザイン
●	総合評価（2018年追加）	

アンケートの目的
●	2年目定期点検で区切りとなるお客様との接点を3年目にまで
広げ、良好な関係の継続を図る

●	お客様が気にされている不具合の芽を早めに拾い出す
●	不満足の記述があった場合は速やかにお客様を訪問し、信頼の
回復を図り、加えて徹底した原因究明によって再発防止を図る

感動の先にある“しあわせ品質”をお届けします

熊谷組の主なCS活動

お客さま相談室
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アンケート結果の推移

● アフターケア全般

0% 20% 40% 60% 80% 100%

● 建物の出来栄え全般

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■期待以上　■期待通り　■ほぼ期待通り　■やや期待外れ　■期待以下

　このプロジェクトは、中国自動車道の北房IC～大佐ス
マートIC間上り線の約17kmにわたる区間において、７つの
橋の床版取替をはじめ、鋼トラス橋の部材補修、のり面補強、
トンネル補強など複数の補修工事を並行的に実施するもの
です。北房IC近くにある作業所事務所では、熊谷組をはじ
めJV3社の約30名の社員がチームとなって作業に取り組
んでいます。
　「作業の中でもメインとなるのが、7つの橋での床版取替
工事です。すでに２橋が完了しており、今年度は3橋を実施
します。現在がまさに工事の山場というわけです」
　そう語るのはプロジェクトの現場を統括する作業所長の
的場重道です。また、現場の管理やNEXCO西日本との調整
などを担当する工務課長の桑田聖久は次のように話します。
　「大規模なリニューアル工事ならではの難しさもありま
す。たとえば新設の工事であれば基本的に設計図の通りに
進めていけばよいのですが、この工事では作業の途中で新
たな補修箇所を見つけることもあり、臨機応変に対応して
いかなければならないのです」

支える現場力 ： 社会を支え、人々の生活を支える高速道路をリニューアルする

　2018年7月に中国地方を襲った西日本豪雨では、上熊谷
地区における災害復旧工事を担うなど、地域社会を支える
活動に取り組んでいます。そのプロジェクトを担当する的場
と桑田は口を揃えて次のように話します。
　「リニューアル工事は、これからの日本の社会の変化を考
えると、非常に重要となる技術であり経験です。現場では
社員の誰もが誇りを持って仕事に取り組んでいます。今後、
ここで得た経験や知識を若い社員たちに伝えていきたいと
思っています」
　高速道路ばかりでなく、一般の道路や橋、トンネル、さら
に公共施設など、いま日本では社会インフラの老朽化が深
刻な社会問題となっています。このような社会のニーズに
的確に応え、ビジネスチャンスに結びつけていくために、
熊谷組では新たに橋梁
イノベーション事業部を
立ち上げました。このプ
ロジェクトをはじめさま
ざまな現場で蓄積した
経験を礎に、熊谷組はこ
れからも日本の社会を
支えていきます。

熊谷組ならではの総合力を発揮

特	集

	WEBサイトに特集の詳細版を掲載しています。
https://www.kumagaigumi.co.jp/
works/pickup/sasaeru/sasaeru_2019-1.html

　今回のプロジェクトでは毎週ミーティングを重ね、NEXCO西日本にとっ
て最重要の命題である「安全・安心」についても密接に情報の共有を図り、
万全の体制のもとに工事を進めています。熊谷組は、このプロジェクトに加
えて、上熊谷地区での応急復旧工事でも力を発揮し、私たちも大きな信頼を
寄せています。
　大規模な更新・修繕、激甚災害への対策などばかりでなく、サービスエリ
アの活用や地域との連携など、これから高速道路にはさらに新しい機能や価
値が求められてきます。熊谷組をはじめ多くの企業との連携を深め、社会を
支えるインフラとして革新に取り組んでいきたいと考えています。

VOICE 社会を支えるインフラであり続けるために NEXCO西日本（西日本高速道路株式会社）
中国支社　津山高速道路事務所

作業所長　的場 重道 工務課長　桑田 聖久

副所長
西山 晶造 様 

改築課長
安野 克彦 様 
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　熊谷組では、経営および事業活動に関する情報を、適正、
公正かつ迅速に開示するよう努めています。
　投資家サイドとのエンゲージメントとしては、決算説明会
（2019/3月期実績：2回、うち経営陣参加2回）、スモールミー
ティング（同：6回、うち経営陣参加6回）、個別ミーティング・
電話会議（同：86回、うち経営陣参加14回）のほか、現場・
施設見学会（同：2回）を実施しました。
　2018年度は当社グループをより早く、より深くご理解い
ただくためにIRツールの内容の充実にも努めました。当社
ホームページでは、ユーザーのニーズに合わせて各種経営

① 長時間労働の是正
　長時間労働の是正を進めるために、熊谷組では労働時間
に数値目標を設け、労働時間の削減に取り組んでいます。ま
た、2021年度までに全事業所（適用困難事業所を除く）で
週休二日を実現するために、「株式会社熊谷組アクションプ
ログラム」を策定し、適正な受注活動、協力会社への支援、
自助努力の徹底などに努めています。

② 有給休暇の取得促進
　社員研修やeラーニング・社内ポータル等を用いて、制度
の浸透や理解、休暇取得の促進につなげています。また期首
には会社の年間休暇に加え、年休計画取得日、年休取得奨励
日、ノー残業デー、統一土曜閉所日など、社員のワークライ
フバランスに関わる休暇の予定を開示し、計画的な年休の
取得を促進しています。また年休取得数の見える化を推進
し、低調な社員に対しては取得促進フォローアップを実施し
ています。

③ 柔軟な働き方改革
　熊谷組では多様な社員が柔軟な働き方を実現するため
に、環境整備に取り組んでいます。特に出産・育児や介護を
行う社員を支援するための様々な制度を整備し、それら制
度や法律等をわかりやすくまとめた「両立支援ハンドブッ
ク」を作成し、社内には相談窓口を設置しています。育児休
業については出産後継続勤務を希望する女性の100%が利
用しています。また介護については専門的知識も必要なこ
とからNPOの協力を得て、社外に相談できるシステムを構
築しています。

　熊谷組の協力会社で組織される「熊栄協力会」は、発足４
年目を迎え、868社（2019年 4月1日現在）がパートナー
企業として共に活動しています。
　2018年度は、支部単位の活動のほか、2017年度からス
タートした「工種別分科会活動」の支部間交流会が相次い
で開催されました。それに伴い、その成果等を迅速に全国
の会員に水平展開する方策の一つとして、協力会のホーム
ページを全面的にリニューアルしました。
　本部のトップページをはじめ、各支部の掲示板を一新
し、活動内容や成果などを簡単に掲載できるように改善し
ました。

　熊谷組は、取引先選定の際の透明性の確保やリスク管理
や環境への配慮などを目的に、購買管理規定を策定してい
ます。
　これをもとに、当社の経営理念に謳われる「企業市民」の
立場で法令を遵守し、公正、明瞭かつ合理性を基本とした購
買業務を運用しています。

〈 業務効率化・生産性向上 〉
　業務の効率化・生産性向上を重要な施策と捉え、2018年
7月に「現場支援推進」「施工管理・安全書類の推進」「電
子商取引の推進」「ペーパーレス推進」の４つのタスクチー
ムを作りました。タスクチームには首都圏支店の主要部署

の代表も入り、施策を作
業所等で試験運用し、利
用する社員の意見を取
り入れながら実用化に
向けて準備を進めてい
ます。

指標をグラフ化、ESG関連のコンテンツを設けるなどの対
応や、株主総会招集通知や決算説明資料の刷新を行いまし
た。
　また重要性が増している海外投資家に向けて、各種IR
ツールの英訳版の作成や経営トップによる海外投資家訪問
を行いました。
　今後も株主・投資家の皆様に当社グループの持続的成長
へ向けた各種取り組みを理解していただき、適正な株主価
値が形成されるよう、引き続き積極的にIR活動を推し進め
ていきます。

従業員との関わり 株主・投資家との関わり

パートナー企業・取引先との関わり
　また、ここ数年、頻発している地震、豪雨、洪水、地滑り、暴
風その他の異常な自然現象などによる災害時の応急復旧業
務に備え、熊谷組土木事業本部と熊栄協力会内の特定した
土木系協力会社で構成されたチーム「KUMA-DECS(クマ
デックス)」が結成され、建設業の重要な役割の一つである
災害時の応急復旧工事に対応し、人々の暮らしを守り支え
る体制を作っています。
　2019年度は、建設業界の命題である技能者賃金水準の
向上、週休二日実現の推進、建設キャリアアップシステム※

の普及、業務の効率化を進めるためのシステムの導入・運
用、電子商取引の促進、外国人労働者を巡る新たな制度（特
定技能制度）の対応など様々な課題に取り組みます。

電子決裁を行う櫻野社長

購買業務に関する規定

熊栄（ゆうえい）協力会

株主・投資家への情報開示熊谷組の働き方改革の推進

高める
つくる
支える お客様とともに歩み続ける

支える

　社員誰もが意欲をもって仕事に取り組める環境を創出することで、社員一人ひとりの資質が高まり、それが会社・仕事をより
良い方向に変える原動力になる。そうした考えのもと、熊谷組の働き方改革は2018年 4月に本格稼働しました。推進部署の
設置に加え、数値目標・行動計画として「働き方改革アクションプラン」を策定し、社員一人ひとりが活力をもって働きがいの
ある会社を目指していきます。

改革の3本柱 数値目標と達成時期

長時間労働の是正
時間外労働に上限規制を設け、労働時間の削減に取り組む

●	2018年度までの時間外労働は、月100時間未満に制限する
●	2019～2020年度は、年間960時間以内（月平均80時間）に制限する

有給休暇（年休）の取得促進
年休取得の下限規制および平均取得目標を設け、年休の取得促進に取り組む

●	2018年度までに、年休取得日数を5日以上とする
●	2020年度までに、年間平均で10日以上の年休を取得する

柔軟な働き方の促進

仕事と生活の両立ができる柔軟な働き方を促進する
●	育児休業後の職場復帰率100%を目指す（2018～2020年度）
●	仕事と育児・介護の両立を理由とする離職者をゼロとする（2018～2020年度）
●	2020年度までに、男性社員の育児休業取得率を10%まで向上させる

働き方改革アクションプラン

	熊谷組の働き方改革についてはホームページをご覧下さい。
https://www.kumagaigumi.co.jp/csr/employee/hatarakikata/index.html

※建築キャリアアップシステム　技能者一人ひとりの就業実績や資格を登録する
システム
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高める
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支える

年間累計ポイント相当額の
資金を会社が拠出

会社からの拠出金を
社会貢献活動費に活用する

社員による社会貢献活動

報告A支店社員

社内ポータルサイトに掲載

資金の拠出
ポイント集計

費用の活用方法決定

社会に還元

システムフロー

B支店社員

C支店社員

D本部社員

本社システム主管部署

社外ホームページで紹介

※社会貢献活動に参加した社員１名につき、１ポイントがプラットフォームに付与されます。
１ポイントは１万円として社会貢献費に換算されます。

「道の駅ましこ」関係者

　熊谷組は、独自の社会貢献活動の仕組み、社会貢献活動
プラットフォーム　「熊谷組スマイルプロジェクト」を構築
し、2019年5月から運用を開始しました。　
　「熊谷組スマイルプロジェクト」はマッチングギフトの仕
組みを応用した当社独自の社会貢献活動プラットフォーム

　熊谷組の本社に隣接している新宿区立津久戸小学校と一
緒に環境学習や清掃活動などに取り組んでいます。
　熊谷組の社員が先生となって環境学習を実施しており、2
年生では「もったいない！」をテーマに、マイエコバッグを作
成します。３年生は「地域を知る」をテーマに、熊谷組本社
ビルの屋上に上がり、東西南北の方向にどのような建物や
施設があるかを学び、４年生には、地球温暖化や生物多様性
などについて学習を行っています。
　また７月初旬には、本社ロビーに展示しているホタルビオ
トープ※でホタル観賞会を開催し、津久戸小学校の児童や
津久戸幼稚園の園児とそのご家族や地域の方を招待して
います。
　新宿区の小学校で開催される「まちの先生見本市」には、
熊谷組グループとして毎年参加しています。第18回の
2019年は、区立花園小学校で開催され、環境をテーマに
ワークショップや体験学習を行いました。

　熊谷組は、建設事業を展開している海外にて、ゼネコンな
らではの社会課題解決への取り組みとして、2015年から
ミャンマーでの学校校舎建設にNPOと協働して取り組ん
できました。
　ミャンマーでは、教育水準を国際的なレベルに向上させ
るため、学校環境整備を重点事項として教育改革に取り組
んでいますが、現在も学校の教室が足りずに進学を断念す
るなど、厳しい環境で学んでいる子どもたちがいます。
　そこで、熊谷組の施工現場周辺の教室不足状況などを調
査し、これまでにティライン小中学校およびテピュチャウン
小中学校の校舎建設に携わりました。
　建設後も、NPOを通じて書籍の詰まった図書棚を進呈
したり、学校環境を豊かなものにするための壁画イベント
を開いたりと交流を続けています。
　今後も、当社から小さな幸せの輪がひろがる事を願いつ
つ、地域に根差した活動として取り組んでいく予定です。

※	ホタルの産卵から羽化までの生育に適した土壌環境、水環境の創出を通してホ
タルの棲める環境づくり（ホタルビオトープ技術）の普及展開を進めています。

　熊谷組は本社・支店・各地の作業所において、地域社会の一員として様々な活動を継続して実施しています。

地域社会との関わり

地域への貢献

社会貢献活動プラットフォーム「熊谷組スマイルプロジェクト」運用開始

KUMAGAI STAR PROJECT

で、当社の各拠点、作業所など地域ごとに社会貢献活動に
参加した社員数を集計し、年度ごとの累計参加人数に応じ
て会社が社会貢献費を拠出します。社会貢献費の使途は、
SDGsに代表される社会課題の解決を軸に検討し、より大き
な社会貢献活動の原資や寄付金として活用する予定です。

2018年11月	 一般財団法人	日本ダム協会

ダム建設功績者表彰（工事関係）
土木事業本部 ダム技術部　高木 秀和

2018年11月	 一般社団法人	日本建設機械施工協会

平成30年度	建設施工と建設機械シンポジウム
論文賞

「不整地運搬車の自動走行技術の開発」
土木事業本部　小林	勝、宮川	克己、北原	成郎

2019年2月	公益社団法人	日本ファシリティマネジメント協会
第13回日本ファシリティマネジメント大賞（JFMA賞）
特別賞

「FM（AM）手法によりアセットを有効活用し、
地域の活性化を目指す」
株式会社ガイアート　

2019年3月	 一般社団法人	日本建設業連合会

第4回	けんせつ小町活躍推進表彰　優秀賞
「熊谷組×大妻女子大学  女子大生が考えた仮囲いを実現」

2018年8月	 一般財団法人	エンジニアリング協会

創立40周年記念エンジニアリング功労者
経済産業省製造産業局長賞
華熊営造股分有限公司 董事長　稲 豊彦

2018年11月	 中華民国行政院労働部

2018年度国家職業安全衛生賞
華熊営造股分有限公司

2018年10月	 リデュース・リユース・リサイクル推進協議会
平成30年度
リデュース･リユース･リサイクル推進功労者等表彰
国土交通大臣賞

「発注者・優良産廃業者と連携し、
独自チェックリストを活用した小規模工事での3R活動」

（仮称）「グランドメゾン夙川千歳町新築工事」
施工者：（株）熊谷組	関西支店
発注者：積水ハウス（株）

社会からの評価　（2018年7月～2019年6月）

2019年5月	 一般社団法人ダム工学会

平成30年度ダム工学会賞　技術賞
船明ダム下流河床洗堀対策事業

2019年6月	 全日本建設技術協会

平成30年度全建賞
〔 建築部門 〕日向市新庁舎建設事業

2019年6月	 防衛省

令和元年度　特別優秀工事等顕彰
陸自宮古島（29）隊庁舎（A）等新設建設工事
熊谷組・共和産業・佐平建設建設共同企業体

2018年11月	 一般社団法人	日本建設業連合会

第59回BCS賞
「多治見市火葬場 華立やすらぎの杜」「道の駅ましこ」
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