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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。

　福井銀行は、1899年の設立以来、地域の皆様から「ふく
ぎん」の名称で親しまれ、福井県の経済を支え続けている
同県最大の地方銀行です。本店は、福井駅から東西に延び
る目抜き通りに面しています。古い部分は 1936年に建て
られ、福井大空襲でも焼け残ったという伝統のある建物で
あり、地域の皆様に親しまれています。
　現在、その福井銀行本店の建替プロジェクトが熊谷組と
地元の村中建設とのJVによって進められ、間もなく竣工
を迎えようとしています。

「地域のシンボルとなる建物だけに注目度も高く、北陸エリア
としては大規模なプロジェクト。いっそう気を引き締めて工
事に取り組んでいます」

　建替プロジェクトで作業所長を務める西本立雄はこのよ
うに話します。工事は 2018年５月、旧建物の解体からス
タート。映画館が近接する中心市街地という環境を考慮し、
事前に騒音や振動のシミュレーションを実施しました。解
体工事の段階から先進の技術を導入し、同年 11月、新築工
事に着手しました。

福井の街のランドマークを建て替えるプロジェクト

工 事 名 （仮称）福井銀行本店
建替プロジェクト新築工事　

発 注 者 （株）福井銀行
施 工 形 態 （株）熊谷組・村中建設（株）共同企業体
工 事 場 所 福井県福井市順化 1丁目 1-1　
設計・監理 （株）三菱地所設計
期 間 2018年 5月 1日～ 2020年 9月 30日

工事概要 構造：基礎免震鉄骨造一部CFT造
規模：地上7階  塔屋 1階
用途：事務所・集会所・駐車場
高さ：最高高さGL+41.82m
敷地面積：4482.82m2

延床面積：13297.61m2

熊谷組の発祥の地である福井県福井市の中心部にあり、地域の皆様から親しまれている福井銀行本店。
地元の建設会社とのJVによる建替プロジェクトが進められ、地域のシンボルとして新しい歴史が紡がれようとしています。

先進の技術力と現場の人間力
新しい地域のシンボルを創る

特 集
つくる
現場力

作業所長　西本 立雄
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 詳しくはWEB
安全衛生への取り組み　https://www.kumagaigumi.co.jp/csr/safety/index.html

　熊谷組は、建設業労働災害防止協会が 2008年に開始し
たCOHSMS（建設業労働安全衛生マネジメントシステム）
認定事業で、第 1号の全社認定を取得しました。2018年に
は、建設業を取り巻く環境の変化とISO45001の国際基準
に対応した「NEW COHSMS」が発行され、この認定更新
を受けたシステムを用いて労働災害防止を図っています。

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、PDCAサイクルをまわし
安全・安心で快適な職場を目指しています。多くの作業所では
日建連の「快適職場認定制度」の認定を取得しています。

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がシステムに基づいた役割を実施する
ことで安全衛生管理の向上を図っています。

３.安全衛生教育の充実
熊谷組の本社・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、職長および働く人たち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。

　新本店の設計には、福井県伝統の繊維産業にちなんだ
「紡ぐ」というコンセプトで、地域に関連したさまざまな意
匠や素材が取り入れられています。しかし、その独創的なデ
ザインを建物として具現化していくのは容易なことではな
く、熊谷組ならではの技術力と現場の人間力が随所に発揮
されています。
　印象的な外観を形づくっているのは、織物をイメージし
て縦格子のように組み合わされたアルミ製のルーバーで
す。施工にあたってはこのルーバーの性能を徹底的に検証
しました。

「なかでも困難だったのは騒音の原因となる風切り音の対策で
す。ルーバーの試作品を作り、茨城県にある当社の技術研究
所で風洞実験を行いました。そのデータを分析し、設計会社に
フィードバックして設計を改善してもらっています」（西本）

　また、外装の一部に使われているタイルは、福井県伝統の
越前瓦をイメージして製作したオリジナル。越前瓦と同じ
福井県産の土を使い、愛知県のメーカーに依頼して制作し
ています。内装についても 1階ロビーや 2階イベントホー
ルの壁面などに特産の黒杉や越前和紙などを使用し、新し
い地域のシンボルにふさわしい工夫を凝らしたデザインを
実現しています。

　福井銀行の本店は地域経済を支える拠点でもあり、大規
模災害などに備えた最新の防災・減災機能を取り入れてい
ます。大規模地震への対応として先進の免震装置に、自家
発電機も2台設置し、ゲリラ豪雨などによる近隣河川の水
害に備えた防潮板などの設備も配しています。
　また、このような耐震や高品質な空間づくりのために、
建物を支える構造部材にCFT（コンクリート充填鋼管）構
造や高流動コンクリートなどの技術を導入。高度な品質管

理を要求されるため本社の技術部門や技術研究所とも連携
して工事を進めています。このように、外観や内装ばかり
でなく、建物の躯体にも熊谷組の先進の技術が生かされて
いるのです。
　工事は2020年9月末に竣工の予定であり、年内には福井
銀行の新本店としての業務がスタートします。旧本店が建
てられてから八十数年が経ったいま、新しい街のシンボル
としての歴史が再び紡がれようとしています。

　2019年度は、「度数率 0.5以下」の安全衛生目標を達成し
ましたが、死亡災害が 2件発生しました。複数の死亡災害は
2005年以来となり、人命尊重を第一に掲げる当社として非
常に残念な結果となりました。安全設備の整備や安全作業の
ためのルールづくりを行いましたが、有効に使いこなせず、
不安全行動や行動ミスが起こりました。
　2020年度は安全衛生品質環境方針にある「人命尊重を
最優先」を再徹底します。安全衛生教育・指導の充実、安全
作業の基本ルールの確実な実践等により、重篤な災害を根
絶し、目標達成に向けた安全衛生管理を行います。

目　　標 死亡災害 0 ／ 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 車両系建設機械災害・事故の防止
２ 墜落災害の防止
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指導の強化
８ 支店安全重点管理現場の支援
９ 心とからだの健康づくりプログラムの実施

第84期（2020年度）安全衛生管理計画（抜粋）

　建設業界では多くの外国人材が活躍しており、それに伴い
労働災害も多くなっています。当社は「作業員基本教育」冊
子を外国語に翻訳し、事業者教育を支援しています。また、
新しく現場に入場する際に使用する安全衛生教育の資料に
ついても、外国語版を作成して作業所のルールを理解しやす
くするなど、外国人材
にとって安全・安心
な職場環境を目指し
ています。

　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、まわりで働く人たちからの声掛けを促す「思いや
りステッカー」の貼り付け、墜落の恐れがある作業には年齢
制限や許可制を設けるなど、高齢者を守る取り組みを強化
しています。
　2019年度は、こうした取り組みにより、増加し続けていた
高齢者の災害が減少しました。

　建替プロジェクトの現場では、協力会社を含め常時二百
数十名の作業員が工事に携わっています。このような多数
の作業員の安全を守り、効率よく快適に工事に取り組める環
境をつくるのも現場を統括する作業所長の重要な役割です。
また、月1回ほどのペースで若手社員の勉強会を開催してい

ます。作業所副所長の黒松
はこのように話します。

「この現場は20代・30代の若
手社員が中心になっていま
す。彼らが効率よく施工管
理でき、多くの経験を積ん
でスキルアップできるように
気を配っています」

　社員全員がタブレット端末とスマートフォンを携帯する
などITツールもフル活用。タブレット端末を使って、事務
所に戻ることなくその場で図面を確認したり、撮った写真
を送って相談したり、作業の効率が大幅にアップしました。
現場にWEBカメラを設置し、事務所のパソコンや手元のタ
ブレット端末で進捗状況を確認できるようにしています。
　充実した環境づくりは協力会社の作業員に対しても同様
です。女性の作業員に配慮した設備、外国人作業員に対応
した外国語マニュ
アルなど、ダイバー
シティを意識した
仕組みも多く取り
入れています。

地産の素材や意匠を
いかに建物として具現化するか？

防災をはじめ建物の基本機能にも最新技術を導入

人間力を高める、
効率よく快適な環境づくり

越前瓦をイメージした外装タイル 黒杉 越前和紙 勉強会

安全な職場環境を目指して
2019年度の安全成績

外国人材にも安全・安心な職場環境

高齢者にも安全・安心な職場環境

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

　熊谷組は、1999年にいち早く導入した安全衛生マネジメ
ントシステムにより、死亡などの重篤な労働災害が大幅に
減少し、安全衛生成績が大きく改善しました。
　2018年度からの中期経営計画において業界トップクラ
スを維持して、更なる業界No.1を目指すため、社長・支店
長が先頭に立ち、三現主義を徹底して安全の確保と健康の
保持増進を実践します。

安全成績 業界 No.1へ向けて

 詳しくはWEB
熊谷組の仕事ピックアップ　https://www.kumagaigumi.co.jp/works/pickup/tsukuru/tsukuru_2020-1.html

特 集
つくる
現場力

先進の技術力と現場の人間力　新しい地域のシンボルを創る

副所長　黒松 真樹

 労働災害度数率の
推移はP13
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お客様・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・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

　お客様の信頼に応える「建設サービス」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、1996
年にISO9001、1997年にISO14001の認証を取得し、継続
してマネジメントシステムを運用しています。最良の品質
は、品質保証体制、品質にこだわる人材、実効性あるプロセ
スが一体となって実現するものと考えています。当社は、人
材育成体系に基づき人材を継続的に育成し、品質保証体制
のもと各プロセスにおいて、計画（Plan）、実行（Do）、確認・
点検（Check）、見直し・改善（Act）のサイクルを回し、そ
の質を高めています（図 2）。

信頼に応える品質保証と環境保全

図 1　品質環境マネジメントシステム体制

図 2　品質環境マネジメントシステム概念図

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

　業務・作業の効率化、低コスト化などを目的として、「業務
改善・創意工夫提案制度」があります。業務の改善、創意工
夫、アイデアの提案を当社社員、協力会社社員から広く募集
し、2019年度は 239件の応募がありました。優秀な提案は
社内表彰されると同時に社内・協力会社共通のデータベー
スに登録され、各拠点、作業所で活用され安全性、品質、環
境、施工性の向上に役立っています。

　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）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。
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熊谷組グループの「品質経営度ランク」
※隔年実施のため2019年度は実施されませんでした
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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

■ つくる

最良の品質を目指して

品質にこだわる技術者の育成

業務改善・創意工夫提案制度 社外評価

受注工事引継会

社長による見直し

現場見学会・説明会

品質管理委員会

施工検討会

お客様による検査

QCDSEパトロール（建築）

システム監査

QCDSEパトロール（土木）

社内検査

協力会社によるパトロール

協力会社による検査

施工部門の 3 ～ 12年目の社員を対象とした 2か月間
の全寮制での施工図実習研修を行っています。他にも
品質管理能力の向上を目的として、躯体工事の品質管
理を指導する「施工技術研修会」や設備・電気工事に関
する知識を学ぶ「設備・電気研修会」を開催しています。

協力会社の研修 当社の熊栄協力会ではQ（品質）C（原価）D
（工程）S（安全）E（環境）に関する能力向上
を目指し、各種研修を行っています。

品質指導担当制度 各支店の建築部門にて「品質指導担当者」
を選任し、毎月各作業所の品質管理指導を
行っています。年に 2回、全国の品質指導担
当者が集まって研修を行っています。

全国技術発表会 日々進化する建築・土木の技術情報を共有し日
常業務での活用を目的に、当社開発技術や全国
の作業所で導入された新技術を全支店にテレビ
会議システムで中継した発表会を行っています。

2018 2019201720162015
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社員研修
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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。
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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（国内）

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 ） ※4
熊谷組グループ

スコープ1
7.4万t-CO2
（1.9%）

スコープ2
2.0万t-CO2
（0.5%）

カテゴリ1 35.4%
（購入した製品・サービス）

カテゴリ 2 0.1%
カテゴリ 3 0.3%
カテゴリ 4 1.3%
カテゴリ 5 0.0%
カテゴリ 6 0.0%
カテゴリ 7 0.0%

カテゴリ 12 0.8%

カテゴリ11 59.6%
（販売した製品の使用）

2019年度
CO2排出量
394.4
万t-CO2

スコープ3 385.0万t-CO2（97.6%）

スコープ3の内訳※3

環境目的 2019年度目標 2019年度実績 評価 2020年度目標

CO2 排出の削減
土木 46.7t-CO2/億円以下 40.1t-CO2/億円 達成 39.4t-CO2/億円以下
建築 10.7t-CO2/億円以下 7.2t-CO2/億円 達成 10.2t-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 0.27t/億円以下 0.65t/億円 未達 0.23t/億円以下
建築 5.74kg/m2以下 9.1kg/m2 未達 5.57kg/m2以下

グリーン購入の推進
土木 グリーン購入率18.5％以上 14.7％ 未達 21.0％以上
建築 グリーン購入率14.5％以上 12.8％ 未達 15.0％以上

施工部門
主要
投入資材

● 鉄筋 11.0 万t
● セメント 1.7 万t
● 生コンクリート 140 万t
● 鉄骨 10.3 万t

投入
エネルギー

● 電力 27,654 千kWh
● 軽油 22,264 kl
● 灯油 21 kl
● 水 317 千m3

オフィス部門
● 電力  4,262 千kWh
● 用紙  172 千kg
● 水  35 千m3

施工部門 （スコープ1、2）
● CO2  7.3 万t-CO2

● NOx  94 t
● SOx  148 t

廃棄物
● 発生量  63.3 万t
● 再資源化・縮減量  61.8 万t
● 最終処分量  1.6 万t

オフィス部門 （スコープ1、2）
● CO2  0.3 万t-CO2

2019年度環境目標と実績評価および2020年度目標（施工）　熊谷組単体

事業活動と環境への影響　2019年度実績／熊谷組単体

INPUT 事業活動

土木工事
完成工事高
1,222億円
トンネル、ダム、
造成地など

建築工事
完成工事高 
2,295億円
事務所、病院、
学校など

OUTPUT

信頼に応える品質保証と環境保全

環境保全関連法令の遵守
　2019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（5回）
② 支店管理者等への教育（2回）および地球温暖化対策施設

等の視察（北海道）を開催
※ 2019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
　2019年度は、環境事故は発生していません。

■ つくる 高める成長戦略会社紹介 つくる 支える ガバナンス 財務情報

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）

「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。

（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

リスク 機会

気候変動

● 社会制度、規制強化への
対応不足による競争力の
低下

● 平均気温の上昇による健
康被害の発生

● 異常気象に伴う工期の遅
延や資機材不足の発生

● 気候変動課題を解決する
技術、製品、事業の創出

● 環境配慮設計・施工に対
する顧客ニーズの高まり
による市場の拡大

● 自然災害の多発、激甚化に
伴うインフラ整備などの
需要の拡大

資源循環

● 法規制等の不遵守による
信用の失墜

● 法規制等の対応不足によ
る競争力の低下

● 循環型社会の構築に向け
た技術、製品、事業の創出

生物多様性
● 自然環境の破壊に伴う事

業の中断、中止
● 生物多様性保全に配慮し

た技術、製品、事業の創出

（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

　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。

　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。

　熊谷組は、エコ・ファースト企業として積極的に環境負荷
低減に努めています。2000年以降、工事現場におけるアイ
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
動により、ほぼ計画通りにCO2排出量を削減できています。
スコープ 1、2は 2020年度目標の達成に向けて推移してお
り、現在 2021年度以降の対策について検討を進めています。
　また、当社のCO2排出量全体の 98％を占めるスコープ 3
は、主にカテゴリ1と11の合計で全体の 95％を占めていま
す。カテゴリ11については、環境に配慮した設計により取り
組みが始まっており、今後更にスコープ 3の削減に向けた取
り組みを進めていきます。

環境保全活動 環境に関する主なリスク・機会

環境実績

 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

 詳しくはWEB
熊谷組の「エコ・ファーストの約束」　https://www.kumagaigumi.co.jp/csr/environment/ecofirst/index.html
海外におけるCO2排出量について―華熊營造股份有限公司（台湾）　https://www.kumagaigumi.co.jp/csr/environment/ecofirst/ecofirst01/

※2017年度より建設汚泥を含んでいます

※当社事業では温室効果ガス（CO2、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6）のうちCO2以外のCH4、N2O、HFC、PFC、SF6は排出していません

※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。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
※ 4 2019年度は海外を含み、スコープ 2の排出係数はマーケット基準

 詳しくはP43
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