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特 集
支える
現場力

作業所長　野呂 昌司

純国産の再生可能エネルギーとして水力発電所の価値が再認識されています。
熊谷組が進める北海道電力の新得発電所プロジェクトは、
将来のエネルギーを巡る社会課題の解決に貢献するプロジェクトです。

自然との共存を図り、難工事に挑む
水力発電所のリニューアルプロジェクト

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。

　熊谷組が現在工事を進める北海道電力の新得発電所プロ
ジェクトは、1956年に運転を開始した上岩松発電所（1号）
の老朽化に伴うものです。隣接する土地を掘削して、延長
27.0ｍ、高さ30.65ｍ、幅15.5ｍの発電所構造物を新設し、
その地下空間に水車や発電機などを設置します。また、水
圧管路や放水路の一部は既設流用することから、接続工事
としてトンネル掘削なども実施します。
　新得発電所は、これまで利用されていなかった余水放流
を有効活用することにより、旧来の上岩松発電所（1号）と比
較して最大出力は3,100kW増の23,100kWになります。
老朽化した発電設備をリニューアルするとともに、再生可
能エネルギーの導入拡大に寄与するプロジェクトです。
　

　しかし、それは容易なプロジェクトではありません。硬い
岩盤を深さ25ｍまで掘削する難工事に加えて、隣接する上
岩松発電所（1号）を稼働させたまま工事を進めるため、振動
などの影響を抑える必要があります。さらに周辺には希少
猛禽類であるクマタカが棲む深い森が広がり、自然環境へ
の繊細な配慮が求められます。プロジェクトで現場の作業
所長を務める野呂昌司は次のように話します。

「工事計画の全容を聞いたとき、これは難易度の高い工事にな
ると直感しました。土木関連のリニューアル工事に豊富な経
験を持つ熊谷組においても非常に挑戦的なプロジェクトだと
思っています」

再生可能エネルギーの拡大に貢献するプロジェクト

工 事 名 新得発電所新設工事のうち土木本工事　
発 注 者 北海道電力（株）
請負形態 （株）熊谷組・荒井建設（株）共同企業体
工事場所 北海道川上郡新得町字トムラウシ

（十勝ダム下流）
期 間 2019年2月4日～ 2022年6月23日

工事概要 発電所基礎工（本館躯体）
放水池トンネル
放水路トンネル
ゲート立坑
水圧管路基礎工
土捨場工

45熊谷組グループ コーポレートレポート2020



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

　2019年7月から始まった掘削工事の難易度が増したの
は深さ7ｍ、硬い岩盤の地層に到達したときからです。そ
れまでの重機による機械掘削から、発破による掘削に切り
替えました。明かり工事における発破工事というとダイ
ナミックなイメージがあるかもしれませんが、今回のプロ
ジェクトでは自然環境や既存の発電所への影響を考慮し
て、振動や騒音を最小限に制御する必要がありました。
　100グラム単位での火薬量の調整、火薬を設置する深さ
や間隔、発破の段数、1回当たりの面積など、熊谷組がこれ
まで現場で蓄積してきたノウハウを数多く投入し、所長の
野呂と副所長で発破作業を計画しました。また、既存の発
電所内をはじめ複数箇所に振動計を設置し、そこで収集し
たデータを次の発破作業にフィードバックさせました。さ
らに特に騒音・振動を考慮しなければならない箇所の掘削
には、低振動の非火薬破砕剤を用いています。

　現場の社員が一丸と
なっていくつもの壁を乗
り越え、掘削工事が完了
し た の は2020年3月。
設計通りに掘削された現
場の全景を見下ろしたと
き、感無量だったと野呂
は振り返ります。

　2020年3月に掘削工事が完了し、現在、プロジェクトは
発電所の構造物を構築するステージに進んでいます。この
後も、既設発電所停止後の水圧管路との接続、別に掘削した
立坑からの放水路トンネル接続のための掘削など難易度の
高い施工が続き、新
得発電所が完成する
のは2022年6月の予
定です。約3年半に
も及ぶプロジェクト
に込められた想いを
所長の野呂は次のよ
うに語ります。

「新得発電所は、現場の私たちだけでなく、本社や北海道支店
など数多くの社員の技術と知恵が結集された、“オール熊谷
組”といえるプロジェクトです。この現場で新しいノウハウを
蓄積するとともに、お客様の信頼を獲得し、今後も増加する水
力発電所のリニューアル工事の受注に結びつけていきたいと
思っています」

　貴重な国産エネルギーとして、長年にわたって北海道の、
そして日本の発展を支えてきた水力発電。近年、再生可能
エネルギーとしてその価値が再認識されています。一方で
老朽化した水力発電所も数多く、新設を含め、そのリニュー
アルが将来のエネルギーをめぐる社会課題の解決策として
注目されようとしています。熊谷組は独自に培った技術力
で社会課題の解決に貢献し、お客様と共に歩み続けます。

全国でも例の少ない
硬く、深い岩盤の掘削工事に挑む

将来のエネルギーをめぐる
社会課題の解決に貢献

北海道電力では2020年4月、「ほくでんグループ経営ビジョン2030」を策定
し、その中の重要な取り組みのひとつとして再生可能エネルギー発電の拡大
を掲げています。現在、北海道電力が保有する53ヵ所の水力発電所は、そ
の再生可能エネルギーの一翼を担うものです。既設の水力発電所の再開発
となる新得発電所プロジェクトは順調に進んでおり、熊谷組は期待を上回る
力を発揮していると感じています。このような厳しい条件が重なる水力発電
所のリニューアルは、北海道電力にとっても初めてといえるような経験です。
このプロジェクトでの蓄積が今後の貴重なノウハウになると期待しています。

再生可能エネルギーの一翼を担う
水力発電所の再開発

北海道電力株式会社　新得水力発電所建設所

所長
小山田 和 様

土木課長
武田 宣孝 様

特 集
支える
現場力

自然との共存を図り、難工事に挑む水力発電所のリニューアルプロジェクト

 詳しくはWEB
熊谷組の仕事ピックアップ　https://www.kumagaigumi.co.jp/works/pickup/sasaeru/sasaeru_2020-1.html

全体の構造を可視化するために3Dプリンターで
作成した縮小モデル

お客様との関わり

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）社員に対する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、CSの取り組みに対する社内表彰や講演会
などを実施しています。

２）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

（2019年度は17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 21年になりました。2019年度

の相談件数は517件で、即日1次対応100％4年連続達成
（98%以上8年連続達成）しています。

１）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。
2019年度は 58件の回答をいただきました。

　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。“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 2008年から
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 

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将来の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
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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

熊谷組の主なCS活動

感動の先にある“しあわせ品質”

お客さま相談室
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業務効率化・生産性向上
　現場の長時間労働の是正は全社的に最重要課題であるた
め、業務の効率化・生産性向上の施策の一つとして、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
ムを立ち上げ、具体的な課題を洗い出し、その解決方法、実
用化について検討を重ねました。その中でも「施工管理・安
全書類の推進」では、インターネット上で現場における業務
管理や労務安全書類の作成や管理を行えるシステムを導入
しています。また、「電子商取引の推進」では、お客様や協力
会社のみなさまとの業務効率化や生産性向上のため、受発
注等のやりとりをインターネット上で行うWeb-EDIシス
テムの構築を進めています。
　これらの実施事項は実効性を高めるためにタスクチーム
から各部署の日常業務へとビルトインしており、今後も新た
な課題について引き続き業務効率化・生産性向上を図って
いきます。

年度計画の各施策
● ハイリスク者への取り組み
　社員の健康診断結果はすべて産業医による入念なチェッ
クが行われ、フォローが必要な方には受診・面談の勧奨なら
びに継続的なサポートを行っています。また、長時間労働
による脳・心臓疾患やメンタルヘルス不調を防止するため、
対象者への疲労蓄積度チェックリストと希望者への産業医
面談を毎月欠かさず実施しています。その他にも、海外、
震災復旧現場など特別な環境下にある職場については産
業医による訪問や社員面談などによる特別なフォローアッ
プを行っています。
● メンタルヘルスに関する取り組み
　メンタルヘルスに関わる取り組みとしては、ストレス
チェック、社員研修（セルフケア＆ラインケア）、職場復帰
支援等、一次予防から三次予防まで幅広く活動を行ってい
ます。また、社員の健康意識向上および相談しやすい雰囲

人権に関する従業員への研修について
　熊谷組では新入社員に対し、人権問題について研修を
行っています。内容としては、①なぜ企業が人権を大切にす
るのか ②当社の人権に対する取り組み ③様々な人権問題

（女性、障がい者、同和問題、ハラスメント全般）について
理解を深める機会としています。

LGBTに関する取り組み
　性的指向・性自認に対する知識を正しく理解するため、
新入社員研修時に基礎知識を学ぶ時間を組み込んでいま
す。また、LGBTへの理解促進のために社内ポータルサイ
トにて啓発記事を掲載しています。社内規程において性的
指向・性自認に対する差別的言動を禁止する項目を追加し、
匿名で相談ができる社内相談窓口を設置しました。

意識改革
　働き方改革の推進には制度や環境の整備だけではなく、
社員の意識改革の取り組みも併せて実行していくことが必
要と捉えています。そのため熊谷組では定期的にトップメッ
セージを発信し、社長方針や各本部・支店の年度目標に働
き方改革につながる施策（時間外労働の削減や業務の効率
化の取り組み等）を設定し、個人の年度目標にも年次有給休
暇の取得予定日を設定するなど、社員一人ひとりがワークラ
イフバランスを重視する意識を持つよう取り組んでいます。
● スモールスタートプロジェクト
　意識改革に関する取り組みの一環として、一人ひとりの
働きがいに繋がる小さな改革を積み上げていくことを目的
とした「スモールスタートプロジェクト」を2019年8月に立
ち上げました。社内会議の生産性をより高めるために「会議
10か条の策定」、外部講師を招いての「IT講座の開催」等を
実施し、さらに2020年6月より服装の選択肢の拡大として

「オフィスカジュアルの実施」を全社的に試行するなど、社員
の意識・環境を変える取り組みを継続的に進めています。

　熊谷組は、優良な健康経営を実践している法人として、
経済産業省と東京証券取引所が創設した「健康経営優良法
人（ホワイト500）」の認定を2016年度より4年連続で取得し
ています。また、このような当社の取り組みについて、全国
建設業労働災害防止大会において2年連続で当社産業医に
よる登壇発表を行い、建設業労働災害防止協会より表彰を
受けました。今後は社員だけではなく、熊谷組の現場で頑
張る作業員の方々への健康施策も強化していく予定です。

従業員との関わり

　熊谷組の働き方改革は、社員誰もが意欲をもって仕事に取り組み、それぞれの能力を最大限に発揮できる環境を創出する
ために 2018年 4月に本格始動しました。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、一人ひとりが活力をもって働きがいのある会社になることを目指しています。

　熊谷組では社員の健康を何よりの経営資源として捉え、
本社人事総務部内に統括産業医と保健師を中心とした健康
推進室を設置し、全支店の産業医ならびに健康推進担当者
が連携し合いながら社員の健康を全面的にサポートできる
体制を整えています。「心とからだの健康づくりプログラム」
として当社としての社員健康推進計画を年度毎に策定し、
PDCAのスパイラルアップを図った健康推進活動を行って
います。

改革の3本柱 数値目標と達成時期
取り組み実績

指標 2018年度 2019年度

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

達成した
社員の割合 98% 99%

2019 ～ 2020年度は、
年間960時間以内（月平均80時間）
に制限する

達成した
社員の割合 97% 97%

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

達成した
社員の割合 63% 100%

2020年度までに、
年間平均で10日以上の年休を取得する

平均取得
日数 7日 8日

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） 復帰率 100% 96%

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）
離職者数 3名 1名

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 取得率 5% 21%

※ 2020年 3月現在（少数点以下は四捨五入）

働き方改革アクションプラン

働き方改革の推進 健康経営

人権について

熊谷組行動指針
-企業市民宣言-

「人権」の尊重と公平・平等
人格と人権を尊重し、公平・平等の原則に基づいた
企業活動を行い、それぞれの個性がのびのびと発揮
できる創造的な企業集団を目指して参ります。

　熊谷組行動指針において以下を宣言しています。

① 健康に問題を抱えている社員への支援
② 長時間労働による健康障害の防止
③ 健康診断の適切な運用
④ メンタルヘルス不調の未然防止
⑤ 心身の健康保持増進のための取組み
⑥ 産業保健資源の積極的な活用

社員健康推進年度計画（2020年度）

気づくりを目的として、健康通信や社員健康インタビュー
の定期配信、健康講演会やウォークラリーを始めとした各
種健康イベントの実施等を行っており、社員からは運動習
慣が改善しただけでなく職場の雰囲気が良くなったなど
の声も聞かれています。

啓発記事
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■ 支える 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

「宿布発電所」跡地にて熊谷組幹部と熊栄協力会本部役員で記念撮影

パートナー企業・取引先との関わり

　熊谷組は取引先選定の際の透明性の確保やリスク管理、
環境への配慮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、公正かつ明瞭、合理性を基本とした
購買業務を運用しています。

　熊谷組は、一般社団法人日本建設業連合会の「労務費見
積り尊重宣言」に則り、建設技能者の適切な労務賃金を明
示した協力会社の見積書の提出要請を徹底し、その内容を
確認した上で、これを尊重することとしています。

　熊谷組の協力会社880社（2020年4月1日現在）で組織さ
れる「熊栄協力会」は、「熊谷組と熊栄協力会会員相互が良
きパートナーとして連携協力しながら、QCDSE全般にわ

たり活動し、良好な職場環境づくりを推進する」という方針
のもと活動を行っています。

　2018年度に熊谷組と熊栄協力会の土木系専門工事会社
17社で「KUMA-DECS（クマデックス）」というチームを結
成し、ここ数年、頻発している地震、豪雨、洪水、地すべり、
暴風などの自然災害の応急復旧業務に備えています。建
設業の重要な役割の一つである災害時対応に取り組み、
人々の暮らしを守り支える活動を展開しています。
　2019年度は、支部横断型の活動として展開されている 

“工種別分科会” も３年目を迎え、本部主催の研修会や勉強
会だけでなく支部間の交流も活発に行いました。そして、
その成果を担当者レベルで簡単に共有できるように全面リ
ニューアルした熊栄協力会ホームページなどを活用して迅
速に全国の会員に水平展開し、熊谷組と熊栄協力会の全体
的な施工品質の向上を図っています。
　10月には笹島会長をはじめとする熊栄協力会本部役員
が、熊谷組の創業者の墓参と熊谷組初の請負工事となる宿
布発電所跡地の訪問をしました。熊谷組の創業の精神を
確認し、熊谷組と熊栄協力会の更なる発展を誓いました。

　2020年度は、活動目標を
１. 安全成績　死亡災害「０」　度数率０．５以下
２. 施工中の重大な品質事故０件
３. 施工中の重大な環境事故０件　

とし、「信頼勝ち取るプロの技　一致団結ものづくり」のス
ローガンのもと本支部事業活動計画を確実に実施していき
ます。
　また、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・推
進、業務の効率化を進めるためのICTの導入・活用、電子
商取引の促進、外国人労働者をめぐる新たな制度（特定技
能制度）への対応など様々な課題に積極的に取り組む予定
です。
　新型コロナウイルスの感染拡大に際しては、感染拡大防
止措置として熊谷組都合により工事を一時中断した場合、
休業せざるを得なかった作業員に対する独自の『休業支援
金』制度を創設し、各作業員に対して一日あたり一定額を
一律支給するなどの支援を実施しました。
　また、熊栄協力会ホームページに、厚生労働省が公開し
ている「新型コロナウイルスに関する企業・労働者向けＱ＆
Ａ」を掲載し、会員に対して周知展開を図っています。

購買業務に関する規定

熊栄協力会

　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

（2020/3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：4回、うち経営陣参加 4回）、個別ミーティング・
電話会議（同：74回、うち経営陣参加 7回）を実施しました。
　2019年度においては、香港の情勢不安や新型コロナウイ
ルス感染拡大により、一部計画していたIR活動を中止せざ
るを得ませんでしたが、一方で当社グループが事業を拡大
している台湾の投資家訪問や証券会社主催の投資家会議に
参加するなど、新たな取り組みも実施しました。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大の深刻化に伴い、在宅
勤務や時差出勤、分散就業を推進し、緊急事態宣言発令時は
特定警戒都道府県において約6割の工事を一時中断しまし
たが、決算についてはリモートワークツールを活用するなど

して作業を進め、5月13日に今年度決算の公表に至りました。
次期の業績見通しについても、今般の感染症が事業活動や財
政状態にどの程度の影響を及ぼすかは投資判断に重要であ
るため、一定の条件を設定し業績予想値として開示しました。
　その後の機関投資家向け決算説明会はオンラインでの開
催となりましたが、決算説明資料において、中期経営計画で
打ち出した新規投資計画の進捗状況や提携している住友林
業との協業状況の詳細を記載したほか、新型コロナウイル
ス感染拡大による業績へのマイナス影響、プラス影響およ
び財政への影響を具体的に示すなど、当社グループをより
早く、より深くご理解いただくための情報開示の充実に積
極的に取り組んでいます。
　今後も株主・投資家の皆様に当社グループの持続的成長
の確かさ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。

株主・投資家との関わり

業績への影響

財政状態の安全性

新型コロナウイルスの感染拡大による影響

投資家との積極的対話

● 景気下支え策としての公共工事の増加
● デフレーションによる工事コストの低下
● 医療、倉庫・流通施設の増設、移転
● 海外における生産拠点の日本回帰や再編に伴う
 工場等の増設、移転
● 生活・社会インフラの整備
● テレワーク増加に伴う通信インフラの整備
● 行動様式の変容に合わせたリニューアル工事の増加
● 集約型から分散型オフィスへのシフト
● Ｍ＆Ａの進展
● 再開発事業に係る不動産購入コストの低下

● 景気後退に伴う民間企業の設備投資の減少
● インバウンド需要縮小に伴う宿泊施設等の新設減少
● 官庁工事における公告・入札の延期
● 追加設計変更交渉等の難航
● 海外工事減少に伴う国内競争の激化
● 工事中断に伴う工程遅延
● 部材の納入遅れによる工程遅延
● 発注者、施工協力業者の倒産リスクの増加
● 感染症対策に伴うコストの増加

● 自己資本比率は約 40％あり、比較的安全性は高い状況
● 流動比率も 150％を超え、現預金も一定割合確保しており、支払能力は高い
● コミットメントライン 200億円を設定しており、突発的事態にも対処可能

リスク 機会

新型コロナウイルス感染拡大は、当社グループにリスクだけでなく、機会もあると予想

※ なお当社グループの 2021年 3月期の業績につきましては、2008年のリーマンショック時と同程度の受注高の落ち込みを想定して、業績予想値を算定しています。

熊栄協力会組織図 総会

企画運営委員会
監事

本部事務局
企画部会 働き方改革部会 建設キャリアアップ

システム部会

北海道 九州東北 首都圏 名古屋 北陸 関西 中四国

本部理事会
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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

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。

2019年 11月 公益財団法人 日本デザイン振興会

2019年度グッドデザイン賞
カテゴリー 13建築（中～大規模集合住宅）部門

「ブランズ六番町」

2019年 12月 一般財団法人 日本ダム協会

令和元年度 ダム建設功績者表彰（工事関係）
北陸支店 土木部　梅田 秀典 
関西支店 土木部　種谷 淳

2020年 1月 千葉市

千葉市都市文化賞2019　景観広告部門　優秀賞
幕張ベイパークのサイン　

2020年 1月 公益社団法人 日本建築家協会

JIAゴールデンキューブ賞 2019/2020　特別賞
KUMAGAI STAR PROJECT
ウォールアートワークショップ　

2020年 4月 一般社団法人 日本建築学会

日本建築学会賞（作品）
「道の駅ましこ」　

2019年 6月 一般社団法人 日本建設機械施工協会

日本建設機械施工大賞　選考委員会賞
「不整地運搬車（クローラキャリア）の
自動走行技術の開発」
国土交通省九州地方整備局熊本復興事務所との共同受賞

2019年 6月 一般社団法人 東京都建築士事務所協会

第45回東京建築賞　東京都知事賞
「ゆいの森あらかわ」

2019年 7月 一般財団法人 エンジニアリング協会

2019年度エンジニアリング功労者賞
「北薩横断道路北薩トンネル出水工区」

2019年 10月 高層ビル・都市居住協議会

過去50年間で最も影響力のある高層ビル50棟
「中国銀行香港支店ビル」「TAIPEI 101」

社会からの評価　（2019年6月～2020年5月）

2019年 11月 木材利用推進中央協議会

令和元年度 木材利用優良施設コンクール
林野庁長官賞

「日向市役所」

地域社会との関わり

　熊谷組は 2019年 5月より、独自の社会貢献活動の仕組
み「熊谷組スマイルプロジェクト」の運用を開始しました。
　これはマッチングギフトの仕組みを応用したもので、事業
所や部署など地域で行う社会貢献活動に参加した熊谷組の
社員数を集計し、年度ごとの累計人数に応じた社会貢献費
を熊谷組が拠出するものです。
　2019年度は 879名の社員が、環境・教育・福祉・地域へ
の貢献などの分野で 108件の活動を行い、熊谷組は 879万
円の社会貢献費を拠出することとしました。

　拠出金の使途は、当社独自の社会貢献活動である
KUMAGAI STAR PROJECTへの協力、社会課題に取り
組む 4つの団体への支援などに充当することとしました。

　2020年度、熊谷組が寄付を行うのは以下の団体です。
● 認定NPO法人 JUON NETWORK
● NPO法人 子育てひろば全国連絡協議会
● 公益財団法人 日本対がん協会
● NPO法人 全国こども食堂支援センター・むすびえ

　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。
　2019年度は熊谷組の社員が先生となって環境学習を実
施するほか、7月初旬には本社ロビーで展示しているホタ
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、地域の方を招待しました。また
夏休みのラジオ体操の指導なども行いました。
　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。2019年度は
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。

　当プロジェクトは、2015年から始めた熊谷組の営業拠点
のある国で行う「国際社会貢献としての学校校舎建設」プロ
ジェクトです。これまでにミャンマー連邦共和国にて３校の
小中学校校舎を建設しました。３校目のミョーハウンイース
ト小中学校は、外務省より日メコン交流年2019事業の認定
を受け実施しました。ソフト面の支援として、本年1月、2校
目の学校に本と図書棚、住友林業に提供いただいた木のお
もちゃを贈呈、３校目には図書棚に加え、寄贈先の学校の子
どもたちへ奨学金の支給も予定しています。
　また、ミャンマーの厳しい教育環境の中で学ぶ子供たちが
参加した、校門修復にまつわるウォールアートイベントが評
価され、JIAゴールデンキューブ賞特別賞を受賞しました。

熊谷組スマイルプロジェクト

地域社会への貢献 KUMAGAI STAR PROJECT

「日メコン交流年2019」
ロゴマーク

 詳しくはP28
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