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　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
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　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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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。
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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。
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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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