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WEB https://www.kumagaigumi.co.jp/works/pickup/sasaeru/sasaeru_2021-1.html

工事概要

工 事 名 東北自動車道十和田管内高速道路リニューアル工事　
発 注 者 東日本高速道路（株）　東北支社　
工 期 2019年1月8日～2022年3月22日（３９カ月）
工 事 内 容 床版取替 5橋　トンネル補修 21本
受 注 者 熊谷組・ショーボンド建設JV

※ 乙型JV（分担施工型）
熊谷組：床版取替　ショーボンド建設：トンネル補修

　東北自動車道は、日本最長の高速道路です。東日本を
貫く交通の大動脈として、人々の暮らしになくてはならな
い役割を果たしています。近年では老朽化が進み、大規模
なリニューアルプロジェクトが計画されています。東日本
高速道路株式会社東北支社十和田管理事務所管内、岩
手県八幡平市～青森県平川市で進められているリニュー
アル工事もこのようなプロジェクトの一環です。熊谷組で
は、このプロジェクトにおいて5つの橋梁の架け替え工事
を担当しています。

「橋梁の橋桁の上に敷かれている床版を、耐久性の高いプレ
キャストPC床版に取り替える工事です。熊谷組では今回の
プロジェクトで、画期的な新技術を本格的に導入しています」

　このように語るのは、作業所長を務める町屋孝浩。そし
て、町屋が語る独自の新技術が「コッター床版工法」です。
　このコッター床版工法は、熊谷組をはじめとする4社で

共同開発した技術です。従来の工法
と比較し、施工スピードは約2倍、施
工人員は約1/2という大幅な効率向
上を実現しています。
　従来型の床版は、両端に鉄筋によ
る継手部分があり、現場でこの部分
にコンクリートを打設しなければな
りません。そのため、多くの労力と熟練の技術を必要とし
ていました。
　一方、コッター床版は、この接合部に独自に開発したコッ
ター式継手を使用。わずか約2cmという目地幅での接合
を可能にし、現場でのコンクリート打設を不要にしました。
　また、床版の99%をプレキャスト化することでコンク
リートの品質も高まっています。さらに部分的な取り替え
も可能など、これらの優れた性能によって土木学会技術
開発賞を受賞しています。

高速道路の老朽化という社会課題に向けて

高速道路は社会にとって動脈ともいえる重要なインフラ。
近年、その老朽化が課題となっており、各地でリニューアル工事が計画されています。
熊谷組は、先進の技術と卓越した現場力によって、このような社会課題の解決に貢献しています。

　東北自動車道十和田管内高速道路リニューアル工事
がスタートしたのは2019年8月です。最初に着手した小
坂川橋（下り線）では従来の工法を採用し、続いて小坂川
橋（上り線）、新遠部沢橋（下り線）でコッター床版を導入し
ました。この2橋梁では、一部に従来の工法も併用し、改良
も加えながらコッター床版工法による施工を進めました。
　そして2021年6月の、4つ目の橋梁となる天狗橋（上り
線）の工事から、コッター床版を全面的に導入し、継手も
よりコンパクトに軽量化された新型コッターに進化しまし
た。そして6月中旬、天狗橋でのコッター床版の設置作業
がスタート。他の工程との調整もあり、作業は夜間に行わ
れました。
　煌々とライトに照らされる現場で、巨大なコッター床版
がクレーンで吊られ、若い技術者たちの指示によって橋
桁の上に設置されていきます。位置や高さの調整はわず
かmm単位という高精度です。そして設置が完了すると、
作業員たちによって継手部分にくさびの金物が挿入さ
れ、ボルトで締め付けられます。
　その作業を落ち着いた表情で監督する町屋はこう話し
ます。

「現場で改善を進めているうちに作業もだいぶ習熟してき
ました。1枚のコッター床版の設置に要する時間は十数分
です。この天狗橋では1回に5枚を設置するので1時間20
分ほどで作業は完了します」

　さらに町屋は、現場だからこそ感じられるコッター床版
工法のメリットも多くあると話します。そのもっとも大き
なものは安全管理です。
　従来の工法では、現場でコンクリートを打設するため、
型枠を作ったり鉄筋を挿入したりするといった熟練を要
する作業も多く、安全管理に非常に神経質になりました。
しかし、コッター床版ではそのような作業も不要となりま
した。また、型枠がなくなったため、廃棄物も大幅に減ら
すことに成功し、環境面においても大きく貢献します。
　日本における高速道路の総延長距離は約9,071km

（2021年3月現在）になり、今後も各地でリニューアル
プロジェクトが計画されています。熊谷組では、このよう
な社会のニーズに応えていくために、都市部の高速道路
などに対応した、新たなコッター床版の開発にも取り組
んでいます。
　2021年秋には、現在の天狗橋に続いて、５つ目の橋梁
となる西石通橋（下り線）の工事に取り組み、およそ2年半
に及ぶプロジェクトは完了します。社会を支える先進的な
技術がまたひとつ、熊谷組の現場から飛び立とうとして
います。

巨大な床版の設置をわずか十数分で完了

卓越した技術力と現場力で、
社会と環境に貢献していく

価値創造の取り組み

特集1 高速道路のリニューアル工事に革新をもたらす
コッター床版工法のチャレンジ

作業所長　町屋 孝浩

作業現場の全景

コッター式継手

床版に埋め込まれた継手

継手の接合作業
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人財に関する基本的な考え方

ダイバーシティ企業として

個性ある多様な人財とともに

　熊谷組は「意欲と誇り、自信に満ちた社員に、多様な自
己実現の場を提供する活力ある企業集団を目指す」とい
う経営理念を掲げています。社員の多様性を認め、社員
が持つ能力を最大限に発揮できる環境を創出すること
が、会社の価値向上、企業としての成長につながるとして
ダイバーシティを推進しています。

推進体制
　2021年度ダイバーシティ推進部を新設しました。人事
総務部ダイバーシティ推進グループが担ってきた「多様
な人財が能力を最大限に発揮できる職場環境の整備」
と、働き方改革推進室が担ってきた「業務の効率化・業
務プロセスの改革」を統合して取り組み、多様性を深化さ
せ、競争力の強化につなげることを目的としています。

女性が活躍できる職場
　2015年12月から、熊谷組では女性活躍推進法に基づ
き、女性採用の割合を増やし、職場環境の整備を目的とし
た行動計画を策定して実施しました。

障がい者雇用の状況
　障がい者雇用における新たな取り組みとして、特別支
援学校生徒の職場実習を受け入れました。実習にあたっ
ては建設業について身近に感じてもらうため、現場見学
等も実施しました。複数の部署で実習を受け入れたこと
は、各部署の社員の意識改革にもつながりました。

2017年
6月

2018年
6月

2019年
6月

2020年
6月

2021年
6月

2.50
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1.50

％
法定雇用率2.30%
（２０21年3月1日より）

2.12 2.09
2.00

2.22 2.14

行動計画 2020年度末の実績

新卒採用者に占める女性割合を25％以上 24.4％

女性管理職数を
現在（2020年4月時点54名）の10％増 58名

子の出生に伴う
男性の休暇取得率70％以上  74.3％

2020年 10月 イクボスの育成と多様な人財が働きやすい環境の実現を目指し、
NPO法人ファザーリング・ジャパンが運営する「イクボス企業同盟」へ加盟

男性育休取得と促進のため、育休取得経験のある男性社員による座談会を実施

11月 LGBTQ相談窓口の設置や意識調査を行うなどの取り組みを進めたことが認められ、
企業のLGBTQへの取り組みの評価指標「PRIDE指標」の「ブロンズ」を受賞

2021年 2月 厚生労働省より女性活躍推進に係る認定である「えるぼし」の3段階目を取得

3月 経済産業省よりダイバーシティ推進を経営成果に結びつけている企業の先進的な取り組みを紹介する
令和２年度「新・ダイバーシティ経営企業100選」に選定

　建設業において労働人口の減少が懸念され、人財確
保はより困難になると認識しています。こうした状況のも
と、熊谷組では多様な人財が能力を最大限に発揮できる
環境・制度の整備に積極的に取り組んでいます。女性活
躍推進、障がい者雇用、定年後再雇用などを推進し、経営
を支える基盤として雇用環境整備に努めています。

採用について
　熊谷組は、従業員の高齢化や世代間の不均衡を解決
し、ダイバーシティを意識した採用活動を行っています。
　今後の業績推移等に基づき、５年後、１０年後の総社員
数・職種・年齢分布などを考慮し、採用計画を策定し、
新卒・中途採用を行っています。
　2019年度からはジョブリターン制度を設けました。退
職した社員で一定の条件を満たした場合は、再び入社して
いただき、他社での経験を活かせる環境を整えています。

関連情報 P13 従業員数・女性管理職数

関連情報 P48 働き方改革の推進について

価値創造の取り組み

WEB　人事関連データ　https://www.kumagaigumi.co.jp/csr/employee/date/index.html

女性活躍推進行動計画の実績　熊谷組単体

（策定期間：2021年1月～2022年12月）

ダイバーシティの推進　2020年度の主な取り組みと社会からの評価

障がい者雇用率の推移　熊谷組単体

　社長を委員長とし、各本部長で構成する「ダイバーシ
ティ推進委員会」、各部門の代表者による熊谷組に即した
具体的な制度・施策を検討する「働き方改革ワーキン
グ」を設置し、全社横断型でダイバーシティおよび働き方
改革を推進しています。

定年後再雇用の状況
　定年退職後65歳までの雇用を前提とした制度を運用
し、働く意欲のある定年退職者の雇用拡大に貢献してい
ます。定年退職者の技術力、営業力は熊谷組の貴重な資
産であり、途切れることなく次世代に継承したいと考えて
います。
　社員および組織の活性化を図ることを目的として、働
きやすい環境のための福利厚生も拡充しています。
2021年4月現在、在籍する定年退職者は353名です。

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

従 業 員 数 （名） 2,305 2,382 2,497 2,578 2,620

平 均 年 齢 （歳） 45.2 45.2 44.9 44.5 44.4

平 均 勤 続 年 数 （年） 20.7 20.5 19.9 19.5 19.5

従業員数および年齢・勤続年数の平均推移  熊谷組単体

ダイバーシティ推進委員会
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価値創造の取り組み

個性ある多様な人財とともに

価値創造の取り組み

品質にこだわる技術者の育成

　最良の品質は、品質保証体制、品質にこだわる人財、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。熊谷組は、人財育成体系に基づき人財を継続的

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。

社員研修
　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習
得する「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
　熊谷組の熊栄協力会では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。

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、熊谷組開発の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。

OFFJT教育（建築施工系職員）
　建築施工系職員に対して、工程に応じた現場状況を表
現できる操作方法の習得を目的として、ARCHICADや
Smart CON Planerの基本操作について、実機を使用し
た集合教育を支店ごとに少なくとも年間2回以上行って
います。

人財育成

役割・職務
（各自が職場で担っている期待や成果責任）

社訓
（全ての基礎・土台）

グループビジョン
（熊谷組が目指す姿）

高める、つくる、そして、支える。
独自の現場力を高め、
独自の価値（しあわせ品質）
をつくり、時代を超えて
お客様と社会を支え続ける

グループビジョンの
実現を推進する
社員のイメージを
「熊谷組が求める人財像」
として策定

求める人財像
(全社員に期待する姿)

熊谷組の理念体系

　「自らを高め、未来をつくり、人を支える」、そんな人財
の育成を目指して、様々な取り組みを実施しています。
2019年 4月に熊谷組の育成指針となる「人財育成計画」
を策定しました。

20192017 20182016
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研修名称 対象別
区分

対象者
（名）

受講者
（名）

受講率
（%）

 受講時間（時間）

総時間 一人当たり

新任ライン部長研修 役割 20 18 90 558 31
Ｍ２昇格者研修 昇格時 48 45 94 720 16
一次評価者研修 役割 198 164 83 1,312 8
新任管理職研修 昇格時 52 49 94 784 16
初級管理者研修 昇格時 36 34 94 544 16
新任指導職研修 昇格時 52 50 96 800 16
OJTトレーナー研修 役割 130 130 100 1,040 8
3年次研修 年次別 124 124 100 1,798 14.5
若手フォローアップ研修 年次別 117 115 98 6,900 60
新入社員研修 年次別 118 118 100 22,184 188

2020年度階層別研修受講の状況 年度別受講者数の推移

理念体系と求める人財像

ジョブ
ローテーション

複数の職場や異なった職務を経験することで、幅広
い知識と考え方を修得させることを目的にジョブ
ローテーションを行っています。
社員のキャリアと将来的に希望する職務や、社員一
人ひとりの適性を踏まえて、計画的、段階的な異動
により、キャリアパスを形成しています。

OJT

日常の業務を通して、上司および先輩が、部下およ
び後輩に対し、職務遂行に必要な知識、技能、態度
等を意識的、計画的、体系的、継続的に指導・育成し
ていきます。

「目標設定」「達成度確認」の面談を実施するととも
に、求める人財像に即したスキルの習得状況チェッ
クを行っていきます。

集合研修

OJTの補完と専門知識の修得、自己啓発の意欲を
向上させることを目的として、教育訓練や研修を計
画的に行っています。
社員が修得すべきスキルのガイドラインを定め、専
門知識を高めるための各分野別研修と階層別研修
を年次ごとに実施します。必要に応じてオンライン
開催に切り替え、コロナ禍においてもすべての階層
別研修を実施しています。

自己啓発支援
技術士、一級建築士などの公的資格の取得を奨励
し、受験者を対象に補講や模試を実施し、社員のス
キルアップにつながる自己啓発を支援、促進してい
ます。

階層別研修体系

年次別研修 昇職時研修 役割研修 選抜研修
次世代経営者育成研修

新任ライン部長研修
M2昇格者研修

一次評価者研修
新任管理職研修
初級管理者研修
新任指導職研修

OJTトレーナー研修
3年次研修

若手フォローアップ研修
新入社員研修

管 理 職 層

初 級 管 理 者 層
指 導 職 層

一 般 職 層
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WEB https://www.kumagaigumi.co.jp/works/pickup/tsukuru/tsukuru_2021-1.html

工事概要

工 事 名 熊谷組福井本店新築工事　
場 所 福井県福井市中央2丁目6-8　
工 期 2020年9月～2021年7月
構 造 鉄骨造＋木造　地上4階　

耐火建築
用 途 1階 エントランスホール、会議室

2階 展示室、打合わせスペース　
3・４階 事務室

延べ床面積 1,190.85m2

ZEB導入技術 

建 築 日射遮蔽、昼光利用（ライトシェルフ）、
高断熱、木質材料等

給排水衛生 小水量器具、雨水利用

空調・換気 高効率空気熱源ヒートポンプ、
潜顕分離空調、床吹出放射空調、BEMS等

電 気 高効率トランス、照明制御、蓄電池、
太陽光発電

（ライトスルー型両面発電タイプ）

　熊谷組の歴史は、1898年、創業者である熊谷三太郎
が福井県で初となる発電所、宿布発電所の工事を請け
負ったことに始まります。1938年には、現在の本店所在
地に株式会社熊谷組を設立。その後、1964年に本社機
能を東京に移してからも、この創業の地、福井を本店とし
てきました。そして現在、老朽化に伴い、この本店ビルの
建替工事を進めています。

　新しく生まれ変わる福井本店には、熊谷組が描く未来
のオフィスビルを具現化するために、先進のノウハウと技
術が凝縮されています。なかでも大きなテーマとなって
いるのが持続可能な社会への貢献であり、熊谷組の本店
にふさわしい次世代都市型コンパクトオフィスの実現を
目指しています。

熊谷組の歴史を刻む、創業の地でのプロジェクト

熊谷組は、1898年の創業以来、その発祥の地である福井を本店とし続けています。
現在、木造と鉄骨造のハイブリッド構造による新本店ビルの建設が進められ、
また新たな熊谷組の歴史が刻まれようとしています。

「このプロジェクトのことを聞いたとき、ぜひ自分で手がけて
みたいと思いました。その理由は、伝統ある本店の建替であ
ること、そしてもうひとつは、“木”という構造です」

　そう語るのは、今回のプロジェクトで作業所長を務める
佐部哲治。新本店ビルの最大の特徴は、木造と鉄骨造の

ハイブリッド構造にあります。
当社が独自に開発した木質耐
火部材「断熱耐火λ-WOOD®

（ラムダウッド）」を初めて柱と梁
に採用。さらに木質のCLT（直
行集成板）耐震壁を併用し、北
陸の厳しい冬の積雪荷重にも
耐えられる都市型木造建築を
追求しています。

　着工は2020年9月。基礎工事、1階をはじめとする鉄骨
の組み上げと進み、2021年1月、正念場となる2～4階の
木造部分の施工が始まりました。

「私たちが数多く手がける鉄骨造と違い、木造ならではの
工法が必要となります。ここからは熊谷組にとって初めての
ステージでした」（佐部）

　木造の組み上げは、木造住宅で豊富な経験を持つ住友
林業の技術者と共同で進めました。しかし、今回はオフィス
ビル。たとえば梁は最長で８ｍというロングスパンです。こ
れほどの規模の部材は戸建ての住宅では見られず、プロ
ジェクトメンバーにとっては初めての経験で、現場で学び、
現場で培いました。この経験は、次代を担う熊谷組の技術
として蓄積されていきます。

この施設は公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大
会組織委員会によるオールジャパンプロジェクトで、全国の63自治
体から借り受けた木材を使用して建設しました。各地の木材を建物
の様々な箇所に使い、大会の基本コンセプトのひとつである多様性
と調和が表現されています。

大会終了後に取り解かれた木
材は各自治体に返却され、各地
の公共施設などでレガシーとし
て活用される予定です。

庁舎の内装・外装には杉や檜を中心として約20万本の木材が使用
されています。床には圧密加工を施したスギを使用し、市民ホール
など市民の交流の場は天井も木質化し、木で囲まれた温かい空間
を生み出しています。
外観を形成する外装には、日射をコントロールする縦・横のルー

バーを配置し、これに対候性処
理を施したスギ材等を使用して
います。
日建連表彰においてBCS賞を受
賞し、「令和元年度 木材利用優
良施設コンクール」では林野庁
長官賞を受賞しています。

　新本店ビルのもうひとつの大きな特徴が、脱炭素社会
に向けた取り組みとして注目されるZEB（Net Zero 
Energy Building）です。このZEBとは、建物で消費する
年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすること
を目指した建物のことです。今回のプロジェクトでは、
Nearly ZEBを実現しています。これらの技術を担当する
建築環境技術部の淵﨑礼奈は次のように話します。

「新本店ビルは、北陸特有の日本海型気候に加え、敷地が
狭小などZEBを目指すには多くの制約がありました。熊谷
組の技術を結集させ、省エネと創エネを組み合わせて一次
エネルギー消費量を17%まで削減させています」（淵﨑）

　また、執務者にとって明るく
健康的な空間の創出も新本
店の大切なコンセプト。さら
に内装には福井県産の越前
和紙や杉材を使用するなど、
創業の地に根ざし、地域とともに歩むオフィスを目指して
います。

　2021年3月、熊谷組は、住友林業とともに、中大規模
木造建築ブランド「with TREE」を立ち上げ、木造建築分
野での本格展開がスタートしました。この福井本店での
チャレンジは熊谷組の思い描く新たなステージにつな
がっていきます。

中高層木造建築を視野に入れたハイブリッド構造

選手村ビレッジプラザ（竣工2020年・建設場所 東京都）　　　　 日向市庁舎（竣工2019年・建設場所 宮崎県）　

執務者と環境に配慮してNearly ZEBを実現

建築環境技術部　淵㟢 礼奈

創業の地での新たなチャレンジ
中高層木造建築の実現を目指して

価値創造の取り組み

木造建築の取り組み

特集2
作業所長　佐部 哲治

選手村ビレッジプラザ内覧会時　
竣工・内装整備前（2020年1月）
©Tokyo2020
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環境配慮型技術の開発

社会課題解決につながる技術の開発

T O P I C S

T O P I C S

　中大規模の木造建築を実現する課題のひとつに、
防・耐火性能があります。建築基準法では、耐火建
築物の階数によって主要構造部の耐火性能が定め
られています。階数制限を受けずに木造の高層建築
を施工するためには、柱・梁では3時間、床・壁では2
時間の耐火性能を満たす必要があります。
　耐火性能の評価試験は、一定の鉛直荷重を加えな
がら火災を模擬した1～3時間の加熱を行い、停止
後、自然鎮火するまでの間に荷重支持部が炭化しな
いことなどを確認しています。
　熊谷組が開発した「断熱耐火λ-WOOD」は、木質
耐火部材として1～3時間の集成材の柱・梁、1～2
時間のCLT（直交集成板）の床・壁として、2021年3
月にすべての耐火構造で国土交通大臣認定を取得
しました。

　断熱耐火λ-WOODは、荷重支持部（柱）の周囲に
設置する「燃え止まり層」に、硬質せっこうボードと断
熱耐火パネルを積層することにより、その部分の厚
みを抑えて薄くしています。これにより表面仕上げ
材を自由に選択できます。
　「断熱耐火λ-WOOD（柱）」は、当社福井本店新築
工事に採用しています。

技術開発体制と方針

特許施策

　2020年度の特許出願の実績は、木質分野の部材・構
造・耐火関係が多く、全出願件数の約20％を占めていま
す。また、介助・運動補助関係の特許出願数も増加してお
り、全出願件数の約10％を占めています。
　介助・運動補助関係では、熊谷組が開発した自立歩行
支援器（P9参照）の海外での展開に備え、国内だけでなく、

海外における特許権、意匠権、商標権について、知的財産
権の取得を進めています。
　また、民間企業、大学等の研究機関との共同研究・共同
開発数の増加を反映し、全出願件数の約 35％が共同出
願となっています。引き続き、他社との連携強化を推進し
熊谷組グループの特許施策を進めます。

技術開発体制
　熊谷組は良質な建設サービス業の提供と持続可能な社
会の形成に貢献し、熊谷組グループの提案力の強化と建
設工事の生産性向上に寄与するべく、技術本部、土木事業
本部、建築事業本部が連携して技術開発に取り組んでい
ます。技術開発に関する方針や新たな事業領域における
研究課題などを、技術開発マネジメント部会で策定し、事
業に直結した技術開発を行っています。
　2021年 4月、技術営業力の強化を目的に技術研究所
に技術ソリューション室を新設しました。お客様に提供
する技術ソリューションの一層の強化を目指します。

中期経営計画における技術開発
　熊谷組グループの中期経営計画では経営基盤の強
化のために技術開発関連の注力分野を以下のとおり定
めました。

　脱炭素社会に向けた基礎研究や再生可能エネルギー分
野など持続可能な社会に向けた技術開発や、近未来を見
据えたスマートシティなどの領域に取り組むことが当社
グループの新たな事業領域の開拓につながると考えてい
ます。また、ロボット技術、AIなどを活用したイノベーショ
ンや建設高度化に資する生産システムについては他社と
の共創を進めていきます。
　こうした取り組みには中長期的な視点、柔軟な発想、果
敢な挑戦が不可欠です。当社グループでは多くのステー
クホルダーとの対話を通し、目指すべき社会の実現を達
成します。

技術開発方針
　熊谷組は中期経営計画期間中とその先を見据えた研究
開発を実現するために研究開発ビジョンとミッションを
設定し、技術開発方針を策定しています。

　今後3年間の計画期間中、経営基盤を支える技術開発
を進めるとともに、全社一丸となって研究開発を実施し
ます。

技術本部

土木事業本部

建築事業本部

技術研究所

新技術創造センター

土木技術統括部

建築技術統括部

技術企画部

技術開発マネジメント部会

　市街地や既設構造物近傍において液状化対策の
需要が増加しています。これまで、地盤中に拡径・締
固めされた砂杭を低振動・低騒音で造成し、地盤の
密度増大を図る地盤改良工法（STEP工法）を開発、
適用してきました。

　ただし、砂杭造成に用いるケーシングパイプ径が
大きく貫入能力に劣るという課題がありました。そこ
で、STEP工法でのスクリューによる捻り締固め技術
を継承し、ケーシングパイプの貫入能力が向上する
新たなSTEP-IT工法を開発しました。建設技術審査
証明を取得済です。
　本工法は、ケーシングパイプの貫入、引抜および
砂杭の造成に回転駆動装置を用いて周辺環境への
影響を減らし、敷地境界から 5m程度の離隔距離で
振動・騒音に関する規制基準値を満たしています。

関連情報 P13 特許出願件数

荷重支持部

表面仕上げ材

燃え止まり層
● 硬質せっこうボード
● 断熱耐火パネル
● 硬質せっこうボード

断熱耐火λ-WOOD®（ラムダ-ウッド）の1～3時間耐火の大臣認定取得

静的締固めによる液状化対策技術の開発（STEP-IT工法）

オーガモーター

移動式バケット

ケーシングパイプ
先端軌跡

マイクロウェーブ式
レベル計測
（砂面計）

オ
ー
ガ
モ
ー
タ
ー（
正
転 

ー 

貫
入
時
）

オ
ー
ガ
モ
ー
タ
ー（
逆
転 

ー 

引
抜
時
）

貫入工程
砂杭造成工程

ケーシングパイプ引抜 引抜一旦停止

① ② ③ ④
④～⑦の
繰り返し 完了

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

社会価値を創出する技術

価値創造の取り組み

脱炭素・循環型社会に資する研究開発
デジタル社会に対応する技術開発
建設高度化に資する技術開発

研究開発ビジョン
持続可能な心豊かな暮らしのある「まち」の実現

ミッション
世の中の役に立ち、

時代を超えて未来に責任を持つ技術を開発する

技術開発方針
脱炭素・循環型社会実現への貢献

デジタル化による建設高度化への貢献

「断熱耐火λ-WOOD（柱）」の仕様

施工機械の概要

施工手順

ケーシングパイプ

ケーシング
パイプ

エアー
送気管

中軸

内ジェット
エアー
噴射口

外ジェット
エアー
噴射口

エアー
噴射口 先端スクリュー

インナー
スクリュー

移動式
バケット

STEP工法 STEP-IT工法

オーガモーター

エアースイベル

φ406mmφ508mm材料投入用ホッパー

先端部構造の比較

関連情報 P38-39 特集2
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安全な職場環境を目指して 信頼に応える品質保証と環境保全

価値創造の取り組み 価値創造の取り組み

労働安全衛生の方針とマネジメントシステム

安全衛生情報の共有と災害・事故の再発防止 外国人作業員に対する取り組み

高齢者が安全に働くための取り組み

従業員の安全教育

　安全衛生に関する情報の共有と災害や事故の再発防
止を徹底するため、「安全ポータルシステム」を2021年4
月に導入し、データの蓄積と一元化を行いました。
　災害や事故情報をいち早く展開し、関係部署の迅速な
対応を可能にすることや、災害・事故事例を検索できるよ
うにして、対策を参考にするなど再発防止の徹底を図る
ことができます。さらに日常的に行われている安全衛生
パトロールの結果をデータベース化し、リスクアセスメ
ントを可能とする作業所の安全衛生管理計画の立案シス
テムを開発していきます。

　熊谷組グループは、事業を行う上で人命尊重を最優先
し、高い安全衛生管理水準を維持して、労働災害の防止、
健康の増進および快適な職場環境を目指します。社会規
範、法令および社内基準等を遵守し、安全衛生マネジメ
ントシステムを確立して、実効性の高い運用で、事業環境
の変化に対応し課題を解決していきます。
　2021年度はこれまで全社で掲げていた安全衛生ス
ローガンを見直し、新たに社内公募で選ばれた「見逃す
な 危険の兆候　安全確認、高める意識　支える考動」
のもと、工事の安全衛生管理の向上を図ります。

　建設業界では多くの外国人が活躍しており、それに伴
い労働災害も増加傾向です。労働災害を防止するための
基本的な安全衛生知識を教育する熊谷組独自のテキスト

「作業員基本教育」を外国語に翻訳し、事業者教育を支援
しています。また、現場入場時教育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、外国人作業員にとって安全・
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、まわりからの声掛けを促す「思いやりステッ
カー」の活用、転倒防止策の見える化、さらに墜落の恐れ
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。
　近年は、こうした取り組みにより、増加し続けていた高
齢者の災害が大幅に減少しました。

　社員の労務・安全衛生管理の能力向上を図るため教育
要領を定め、本社・支店において安全衛生教育およびシ
ステム教育を行っています。2020年度はコロナ禍で従来
の集合教育ができない事態となったものの、オンライン
教育やeラーニングなど工夫して実施しました。効果的
かつ効率的な新しい教育方法の可能性が広がりました。

　熊谷組は、COHSMS（建設業労働安全衛生マネジメン
トシステム）の第 1号の全社認定（2008年）以降、認定
更新をしながら当社のシステムを維持し、労働災害、工事
事故の防止を図っています。2021年からの中期経営計画
の 3年間は更なる安全衛生管理の向上を図り、恒常的に
高い安全衛生管理を目指します。

WEB　安全衛生への取り組み　https://www.kumagaigumi.co.jp/csr/safety/index.html
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2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

度 数 率 0.65 0.42 0.70 0.44 0.32
強 度 率 0.02 0.33 0.02 0.02 0.28

休業4日以上の災害件数 （件） 15 10 17 13 9
度数率参考（全産業 / 建設業） 1.63 / 0.64 1.66 / 0.81 1.83 / 1.09 1.80 / 1.67  1.95 / 1.30 

労働災害の状況（建設現場の技能者を含む）

品質環境マネジメントシステム概念図

品質環境マネジメントシステム体制

● 中期経営計画期間の平均度数率　0.5以下
　 （2018年度から2020年度の平均度数率は0.48）
● 2021年度の安全衛生目標　死亡災害0、 度数率0.5以下

お客様・社会・環境・利害関係者 購買・施工

点検評価改善・アフターケア

受注・設計・計画

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

　熊谷組は、社会規範、法令および社内基準等を遵守し、
マネジメントシステムを確立して実効性の高い運用によ
り事業環境の変化に対応し、長期的な成長の実現と持続
可能な社会の形成に貢献すること、また、教育訓練により
社員および専門工事業者等の能力向上を図り、優れた総
合力でお客様・使う人の期待に応え、信頼を育むことが
品質保証の重要な要素と考えています。
　社長が指名する総括品質環境管理者が委員長を務め
る品質環境委員会やその下部組織である品質環境専門
部会では、品質課題への具体的な取り組みの検討や気候
変動問題等の様々な環境課題、目標に関する進捗状況の
確認、評価、対応策の検討を定期的に行い、システム監査
とともに、常にマネジメントシステムの有効性の確認、改
善を行っています。

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

受注工事引継会

社長による見直し

QCDSEパトロール

協力会社による検査

施工検討会

お客様による検査

協力会社によるパトロール

現場見学会・説明会 システム監査
社内検査

品質保証の基本的な考え方と品質環境マネジメントシステム体制
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WEB エコ・ファーストの約束　https://www.kumagaigumi.co.jp/csr/environment/ecofirst/index.html

生物多様性への取組方針（骨子）

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 ３. 技術開発
２. 法令遵守 ４. 社会貢献活動

価
値
創
造
の
取
り
組
み

信頼に応える品質保証と環境保全

生産性向上ツールとの連携

環境経営の基本的な考え方

　PC上で構築した仮想の建物モデルをヘッドマウント
ディスプレイという表示機器に表示することで目の前に
映し出し、現実のようにスケール感を持ってみることがで
きるVirtual Reality（VR：仮想現実）と呼ばれる技術や、
仮想建物を現実空間上に表示するMixed Reality（MR：
複合現実）と呼ばれる技術、さらにBIMを建物の維持管理
に応用する技術などについて試行検証中です。

　熊谷組グループは、「経営と環境の一体化」「環境に配
慮した事業の形成」「グループ全体の環境マネジメント体
制の確立」「環境事故に対するリスク管理の強化」を環境

経営の基本的な考え方として、事業活動を通じた社会環
境課題の解決と、持続可能な社会の実現に向けた取り組
みを推進しています。

価値創造の取り組み

ESG取組方針
安全衛生品質環境方針
生物多様性への取組方針

環境目標設定 エコ・ファーストの約束

年度計画

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、
　  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

再生可能
エネルギー事業
への取り組み

生物多様性に
配慮した
取り組み

● 事業活動におけるCO2排出量削減
　 熊谷組グループ数値目標
スコープ1＋2
2019年度実績（総量）９.21万t-CO2
2030年：２０19年度比25%削減
2050年：２０19年度比100%削減
スコープ3
2019年度実績（総量）414.36万t-CO2
2030年：２０19年度比13%削減
2050年：２０19年度比37%削減

● 環境に配慮した技術の推進（技術研究開発部門）
熊谷組単体の数値目標（2021～2025年度）
環境に配慮した技術の開発、適用：合計25件以上
社外発表（プレス発表、論文）：合計10件以上

気候変動リスク
への対応

● 混合廃棄物の削減
熊谷組単体の数値目標　総混廃率：2.0%以下の維持
※ 総混廃率（％）＝混廃量(t)／総排出量(t)
 混廃量：当年度のすべての建設混合廃棄物排出量（解体工事、地下埋設物含む）
 総排出量：当年度のすべての建設廃棄物総排出量（解体工事、地下埋設物、建設汚泥含む）

● ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の推進
● プラスチックごみの分別徹底
● グリーン購入の推進

ゼロエミッション
の達成

脱炭素社会

自然共生社会循環型社会

木造建築事業
への取り組み

森林保全事業
への取り組み

環境配慮型
技術の開発

● 生物多様性配慮の推進
● 生物多様性の保全および
　 持続可能な利用の推進

環境への取り組みイメージ

熊谷組環境体系

環境に関する主なリスクと機会環境保全の中長期目標
「エコ・ファーストの約束」（抜粋）

１. 建設事業を通じて「脱炭素社会」の構築を推進し
ます。

２. 事業活動を通じて「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、ステークホルダーと

のパートナーシップの構築に努めます。

作業所でのVR活用確認状況
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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本社経営幹部が訪
問し、直接お客様の本音をお聞きして経営に活かします。
2020年度は、コロナ禍において訪問を自粛したため、実
施は1件でした（2019年度は17件実施）。

３）アフターケア体制の整備
　「建物カルテ」による定期点検履歴、依頼・問い合わせ
情報、不具合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

（2020年度2件）や講演会（２０２０年10月開催）を実施し
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財育成に努め
ています。

　熊谷組の業務時間内だけでなく夜間・休日もお客様
からのご相談に対応できるようフリーダイヤルを設け、
24時間受付体制を確立し22年になりました。2020年度
の相談件数は590件（2019年度517件）で、即日1次対
応100％を5年連続で達成（98%以上9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年目に総括的評価のア
ンケートを実施しています。回答結果に速やかに対応す
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、重要な経営情報として活用してい
ます。2020年度は60件（2019年度57件）の回答をいた
だきました。

　熊谷組は1998年にCS推進室（現サステナビリティ推
進グループ）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。
　当社のCS機能は、本社では経営戦略室に置いてあり、
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。

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
● 竣工2年目の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、

詳細をヒアリングの上、徹底した原因究明と、きめ細や
かな対応によって再発防止と信頼回復を図る

2020

2019

2018

2017

2016

年度

2020

2019

2018

2017

2016

年度

（60）

（57）

（72）

（76）

（87）

（ n ）

（60）

（57）

（72）

（76）

（87）

（ n ）

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

お客様との関わり

ステークホルダーエンゲージメント

感動の先にある“しあわせ品質” お客さま相談室

熊谷組の主なCS活動

環境目的 2020年度目標 2020年度実績 評価 2021年度目標

CO2排出の削減
土木 39.4t-CO2/億円以下 33.3t-CO2/億円 達成 目安値 40.6t-CO2/億円以下
建築 10.2t-CO2/億円以下 9.7t-CO2/億円 達成 目安値 8.2t-CO2/億円以下

混合廃棄物発生の削減
土木 0.23t/億円以下 0.62t/億円 未達 1.6%以下
建築 5.57kg/m2以下 5.53kg/m2 達成 17.0%以下

グリーン購入の推進
土木 21.0％以上 15.7％ 未達 ー
建築 15.0％以上 12.5％ 未達 ー

区分 2019年実績（総量） 2030年目標 2050年目標
スコープ1＋2 9.21万t-CO2 2019年度比25％削減 2019年度比100％削減

スコープ 3 414.36万t-CO2 2019年度比13％削減 2019年度比  37％削減

施工部門
主要
投入資材

● 鉄筋 8.5 万t
● セメント 4.1 万t
● 生コンクリート 163 万t
● 鉄骨 2.6 万t

投入
エネルギー

● 電力 29,533 千kWh
● 軽油 19,278 kl
● 灯油 10 kl
● 水 529 千m3

オフィス部門
● 電力  3,129 千kWh
● 用紙  77 千kg
● 水  24 千m3

施工部門 （スコープ1＋2）
● CO2  6.5 万t-CO2

● NOx  85 t
● SOx  131 t

廃棄物
● 発生量  84.6 万t
● 再資源化・縮減量  82.4 万t
● 最終処分量  2.3 万t

オフィス部門 （スコープ1＋2）
● CO2  0.2 万t-CO2

2020年度環境目標と実績評価および2021年度目標（施工）　熊谷組単体

熊谷組グループの温室効果ガス削減目標

事業活動と環境への影響　2020年度実績／熊谷組単体

INPUT 事業活動

土木工事
完成工事高
1,214億円
トンネル、ダム、
造成地など

建築工事
完成工事高 
2,369億円
事務所、病院、
学校など

OUTPUT

※ 2021年度より環境目標を見直しました。
 CO2排出の削減は、2030年の目標達成に向けて、毎年一定量ずつ削減する目安値を設定しています。
 混合廃棄物発生の削減は、目標の指標を「混廃率」に変更しました。混廃率（％）=混廃量（t）/総排出量（t）
 グリーン購入の推進は、目標管理活動から運用基準順守活動に移行しました。

スコープ1：自ら使用した燃料の燃焼（重機・車両使用など）
による直接排出

スコープ2：他社から供給された電力等使用による間接排出
スコープ3：スコープ1,2以外の事業活動の上流・下流部分

（資材調達、建造物の運用、廃棄など）からの間
接排出

※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

2020年度の取り組みと環境実績

　熊谷組は、2010年よりエコ・ファースト企業として、持
続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進していま
す。2021年2月には、事業活動において使用する電力を
100％再生可能エネルギーにすることを目指すRE100
に加盟し、脱炭素化に向けて大きく舵を切りました。
　また、温室効果ガス排出削減の中長期目標を見直して
再設定した結果、温室効果ガスの排出量削減に向けた国
際的な枠組みであるSBT認定を、同年2月に取得しました。
　目標の達成に向け、重機や車両で使用する化石燃料を
さらに削減し、再生可能エネルギーを積極的に導入すると
ともに、建物の大幅な省エネに貢献する「ネット・ゼロ・エ
ネルギー・ビル（ZEB）」の普及促進に取り組むなど、事業
活動における脱炭素化をさらに加速させていきます。

環境保全関連法令の遵守
　2020年度は、コロナ禍における様々な制限の中、環
境法規制等の違反を未然に防止するため、以下に取り組
み、環境法規制等の遵守に努めました。
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）
③ 建設廃棄物の適正処理に関するｅラーニングの実施

（施工系社員）

　また2020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
　2020年度において、環境事故は発生していません。

信頼に応える品質保証と環境保全

価値創造の取り組み
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