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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
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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

お客様との関わり
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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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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。

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、フォローが必要な社員には受診・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殊な環境下にある職場
に対し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。

人権に関する社員教育
　新入社員に対し、人権について研修を行っています。内
容は同和問題・LGBT・障害のある人に対する差別・ハラ
スメント全般・インターネットによる人権侵害等、幅広く
人権について理解を深める機会としています。

ハラスメントの防止
　全社員に向けてハラスメントの防止に関するeラーニ
ングを実施しています。

eラーニングは、①パワーハラスメント、②セクシュア
ルハラスメント、③妊娠・出産・育児休業・介護休業に関す
るハラスメント、④ハラスメントの対処方法、⑤確認テス

トという内容で、約8割の社員が受講しています。また管
理職研修においてもハラスメントの防止は必須の項目と
位置付けています。

人事評価や業務遂行におけるコミュニケーション
　期初に目標設定面談、半期に進捗確認面談、期末に自
己評価確認面談、さらに評価結果についての面談と1年間
で計4回、社員とその上司による面談を実施しています。
　将来の職場配置や能力開発についての希望は、社内の
申請システムから「キャリアプラン申告」として上長を通
さず、いつでも人事部へ申告ができます。

「働き方改革アクションプラン」
（計画期間 2018 ～ 2020）の総括

　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働き
方改革を 2018年より本格始動し、数値目標・行動計画
として「働き方改革アクションプラン」を策定しました。
　2018年度に比べ 2020年度では、年次有給休暇の取

得日数 5日以上が 62.9％から 100％へ、男性社員の育
児休業取得率は 4.9%から 34.3％へと向上しました。
働き方改革が着実に浸透してきた一方で、長時間労働の
是正は依然課題としてあり、継続して取り組んでいると
ころです。今後も様々な施策を通じて一人ひとりが活
力を持ち、働きがいを感じられる会社になることを目指
していきます。

今後の取り組み
　熊谷組はこれまで働き方改革の推進として、生産性の
向上・業務の効率化に関わる施策、意識改革に努めてき
ました。2020年度は新型コロナウイルス感染拡大を受
けて、緊急避難的にテレワークならびに時差勤務を導入
しました。さらに有事への備えおよび多様な働き方の実
現に係る施策のひとつとして、テレワーク制度・時差出
勤制度を導入しました。
　意識改革の取り組みでは、一人ひとりの働きがいにつ
ながる小さな改革を積み上げていくことを目的に、2019
年度より「スモールスタートプロジェクト」を推進していま
す。2021年度はその取り組みのひとつとして、全社に「オ

　熊谷組では社員の健康を何よりの経営資源と捉え、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
当者が連携して社員の健康を全面的にサポートする体制
を整えています。また、社員健康推進計画「心とからだの
健康づくりプログラム」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。
　なお、新型コロナウイルス感染症においては、対策本
部や社員に対して最新情報を随時提供しており、特に重
症化リスクが高い社員に対しては受診・面談勧奨などの
サポートを行っています。

　当社は、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5年連続で取
得しています。今後は社員だけではなく、当社の現場で

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 2020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 97.9% 98.9% 99.4%

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 96.6% 97.4% 98.5%

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 62.9% 99.9% 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 6.7日 8.2日 9.2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% 100%

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 0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 4.9% 20.9% 34.3%

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（2021年度）

働き方改革の推進について

健康経営

人権尊重

働き方改革アクションプラン　取り組み実績

従業員との関わり

フィスカジュアル」を本格導入しました。社員にとって身近
な服装の選択肢を広げることで、モチベーションの向
上・コミュニケーションの活性化など、快適な職場環境
につなげることができました。
　今後は、2024年度の建設業への時間外労働の上限規
制適用に向けた重要な３年間として、更なる業務プロセス
の見直し等により時間外労働の削減を進めていきます。
　労働環境の変化や社員の価値観の多様化が進むこと
が想定される中で、多様化するニーズに応えながら、柔軟
に働き方を選べる環境・制度を整備し、社員の会社への
貢献意欲を引き出せる環境を創出していきます。
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WEB 「調達方針」および「熊谷組調達方針ガイドライン」　https://www.kumagaigumi.co.jp/news/2021/nw_20210331_2.html

総　会

理　事　会監　事

全国 8支部

北海道
東　北
首都圏
名古屋
北　陸
関　西
中四国
九　州

働き方改革担当：副会長 建設キャリアアップシステム担当：副会長

建設キャリアアップシステム部会

企画担当：副会長

企画部会 働き方改革部会

事　務　局

● 熊谷組WGと連携
● 会員への情報展開／推進

※ 委員長は会長

● 企画立案
● 分科会活動推進

● 熊谷組WGと連携
● 会員への情報展開／推進

企 画 運 営 委 員 会

　熊谷組は、かねてより購買管理規定を策定し、取引先
選定の際の透明性の確保やリスク管理、環境への配慮に
努めてきました。さらに健全な事業活動を推進するため
に2021年4月、「調達方針」および「調達方針ガイドライ

ン」を策定しました。
当社は調達活動におけるガバナンスやコンプライアン

スの向上を目指し、パートナー企業、取引先とともにバ
リューチェーン全体の付加価値向上に取り組みます。

　熊谷組は2020年9月、「パートナーシップ構築宣言」
を公表しました。
　当社のサプライチェーンでは、資機材もさることなが
ら、現場内で共に竣工を目指す協力会社を中心とする人
的資源を非常に重要と捉えています。その意味で協力会
社は当社のサプライチェーンにおける最も大切なパート

ナーです。協力会社との連携・共存共栄を目指して、取
引の適正化を遵守するだけでなく、日建連が推奨する
「労務費見積り尊重宣言」を踏まえ、技能者の処遇改善
を促進するとともに、技能者の確保や育成支援にも共に
取り組んでいきます。

　「熊栄協力会」は熊谷組の協力会社859社（2021年4
月1日現在）で組織されています。「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しています。

2020年度の活動
　新型コロナウイルスの影響により、熊栄協力会の活動
が大きく制限されました。支部横断型の工種別分科会活
動や本部主催の研修会、勉強会などの開催は見送りまし
たが、新たな取り組みとしてリモートで支部ヒアリングを
実施するなど、感染拡大防止に配慮した活動を展開し、各
支部の活動についても継続して行いました。
　熊栄協力会では、建設業の喫緊の課題である担い手

の確保・育成に向けた働き方改革・週休二日制推進のた
めのアンケートを実施し、現状の課題を分析・共有する
ことで建設技能労働者の労働環境の改善施策に取り組
みました。さらに日本語・英語・中国語・ベトナム語・イ
ンドネシア語で「作業員基本教育ポケット版」と安全ポス
ターを作成し、作業所で働く外国人作業員の働きやすさ
と安全に配慮しています。

2021年度の活動
　品質確保や生産性向上をテーマに、現場での活動状況
を発表していたモデル現場活動発表会を、良好事例発表
会へと名称変更しました。これまで以上に、現場や支部
活動での良好事例に焦点をあてた発表会へと進化させ、
活性化を図っていく予定です。

　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。
　証券アナリスト・機関投資家とのエンゲージメントと
しては、決算説明会（2021/3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：5回、うち経営陣参
加 5回）、個別ミーティング・電話会議（同：61回、うち経
営陣参加 4回）を実施しました。
　2020年度においては、新型コロナウイルスが蔓延する
中、オンラインツールを活用したスモールミーティングの
開催や証券会社主催の海外投資家会議への参加に加え、
新たな取り組みとして、決算説明会を来場とオンラインの
ハイブリッド形式で開催するなど、株主・投資家の皆様の
要望に応じた柔軟かつ積極的なIR活動を実施してきまし
た。また、2020年3月期の有価証券報告書に記載した

「新型コロナウイルス感染症の影響について」が、望まし

い開示の例として金融庁公表の「記述情報の開示の好事
例集2020」に選定されるなど、株主・投資家の皆様から
評価をいただきました。
　昨今、ESG投資への関心がますます高まる中、熊谷組グ
ループは、各種ツールにおけるESG関連コンテンツの充
実に努め、機関投資家とESGに特化したミーティングを
行うなど非財務情報の重要性を認識しています。2021
年度を初年度とする「中期経営計画（2021～2023年度）」
にESG視点に基づいた非財務目標を掲げ、非財務情報の
開示強化を図っています。
　長期構想で掲げる“限りある資源が循環し、ひと・社会・
自然が豊かであり続ける社会”の実現に貢献し、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。

業績への影響

● 景気下支え策としての公共工事の増加
● 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・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
● デフレーションによる工事コストの低下
● 再開発事業に係る不動産購入コストの低下
● テレワーク、オンライン化に伴う経費の削減 etc

● 先行き不透明・景気後退に伴う民間企業の
設備投資の減少（プロジェクトの中止または延期）

● インバウンド需要縮小に伴う宿泊施設等の新設減少
● 海外工事減少に伴う国内競争の激化
● 追加設計変更交渉等の難航
● 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、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 etc

財政状態の安全性
● 自己資本比率は40％を超えており、比較的安全性は高い状況
● 流動比率も160％を超えており、支払能力は高い
● コミットメントライン300億円を設定しており、突発的事態にも対処可能

（－）民間設備投資の減少  ..................................  製造業を中心に民間設備投資が大きく減少
（－）追加設計変更交渉等の難航  .................  移動制限等による機会の減少やオンラインでの協議により交渉が長期化
（－）感染症対策に伴うコストの増加  ........  感染症関連費用として約３億円を特別損失に計上
（＋）公共工事の増加  .............................................  業界全体では官庁工事が増加。今期も引き続き底堅く推移することを見込む

リスク 機会

現時点では、新型コロナウイルス感染拡大の影響は限定的

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

ステークホルダーエンゲージメント ステークホルダーエンゲージメント

投資家との積極的対話 「調達方針」および「調達方針ガイドライン」の策定について

パートナーシップ構築宣言

熊栄協力会

新型コロナウイルスの感染拡大による影響

熊栄協力会組織図顕在化している主なもの

影
響

大

小
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外部表彰
2020年 7月 一般社団法人公共建築協会　

第17回公共建築賞・優秀賞
愛知学院大学名城公園キャンパス

2020年 10月 木材利用推進中央協議会
令和2年度木材利用優良施設コンクール　
木材利用推進中央協議会会長賞
長門市本庁舎　

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会　リデュース・リユース・リサイクル推進協議会　会長賞 
グランドメゾン勾当台通ザ・タワー　「現場でのリデュースと徹底分別によるリサイクルを目指した３Ｒ活動」

公益社団法人土木学会　令和2年度土木学会全国大会　第75回年次学術講演会　優秀論文賞 
H30-32年度日下川新規放水路（吐口側）工事
土木事業本部　 濱慶子　「重要構造物近傍での地表面計測を併用したニューマチックケーソンの施工」

一般社団法人ダム工学会　令和元年度ダム工学会賞　技術賞　西郷発電所ダム通砂対策工事

2020年 11月 公益社団法人日本建築家協会　第19回 JIA 25年賞　富山県こどもみらい館

公益社団法人砂防学会　令和2年度砂防学会賞　技術賞　
平成２８年熊本地震による阿蘇大橋地区斜面防災対策「砂防災害関連緊急事業（直轄）」の取り組み
国土交通省九州地方整備局熊本復興事務所（現九州地方整備局防災室）　野村真一
土木事業本部　石濱茂崇、中出剛、片山政弘

2020年 12月 一般社団法人日本建設業連合会　日建連表彰2020
第61回　BCS賞　日向市庁舎
第1回　土木賞　阿蘇大橋地区斜面防災対策工事　

2021年 5月 公益社団法人土木学会　令和２年度土木学会賞　技術賞　Ⅱグループ
デリーメトロ都市鉄道建設プロジェクト（フェーズ1/2/3）

（インドの工事現場に安全性と効率性の意識を浸透させ、住民に安全・安心・快適な交通手段を提供した「質の高いインフラ整備事業」）

デリーメトロ公社、（独）国際協力機構、国土交通省鉄道局、（株）オリエンタルコンサルタンツグローバル、（一社）海外鉄道技術協力協会、（株）トーニチコンサル
タント、ＲＩＴＥＳ、東京地下鉄（株）、（株）熊谷組、伊藤忠商事（株）、清水建設（株）、三菱商事（株）、三菱電機（株）、住友商事（株）、日本製鉄（株）、三井物産（株）、
日本信号（株）　

公益社団法人土木学会　令和２年度土木学会賞　技術開発賞
コッター式継手を導入した橋梁用プレキャストPC床版の設計・施工技術（コッター床版工法）の開発
土木事業本部　渡邊輝康、(株）ガイアート 櫻井正之、オリエンタル白石（株） 原健悟、ジオスター（株） 髙松芳徳

阿蘇大橋地区斜面防災対策工事

長門市本庁舎愛知学院大学名城公園キャンパス

　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を応用した、社員一人ひとりの
取り組みが、さらに大きな社会貢献へとつながる仕組み
です。事業所や部署など地域で行う社会貢献活動に参加
した社員数を集計し、年度ごとの累計人数に応じた社会
貢献費を当社が拠出します。
　2020年度は812名の社員が、環境・教育・福祉・地
域への貢献などの分野で86件の活動を行い、当社は
2021年度に1,100万円の社会貢献費を拠出しました。

拠出金は、当社独自の社会貢献活動であるKUMAGAI 
STAR PROJECTの活動、自然災害発生時の義援金のほ
か、社会課題に取り組む４つの団体への支援などに充当
しています。
　当社は2020年度に引き続き、2021年度も以下の団
体を支援しています。

● 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
● 認定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。
　当社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、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、地域の方を招待しています。また夏休み
のラジオ体操の指導などを行っています。
　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。
※2020年度はコロナウイルスの影響で活動を中止しました。

　KUMAGAI STAR PROJECT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。
　新しい取り組みとして3校目からは、10名の生徒に対
し、クマスタ奨学金の支給も開始しています。生徒が中学

を卒業するまで手紙などで交流する「見守り社員制度」を
設け、多くの社員が関わる活動に広がっています。
　この活動は、日本の小中学生用WEB教材や、国土交通
省が作成した「日本の『質の高い』インフラプロジェクト～
グッドプラクティス集～」の事例集に紹介されるなど、外
部からも評価をいただいています。
※2020年度はコロナウイルスの影響等で建設に係る活動を延期しました。

地域社会への貢献

KUMAGAI STAR PROJECT

地域社会との関わり

ステークホルダーエンゲージメント

社会からの評価・イニシアチブへの参画

ステークホルダーエンゲージメント

熊谷組スマイルプロジェクト 外部評価・イニシアチブへの参画

※ 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。
※ 2021年度の社会貢献費は、2020年度の活動ポイントと繰越ポイントを換算しています。

最小サイズ
ヨコ 12.8 ミリまで

ヤンゴン

第一弾
ティライン小中学校

第二弾
テピュチャウン小中学校

第三弾
ミョーハウンイースト小中学校

「JPX日経インデックス400」
採用

「エコ・ファースト企業」
認定

国際イニシアチブ「RE100」
加盟

「えるぼし」認定
最高位３段階目を取得

「子育てサポート企業」認定
（くるみん認定）

「日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）」
賛助会員として加盟

「なでしこ銘柄」
選定

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数
構成銘柄に選定

「SBTイニシアチブ」
認定

「新・ダイバーシティ経営企業100選」
選定

MSCI日本株女性活躍指数 （WIN）構成銘柄に選定

THE INCLUSION OF KUMAGAI GUMI CO., LTD. IN ANY MSCI INDEX, AND THE USE OF MSCI LOGOS, 
TRADEMARKS, SERVICE MARKS OR INDEX NAMES HEREIN, DO NOT CONSTITUTE A SPONSORSHIP, 
ENDORSEMENT OR PROMOTION OF KUMAGAI GUMI CO., LTD. BY MSCI OR ANY OF ITS AFFILIATES.
THE MSCI INDEXES ARE THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MSCI. MSCI AND THE MSCI INDEX NAMES AND 
LOGOS ARE TRADEMARKS OR SERVICE MARKS OF MSCI OR ITS AFFILIATES.

「健康経営優良法人～ホワイト500～」
認定

LGBTQへの取り組みを評価する
PRIDE指標の「ブロンズ」受賞

「ＺＥＢプランナー」
登録
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