
熊谷組グループ
 コーポレートレポート2017

「おばあちゃんシロツメ草で今度は何作ってくれるの」

熊谷組グループは、
ダイバーシティを推進しています！
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会 社 名：株式会社 熊谷組
創　　業：1898年（明治31年）1月1日
設　　立：1938年（昭和13年）1月6日
代 表 者：取締役社長  　口 靖
資 本 金：133億円
従業員数：3,798名（連結）、2,305名（単体）
事業内容：建設工事の調査、測量、企画、設計、施工、監理、技術指導

その他総合的エンジニアリング、マネジメントおよびコン
サルティングならびに請負ほか

本　　店：福井市中央2丁目6番8号
本　　社：東京都新宿区津久戸町2番1号
国内拠点：北海道支店、東北支店、首都圏支店、名古屋支店、北陸支店

関西支店、中四国支店、四国支店、九州支店、国際支店
技術研究所

海外拠点：中国（香港）、台湾、ベトナム、スリランカ、ミャンマー
グループ会社：(株)ガイアート、ケーアンドイー (株)、テクノス(株)、

テクノスペース・クリエイツ(株)、(株)ファテック、
(株)テクニカルサポート、華熊營造股份有限公司
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熊谷組は2018年1月、創業120周年を迎えます。

黒四ダム・大町トンネル TAIPEI101

1985年　海底トンネル世界一、青函トンネル貫通
1988年　技術研究所開設（筑波）

MFシールド初採用の京葉都心線京橋トンネル開通
1989年　香港・東部海底トンネルプロジェクト開通（PFI事業）
1991年　バスケットボール部日本リーグ初優勝
1992年　オーストラリア・シドニー・ハーバー・トンネル開通（PFI事業）
1993年　経営理念制定
1994年　ホテル建築日本一、幕張プリンスホテル竣工
1997年　東京湾横断道路川崎トンネル浮島北貫通

松本良夫が社長に就任
1998年　創業100周年を迎える
2000年　鳥飼一俊が社長に就任
2000年　都営地下鉄大江戸線飯田橋駅竣工（三連シールド）

2001年　第二東名高速道路浜松トンネル西工事、
トンネルボーリングマシーンの月進日本記録樹立（809.5m）

2004年　TAIPEI101（高さ509ｍ当時世界一）グランドオープン
2005年　大田弘が社長に就任
2008年　日本最大級のロックフィルダム、徳山ダム竣工
2010年　建設業界で初めて「エコ・ファースト企業」に認定
2013年　樋口靖が社長に就任
2016年　熊谷組グループビジョンを策定
　　　　　熊栄協力会発足
　　　　　香港MOM事業に参画

編集方針
● 本コーポレートレポートは、熊谷組グループの事業活動について、熊谷組グループビジョン「高める」「つくる」「支える」の3つの視点から紹介しています。
●制作にあたっては、以下に示したガイドラインを参考にしています。
　「環境報告ガイドライン（2012年版）」（環境省）／「GRI standards」
●本報告書は、WEB上でも公開しています。
　http://www.kumagaigumi.co.jp/csr/kankyo/csr2017/csr2017.pdf

[対象期間]
2016年度（2016年4月1日～ 2017年3月31日）ただし、活動事例などについては、必要に応じ2017年4月以降の事例も紹介しています。
[対象範囲]
熊谷組およびグループ会社（国内6社、海外1社）を報告の対象としています。熊谷組単体に関する報告は、主語を「熊谷組」または「当社」とし
ています。グループ会社個社に関する報告は、個社名を主語にしています。また、熊谷組の環境保全活動数値データの対象工事は、国内の熊
谷組単独工事と熊谷組が幹事会社であるJV工事としています。
[対象分野]
環境側面、経済側面および社会的側面
[発行]
2017年8月発行（前回の報告書発行：2016年8月／次回の報告書発行：2018年8月（予定））

Fun to share
熊谷組は、環境省主催の低炭素社
会実現に向けた気候変動キャン
ペーン「Fun to Share」に参加し
ています。

地球のいのち、つないでいこう
熊谷組は、生物多様性への理解を目的とす
る環境省の取組みに賛同しています。

熊谷組の歩み
1961年　わが国初の長大吊橋、若戸大橋竣工
1963年　わが国初の円形シールド工事・名古屋市高速鉄

道覚王山トンネル竣工
1966年　当社初の海外工事・香港プロバーコーブ導水路

トンネル工事竣工
1967年　牧田甚一が社長に就任
1969年　わが国初のメガネ型シールド地下鉄駅・千代田

線御茶ノ水駅竣工
1970年　株式公開
1975年　東洋一の規模、達見ダム（台湾）竣工
1977年　わが国初のNATMを採用した上越新幹線中山

トンネル貫通
1978年　熊谷太一郎が社長に就任

当社初の超高層・新宿野村ビル竣工

1898年　1月1日熊谷組創業
1938年　1月6日株式会社熊谷組設立（資本金40万円）

創業者 熊谷三太郎
1939年　社則制定 1946年に社訓に改編
1940年　熊谷太三郎が社長に就任
1946年　名古屋工場業務開始（のちの豊川工場、現テクノス(株)）
1947年　技術研究室開設（東京営業所内）
1948年　日本社会人野球協会に登録（野球部創部）
1952年　バスケットボール部、実業団リーグに登録

（バスケットボール部創部）
1956年　わが国初のルーフシールド工事・関門国道

下関口トンネル竣工
1957年　第28回都市対抗野球大会で初優勝
1958年　黒四ダム・大町トンネル貫通

創業者：熊谷 三太郎 都市対抗野球大会初優勝

表紙について
表紙の絵は新宿区立津久戸小学校の児童が環
境をテーマに描いた作品と、「〈ふるさとの田
んぼと水〉子ども絵画展2016」で当社企業賞
を受賞した作品「今年も豊作だ」です。
※熊谷組は次世代を担うこどもたちの自然や環境を

大切にする心を育む機会を応援しています。熊谷組
では本社に隣接する津久戸小学校と環境学習、地域
の清掃活動などを行っています。また、「〈ふるさと
の田んぼと水〉子ども絵画展」（主催：全国水土里ネッ
ト、都道府県水土里ネット）に協賛しています。

エコ・ファースト
企業が環境大臣に対し、自ら
の環境保全に関する取組みを
約束し、その企業が、その業界
の環境分野におけるリーディングカンパニー
であることを、環境大臣が認定する制度です。
  熊谷組は2010年5月、建設業界で初めて

「エコ・ファースト企業」に認定されています。

熊谷組の歩み／編集方針・事業概要
トップコミットメント
社訓・経営理念・グループビジョン
熊谷組グループビジョンの浸透と定着に向けた展開
中期経営計画2年目の報告

「高める」ー技術力を高め、人間力を高めるー
　未来を見据えた技術
　全員参加の経営 ダイバーシティに挑む熊谷組

「つくる」ー独自の現場力でしあわせ品質を届けるー
　安全衛生管理に関する取組み
　最良の品質保証と環境保全を目指して
　熊谷組グループの環境保全活動
　熊栄協力会発足一年目の成果
　特集：未来につながる門をつくる
　特集：地域連携の新たな道を拓く

「支える」ーお客様とともに歩み続けるー
　お客様に感動を
　長期にわたりお付き合いいただいているお客様
　外部評価／企業統治／役員紹介／業績ハイライト
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2016年度を振り返って
　2016年度におきましては、公共投資が引き続き高水
準にあり、企業の建設投資も緩やかながら増加したほ
か、住宅投資も賃貸住宅を中心に増加するなど、総じて
建設業界の事業環境は良好に推移しました｡業界全体の
売上高（完成工事高）はほぼ横ばいながらも、完成工事
総利益（粗利益）については前期を上回る企業が大半を
占めており、当社グループにおいても、売上高（完成工事
高）は微増（0.3％増）ながら、完成工事総利益（粗利益）
については5.2％の増加となりました。
　これについては、2014年6月の「公共工事の品質確
保の促進に関する法律（品確法）」を含む「担い手3法」の
改正で、建設原価の上昇分を適正に受注価格へ反映でき
る環境が整ったこと、また、手持ち工事量の増加などで
建設会社も自社の得意技術が活かせるプロジェクトに
資源を集中させることができたことが主な要因と思わ
れます。
　一方、業界全体が好況で推移する中、労務不足の問題
については一向に改善されず、2020年のオリンピック
イヤーに向けて、またリニア新幹線等の交通インフラ整
備の進行とともに、ますます深刻化するものと予想され
ています。「担い手3法」はこのような状況を鑑み、公共工
事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を目
的として改正されましたが、もはや社会的課題ともいう

べきこの問題の解決には、抜本的な対策が不可欠である
というのが建設業界の共通認識です。
　その中でも“一人ひとりのニーズにあった、納得のい
く働き方を実現する”ことを目指す「働き方改革」は、プ
ライオリティの高い課題です。私たちは今こそ、“追い
風”を享受するだけでなく、明日の建設業界を拓くため
の改革に、自ら挑んでいかなければなりません。

生産性の向上にむけて
　労務不足という環境の中で「働き方改革」を進めてい
くには、越えなければならない壁がいくつかあります。
　従来は“人手が足りない”となれば、まず“何としても
人を集め”“残業や休日返上”で工事を竣工させるとい
うのが、建設業界のやり方でした。その状態で品質と安
全に関する責任を全うする作業所長にかかる負担は相
当なものです。今後、さらなる労務不足が予想される中
で、こうした体制を継続するのであれば当然リスクは
高まります。
　「働き方改革」の中で長時間労働の改善は重要な課題
の一つですが、労務不足という環境の中でこれを実現す
るにはやはり「生産性の向上」を図っていく以外にはあ
りません。

◇「ICTの積極活用」による生産性の向上
　生産性の向上を図る施策のまず一つ目は、“機械に
任せられるものは任せる”というイノベーションで
す。国は「i-Construction ～建設現場の生産性革命～

（2016年4月）」という報告書の中で、3次元データや
ICT建機・ロボット技術等の全面導入による自動化を
進めることで大幅な生産性向上が見込まれるとし、
その積極推進を求めています。熊谷組でもICTを活用
した実験施工を進めるとともに、新たに技術本部を
2017年度より設置し、施工の自動化を体系的に進め
る技術開発体制を整えました。
　建設業界は国内の他産業に比べて技術革新が遅れてい
るという指摘を受けますが、例えば3次元データやICT建
機情報を業界全体の「ビッグデータ」として集積し、それ
を各社が「オープンデータ」として活用して生産性の向上
等に役立てるような仕組みづくりなどは、業界を挙げて、
早急に取り組んでいくべきであると考えます。

◇「安全・品質・環境No.1」を通じた生産性の向上
　熊谷組グループでは、「安全・品質・環境No.1」を継続的
なスローガンとして周知徹底を図っています。地域社会

や環境に配慮し、安全第一で、品質に優れたものを構築
するように心がければ、生産性は自ずと向上します。し
かしながら、現場任せでは限度もあることから、熊谷組
では2017年度より安全品質環境本部を設置してマネジ
メント体制を一体化し、ISOのマネジメントシステムを
より有効に活用しつつ、上流の工程から「安全・品質・環境
No.1」を一緒になってつくりこんでいくような体制の構
築に取り組んでいます。これが二つ目の施策です。
　例えば施工図や施工計画書等については、従来は作業
所長が先に仕上げ、安全・品質・環境の各担当者が現場で
確認するといったことが行われてきましたが、設計の段
階から安全・品質・環境のスペシャリストが加わり、あら
ゆる視点から事前検討を加えることで、より精細な図面
や計画書の作成が可能になります。「i-Construction ～
建設現場の生産性革命～」の報告書には、このようなプ
ロセスを通じた「施工履歴データによる建設現場の見え
る化・効率化」「事故や異常発生時に、同種・類似のリスク
を有する施設の特定」等に関する具体例が掲載されてい
ます。熊谷組グループにもこれまでの工事に関するデー
タが蓄積されており、詳細な分析も行っています。“この
ような案件ではどのような問題が起き得るのか”という
ことを施工者が事前にしっかりと把握することができ
ることから、事後の修正作業も著しく減少し、工期の短
縮につながるものと考えます。

◇「ダイバーシティの推進」を通じた生産性の向上
　生産性の向上につながる三つ目の施策はダイバーシ
ティの推進です。熊谷組では、私が社長に就任したときか
ら、「全員参加の経営」をスローガンに掲げていますが、こ
れには皆で“心”を一つにして物事にあたっていこうと
いう意味が含まれています。しかし、これは一糸乱れぬ
上意下達を美徳とするものではなく、逆に、社員が自ら
考え、多様な意見をぶつけ合うことでより良いソリュー
ションが見出されることに期待するものです。
　熊谷組では多様な働き方を尊重するとともに、「多様
な意見がぶつかり合うことで次のステップに進むエネ
ルギーが生まれる」ことに期待し、2016年4月に私を
委員長とする「ダイバーシティ推進委員会」および「ダイ
バーシティ推進室」を設置しました。“誰もがイキイキ働
ける職場づくり”を推進し、その中で女性社員のさらな
る活躍を応援する施策を展開しています。
　このような取組みの一環で、2016年11月には技術
系女性社員81名が出席する「全社女性技術者交流会」を
本社にて開催し、キャリアアップ研修やパネルディス

意識改革で足下をしっかりと固め、
グループ会社や協力会社を含む「全員参加の経営」で

熊谷組ならではの「建設サービス業」を誠実に展開し、
社会に真に貢献するものづくりに邁進します。

取締役社長
（代表取締役）

トップコミットメント

トップコミットメント
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カッション等を行いました。こうした女性の視点の存
在が、安全、品質、環境、そして生産性の向上など、あらゆ
る面でのイノベーションの鍵を握るものと期待してい
ます。
　例えば現在の施工現場は、“男性社会”となっていま
すが、そこに女性の視点が加わることで否応なしにICT
の積極活用を含む“作業の見直し”が求められるように
なり、女性社員が活躍できる要素が大きくなると考え
ます。
　もちろんこのような女性社員の活躍を後押しするに
は、子育てや仕事と家庭の両立といった面でのハードル
を低くするような施策も必要です。

「建設サービス業」の追求で収益性の向上を目指します
　長時間労働を改善して働き方改革を進め、労働条件や
処遇の改善を通じて、魅力ある企業グループとして次世
代の優れた担い手を確保するには、生産性に優れた無理
のない施工体制の構築に努める一方で、より“付加価値
の高いものづくり”を進め、収益性の向上を図っていく
必要があります。
　熊谷組では、2015年度を初年度とする中期経営計画
を策定し、その中で“お客様に最高の感動をお届けする

「建設サービス業」”を「目指す企業像」として掲げました。
積極的なコミュニケーションやマーケティングを通じて
お客様や社会の真のニーズを把握し、柔軟かつ的確で迅
速な対応を行っていくという、いわば“サービス業的な要
素を含むソリューション”の提供をしてまいります。
　さらに2016年4月には新グループビジョンを策定
し、その中で、「独自の現場力」を背景に、お客様や使う人

の気持ちに応える「しあわせ品質」を追求していくこと
にしました（p29）。前述した「技術本部」や「安全品質環
境本部」の新設は、このような理念や方針を反映する施
策の一環でもあります。
　本コーポレートレポートでも、協力会社と一体となっ
て「独自の現場力」を磨き、「しあわせ品質」を追求する
施工現場の様子を伝える特集記事を掲載しています

（p37）。「建設サービス業」という新しい世界を拓く鍵
は、時流の本質を正しく認識して固定概念から決別する
ことができる社員の意識改革と、全員参加による組織的
なエネルギーにあります。

“心の組織化”で
“誰からも強制されない愛社精神”を醸成
　“ボトムアップの機運”がなければ、どのような試みも
画餅に帰すということになります。社員全員が本音でぶ
つかり合い、一丸となって改革に燃える組織のエネル
ギーに昇華させていくことが「全員参加の経営」の目指
すところであり、ひいてはそれが熊谷組グループの企業
価値の向上につながるものと考えます。それには環境
整備も必要です。
　例えば熊谷組では、3年ほど前から、意見交換会をは
じめ様々な機会を設けて、様々なレベルでのコミュニ
ケーションを促すきっかけづくりに取り組み、表面的な
つきあいではなく、誰もが本音で言いたいことが言え、
それでいて社員が会社に対して大家族的な意識をもて
るような施策を展開してきました。
　また、人事制度についても、正規分布に囚われずに（マ
イナス評価を避け）プラス評価を基本とするものに変え
ることによりモチベーションアップにつながりました。
　私自身も、5年後、10年後の熊谷組を背負っていく30
代～ 40代の社員を対象とした意見交換会を続けてお
り、この3年間で三分の一ほどの社員と話し合いの機会
をもつことができました。また、支店や現場に出かけた
際にも社員と昼食をともにしながら話をしていますが、
そうした中で寄せられた要望について、その7割方は実
現しています。単なる甘やかしではなく、納得できる要
望であれば、できる範囲内で管理職が吸い上げ、部下の
やる気を阻害する原因を早急に取り除くということは
マネジメントの基本です。そうしたことをきちんと受
け止めて誠実に改善してきたことで、会社全体に活気と
一体感が生まれてきたように思います。
　本音で話せる、家族的な一体感をもった会社であれ
ば、“我が社のために”という気持ちも生まれます。“誰か

らも強制されない愛社精神”が醸成されれば、「熊谷組の
社員として誇りをもって仕事をしたい」「会社に迷惑が
かかるような恥ずべき行動は厳に慎みたい」という“行
動規範”も自ずと生まれるのではないでしょうか。
　このように“心を一つに、全員参加の経営にエネル
ギーを傾けることが可能な状態にしていくこと”を私た
ちは「心の組織化」と呼んでおり、これについてはかなり
の段階まで達したと思います。
　熊谷組では「再建から再生へ」を掲げ、中期経営計画
の2年間は、特に社員の意識改革に注力してきた結果、
再生に向けて飛躍する準備がいよいよ整いました。

熊谷組グループの海外展開は「10年がかり」で
　熊谷組では、国内市場の縮小が予想される“2020
年以降”を鑑み、中期経営計画における基本方針の一
つとして海外展開を積極的に進めていきたいと考え
ています。
　熊谷組では、1961年に香港で行った水道トンネル工
事が初の海外工事となり、以来、4本の海底トンネルの
ほか、60件を超える工事を手がけてきました。その中
の一つである東部海底トンネルについては2016年8
月より、ＭＯＭ（管理・運営・保守）事業に参画することに
なりました（p50）。
　建設業における海外展開は、現地の信用を得て仕事を
いただき、その仕事をきちんと仕上げ、さらに信用を高
めて次の仕事につなげていく必要があります。また、現
地で信頼できる協力会社を確保する必要もあります。
　熊谷組は、台湾では現地法人「華熊營造股份有限公
司」を42年前に設立し、技術力の向上を図り、2004
年には当時において世界一の高さを誇る超高層ビル

「TAIPEI101」を完成させました。現在も新たなラン
ドマークとして注目を集める超高層デザイナーズマ
ンション「陶朱隠園」の施工を進めています（p13）。
2013年には台湾版の協力会である「台湾熊建会」を設
立し、2016年度より若手技術者が日本の現場に勤務す
る本格的な技術交流もスタートしています。
　このように実績と信頼とを積み重ねながら進めてい
くのが熊谷組の海外展開です。私は少なくとも10年く
らいは、その地に留まって地道に根を張っていく必要が
あると考えます。こうした成功事例を足がかりとして、
熊谷組グループの技術力を海外に広めていきたいと考
えています。安全・品質・環境の分野で数々の賞を受賞
するなど、高い技術力が認められている「華熊營造股份
有限公司」では、すでに当社の新たな拠点であるミャン

マーなどへ技術員などを派遣していますが、将来的には
お互いの労務不足をタイムリーに解消する人材交流を
行うことなども視野に入れています。
　意識改革で足下をしっかりと固め、全員参加の経営で
熊谷組ならではの「建設サービス業」を誠実に展開する
こと。そして全社員が“心を一つに”社会に貢献するもの
づくりに邁進していくことを皆様にお約束いたします。

マンション施工問題につきまして
　横浜市所在のマンション施工不良問題につきまし
ては、2017年4月末に、管理組合様が当社の設計・施
工による一括建替え決議を行い、ほぼ満場一致で可
決されました。2020年春頃の竣工を目標とし、早
ければ2017年秋頃から解体工事に着手し、2018
年夏頃より再建築工事にかかる予定です。
　当社といたしましては、今回の施工不良を謙虚か
つ厳粛に受け止め、反省し、再建築工事では、施工プ
ロセスの開示といったオープンな現場運営を行いま
す。また、協力会社で組織する熊栄協力会とも連携・
協働しながら、皆様に安全・安心をお届けすることを
最優先に、設計・施工・監理の各段階での品質確保に
取り組み、「安全・品質・環境No.1」のモデル現場とな
るよう万全の体制で取り組んでまいります。

トップコミットメント
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す
。

　熊谷組の社訓は、会社設立の一年後、1939年（昭和
14年）に創業者熊谷三太郎が社員の心得三箇条として
書いた「社則」がそのはじまりです。その後、1946年に

「社訓」となり、現在に至ります。「信用の昂揚」「親切」「共
存共栄」の精神は今日まで変わることなく受け継がれて
います。

　コンプライアンスの徹底をベースに、活き活きとした
職場において、“お客様”とのコミュニケーション（対話）
を通じて社会のニーズを把握し、安全・品質・環境に優れ
た施工を行い、建造物を提供します。その結果、“お客様”
から評価され、信頼を得ることを表しています。

　経営理念は1993年（平成5年）に制定しました。社訓
制定当時から飛躍的に発展し、規模も大幅に拡大した熊
谷組が、改めて価値尺度を統一し、自らが目指すべく方
向を定めたものです。
　経営理念の実践により、「社会に貢献する」「創造的」

「活力ある」「社会に評価される」企業集団を目指すとし
ています。

※コンプライアンスとは、もともと「相手の期待に応える」という意味で、法令遵守
だけではなく、道徳や社会のルール、社内規則を守ることも含みます。

社訓・経営理念・グループビジョン
当社では企業活動の基本的精神・指針として「社訓」、「経営理念」を制定しています。2016年、 新たな熊谷組
グループビジョンを策定し、5年後、10年後に向けた当社グループの目指す姿を示しました。これらの実践を
通じて社会が抱える課題の解決に貢献し、皆様から信頼される企業を目指します。

社訓：受け継がれる創業の精神

熊谷組のCSR概念図

経営理念：熊谷組が目指すもの

社訓／経営理念／グループビジョン

2016年、市場環境や時代の変化に影響されず、将来にわたってお客様や社会から必要とされ、社員が誇りを持って働ける
企業グループを目指して、新たな「熊谷組グループビジョン」を策定しました。新たなビジョンでは、当社グループが
お客様や社会にお届けしたい価値を明確にし、5年後10年後に向けた当社グループの目指したい姿を示しています。

高める、つくる、そして、支える。
私たちがつくるのは、単なる建物や建造物だけでなく、

そこに集う人々とともにつくりあげていくコミュニティーです。

グループビジョン：将来を見据えたビジョン

人と人が集い、ふれあいながら安心して心豊かにくらすことのできる場所。
それをつくり、支えていくのが私たちの仕事です。

使う人の気持ちにこたえる“しあわせ品質”をお届けするために
技術力と人間力を掛け合わせて高めた独自の“現場力”をもって全力で取り組みます。

そして完成後も、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、時代をこえて支え続けていきます。

高める、つくる、そして、支える。
100年をこえる歴史の中で育まれた、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。

人がつながる、くらしをつくる。
未来へひろがる、舞台を支える。

熊谷組グループ

社訓・経営理念・グループビジョン

柏の葉スマートシティ
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201
6

201
7

201
8創業120周年

理解する

行動する

定着する
情報の開示

新・中期経営計画

中期経営計画（平成 27～29 年度）

　 ～「再建」から「再生」へ、そして「成長」に向けて～

ビジョンの浸透に向けた
今後の展開

「浸透」と「定着」に向けた初年度の展開

説明会を
実施

本社・首都圏支店・
国際支店

東北支店

名古屋支店

ツールを
作成

〈名刺のデザインを変更〉〈2枚組構成のポスターを作成〉

左：熊谷組グループのビジョン（目指す姿・目標）を示しています。
右：ビジョン実現の手段（現場力としあわせ品質）を示しています。

「全員参加の経営」で新しい熊谷組グループを創ってい
く姿を表しています。

◆ロゴマークの色は、12色から自分の好きな1色を選べます。
「創業120周年を迎えることにちなんで」という意味合いと、「十人十色にとど
まらない個性の発揮を求める」ダイバーシティ推進の意味合いも含めて12色
としました。12色には日本の伝統色である「きもの誕生色※」を採用しました。

「話せる名刺」をコンセプトに、ロゴマークの一部をあえて見せないこ
とで、その意図をお客様に「話す」きっかけが生まれるようデザインし
ています。そのロゴマークは未完成の姿を表し、ビジョンスローガンが
完成に向かって自らを「高める」意志、チャレンジ精神を表しています。

きもの誕生色： 四季折々の風物に培われた情緒豊かな「日本の伝統色」の中から現代に適
合する12色を月別に選定したもの。「新潟県・十日町織物工業協同組合」が1981年に制定。

「The Next KUMAGAI ビジョン説明会」の実施後、社内イントラネットを通じて全参加者を対
象にアンケートを行い、合計1,013件の回答を得ました（回答率63％）。参加者のうち約80％の
社員がビジョンへの理解が進んだと回答し、約70%の社員が自分の仕事を通じてビジョンの実
現に取り組めそうだと答えています。

アンケート
を実施

「熊谷組グループビジョン」の浸透と定着に向けた展開

「具体的事例の発信・共有」「意識する機会を増やす」「コ
ミュニケーション・交流の場を増やす」「目標設定をする」

「議論の場を増やす」「制度や風土の見直し」「社員教育の場
を増やす」「対外発信（PR）の機会を増やす」などの意見が
寄せられました。

「案件の大小に関わりなく、さらに丁寧な仕事を心がけた
い」「職場内コミュニケーションを深め、周囲を巻き込んで
前進したい」「よりお客様やエンドユーザー目線で考え、提
案する」「意識して業務にあたることで、今までよりも貢献
できるのでは」「“今”からでもできることはたくさんある」
　といった意見が寄せられた一方で、

「今までと変わらない、改めて意識するほどのものでもな
い」「ビジョンのキーワードの意味が分からない」「具体性
がなく、何をどう変えていけばいいのか分からない」
　といった意見も寄せられました。

■ 理解が深まった
■ 少し理解が進んだ
■ まだよくわからない
■ 深まらない

■ とても思う
■ やや思う
■ あまり思わない
■ 全く思わない
■ よくわからない

1.7%2.1%

「熊谷組グループビジョン」の
　　　　浸透と定着に向けた展開
　熊谷組グループビジョンの策定を
担当した「熊谷組CIプロジェクト」
では、グループビジョンに描き込ま
れている「価値観」を全社員で共有
し、具体的な取組みに反映していく
ため、「話そう、変えよう、そして進も
う」を合言葉に、「理解」「行動」「定着」
の3段階フェーズで様々な活動を展
開しています。
　ビジョン策定初年度は、「理解」に
重点を置き、全社員対象の「ビジョン
説明会」を行った後にアンケートを
実施。併せて「社内向けポスター」や

「名刺」等のツール制作を通じて早期
の浸透を図りました。今後は、様々な
施策にもビジョンの視点を取り込む
とともに、社員一人ひとりが自分ご
ととしてとらえ、それぞれの部門や
職場でビジョンの定着と実現に向け
た取組みを日常業務に落とし込んで
進めてまいります。

主な質問項目から

説明会出席後、ご自身の新ビジョンの内容への
理解は深まりましたか？

新ビジョン実現に向けてご自身の仕事を通じて
何かできそうだと思われましたか？

今後、全社で新ビジョンの実現を進めていくにあたり、
ご意見・アイデアがありましたらお聞かせください。

アンケートの中の「意識する機会を増や
す」では、①「社内イントラの活用」、②「ポス
ター掲示」、③「名刺、社内封筒、入館証、垂れ
幕等に掲載」、④「コンテストや表彰制度の
実施」、⑤「イメージキャラクターの制作」、
⑥「意見箱の設置」、⑦「アイデアが湧きやす
くなるオフィス環境の整備」、⑧「CM、新聞
広告等でアピール」などのアイデアが出さ
れました。このうち「社内イントラの活用」

「ポスター掲示」「名刺、社内封筒、垂幕等に
掲載」「ビジョンステッカーの活用」などは
すでに実施しています。今後も、フレッシュ
な取組みに挑戦していきます。

2016年5月12日より、東京（本社・首都圏支店・
国際支店）を皮切りに、全国の支店で「The Next 
KUMAGAI ビジョン説明会」を実施しました。説
明会は「熊谷組の歴史総括とビジョンへの期待」

「グループビジョンの解説」「パネルディスカッ
ション」の3部構成で行われ、グループ会社を含む
約1,600名の社員が参加しました。

50.9%

28.5%18.5%

49.9%

20.2%

17.1%

11.1%
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お客様に最高の“感動”をお届けする『建設サービス業』

『
全
員
参
加
の
経
営
』

ス
ロ
ー
ガ
ン「再生」から「成長」に向けての安定した収益力の確保

（連結営業利益率4%以上の常態化、連結ROE：10%以上）経営目標

基本方針

1. 安全・品質・環境マネジメントシステムの日常業務へのビルトイン
2. 安定収益力の確保～ブルーオーシャンの追求と損益分岐点の引き下げ～
3. 安定した生産体制の構築～生産革新と人員確保～
4. 企業価値の向上～「再生」から「成長」へ～
5. 技術・人材の高付加価値化
6. 新規事業の開拓

「熊谷組グループ中期経営計画（2015～2017年度）」
中期経営計画2年目の報告

1.中期経営計画の概要

目指す企業像

3.中期経営計画の進捗

◆ 計画2年目の総括

◆ 最終年度に向けて

2015 2016 2017（年度）

（年度）

7.1 7.3

1,000

2,000

3,000

4,000

2.0

4.0

6.0

8.0
（億円） （%）

3,500 3,700 3,8003,500 3,700 3,800
3,436 3,447 3,593

3.4 3.9 4.2

5.8

2015 2016 2017

1,000

2,000

3,000

4,000
（億円）

2,720 2,780 2,8502,720 2,780 2,850
2,936 2,847 3,215

■ 売上高（計画）　　　■ 売上高（実績／予想）
■ 営業利益率（計画）　■ 営業利益率（実績 / 予想）

■ 受注高（計画）　　　■ 受注高（実績／予想）

受注高（単体）売上高＆営業利益率（連結）

2015 2016 2017（年度）

（年度）

7.1 7.3

1,000

2,000

3,000

4,000

2.0

4.0

6.0

8.0
（億円） （%）

3,500 3,700 3,8003,500 3,700 3,800
3,436 3,447 3,593

3.4 3.9 4.2

5.8

2015 2016 2017

1,000

2,000

3,000

4,000
（億円）

2,720 2,780 2,8502,720 2,780 2,850
2,936 2,847 3,215

■ 売上高（計画）　　　■ 売上高（実績／予想）
■ 営業利益率（計画）　■ 営業利益率（実績 / 予想）

■ 受注高（計画）　　　■ 受注高（実績／予想）

中期経営計画2年目の報告

インフラメンテ･運営プロジェクトへの事業参画
◆投資事業としての参画、インフラの維持管理・修繕業

務への進出
◆インフラの管理運営能力の向上

FIT事業等の新事業への参画
◆建設請負業と相乗効果が期待される事業分野への

取組みを強化
PPP･PFI事業への参画強化

◆従来のPFI事業に加え、公有地活用等のPPP事業への
取組みを強化

既存地域での事業継続と基盤強化
◆既存事業基盤（台湾等）のさらなる強化
◆国内顧客のミャンマー・ベトナム進出支援
（国内事業との相乗効果創出）
◆ミャンマー・ベトナム等での日本政府発注無

償工事（土木・建築）への取組み
生産体制の構築

◆現地協力会社との関係強化
◆グローバル人材の確保・育成

新ビジネスモデルへの取組み
◆国内ベンチャー企業との連携
◆CM ／ PM・PPPへの取組み

新事業戦略
新事業分野へ取組みを拡大し、収益基盤を多様化、安定化

財務基盤強化等（企業評価の維持・向上）
◆株主資本の充実、ROEの資質向上
◆配当の実施および継続化
◆IR活動の充実

技術開発：技術の商品化、使える技術の開発
◆生産性向上技術の開発
◆インフラ更新事業に適応した技術の開発と実用化
◆グループの総力で次世代独自技術の開発

人材開発：人材の高付加価値化
◆ダイバーシティの推進（女性・シニア社員の活躍機会の創出）
◆労働環境の改善施策の推進（BPRの実施による業務革新）

経営インフラ強化戦略
企業価値の持続的向上に向けた技術・人材の高付加価値化、財務基盤の強化

国内建築事業戦略
お客様の信頼獲得と顧客満足の追求による一定の受注量
確保と収益力の向上

海外事業戦略
台湾、ベトナム、ミャンマーおよびその周辺国での
事業展開と事業基盤整備による業績貢献体制の確立

国内土木事業戦略
大型プロジェクトへの参画、社会インフラの維持更新需要
の取り込みによる安定した受注と収益力の維持

2.事業戦略

グループ成長戦略
グループの協働による相乗効果を取り込んだ「成長」の実現

グループの協働体制の推進
◆インフラ維持更新事業、建築リニューアル事業での協働体制の構築

グループによる共同技術開発の促進
◆グループが共同で技術開発に取り組み、開発速度をさらに加速

グループの経営資源の流動化
◆グループ間の人材・資金の流動化を推進
◆「心の組織化（一体感の醸成）」による強固な連携の推進

ブランド力の向上
◆大型プロジェクト・社会的プロジェクトへの参画
◆安全・品質・環境でNo.1を目指し、お客様の信頼獲得

競争力の強化
◆情報の共有化による最適アプローチの決定
◆ターゲット案件ごとの組織対応力の強化

生産性の向上
◆グループ会社、協力会社との連携および生産体制強化
◆施工プロセスにおけるCIM推進・ICT技術の積極的導入

技術開発の推進
◆インフラ大更新時代に向けた技術の開発・実用化
◆生産性向上・省力化を図る技術の開発・実用化

ブランド力の向上
◆安全・品質・環境でNo.1を目指し、お客様の信頼獲得
◆営業・施工・アフターケアを通しての徹底した顧客満足の追求
◆提案力の向上

競争力の強化（特命受注率の向上）
◆ソリューション型営業の推進
◆競争優位市場の維持、開拓（医療・福祉・教育・生産・流通）

生産性の向上
◆グループ会社、協力会社、地元企業との連携強化
◆BIM推進・ICT技術、省人化施工システムの積極活用

技術開発の推進
◆次世代独自技術・省人化施工技術の開発
◆保有技術の棚卸し

　建設業界においては、震災復興事業、防災・減災のため
の国土強靱化事業、インフラ老朽化対策事業、東京五輪
関連事業などの公共投資が引き続き高水準で推移し、ま
た民間投資についても、企業収益の改善やインバウンド
需要の増加を受けて設備投資が回復基調にあるなど、事
業環境は良好に推移しました。
　このような事業環境のもと、「中期経営計画」2年目と
なる2017年3月期の主な業績は上記グラフに示すとお
りです。
　堅調な建設投資を背景に、単体の受注高は前年度に引
き続いて計画を上回る結果となりました。連結売上高は
手持ち工事の大型化や受注から着工までの長期化などの
影響により進捗スピードが上がらず計画を下回る結果と
なりましたが、連結営業利益率は受注時採算の改善が顕在

化したことに加え、建設市況が想定外に安定的だったこと
もあり、計画を大幅に上回る結果となりました。なお、連結
ROEは引き続き高水準を維持しています。

　東京五輪が開催される2020年に向けて当面は一定の
建設需要が見込まれますが、中長期的にはこれまでの建
設投資の反動減や、社会インフラ整備が「新設」から「維持・
更新」へ質的に変化していくなど、建設市場の持続的な拡
大は見込まれにくいことから、将来にわたり市場環境に影
響されない安定した収益力の確保に向けて、引き続きブラ
ンド力の向上、競争力の強化、生産性の向上、技術開発の推
進、海外事業基盤の整備、新事業分野の開拓、グループ協働
による相乗効果の創出、人材の高付加価値化などに熊谷組
グループが一丸となって取り組んでまいります。

ROE（連結）

2015年度末実績 20.4%

2016年度末実績 22.6%
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4.「グループ成長戦略」に関する取組み

グループの総合力で建設する陶朱隠園
　台湾の台北市で建設中の超高層デザイナーズマン
ション「陶朱隠園」は、熊谷組が100％出資する台湾の
現地法人 華熊營造股份有限公司が施工を担当していま
す。そのDNAの二重螺旋構造のような斬新なフォルム
は、随所に盛り込まれた高度な最先端の施工技術によっ
てつくりだされています。
　建物地上部は2フロア分の高さのトラスを中央コアと
メガカラムに架け渡す構造になっており、左右のウイン
グ部は中央コア部分を中心にフロア毎に4.5度ずつ回転
し、ウイング先端のメガカラムがねじれた形状になって
います。
　このような複雑な構造の施工には、2004年に完成し
た「TAIPEI101（台北国際金融センター）」の建設に携
わった熊谷組と華熊營造などのチームの経験が活かさ
れています。また、この鉄骨の建方には、熊谷組のグルー
プ会社テクノス株式会社が販売する「鉄骨建方システム

グループの協働体制の推進
エースアップ」を使用しています（p18）。
　グループ各社が得意とする優れた技術やノウハウを
もち寄り、難易度の高い工事に挑みながらさらに相互の
技術力に磨きをかける。陶朱隠園は、こうしたグループ
成長戦略を具現化するものづくりのひとつです。
　そして2016年11月に上棟式を迎えた陶朱隠園は、外
壁のカーテンウォールや地下の仕上げを進め、2017年
の冬には台湾の新たなランドマークが誕生します。

二重螺旋構造の外観が現地でも話題を呼んでいますが、23,000本を超える植栽によるCO2の吸収や有機性廃棄物や雨水の再利用、BIPV（建物一体型太陽発
電）の活用など環境配慮型設計の斬新さでも世界的な注目を集めています。

陶
タオヂュインユェン

朱隠園 地下4階、地上21階建て全40戸

ケーアンドイー
株式会社

建築リニューアル

株式会社
ファテック

技術商社

華熊營造股份
有限公司

建設事業（台湾）

株式会社 熊谷組
土木・建築事業

株式会社
ガイアート

道路舗装・維持管理

テクノスペース・クリエイツ
株式会社

施工図 ほか

テクノス株式会社
土木リニューアル・

資機材制作 ほか

株式会社
テクニカルサポート
事務代行・保険代理店

熊谷組グループ会社

「グループ成長戦略」に関する取組み

グループ間の人材・資金の流動化を推進
　「グループ間の人材の流動化」を視野に入れた取組み
の一環として、熊谷組では海外グループ会社および協力
会社からの研修生の受け入れを行っていく考えですが、
その第一弾として、2016年度より熊谷組にて、台湾のグ
ループ会社である「華熊營造」の若手技術者に対する約1
年間の研修を行っています。
　華熊營造股份有限公司は熊谷組の100％出資で1975

　グループ各社が共同でそれぞれの技術やノウハウを
もち寄って、技術開発に取り組み、開発速度をさらに加
速することを狙いとしています。
　具体例の1つ目がコッター床版工法の開発（p17）であ
り、供用中の橋梁の架け替え工事に適用されます。コンセ
プトの検討、基本設計・詳細設計、各種試験のための実験の
計画と実施、試験施工。さらには実用化に向けた課題解決

「グループの経営資源の流動化」

グループによる共同技術開発の促進

「グループの経営資源の流動化」

と生産性向上などの役割を分担して実施してきました。
　2つ目が歩行支援機器としての新型フローラの開発

（p19）です。在宅介護、自立歩行支援の観点から、開発コ
ンセプト、商品化・事業化計画の策定、外部の研究室や企
業の技術・アイデアの取りまとめ、将来の製造・販売を想
定した課題の解決、さらには使用する住宅の改修などの
役割を分担して実施しております。

年に設立された現地法人ですが、「新光保険ビル（高さ
244m）」や「TAIPEI101（高さ509ｍ）」など、その当時の台
湾一、世界一の高さを誇る高層建築を手がけ、安全・品質・
環境に関する数々の表彰を受けてきた、国内トップレベル
の建設会社として知られています。熊谷組では、台湾にお
ける今後の建築リニューアル市場の拡大を見据えた技術
面の強化を図るとともに、このような連携を通して、熊谷
組の技術力を世界に展開していきたいと考えています。

　候さんは昨年（2016年）の4月に来日して7月まで初
期研修を受け、7月から現在まで「柏の葉スマートシティ
西棟」の施工現場で実地研修を受けています。何さんと林
さんは今年（2017年）の4月に来日し、同様の研修を受け
たあと、7月から、通訳を兼ねて残った先輩研修生の候さ
んとともに実地研修を受けています。候さんは華熊營造
に入社して7年目、何さんは4年目、林さんは2年目で昨年
は新入社員。それぞれの感性で受け止めた三者三様の“熊
谷組”を台湾の同僚に伝えてもらうには、バランスのとれ
た“布陣”のように思えます。
　華熊營造では、常日頃から「グループの一員として、安
全・品質・環境No.1の“熊谷組スタンダート”を常に意識
する」よう言われているとのことですが、ほぼ1年間にわ
たり、同じ作業事務所にいて、作業ヤードの整理整頓が常
に行き届いていたことを覚えている候さんは、「日本と台
湾の一番の違いは“安全”に対する認識」、「“安全が品質に
つながる”ということがよくわかった」と言います。

「華熊營造」からの研修第1、2期生に聞く

現在「柏の葉スマートシティ西棟
（p37）」の建設現場で実地研修を
受けている3名の研修生からお話
を伺いました。

写真左から
華熊營造股份有限公司
林 志彦氏  候 順興氏  何 政倫氏 

　候さんは建築科の出身で、ほかの2人は土木科の出身
ですが、3人とも、東西2棟で採用されている「オールプ
レキャスト・コンクリート（PC）」の建築には興味津々の
様子です。候さんの話では、「日本では建築も土木もPC
化が進んでいるが、台湾ではバルコニーやマリオンな
ど、ごく一部の部材に限られている」とのことです。何さ
んは「台湾も労務コストが年々上昇しているので、今後
はPC化が進むのではないか」と話します。
　林さんが華熊營造の同僚に話したところ「自分もこの
目で是非見てみたい」と言われたそうですが、林さんも

「何かの形で、台湾でも熊谷組のPC技術が学べるような
機会をつくってほしい」と言います。とにかく今のとこ
ろ、「いつかは華熊營造で是非、PCに携わる仕事をした
い」というのが、3人共通の“夢”。先輩研修生の候さんは一
足先に帰国しますが、何さんは台湾にいる奥さんとの3度
目の国内旅行プランを練り、林さんは留学生仲間との富
士登山を楽しみにしています。
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未来を見据えた
　 術
熊谷組グループの確かな技術は、お
客様から信頼と高い評価をいただ
いています。社会が真に求めている
ものは何かという観点から、時代の
変化にすばやく対応した技術を提
供しています。

技

高める
技術力を高め、
人間力を高める

つくば技術研究所

熊谷組グループの価値やそこで働く社員の人間力をさらに高めるためにダイ
バーシティの推進や働き方改革につながる取組みを行っています。同時に競争
力を強化し生産性を向上させる次世代独自技術の開発を、グループ一丸となっ
て取り組んでいます。
技術力と人間力――。人々が集い、ふれあいながら安心して心豊かにくらすこと
のできる場所をつくるために、わたしたちはこのふたつを掛けあわせた「独自の
現場力」を高めます。

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―

つくば技術研究所（茨城県つくば市）
様々な交流を通じて、
創造のパワーがみなぎる開発基地に
　つくば技術研究所は、2018年4月に開所30周年を
迎えます。熊谷組の新たな研究開発方針・体制に沿っ
て、様々な交流を通じて、世の中に役立ち、建設業界の発
展に寄与するようなオリジナル技術の開発を目指し、
2016年度より段階的にリニューアルを進めています。
今回のリニューアルでは「より開かれた、アクティブな
開発拠点」を目指し、これまで熊谷組が培ってきた技術
や最新技術をお客様や見学者が見たり、触れたりできる
ような「技術ショールーム」を設置するほか、様々な技術
研修やオープンイノベーションなどに使えるスペース
の設置なども行う予定です。

　「建設サービス業」は、お客様のニーズをとことん掘り
下げるサービス業のような感覚と、建設業におけるトッ
プレベルの「技術力」で、お客様や世の中の目標や課題解
決に貢献していくことを目指すものですが、将来の建設
業の方向性を見据えて、その「技術を磨く」ための軌道修
正をする作業がはじまっています。
　熊谷組では、これまで技術研究所を中心に全方位で
行ってきた研究開発体制を一新し、2017年4月に、「技
術本部」を新設しました。今後は得意分野を中心に、テー
マを絞り、これまで以上に世の中の役に立つ実践的な技
術の開発に取り組んでいきます。
　「技術本部」では、「生産革新や生産性向上に資する技術
開発」「グループ会社と連携した次世代独自技術の開発」

という二つのテーマを設け、従来通り、基礎研究・要素技
術の開発を行う「技術研究所」の他に市場ニーズを調査・
分析し、戦略を立案する「技術企画部」と、グループ会社や
異業種と連携して「世の中で役に立つ技術」の商品化を目
指す「新技術創造センター」の二つのセクションを設置
し、技術研究所と連携して開発の推進を行っていきます。
　また、本当に役立つ技術をつくりあげていくためには

「英知の結集」が不可欠であることから、「土木、建築の両
事業本部やグループ会社間の垣根を取り払い、自由闊達
な議論ができる基盤をつくる」ことを基本理念とします。
さらにはそのような連携を大学や異業種の民間企業に
も広げて「オープンイノベーション」を推進し、お客様や
ユーザーに感動と幸せを感じていただけるような「しあ
わせ品質」の提供につなげていきたいと考えています。

「技術本部」に機能を集約し、より世の中の役に立つ実践的な技術開発を推進

新たな技術開発体制 技術本部

技術研究所 新技術創造センター技術企画部
市場ニーズを調査・分析し、

戦略を立案
・基礎研究
・要素技術の研究

グループ会社や異業種と連携し
「世の中の役に立つ技術」を商品化

「生産革新・生産性向上」　
阿蘇大橋での無人化施工（p53）の経験を活かしてICT
の現場導入の拡大やBIM、CIMのさらなる推進を検討

「次世代技術」　
オープンイノベーションの先駆けとして、ロボット
技術の開発を推進。橋梁点検などへの応用を検討
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未来を見据えた技術

橋梁架け替え工事に向けたコッター床版工法 鉄骨建方システム「エースアップ」

縦溝粗面型ハイブリット舗装（FFP）

　日本の発展とともにつくり出されてきたインフラの
中で、特に橋梁は想定以上の交通量によってダメージを
受け、架け替えの必要性が高まっています。
　しかし、供用中の橋梁の架け替え工事はその構造上、
一般的な下水道工事や舗装工事のように2車線のうち
片側を通行させながら施工することが難しく、全面的に
通行止めを行って施工する必要があります。
　そこで、できる限り工期を短縮するために、工場で「床
版」（鉄筋コンクリートの板）を製作し現場に運んで並べ
てから床版どうしをつなげていくプレキャストPC床版
工法が一般的になりました。
　しかし、それでも「つなぐ」作業には鉄筋を組んで型枠
を組みコンクリートを流し込む作業が残ります。現場で
施工する時間、すなわち「利用者に不便をかける時間」を
短縮するためには多くの人手が必要になるという課題が

残っていました。そこで開発をすすめたのが「コッター
床版工法」です。現場で行う作業をできる限り減らすため
に、床版どうしを金具でつなぐ方法で、工期の短縮はもと
より、作業員の数も減らすことを実現しました。もちろ
ん耐久性は確かなもので、
100 年相当の疲労試験をク
リアしています。
　これまでの工法の半分の
時間で床版を架け替えら
れる高速施工が注目され

「コッター床版工法」は日経
BP社出版の「世界を変える
100の技術」にも取り上げ
られました。

に効果を発揮できないことがありますが、FFPは溝が薬
剤をキャッチするので、道路の凍結防止効果が3倍も長
くなりスリップ事故を防止し続けることが可能です。

図1 従来の工法コッター床版工法広告

建方エース
柱の継手に使う装置 転倒防止対策、調整に使用

※「コッター床版工法」は熊谷組グループ（株式会社熊谷組、株式会社ガイアート）、オリエンタル白石株式会社、ジオスター株式会社の共同開発です。（特許取得済）

図2 エースアップ

建方ヘルプ
建方エースと併用で調整に使用

図3 工期短縮

建方ベース
柱の足元に使う装置 調整に使用

　鉄骨の建物は工場でつくられた鉄骨の柱を現地で立
ち上げて組んでいきますが、柱をまっすぐに立てるため
の調整を、従来は柱にワイヤーをくくりつけて四方から
引っ張って微調整していました（図1）。この方法は時間
や人手がかかるうえに、高いところでの危険がともなう
作業であり、品質・時間・コスト・安全などの面でも課題
がありました。
　こうした課題を解決した熊谷組の技術をグループ会
社のテクノス(株)で商品化したのがエースアップ（図2）
です。これは従来の転倒防止用のワイヤーや精度調整
用のワイヤーを使用しないで鉄骨の柱を立ち上げてい
くワイヤーレス工法です。
　エースアップは、その優れた特徴を活かし、様々な建
設現場で活躍しています。今では鉄骨でつくる建物だけ
ではなくコンクリートでつくるPCaの柱の建物や土木
の工事現場でも使われるようになりました。また日本
国内だけでなく、台湾やシンガポールなど海外でも活躍
しています。

エースアップの特徴

1．品質の向上
エースアップを使うことで、わずかな誤差の調整が
可能となり、高精度の施工が容易になりました。

2．工期の短縮（図3）
鉄骨の柱の精度が向上することで、柱と柱をつなぐ
梁の組み立て時間が短縮されます。そのため、作業
効率が向上し、工期の短縮が可能となりました。

3．コストの低減
ワイヤーに掛かるコストやその作業がなくなるこ
とで作業人員の削減が可能となりました。

4．安全性の向上
従来のワイヤーがなくなることで、足元のスペース
が確保され作業が安全にできるようになり、また高
いところでの危険な作業も低減可能となりました。

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―高める―技術力を高め、人間力を高める―

　熊谷組グループの(株)ガイアートは、長野県の軽井沢
町で運営している「白糸ハイランドウェイ」有料道路で
試験施工を繰り返し、「縦溝粗面型ハイブリット舗装（通
称：FFP（Full Function Pavement））を開発しました。
これは、道路に縞模様の溝をつけて滑りにくくしたもの
です。
　この技術は開発からわずか6年という異例のスピー
ドで施工面積30万㎡を達成しました。スリップ事故を
防止する効果と耐久性が高いことが評価され、様々な道
路に採用されています。
　FFPを交通事故が多発する道路に採用したところ、
前の年に30件発生していた交通事故が1件も起こらな
かったという結果も出ています。また、FFPは凍結防止
効果も実証されています。道路の凍結防止の薬剤を散布
する際、風に飛ばされたり、雨水に流されたりして十分
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　低炭素コンクリートとは、低炭素社会・循環型社会の
構築に貢献する、CO2排出量を大幅に低減した環境配慮
型のコンクリートです。
　日本のCO2排出量は年間13億2千万トン（2013年度：
環境省）であり、そのうち建設業の主要な材料であるコンク
リートの製造だけでも年間2千5百万トンとなっています。
建設業におけるCO2排出量を低減するために、コンクリート
の製造にともなうCO2排出量を抑制することが有効です。
　日本建設業連合会では2030年までに建設施工にお
けるCO2排出量原単位を25％低減することを宣言して
おり、この宣言の実現には低炭素コンクリートの普及・
展開が期待されています。
　当社はこれらの要求に応えるべく当社独自の低炭素コ
ンクリートを開発中です。既に低炭素コンクリートの配
合選定と基礎物
性に関する実験
を実施済みであ
り、各種耐久性
に関する性能確
認のための実験
を実施中です。

未来を見据えた技術

磁石走行式ロボットの走行実験

撮影した画像の合成による床版の展開図の作成

新型フローラ完成予想図

配合選定試験の様子

風力低減パネル風洞実験の状況資源エネルギー庁
「福島県再生可能エネルギー次世代技術開発事業」

福島プロジェクト南相馬実験施設

超高強度コンクリート採用物件

超高強度コンクリートの研究

藻類バイオマス燃料への取組み 風力低減パネルの開発

環境配慮型低炭素コンクリートの開発

在宅介護等における自立生活支援機器（新型フローラ）の開発

　高度成長期に整備された社会インフラは高経年によ
る劣化が問題となっており、橋梁などでは5年ごとの点
検が義務付けられています。
　橋梁床版の目視点検作業は、橋梁点検車を使用したり
橋梁下部に吊り足場を設置したりして行われています
が、橋梁の通行規制や準備を含めた作業量が多いといっ
た課題があります。また、点検作業員が高所作業をしな
ければいけないといった安全上の課題や点検作業員の
高齢化や熟練者の不足といった問題もあります。

　橋梁床版の点検を安全に、少人数で効率よく行うため、
橋梁の鋼製主桁に磁石で吸着して移動できる「磁石走行
式ロボット」に点検用高精細カメラを搭載し、床版の撮影
で得られた画像からひび割れ等の不具合を検出するとと
もに、画像から床版の展開図を作成することにより、点検
調書の作成を支援するシステムを開発しています。
　本システムの開発はNEDO※の「インフラ維持管理・
更新等の社会課題対応システム開発プロジェクト」の助
成事業として行っています。

磁石走行式ロボット等を活用した橋梁点検システムの開発

※国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

　わが国では高齢者人口の増加とともに、介護施設や介
護職員の不足が予測され、健康寿命を延ばすことが今後
さらに重要な課題になってくると予想されます。
　「歩く」ことは、この健康寿命を延ばすために有効な手
段の一つであると考えられており、自分の足で歩くこと
は、生活の質を向上させる上で欠かせません。
　当社は、2001年に医療・福祉施設向けの歩行支援機
器「フローラ」を開発しました。そして現在、当社ではこ
のフローラの特徴を活かした家庭用の新型フローラを
開発中です。
　また、これと併行してフローラで使用するハーネスの
改良や自立生活支援のための住宅改修など、グループ一
丸となったプロジェクト体制で高齢化社会の課題にも
取り組んでいます。
　この新型フローラは、第44回国際福祉機器展（2017
年9月27日～ 29日・東京ビッグサイト）に出展されます。

　微細藻類が産生するオイルをなど利活用する取組み
が、筑波大学の井上勲、渡邉信の両教授によって藻類産
業創成コンソーシアムとしてはじめられており、熊谷組
も施設関連の検討に参加しています。同コンソーシアム
が進める福島産土着藻類による燃料生産実証事業が、経
済産業省資源エネルギー庁の補助事業である平成28年
度「微細藻類燃料生産実証事業」に採択されています。

　近年、大型台風や急速に発達した低気圧に伴う強風に
より、工作物や建物外装材の被害が増加しています。こ
れは、建物の屋上や隅角部付近に設置される目隠しパネ
ル、広告塔などに大きな風力が作用することにより起こ
るものです。
　当社では、その対策としてパネルに作用する風力を効
果的に低減できる「風力低減パネル」を開発しました。

　コンクリートは日本建築学会の基準により、普通強
度コンクリート（設計基準強度36N/mm2以下）と高強
度コンクリート（設計基準強度36N/mm2超）に大別さ
れています。さらに設計基準強度60N/mm2を超える
コンクリートでは、高い耐火性や良好な施工性を確保す
るための特別な技術が必要となるため、超高強度コンク
リートと呼ばれています。
　近年、マンションの高層化長スパン化が進み、超高強
度コンクリートの需要がさらに増えています。当社にお
いても同様に最大設計基準強度80N/mm2や100N/
mm2の超高強度コンクリートを必要とする物件の受
注・施工が年々増えています。超高強度コンクリートの
適用には、材料・設計・施工段階における様々な技術やノ
ウハウが必要です。
　当社では現場適応可能な
150N/mm2までのコンク
リートの技術を所有してお
り、超高強度コンクリートに
関する材料データの拡充や
施工の効率といった研究を
進めています。

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―高める―技術力を高め、人間力を高める―
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全員参加の経営 ダイバーシティに挑む熊谷組

ダイバーシティマネジメント講演会
9月21日、ダイバーシティ推進に向けた意識
啓発の取組みの一つとして、管理職を中心と
した対象に「ダイバーシティマネジメント講
演会」を開催しました。（株）資生堂の特別顧問
である弦間明氏（元資生堂社長・会長）を迎え、

「女性の活躍を経営する」と題
して講演が行われ、管理職に
様々な気づきを与える講演会
となりました。

女性の活躍推進宣言
厚生労働省が推進しているポジティブア
クションにおいて、当社は「職場風土の改
善」「女性の採用拡大」「女性の職域拡大」

「女性の継続就業支援」「女性管理職の増
加」を宣言しました。

東北支店イキ活をピックアップ
東北支店では、渋川支店長をはじめ、社員が積極的に「みんな
活き活きプロジェクト！東北支店」を推進しています。社員が
自分の専門分野と異なる業務を体感することで仕事の違いを
知り、互いを尊重し、絆を強化する土台を形成し、さらには熊
谷組ブランドの向上、全員参加の経営意識を高めることを目
標としています。

「働き方改革」に着手
11月1日、全社員に向けて「働き方改革」の
取組みについての社長メッセージを発信
しました。業務の効率化やBPR（ビジネス
プロセス リエンジニアリング）推進によ
る生産性の向上、労働時間適正化の取組み

などの施策を進めてい
くとともに、社員に自ら
の働き方改革（ワークラ
イフバランス推進、労働
時間の適正化、業務の効
率化）に取り組むよう呼
びかけました。

両立支援研修会
6月6日、育児中の社員とその上司を対象に
した両立支援研修を開催しました。研修で
は育休後コンサルタントの山口理栄氏をお
迎えし、仕事と育児を両立するための心構
えの講話やグループディスカッションを行
いました。参加者からは「子育てと仕事へ

のモチベーションが上
がった」「育児と仕事を
両立するために自分が
できることを、様々な観
点から見つめ直してみ
たい」などの声が聞かれ
ました。

ダイバーシティ推進委員会

委員長：樋口社長

各本部・支店推進担当者
各本部・支店協力メンバー

グループ会社推進担当者
グループ会社協力メンバー

「全社ダイバーシティ推進体制」の整備
4月1日、「ダイバーシティ推進委員会」および

「ダイバーシティ推進室」を設置、5月には熊谷
組各支店およびグループ会社に「ダイバーシ
ティ推進担当者」を任命しました。

行動計画の公表
女性活躍推進法に基づく行動計画、経団連の女
性の役員・管理職登用等に関する自主行動計画
の公表等を実施し、ダイバーシティを推進する
という企業姿勢を明確に表明しています。

大妻女子大学講演会
大妻女子大学のキャリアデザインの講義の中で、女性
社員が講師として、自身のキャリアやライフイベント
での経験などを交えた講演を継続して行っています。
就職を控えた学生からは「実際の就職後のイメージが
広がった」「企業で働く女性としての生き方が参考に
なった」など様々な声が聞かれました。

エリア職研修
11月と12月に、女性が多くを占めるエリア職を
対象とした研修を実施しました。エリア職として
求められる「主体性」の醸成を目的に行われ、2回
の研修で約60名が参加。研修では外部講師によ
る講議やグループワークを実施しています。
※熊谷組では15年4月より、ダイバーシティを推進するため

に、特定職（一般職）・地域総合職をエリア職に再編し、要件を
満たせば「エリア総合職」への昇格や「総合職」への転換が可
能になる人事制度に改定しています。

全社女性技術者交流会
11月9日、熊谷組グループに在籍する
女性技術者81人が一堂に会し、「全社女
性技術者交流会」を開催しました。
　「女性技術者と熊谷組の未来」という
テーマで、樋口社長などの役員と女性技
術者によるパネルディスカッションが
行われ、女性技術者の不安に応えるとと
もに、将来への期待が語られ、全国で活
躍する技術者に大きな刺激を受ける有

意義な交流会と
なりました。

イキ活として推進 4月 9月 11月 12月 6月

2017年2016年

熊谷組では、中期経営計画（2015～17年）の経営インフラ強化戦略として、ダイバーシティの推進に取り組
んでいます。2015年8月にグループ会社を含む「女性活躍推進プロジェクトチーム（イキ活）」を発足。この
動きを加速させるために、16年4月に社長を委員長とする「ダイバーシティ推進委員会」、推進部署として

「ダイバーシティ推進室」を設置し、“誰もがイキイキ働ける職場づくり”を推進しています。

ダイバーシティ推進プロジェクト

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―高める―技術力を高め、人間力を高める―
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　「私の夢は母国ミャンマーに橋を架けることなんで
す！」そんな夢を叶えるために、2015年に熊谷組に入社
しました。
　普段は事業創生推進室に在籍していますが、2017
年5月まで数カ月間、関西支店の橋脚補強工事の現場で
施工管理業務を勉強してきました。施工には、もちろん
技術力も重要ですが、作業所・協力業者の皆さん、近隣
の方々とのコミュニケーションが重要であること、そ

して、皆が助け合って仕事
を進めることの重要性を勉
強し、現場が大好きになり
ました。
　いつか、熊谷組のエンジ
ニアとしてミャンマーで橋
の建設工事に携わりたいの
で、もっともっと勉強して
いきたいと思っています。

　「働く女性として、女子大生に講演してくれませんか」
と頼まれ、自身の生い立ちや業務経歴、ライフイベントへ
の対応について、2017年5月、講演に挑戦しました。
　自分の伝えたいことを学生の皆さんが理解してくれ
たこと、さらに色々な感想を聞くうちに逆に心から感激
し、涙があふれ、今回の講演は自身にとっても本当に良
い経験でした。現在、東北支店土木部の業務のほか、ダイ
バーシティ推進担当者として、また、「みんな活き活きプ
ロジェクト！東北支店」の
事務局として、社外では日
建連東北支部けんせつ小町

（小）委員会の委員として、
様々なダイバーシティの取
組みに参画しています。「誰
もが働きやすい職場環境を
つくること」に少しでも貢
献できればという思いで取
り組んでいます。

夢は母国に橋をかけること

講演を通して自らも成長しました

ダイバーシティ推進プロジェクト

職場環境の改善 社員の意識改革
ダイバーシティを推進していくためには、誰もが働きやすい職場環境や制度が必要になります。ダイバーシ
ティを阻害する社内の制度や規定を見直し、これまでの「男性中心の職場」から、「誰もがイキイキ働ける職
場」に変えるために色々な取組みを実施しています。

ダイバーシティの推進、女性活躍の推進、働き方改
革の推進は社員の意識改革が「鍵」となります。
意識改革を進めることにより、社員の相互理解を
浸透させ、多様な人材が活躍できるステージづく
りに取り組んでいます。

ピックアップ
活躍する女性社員

ピックアップ
活躍する女性社員

東北支店土木部
西條 暁子

経営企画本部事業創生推進室
サンダーアウン

当社のダイバーシティの推進情報を
まとめた冊子を全社員へ配布
ダイバーシティの取組みについての
樋口社長インタビューのほか、職場
環境整備、働き方改革、健康経営、女

性活躍推進等の取組み
を紹介した冊子を作成
し、熊谷組だけでなく、
グループ会社全体に配
布しました。

イントラサイトでの社内広報
働き方改革ポータルサイトオープン！

「働き方改革」の施策をわかりやすく
まとめたイントラサイトを開設し、
当社の経営方針から、業務効率化の
取組み、労働時間適正化の取組み、各
支店の取組み（良好事例）等、様々な
施策を掲載しています。

「ダイバーシティパトロール」を実施
2016年7月、現場での女性用トイレの整備を目的
とした「女性用トイレの設置基準」および「現場環
境整備チェックリスト」を定め、さらに10月には、
男女が働きやすい職場環境を目指した「現場環境
整備基準」を策定しました。
　環境整備を推進するため「ダイバーシティ推進
担当者」が実際に現場を訪問し、取組み状況を確認
する「ダイバーシティパトロール」を実施していま
す。パトロールを円滑に実施するため「ダイバー
シティパトロール実施ガイドライン」に基づき、
チェックおよび改善提案を行い、パトロールの様
子や結果を社内ポータルサイトに公開し、取組み
を周知し、定着化を図っています。

現場環境整備に向けて

障がい者雇用
  障がい者の方々もともに社会に貢献できる環境を目
指し、雇用を促進しています。2017年4月現在、障が
い者雇用率は1.88％となっています。今後も雇用率の
改善に努め、障がい者の方々が働きやすい環境整備や
職域の開拓などを進めていきます。

女性管理職数
　2017年4月に、エリア職からエリア総合職への転
換で管理職となった女性社員は10名で、その影響で当
社の女性管理職数は女性活躍推進法における一般事業
主行動計画策定時点の約4倍となりました。
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個性ある多様な人材とともに
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※その他＝顧問・嘱託

障がい者雇用率の推移

社員数および年齢・勤続年数の平均推移

人員の構成

高齢者雇用の状況
　「高年齢者等の雇用の安定に関する法律」への対応
も踏まえ、2006年に制定した「シニア社員制度」を改
正し、定年後65歳までの雇用を前提とした制度の運
用を実施しています。働く意欲と高い技術をもつ高齢
者の雇用拡大を推進していくとともに、高齢者の技術
力、営業力を途切れることなく次世代に継承し、社員
および組織の活性化を図ることを目的としています。
2017年4月現在、288名の継続再雇用者が在籍して
おり、今後も雇用を継続してまいります。

年度 2012 2013 2014 2015 2016
社員数（名） 2,192 2,159 2,167 2,223 2,305
平均年齢（歳） 44.6 44.9 45.2 45.4 45.2
平均勤続年数（年） 20.8 20.8 21.9 20.9 20.7

2017年3月31日掲載
フジサンケイビジネス アイ

（金曜wide）

ダイバーシティ経営者インタビュー
イントラサイトで経営層のダイ
バーシティに関する考え方をイン

タビュー形式でわか
りやすく社員に説明
しています。第1回は
樋口社長が登場し、第
80期中間株主通信に
も掲載しました。

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―高める―技術力を高め、人間力を高める―
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働きがいのある
場づくり

社員が活き活きと元気に、能力を十
分に発揮できる職場環境の整備は、
熊谷組グループの発展の基盤です。
教育・人事制度の整備、人事育成、社
内表彰などに力を注いでいます。

職

人事制度の改定
有給休暇の制度改定

① 時間単位有給休暇の導入（年次有給、育児・介護休暇）
年次有給休暇は、今まで1日もしくは半日単位としていましたが、年5日分を上限に1時間単位で取得できる「時間
単位有給休暇」を導入しました。また、育児・介護休暇は、上限日数なく30分単位で取得できるようにしました。

② 年次有給休暇(当年)の付与
勤務年数に応じて付与されていた年次有給休暇に追加して、年5日を上限とする当年度限り取得可能な(翌年度に
繰り越しなし)年次有給休暇(当年)を付与することとしました。

③ 半日有給休暇の取得回数制限の撤廃
これまで年10回(5日分)を取得限度としていましたが、限度回数を撤廃し、有給休暇の残日数の範囲内で何度でも
取得可能としました。

休暇の設定
① 毎月原則1日は有給休暇取得奨励日を設定しています。
② 有給休暇取得奨励日はできるだけ4連休となるように設定しています。
③ ①②以外に、プレミアムフライデーへの対応として毎月最終金曜日を半日有給休暇取得奨励日として設定しています。

　当社発祥の地である福井には、熊谷組を今も支え続けてくださるお客様、エンド
ユーザー、地域社会や協力会社の皆様などが数多くいらっしゃいます。その中で、私な
りの経験・視点・感性を活かした貢献ができればと考え、営業所長をはじめ上司の方々
の後押しもいただきながらエリア総合職に応募しました。合格の際には各部署から祝
福の言葉をいただいて大変嬉しかった反面、これから管理職として重責を担うことに
身の引き締まる思いがしました。
　これまで様々な部署を経験してきたので、営業所内では培ってきたネットワークを
活かして円滑なコミュニケーションを図り、情報の共有化や業務の効率化に貢献し、
良いチームワークで着実に成果を挙げつつ職場を活性化させていきたいと思います。
また、働きやすさを主眼とした社内制度も活用しながら、強く、しなやかに、責任感を
もって仕事をしていきたいと思います。

管理職としての責任を感じつつ、強く、しなやかに仕事をしていきます。

VOICE

北陸支店
営業部 福井営業所

竹内 美貴

社員の意欲に応える表彰制度
■ 定期表彰
　定期的に優れた成果を表彰しています。分野は「模範
社員」「発明考案」「業務改善」「営業」「設計」「施工」「技
術論文」「業務改善」「CS」「環境」など多岐にわたってい
ます。

社員の意欲にこたえる表彰制度
■ 特別表彰
　よりタイムリーな表彰を目的として随時行われる、社
長・本部長・支店長などによる表彰です。対象は「地域貢
献、社会貢献、技術貢献などによって、社名の高揚、業績向
上に大きく貢献したと判断されるもの」です。

■ 社長特別表彰
　2016年度は「有楽町線小竹向原・千川間連絡線設置
シールドトンネル工区土木工事」が社長特別表彰を受
賞しました。63.5ヶ月の長期にわたる安全管理、品質
管理、工程管理が十分行われたこと、特に、工期短縮に

　今回の工事では施工実績のない縦長の複合円形シールドを採用することになりま
したが、非円形シールドのノウハウをフルに活用し、設計通りの施工を行うことがで
きました。
　掘削中は正確なシールド線形かどうかが確認できないシールドを操作する緊張
感が続く現場でしたが、本工事では、我々の事務所に協力会社の職長のデスクも用
意し、食事もともにしたことから、円滑なコミュニケーションを通して有意義な意
見交換やモチベーションの向上を図ることができました。
　作業後は測量を行ってシールド線形の確認を行うのですが、不慣れな社員のた
めに皆で早出をして測量をしたことなども思い出されます。このようなチーム
ワークの良さが、高パフォーマンスにつながり、今回の受賞につながったものと思
います。皆がここで培った経験をもとに、さらなる良いものづくりに取り組まれる
ことを心より願っています。ありがとうございました。

コミュニケーションとチームワークで高い成果を実現

VOICE

首都圏支店
土木事業部 土木部

山上 享

ついて発注者、隣接工区 と連携して早期供用開始に尽
力したことで発注者の東京地下鉄株式会社（東京メト
ロ）様から高い評価を受けたことが表彰の対象となり
ました。（p53に関連記事）

ものづくりに愛着と信念をもつ、活き活きとした人材育成への取組み
人材育成
　「ものづくりに愛着と信念をもち、誠実さをもって仕
事に取り組む人」、そんな人こそ、私たち熊谷組の求める
人材です。このような人材の育成を目指して、様々な取
組みを実施しています。

階層別研修の実施

計画的な人員配置の実施

時間、場をともにすることで、「熊谷組の姿、社員のあり方」のイメージを共有し、
熊谷組社員としての各階層ごとに必要な知識とマネジメント力の向上を図っています。1

2
社員各々の専門性を高めるため、土木・建築・営業などの各部門別の研修を実施しています。

技術士、一級建築士などの公的資格の取得奨励を実施するとともに、
社員のスキルアップのための自己啓発を支援をしています。

専門分野別研修の実施

OJT・目標設定の実施

公的資格取得奨励の実施

日常業務を通じた着実な育成を図るため、
OJTと「目標設定」「達成度確認」の面談を実施しています。
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キャリア形成や幹部の育成を視野に入れ、適正かつ計画的な人員配置を実施しています。
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高める―技術力を高め、人間力を高める―

ラワーク・   イフ・
バランスの実現を
推進しています
仕事と家庭・社会活動の両立ができ
る環境を整えるため、様々な施策を
実施しています。

育休支援プログラムなど
■ 結婚や妊娠、出産、育児、時短勤務に

関する就業規則や手続きなどを、わ
かりやすくまとめた「両立支援ハン
ドブック」を作成

■ 「育休等支援相談窓口」を設置
■ 産休、育休からのスムーズな復帰や即戦力化を目的と

した「育休等支援面談制度」の導入

出産・育児や介護を支援する制度
　出産・育児や介護をする社員を支援するための様々な
制度を導入しています。育児休業については、出産し継続
勤務を希望する女性の100％が利用しています。
就業規則の改定
　2016年10月1日付で就業規則を改正し、配偶者の出
産のために入院から退院するまでの間、もしくは出産後2
週間以内に5日の有給休暇取得を可能としました。また、
2017年4月より、本人が希望し会社が認めた場合、介護を
目的としたエリア職の本支店間の異動を可能としました。

「子育てサポート企業」として
2回目の認定を受けました
　2010年10月、次世代育成支援
対策推進法第13条に基づき東京
労働局長より「子育てサポート企
業」として認定を受けていました
が、この度終了した第二次計画の
実績が認められ、2015年3月3日
に2回目の認定を受けました。

認定　熊谷組第2次行動計画
①育児休業 男性取得者1名以上・女性取得率80%以上
②計画期間内に配偶者出産時休暇の取得者を5人以上とする。
熊谷組第3次行動計画（実施中） 
①子育てを行う社員の仕事と家庭の両立を支援するため、
　子どもをもった男性社員に対して育児休業制度の情報
　提供を行い、取得促進を促す。
②社員に対して年次有給休暇の取得を促進する措置を実施する。

育児休業利用者数推移
年度 利用者（人）うち男性

2012 10 0
2013 19 1
2014 21 1
2015 20 3
2016 19 0

　育休を取得して良かったのは、育児を通して新しい出会いが増えたことと、視野や考
え方が広がったことです。入院中に知り合った友達とは復職後も家族ぐるみの付き合い
が続くほど親しくなれたのが良かったと思います。また、子供連れで出かけた時などは

“母の視点”で、建物や交通機関等の利用しづらい点などに気づくようになりました。
　会社に復帰してまた仕事ができるという喜びもあらためて感じました。原職復帰に
していただいたのでペースを取り戻すのにも余り時間がかかりませんでした。
　「ダイバーシティ推進プロジェクト」の立ち上げなど、私が育休を取得した頃と比べ
ると、仕事と家庭の両立をしやすくする環境整備が急速に進んでいることに驚いてい
ます。ただ、男性の育休取得者となるとまだ少数ですので、さらなるバックアップ体制
の強化に取り組んでいただきたいと思います。

「仕事も育児も楽しく！」をモットーに、日々頑張ります。

VOICE

首都圏支店
建築部 積算グループ

谷川 利絵

　当社は、経済産業省から優良な健康経営を実践している
法人として、「健康経営優良法人（ホワイト500）」の認定を
受けました。「健康経営優良法人（ホワイト500）」とは、経
済産業省が日本健康会議と共同で、健康保険組合と連携し
て優良な健康経営を実践している大規模法人を認定する
制度です。この認定制度は今年度より開始されたもので、
2020年までに500社が認定され
る予定であり、当社は第1弾の認定
企業となります。今回の認定では、
健康診断後やメンタルヘルス不調
に対するきめ細やかなフォロー、統
括産業医を配置し全支店と連携を
取って社員の健康をサポートする
体制などが高く評価されました。

健康経営優良法人（ホワイト500）

会社の明日を創る社員の健康をサポート
メンタルヘルスへの取組み
　ストレスチェック、若手社員を対象とした「セルフケア
研修」、管理職を対象とした「ラインケア研修」などを通じ
てメンタルヘルス不調の未然防止に努めています。また、
メンタルヘルス不調に陥り休職となった社員については、
産業医、所属長、人事部門が連携してバックアップを行い、
万全の状態で職場復帰できるようサポートしています。

ワーキンググループによる検討
　働き方改革を推進していくため、各本部代表者によ
る「ワークライフバランスワーキング」を開催し、当社に
あった柔軟な働き方の導入の検討や、職場環境の改善な
ど、現在の問題点の確認と解決策などを協議しています。

健康推進体制
　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、全支店の産業医や健康推進担当者が
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。全支店共通の「心とからだの健
康づくりプログラム」を安全衛生管理計画実施事項とし
て策定し、社員がどの支店へ配属となっても統一された
健康サポートが受けられるようさらなる健康保持増進
に向けた取組みを図っています。

ハイリスク者への取組み
　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、長時間労働の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。

心身の健康保持増進に向けた取組み
　健康通信を定期配信することで社員の健康意識向上
ならびに相談しやすい雰囲気づくりに取り組んでいま
す。10月の全国労働衛生週間をまたいで行っているご
当地ウォークラリーイベントは社員にも好評で、イベン
トを通じて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嬉しい声も聞かれています。

対象となるボランティア活動
　国または地方公共団体およびこれに準ずる非営利団体等
を通じて行う、会社が認める社会福祉関係のボランティア活
動です。特に社員個人が主体となって参加する場合について
は、下記のボランティア休暇の取得を可能とし、社員の積極的
な参加を奨励しています。

1. 特別有給休暇：1年に3日まで取得可能 
2. 有 給 休 暇：特別有給休暇3日を超える日数について

は、通常の有給休暇より取得可能
3. ボランティア休暇として消化した有給休暇は、私傷病

での長期の休暇の際に一定の日数まで再度、有給休暇
として利用が可能

ボランティア支援制度
　会社や社員個人が主体となってボランティア活動に
参加することで、地域社会の一員としての責務を果たす
とともに、多様な価値観と出会い、様々な経験を通して
成長することを支援します。

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―
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「独自の現場力」ーー。熊谷組グループ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。

「独自の現場力」で
「しあわせ品質」を届ける

安全　 生管理
に関する取組み
災害や事故なく安全に竣工するこ
ともまた「しあわせ品質」です。安
全衛生管理計画のもと、協力会社
との密接なコミュニケーションを
通じ、全員参加で安全目標の達成
を目指しています。

衛

つくる
高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―

2017年度 安全衛生スローガン

たゆまぬ努力、続ける考動みんなで創ろう、安全文化

会社は、人命の尊重を最優先し、専門工事業者等と一
体となり、働く者一人ひとりの安全の確保と健康の
増進を図るとともに快適な職場環境を確立し、全社
員が一致協力して、労働災害の防止を図り、高い安全
衛生管理水準の維持に努め、生産性の向上に資する

安全衛生理念

安全衛生スローガンの思想を再徹底！
　最近の労働災害の傾向は、「リスク管理の不徹底」に
起因する危険予知の不足および慣れや近道行為による
ものが多発しています。労働災害を防止するルールを
確実に実践する努力を続けながら、安全で快適な職場
づくりを目指しています。

ＮＯ.1を目指す
　「安全の業界トップ」といわれる安全成績を残していま
したが、近年は労働災害が多発しています。2016年度
の安全衛生目標は「度数率0.5以下」を掲げ、年度計画を実
践し労働災害防止に取り組みましたが、目標を達成する
ことができませんでした。
　しかしながら、「死亡災害ゼロ」は2年以上継続してい
ます。「人命の尊重を最優先」を安全衛生理念に掲げてお
り、死亡災害を根絶することが、最も重要なものとして、
引き続き「ゼロ」を継続する安全衛生管理を行います。
　2015年度から始まった中期経営計画の3年間の最終
年度にあたる2017年度は“ホップ・ステップ・ジャンプ”
の“ジャンプ ”の年にあたり、「業界トップクラス」に返り
咲くことを目標としています。「安全の見える化」を推進
し、安全を最優先する社風や気質を一層定着させて、高度
な安全衛生管理水準を実現します。

度数率0.5以下
墜落・車両系建設機械の休業災害5件以下

■ 繰り返し類似災害・事故の防止（「安全宣言運動」の継続）
1. 墜落災害の防止
2. 車両系建設機械災害・事故の防止
3. トンネル工事における災害の防止
4. 公衆災害に繋がる工事事故の低減

■ システム運用の徹底
5. ラインアンドスタッフ管理体制の徹底
6. 作業所の日常安全衛生管理の徹底
7. 専門工事業者の安全衛生管理体制の強化
8. 心とからだの健康づくりプログラムの実施

2017年度安全衛生管理計画書（抜粋）

目標

実施事項

0.5

0.6

0.7

0.8

2012 2013 2014 2015 2016 （年度）

度数率 ※度数率＝労働災害による休業4日以上の死傷者数÷延労働時間×1,000,000

原点に立ち戻って安全衛生活動を確実に実行する
1. 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、作業員
全員がそれぞれの立場で「安全宣言」を表明し、全員参加
による安全・安心な職場環境をつくりあげます。
2. 安全設備の充実
　作業所では、職長会を中心に日常的な安全点検を充実
させて危険箇所を排除します。本社・支店・熊栄協力会が
異った目線で作業所の安全衛生設備を点検する支援体
制を充実させて労働災害防止を実施します。
3. 安全衛生教育の充実
　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、職長および作業員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。
4. 安全の見える化
　労働災害や工事事故を防止する基準や運動の啓発、定
着を図るため、安全衛生ポスターや垂幕を独自で作成、展
開しています。東京労働局からはじまった「Safe Work」

（労働災害を防止し「安全・安心」な職場を実現する意志を
示すもの）のキャッチフレーズをポスターなどにも使用
して安全・安心な職場づくりを目指しています。
　建設業の課題である高齢者の災害や厚生労働省が
展開した「STOP！ 転倒災害プロジェクト」の発端とも
なった転倒災害が当社でも多発しています。
　高齢者の災害防止については、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と「思いやりス
テッカー」の貼り付けを2016年
度から実施し、効果をあげていま
す。転倒災害防止については、平衡
感覚を養う「KST運動」を正しく行
い、職場の整理整頓と安全な通路
を確保する基本事項を徹底的に実
施しています。

安全成績の推移
　1999年のOSHMS導入以来、安全成績は常に業界トッ
プクラスを維持してきましたが、2011年度以降、度数率
が低迷しています。2017年度は、「全員参加」の安全衛
生活動を実践し労働災害防止に取り組んでいきます。
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つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける―

最良の品　 保証
と環境保全を
目指して
急速に変化する事業環境において
品質保証および環境保全活動のさ
らなる向上を目指し、これまで個々
に運用していた品質と環境マネジ
メントシステムを統合し、2016年
4月1日に品質環境マネジメントシ
ステムとして運用をはじめました。

質

　2016年度に統合した品質環境マネジメントシステムは、内部監査および外部審査、社内アンケートを通じて、有効
であることが確認されました。2017年度は、安全衛生マネジメントシステムとの融合を目指し、取り組んでいます。

1. 地球温暖化防止対策（1990年度比）
2020年度目標CO2排出量：
出来高あたり60%削減　総量87%削減
2050年度目標CO2排出量：
出来高あたり80%削減　総量95%削減

2. 循環型社会の構築（2020年度目標）
全ての作業所でゼロエミッション（当社自主基準）を達成

3. グリーン購入の推進（2020年度目標）
グリーン購入率：土木21%以上、建築15%以上

4. 生物多様性への配慮
生物多様性の保全および持続可能な利用の推進

5. 環境配慮製品の提供（2010〜 2020年度）
環境配慮型技術開発の推進：技術の開発、適用30件以上

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. 設計及び施工における取組み
2. 法令遵守
3. 技術開発
4. 社会貢献活動

法令・規制要求事項を遵守することはも
とより、全社員が一丸となって徹底した
お客様志向によりお客様の要求品質を的
確に把握し、満足していただける建造物
とサービスを提供することでお客様の信
頼を高める。また、効果的な品質マネジメ
ントシステムの運用を図るため、継続的
な改善を推進する。

人間と地球を知り、
過去と現在と未来を見つめ、

美しい自然との調和を図りつつ、
ゆとりと潤いのある環境を創造する。

品質方針

「熊谷組グループＥアクションプラン」（第5版・骨子) 「熊谷組生物多様性の取組方針」（骨子）

1. 安全・品質・環境
マネジメントシステムの
日常業務へのビルトイン
～安全・品質・環境No.1～

2. 安定収益力の確保
3. 安定した生産体制の構築
4. 企業価値の向上

～グループ成長戦略～

「2017年度社長方針」（抜粋）環境理念

品質環境マネジメントシステム体制の確立
　品質環境マネジメントシステム体制は図1の通りです。
2016年4月より運用をはじめた品質環境マネジメン
トシステムについて、統合の目的「日常業務へのビルト
イン」および「業務の効率化」の評価を2017年3月に社
内のアンケート調査を通じて行いました。その結果、図
2 、3のように、内部監査経験者の42%が日常業務への
ビルトインを実感、同50％が品質環境のシステム統合
により効率化を実感していることが判明し、当システム
の課題も明確になりました。課題解決を継続し、事業環
境に最適なマネジメントシステムを目指していきます。

社長

品質環境委員会

品質環境統括管理責任者
全社内部監査チーム

本部

本部長 部署長

支店長

部門長

部署長・作業所長

支店

品質環境管理責任者 支店内部監査チーム

品質環境部会

図1：品質環境マネジメントシステム体制

1. 書類の量を削減する
2. 業務の重複部分を削減する
3. 分かりやすいシステムにする
4. 簡単で漏れのない管理が
　 できるシステムにする
5. WEB上のシステムにして
　 効率化を図る

社員からのさらなる改善要望例

計＝834人 計＝834人

■システム統合が業務効率化に寄与した
■システム統合が業務効率化に寄与していない

■システムが日常業務にビルドインした
■システムが日常業務にビルドインしていない

42%

58%

50%

50%
計＝834人 計＝834人

■システム統合が業務効率化に寄与した
■システム統合が業務効率化に寄与していない

■システムが日常業務にビルドインした
■システムが日常業務にビルドインしていない

42%

58%

50%

50%

内部監査経験者
による評価

内部監査経験者
による評価

図2：品質環境マネジメントシステムの
　    日常業務へのビルトイン

図3：品質環境マネジメントシステム
　    による業務の効率化

社内アンケート調査の結果
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定量的な評価の活用
■ 「企業の品質経営度調査」を活用（総合建設業で2位）
　（一財）日本科学技術連盟が各社のアンケートを基に
定量的に評価を行うものです（隔年）。その結果を次の
改善に活用しています。

調査から見た優位性と課題
優位性：事業環境に適応した仕組みづくり、リスクへの対応
課　題：組織的な新製品開発体制、中長期的な視点からの技術開発、

新製品開発強化、効率化のための品質管理手法の活用

■ 「環境経営度調査」を活用（総合建設業で5位）
　日本経済新聞社が、環境対策と経営効率の向上をいか
に両立しているかを各社回答により総合的に評価した
ものです。その結果を次の改善に活用しています。

調査から見た優位性と課題
優位性：汚染対策、生物多様性保全
課　題：資源循環、温暖化対策（製品への対策）

熊谷組グループの「品質経営度ランキング」 熊谷組グループの「環境経営度ランキング」

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―
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熊谷組グループ
の環境　 全活動
環境理念のもと、「熊谷組グループE
アクションプラン」（p31）を策定。熊
谷組は、エコ・ファースト企業（p1）
として積極的に環境負荷低減に努
めています。熊谷組グループの環境
保全活動は、お客様をはじめ多くの
方々から評価をいただいています。

保

海外：華熊營造股份有限公司（台湾）

国内

※ 環境保全活動数値データの対象工事：熊谷組単独工事と熊谷組が幹事会社であるJV工事

※1 出来高1億円あたりのCO2排出量　※2 25％削減（1990年度比）。熊谷組単体にあてはめると30.8t-CO2／億円　※3 20.5t-CO2／億円（熊谷組グ
ループ Eアクションプランより算定）　※4 16.4t-CO2／億円（熊谷組グループ Eアクションプランより算定）  ※5 建設汚泥を除く。 ※6 グリーン調達
品目の価格変動の影響を相殺しています。

※華熊營造股份有限公司は、2010年にISO14001認証を取得しました。

環境実績
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CO2排出量：総量（施工+オフィス）

CO2排出量：原単位（電力起源）（作業所）

リサイクル率（施工）※5

CO2排出量：総量（電力起源+オフィス）

CO2排出量：原単位※1（施工+オフィス）

廃棄物発生量（作業所）

グリーン購入費（施工）※6（出来高1億円あたり）

廃棄物発生量（オフィス）

2016年度環境目標と実績評価および2017年度目標

事業活動と環境への影響 熊谷組単体（海外除く）。数値は2016年度実績。

熊谷組単体（海外除く）
◯：達成　×：未達成

施工

環境目的 2016 年度目標 2016 年度実績 評価 2017 年度目標

CO2 排出の削減
土木 47.5t-CO2/億円以下 62.6t-CO2/億円 × 45.6 t-CO2/億円以下
建築 12.2t-CO2/億円以下 10.5t-CO2/億円 ◯ 11.7 t-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 0.48t/億円以下 1.12t/億円 × 0.40t/億円以下
建築 6.29kg/m2 以下 8.15kg/m2 × 6.10kg/m2 以下

グリーン購入の推進
土木 グリーン購入率※ 10.7％以上 14.6％ ◯ 13.3％以上
建築 グリーン購入率※ 13.0％以上 11.3％ × 13.5％以上

※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。

INPUT OUTPUT
施工部門 施工部門

オフィス部門 オフィス部門

主要投入資材
■ 鉄筋 7.2 万 t
■ セメント 5.4 万 t
■ 生コンクリート 190 万 t

投入エネルギー
■ 電力 30,200 千kWh
■ 軽油 22,725 kℓ
■ 灯油 300 kℓ

■ CO2 6.2万 t-co2
■ NOx 88 t
■ SOx 144 t

廃棄物（建設汚泥を除く）
■ 発生量 33.7万 t
■ 再資源化・縮減量 31.3万 t
■ 最終処分量 2.5万 t

■ 電力 2,510 千kWh
■ 用紙 94,000 kg
■ 水 17,000 m3

■ CO2 0.1万 t-co2

事業活動

土木工事
■ 完成工事高 915 億円

トンネル、ダム、造成地など

建築工事
■ 完成工事高 1,822 億円

集合住宅、事務所、病院、学校など

環境への取組み事例
エコ・ファースト企業として
　当社が加盟するエコ・ファースト推進協議会では、毎年全国
の小中学生から、「エコとわざ」の募集をしています。2016年
のテーマは「美しい地球を未来につなぐために、私たちは何を
したらよいのかな？！」。
　当社は、 愛知県の常滑市立常滑西
小学校　伊藤 梨紗（いとうりさ）さん
の作品「わたしがとる！ぼくがとる！
エコオリンピックの金メダル！」を

「熊谷組賞」として表彰しました。

リデュース・リユース・リサイクル（3R）推進協議会会長賞を受賞
　この賞は、3Rに率先して取り組み、継続的な活動を通じて顕
著な実績を挙げている事業所に対し、3R推進協議会より贈ら
れる賞で、2016年度、熊谷組は2事業所がリデュース・リユー
ス・リサイクル推進協議会会長賞を受賞しました。

古紙をリサイクルした収益で花の種を配布
　作業所で発生するダンボール等は、作業所単位で地域の回収
業者に引取り依頼をするか、廃棄物とし委託処理していました。
2014年10月より、千葉、埼玉、東京、神奈川の作業所において発生
した古紙を濡らさぬようにストックし、製
紙原料として回収委託してリサイクルす
る取組みをスタートしています。
　2016年度はリサイクルによる収益
で「花の種」を購入、当社オリジナル種袋
10,000袋を作成し、作業所の近隣住民
や発注者など工事関係者、社員・作業員
などへ配布し、地域の緑化に役立ててい
ます。

環境保全関連法令の遵守
　2016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本社環境法規制管理者による各支店での環境教育（7回）
②熊谷組主要協力会社職長への教育（2回）
③支店管理者等への教育（2回）および処理施設視察会
　（香川県豊島）を開催
④eラーニングによる営業担当者、作業所長への教育
※2016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。

□北陸支店
　土木部
　北上シールド作業所

□外環東名JCT
　本線シールド
　トンネル立坑工事
　【JVサブ】

受賞事業所

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける―
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　 栄協力会発足
一年目の成果
初年度は各活動を通して、協力会本
部・支部の会員が熊谷組のパート
ナー企業として、意識の醸成に努め
ました。今年度は各活動をさらにブ
ラッシュアップさせ、熊谷組ととも
に「しあわせ品質」を届けます。

熊

熊栄協力会は発足2年目を迎えました。
　2016年度は、安全・品質・環境・労務活動に対して協力
会本部・支部の会員が職種の垣根を越えて意見交換を行
い、会員間、当社間の交流を積極的に図るなど、設立初年
度ながらパートナー意識を強く感じる活動が実施されま
した。今年度も「安全成績：度数率0.5以下」「施工中の重大
な品質事故0件」「施工中の重大な環境事故0件」を目標に
掲げ、スローガン（下掲）のもとチャレンジしていくとと
もに、会員の担い手確保・育成支援に積極的に取り組んで
いきます。

■ 建設技能労働者に関するアンケート調査
　熊栄協力会正会員における建設技能労働者の雇用、労
働条件ならびに担い手確保・育成、女性技能労働者、外国
人労働者の就労実態を把握するための調査を行い、その
結果を冊子にまとめました。アンケートは、熊栄協力会正
会員769社に対し、2016年7月に実施して553社から
回答を受けました（回答率72％）。アンケートでは、当社
に対して正会員のリクルート活動の支援希望、熊栄協力
会への要望等も数多く寄せられています。

安全・品質・環境No.1 信頼勝ち取るプロの技 一致団結ものづくり
（熊栄協力会スローガン）

　2016年4月、安全衛生協力会、熊建会、熊土会のそれぞれの役割を統合した「熊栄協
力会」が設立されました。主な活動として、安全に関しては「支店間安全衛生相互パト
ロール」「支部ヒアリング」を、品質に関しては「合同品質パトロール」「モデル現場活動
発表会」「支部活動発表会」等を行い、良好な活動事例に関しては協力会のHPに掲載し
ました。
　2017年度は、前年度の取組みのさらなるブラッシュアップに加えて、「品質確保推
進協議会」の実施や、「工種別分科会活動」への支援など品質向上に向けた活動にも取
り組んでまいります。また、「公的資格取得支援講座の開催」「快適職場環境の構築・支
援」「リクルート向け媒体等を通じた積極的な情報発信」等の施策を展開し、「担い手の
確保・育成」といった建設業の将来に向けた活動についても本格化させていきたいと
考えています。

昨年度の反省も踏まえて、今年度は一つひとつの活動のレベルアップを図ります。

VOICE

熊栄協力会 会長
笹島建設（株）代表取締役社長

笹島 義久

　首都圏支部は、正会員数227社から構成されており、この大所帯の牽引役として、4
つの専門部会（青年企画、QSEパトロール、教育、品質・生産）を置き、各部会が「安全・品
質・環境」について、それぞれ課題設定し、PDCAを回して活動を行っています。
　さらに、各専門部会が緊密な連携を取って、効率的、かつ、機能的な活動を実践して
います。発足2年目となる今期は、担い手確保や育成、働き方改革にも取り組んでいく
所存です。
　熊栄協力会全国8支部のリーディングブランチとして、熊谷組グループと一体に
なって、「安全・品質・環境No.1」を目指してまいります。

熊栄協力会のリーディングブランチとして「安全・品質・環境No.1」を牽引していきます！

VOICE

熊栄協力会首都圏支部長
沼田工業（株）代表取締役社長

沼田 順一郎

■ モデル現場の合同品質パトロール
　熊栄協力会本部における品質確保・生産性向上の活動
に関して、モデル現場でその取組み状況の点検・支援を行
うとともに「活動計画実施事項」の運用の実態を把握する
ことで、品質確保・生産性向上への見直し、改善につなげ
ます。なお、2017年度は「品質確保推進協議会」と名称
を変え、よりブラッシュアップされた内容で実施してい
ます。支部においては、品質・環境管理について作業所の
パトロール時に点検、指導を行っています。

■ モデル現場活動発表会
　2016年12月、本社で「熊栄協力会モデル現場活動発
表会」が開催されました。各支店・支部がモデル現場を選
定して、品質確保・生産性向上をテーマにした取組みを
発表し、好事例等を発表することを目的としています。
　当日は、全国8支部のモデル現場の活動報告18件の中から
選ばれた6現場の品質確保などの取組みのほか、首都圏・関西
支部から好事例の分科会活動が発表されました。また、発表
会終了後、出席者全員に投票用紙が配られ、発表した6現場に
ついて活動テーマの取組みや
内容、プレゼンテーション力
などを総合的に評価する投票
が行われ「最優秀賞」1件、「優秀
賞」2件が選出されました。

■ 千葉職業能力開発促進センター合同求人企業説明会
　独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構千葉支
部 千葉職業能力開発促進センターで開催された「合同
求人企業説明会」に熊栄協力会として初めて参加。当セ
ンターは、千葉県内の求職者の再就職を支援するため、
中小企業等で働く方々を対象とした職業訓練や人材育
成等の支援を行っている厚生労働省所管の職業訓練校
です。こちらでは、年4回説明会が実施され、訓練生に
とって求人情報収集の場となっています。

■ 熊栄協力会リクルート用パンフレット
　熊栄協力会活動計画事項の一つである担い手確保・育
成にかかるリクルート活動支援用としてパンフレット
を制作しました。求職者に、興味・関心をもっていただく
ことを第一に考え、できるだけ分かりやすい内容としま
した。“くらしの中にある建設業”をイメージした当社施
工物件のイラストを配し、“震災復興支援活動”や“女性
も働きやすい職場環境づくり”等、“ものづくり”だけで
はない建設業の多様な魅力を伝える記事で構成。これか
ら、建設業で働いてみよう、または、働いてみたいと考え
ている若者や「建設業ってどんな仕事なんだろう？」と
思っている子供たち
にもアピールできる
内容となっています。

熊栄協力会リクルートパンフレット

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける―
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つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける―
工事概要
工 事 名　（仮称）柏の葉三番街西棟賃貸住宅計画
工　　期　2015年10月15日～ 2018年1月31日
面　　積　建築面積1,758.70m2 、延床面積38,441.25m2

構造規模　鉄筋コンクリート・鉄骨造地上36階
　　　　　（高さ128.78ｍ）、搭屋2階（中間免震2階下）

未来につながる門をつくるゲート

（仮称）柏の葉三番街西棟賃貸住宅計画

「独自の現場力」と「しあわせ品質」の最前線

Feature

特 

集

千葉県柏市の「柏の葉キャンパス148街区」にて行われている36階建て高層賃貸マン
ションの建築工事をレポートします。公・民・学の連携による新たなまちづくりに挑む

「柏の葉国際キャンパスタウン構想」にも関わる発注者とのコミュニケーションを重ね
ながら、2018年1月31日の竣工を目指し急ピッチで工事が進行しています。

（取材：2017年6月14日）

高層ツインマンションの
外観デザイン

「大地の色彩（アースカラー）」と「空
の色彩（ブルー、ホワイト）」のツー
トーンからなる「大地から空へとつ
ながるタワー」を表現しています。

二番街

グリーンアクシス

三番街

東棟

西棟

ららぽーとKOIL

ららぽーと

柏の葉キャンパス駅

N

空間を形成している「プラザ」から、さらに視界が開け
た緑のオアシスへと進んだところがゲートタワーの敷
地である三番街。敷地の左右には、ゲートタワーの象徴
である36階建てのツインタワーが建っています。
　向かって左側が、今回レポートする建設中の建物「（仮
称）柏の葉三番街西棟賃貸住宅計画」で、右側の「パークシ
ティ柏の葉キャンパス〈ザ・ゲートタワー〉（東棟）」はひと
足先に完成して入居もはじまっています。この2棟の建
物の外観は完全なシンメトリーで、「大地から空へとつな
がるタワー」というデザインコンセプトの通り、まさに天
空に続く“ゲート”のようにそびえ建っています。

「世界の未来像」にそびえる“ツインタワー”
　都心から約25キロ、常磐自動車道「柏I.C」から約
2.5Kmの地点に、「世界の未来像」につながる街「柏の葉
スマートシティ」があります。最寄りの「柏の葉キャン
パス駅」からは、都心までつくばエクスプレス（TX）で約
30分。朝のラッシュ時には2～ 4分間隔で通勤客を都心
に運びます。
　駅を出て、サトザクラが連なる並木道の方に足を向
けると、前方の建物の奥に建つツインタワーが視界に
入り、そのまま130ｍほど歩くと「プラザ」と呼ばれる
ゲートスクエアに入ります。ホテル、カフェ、オフィス
などの主要な施設に面し、ところどころに人が佇める

50パターンを超える間取りで「街の活性化」に貢献
も「柏の葉国際キャンパ
スタウン構想」（以下、構
想）が大きくかかわって
います。
　“構想”にはまちづく
りにあたっての“8つの
目標と27の方針”とい
うのがあるのですが、こ
うした方針の中には、例
えば、“外国人研究者等
が暮らしやすい生活環
境を創出する” “意欲あ
る住民の活動を皆で支
援する仕掛けづくりによって地域の安全性・快適性を向
上させる”“いくつになっても地域の中でいきいきと暮
らし続けられるよう、世代を超えて人々がつながり、支
え合えるコミュニティを育む”といったことが書かれて
います。「実際に柏の葉スマートシティでは“連携”や“つ
ながり”という言葉をよく耳にし、実にいろいろな人た
ちがまちづくりにかかわっているのですが、こうした街
の活性化を常に促していくには、様々なライフスタイル
の住民を呼び込むとともに、住民の“流動化”にも対応で
きる大型賃貸マンションが必要ではないか、というのが
発注者様のお考えでした。（磯所長）」
　賃貸マンションとすることが決まった西棟では、汎用
性の高い2LDKをメインに、単身者向けの1LDK、ファミ
リー世帯向けの3LDKといった基本パターンに加えて、
住民のさらに細かなニーズに合わせた設計変更を行っ
た結果、全492戸の部屋の間取りは実に50パターンを
超える結果となりました。
　「賃貸で、ここまでパターンが多いのは珍しい」と語る
磯所長ですが、まるで一つのコミュニティが形成される
ような西棟に、より良い機能性をもたせるべく、発注者
様とともに細部の仕様まで詰めていく図面会議は約半
年間にわたって続けられました。

　西棟建築工事の磯 哲也所長は、これまで様々な建築
に携わってきたベテランで、この規模の高層ビルの建築
は2棟目となります。「先行していた東棟の工期は28カ月
でしたが、西棟の工期は27.5カ月と、このような規模の
高層建築ではかなりタイトなスケジュールになりまし
た。加えて東西2棟とも中間階に免震装置を設置するた
め、〈安全・品質・環境〉面の取組みについては万全を期し
つつ、随所に工夫を凝らして効率化を図っていくことと
しました。」　　　
　この2棟は二番街とゲートスクエアの間に建てられ、
工事が長引くことは「柏の葉国際キャンパスタウン構想

（p39）」の中でも重要な機能をもつ“グリーンアクシス”
の流れを遮断し、利用される住民など様々な方々に大変
なご不便をおかけすることになります。
　「柏の葉スマートシティはとにかく人通りが多く、子
供たちの元気な声もこだまします。すでに公・民・学の
連携で様々な活動や交流も活発に行われており、“ハー
ド面”の整備が長引くことで、こうした“ソフト面”での
せっかくの盛り上がりに水を差してはいけないという
思いが発注者様にはありました。そしてその思いは、作
業所のメンバーにも共有できるものでした。」と磯所長
は語ります。
　工期の短縮を難しくする要素はさらにありました。
東西棟は当初2棟とも分譲マンションとする予定でし
たが、西棟については賃貸マンションとすることにな
り、設計変更が行われることとなりました。この変更に

磯 哲也 作業所長

賑わいのあるゲートスクエア

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―
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未来につながる門をつくるゲート

「独自の現場力」と「しあわせ品質」の最前線

　東西2棟の高層マンションをランドマークとする「柏の葉
スマートシティ」は、千葉県や柏市が進める柏北部中央地区
の土地区画整理事業の一部として位置づけられます。また、
2008年にまとめられた、千葉県、柏市、東京大学、千葉大学
による「柏の葉国際キャンパスタウン構想」の一部でもあり
ます。
　この構想では、民間企業や一般市民などとも連携・協働し、

「生活者の目線を加えた〈公・民・学の連携〉を背景とする知的
交流により、新たな知・産業・文化を創造する〈国際学術研究
都市〉となること」、また、これを通じて「自然環境と共生し、
健康で高質の居住・就業環境が実現される持続性・自律性の
高い〈次世代環境都市〉を目指す」としています。（出典：柏の
葉国際キャンパスタウン構想2014充実化版）
　柏の葉スマートシティでは、課題解決に向けた公・民・学の
連携をベースにしたオープンなまちづくりが進んでおり、

の“最適解”となるような「世界の未来像」をつくる街の具現
化を目指しています。

1. 地球にどこまでもやさしい「環境共生都市」
2. 日本の新しい活力となる成長分野を育む「新産業創造都市」
3. すべての世代が健やかに、安心して暮らせる「健康長寿都市」

柏の葉国際キャンパス
タウンの中核エリア

学園の道

緑園の道
（グリーンアクシス）

スマート
シティ

土地区画
整理事業

一番街

三番街
二番街

N
「柏の葉国際キャンパスタウン構想」に組み込まれた東西棟の建設

全員参加で一体感を高めつつ、さらなる効率化に挑む
　このような高層建築では、一般にPCa（プレキャスト・
コンクリート）と呼ばれる高強度コンクリート部材が使
用されますが、東西2棟とも “レゴブロック”のように、工
場で製造された柱や梁、床などのPCa部材を現場で組み
立てるPCaPC工法の採用や免震装置上部基礎のサイト
PC化※により工期の短縮が図られています。特に西棟で
は、シンメトリーな建物である東棟の施工を通じて経験
値が高まっていたことで、ワンフロアを作り上げるサイ
クルを6日から5日に短縮。協力会社の協力で、躯体工事
全体では、1.5か月分の工期短縮を実現しました。
　本工事では、このほかにも、エレベーターや階段、電力
系統の設備等を納めるコア部の施工について、PCaの工
程サイクルと同期させる工夫をすることで工期短縮を実
現していますが、こうした“工夫”についても協力会社と
の協業が大きかったと磯所長は言います。
　「工期が厳しくなる西棟の建築工事では、〈安全・品質・

環境No.1〉という、いかなる妥協も許されない“熊谷組の
ものづくりの基本”を守るべく、〈職種を超える和を作ろ
う〉を職長会スローガンに、皆で一体感を高めながら工事
を進めています。職長会は〈柏

はくようかい
葉会〉と名付け、一体感とと

もに、主体性をもって取り組んでもらうようお願いして
いますが、職長幹部会議や全体会議などでも、職長会のほ
うから積極的に提案してもらっています。
　仕上げ工事に入ってからは、内・外装業者等を含む職
長分科会議も頻繁に行っていますが、こうした場でも
様々な改善に向けた話し合いが活発に行われています。
これまでの経験から、“全員参加”で“知恵を出し合う”よ
うな取組みを地道に重ねていくことが各自の自覚を高
めることにもつながると考えています。“鉄骨一式を地組
みする”というコア部の施工提案も、“工期短縮のさらな
る切り札は何か？”という私の問いかけに、皆が“当事者
意識”をもって真剣に考えてくれた結果でした。」

さらなる効率化に向けた“創意工夫”
〜コア部鉄骨造部分のユニット化

鉄骨地組
① ②

地組された鉄骨一式を揚重

①エレベータや階段、電力系統の設備等が納まるコア部を地上
で組み立て（地組）

②PCa工程の中のタワークレーンの空き日に、次サイクルの鉄骨
を搬入・地組することで効率化を図る。

PCa工程との同時並行作業とクレーンの効率的な活用により工
程短縮・安全作業の面で格段の改善が見られました。

「柏
はくようかい

葉会」の活動

■5S運動※でQCDSE※も向上
フロアマスターによる日々の「5Sチェック」などで常に整然とした現
場状況が保たれておりQCDSE全般が向上しています。

職長・作業員・熊谷組社員が世代を超えて
一体となれる雰囲気づくり、“魅せる現場づくり”に
努めています。

■施工状況等をお知らせする
　「柏葉会こんにちは」を発行

■現場周辺の清掃を含めた
　環境美化にも努めています。

手作りの花壇

※5S運動：「整理・整頓・清潔・清掃・躾」からなる安全・品質の維持・向上
につながる改善運動

※QCDSE：品質・原価・工程工期・安全・環境

10年先、20年先も誇りをもてる建物に
　「お客様が望むものをつくるのが我々の仕事。厳しいご
要望もありますが、お客様のこだわりは我々の励みにも
なります。」と磯所長は言います。
　「発注者様によれば、“柏の葉のまちづくりは、10年
先、20年先も続く壮大なプロジェクト”と考えられてい
ると聞きます。単なる開発業者ではなく〈ご近所さん〉と
して、そうした長いスパンで、街の人々と末永く交流し
ながら、ともに『世界の未来像』につながるまちづくり
を推し進めていこうとされていますが、そのこだわり
は、〈私たちがつくるのは、単なる建物や構造物だけでな
く、そこに集う人々とともにつくりあげていくコミュニ
ティです。〉という熊谷組のグループビジョンに相通ず
るものです。グループビジョンでは、さらに〈人と人が集
い、ふれあいながら安心して心豊かにくらすことのでき
る場所〉や〈新しい物語が生まれ続けるくらしの舞台〉を

つくり、時代をこえて支え続けていくのが私たちの仕事
であるとしていますが、本プロジェクトを通じて、今ま
さに、その実践の舞台に参加させていただいていること
を肌で感じ、大きなやりがいを感じています。」
　発注者は「グリーンアクシス」を二番街のさらに先まで
広げていく考えで、東西2棟の界隈をさらに多くの人々
が行き交うことになります。
　「東西棟は、『世界の未来像』を象徴するフラッグシップ
タワーとして、そして住民には“温かなホームタウン”を
象徴するランドマークとして永く親しまれることになり
ます。来年1月末の完成を目指し、協力会社とともに一体
感をさらに高め、10年先、20年先の住民の皆様にもご満
足いただけるような、そして我々も、何年経っても誇りを
もち続けられるような建物に仕上げていきます。」と、磯
所長は今後に向けた意気込みを語ります。

お客様の声

三井不動産株式会社
松本 圭一朗 様

店舗や温泉施設がある2階と
「ららぽーと柏の葉北館」との間に連絡通路を設置

　住民の皆様をはじめ、行政や大学との連携で進める「柏の葉スマートシティのまちづく
り」は、息の長いプロジェクトとなります。その中で東西2棟はランドマークともなる建物
ですので、当社としてもこだわりをもって、細部に至るまで様々なお願いをしています。
　西棟では東棟に比べ工期が短くなっている一方、隣接する東棟にはすでに住民も
いっらしゃる中での施工となっていますので、安全や環
境面における特段の配慮もお願いしていますが、磯所長
はじめ作業所の皆さんにはよく相談に乗っていただき感
謝しています。「ららぽーと柏の葉」との接続工事に関す
る数社間の調整会議等でも、施工に関して様々な提案を
いただいています。また、現場がいつも整理整頓されて
いることには感心します。熊谷組さんは「安全・品質・環境
No.1」をスローガンとされていますが、今後もこうした
基本を怠ることなく実践して、完成を目指していただき
たいと思います。

※サイトPC工法：作業ヤード内でPCa部材を製造し取り付ける工法
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東北中央自動車道
（山形～福島間）
経由で約 50分

災害や事故発生時
の代替交通機能を
果たします

災害や事故発生時
の代替交通機能を
果たします

山形自動車道～東北自動車道
（山形～福島間）
経由で約 70分

国道 13号（山形～福島間）
経由で約 120分
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地域連携の新たな道を拓く

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」と「しあわせ品質」の最前線

Feature

特 

集

山形県屈指の観光地として知られる上山市付近で施工中の東北中央自動車道新設工事をレポートします。東北
地方の大動脈ともいえる東北自動車道へのアクセスが飛躍的に向上する高速道路の整備で「新たな地域連携・
交流ネットワークの構築を」という地元の期待を背に、安全第一で、2018年5月22日のしゅん功を目指してい
ます。（取材：2017年7月4日）

山形〜福島間の“ミッシングリンク”を埋めて
東北の地方創生を促す高速道路の建設
　東北中央自動車道は、東日本大震災で深刻な被害を受けた福島県相馬市（相馬JCT）
から福島市を抜けて山形県に入り、上杉家城下町として知られる米沢市を中心とする
置賜（おきたま）地域を北上し、山形市を経て横手（JCT）に至る総延長268kmの高規格
幹線道路（高速道路）です。
　福島（福島JCT）～山形（山形JCT）間は、熊谷組が担当する「やまがたざおうトンネル
工事」を含む「南陽高畠IC ～山形上山IC間」の2019年度内の開通をもって全線開業と
なる予定です。

堂藤 和雄 工事所長

東北中央自動車道 やまがたざおうトンネル工事

工事概要
工 事 名　東北中央自動車道 やまがたざおうトンネル工事
工　　期　2015年4月9日 ～ 2018年5月22日（37カ月)
発 注 者　東日本高速道路株式会社 東北支社 山形工事事務所
施 工 者　熊谷組（単独）
工事内容　総延長2,997m（トンネル掘削944m、
　　　　　道路工事1,957m、橋りょう下部工4基
　　　　　函渠工6基、インターチェンジ1箇所）
工　　法　山岳工法･NATM、機械掘削・発破併用

○相馬〜横手間の所要時間は
　約6時間10分から約2時間50分に短縮

美味しい果実がより新鮮な状態で
東京の市場へ運ばれます。
○東根市（さくらんぼの産地）
○天童市（ラ・フランスの産地）
○南陽市（ブドウの産地）

山形蔵王
トンネル

国道13号

酢川

須川

蔵王川

工事終点

工事起点

「営業中のゴルフ場の直下」で行われるトンネル工事

約4万年前に、東側の「（蔵王連峰）鳥兜山」付近で山崩れが発生した際の土石流（酢川
泥流）が酢川沿いまで到達。山形蔵王トンネルはこの土石流の名残である「土砂」と

「転石」との闘いとなりました。

（蔵王連峰）鳥兜山

葉山層
（凝灰角礫岩、安山岩）酢川扇状地堆積物

（砂礫や砂）

半郷断層

ゴルフ場
国道13号線 酢川泥流堆積物（土砂と転石）

トンネル

転石

周辺の地質状況

日本高速道路会社（NEXCO東日本）様より、“トンネル掘
削は万全を期し、掘削にともなう様々な懸案事項に対し、
きちんと整理し、対策を立ててから着手という方針のも
と、さらに用意周到な計画を立てることになりました。」
と、工事所長として全体をまとめる堂藤和雄は語ります。
　熊谷組側の窓口として、発注者をはじめ、工事の影響を
受ける近隣の関係者との調整にあたったのは作業所長兼
監理技術者を務める髙松雅宏でした。
　「例えばゴルフ場への影響ということでは、地盤の
力や変形をシミュレートするFEM解析を行った結果、
50mmまで認められている地表面沈下については
40mmに達することも考えられました。発注者から
は、より高い安全性を確保するため“沈下は20mm以
内で管理していく”方針が示され、追加対策を立てるこ
とになりました。

　「やまがたざおうトンネル工事」は現在供用されてい
る山形上山ICから南側の約3kmを整備する高速道路
工事です。トンネル工事の起点・終点側で、それぞれ約
1kmの土工事を行っています。
　トンネルの全長は1km弱ですが、地表からトンネル
上部（天頂部）までの距離が約24m以下という「小土
被り」状態であることに加えて、掘削する地山の大部
分が約4万年前の土石流（酢川泥流）に覆われた軟弱地
山であること。しかもその地山を掘り進めると、4万
年前のやっかいな落とし物である大きな「転石（安山
岩礫）」が所々に顔を出すという厳しい条件が重なり
ます。
　この“厳しい条件”をさらに引き上げることになった
のが「営業中のゴルフ場の直下」の施工でした。
　「本工事は、山岳地帯ではなく、交通量の多い街中で行
うので、陥没事故などが起きたら大変な社会問題になり
ます。直上はほぼ全面がゴルフ場で、トンネルの起点付
近直上には酢川が流れ、終点付近は国道13号が横断しま
す。東北最大級の遊園地も隣接しています。トンネル掘削
工事では事前に懸念される事項をリストアップして対策
を講じますが、実際に“掘ってみないとわからない”とい
う部分も多く、通常は工事を進めながら対策を立ててい
く部分もあります。しかし本工事については、万が一の場
合の影響が極めて大きいことから、特に、発注者である東
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近隣への配慮 “プレーの合間”に発破をかける
　発破の実施にあたっては、事前にゴルフ場をはじめ近隣で影響を受ける関係者の皆様にお集まりいただき、坑口付近で試験的な
発破を行って、その振動や音の大きさを実際に体感していただきました。また、ゴルフ場の営業時間に発破をかける際には社員が直
上のホール付近に待機し、プレイヤーが過ぎ去るタイミングを計りました。おかげで、コース売店の従業員とはすっかり顔見知り
の間柄に。なお、取材時点ではゴルフ場直下の掘削は終了していましたが、20ｍｍ以上の沈下はなく、グリーンの傾斜にも変化はな
かったことが確認されています。
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危険な転石まで“縫い付ける”アンブレラ工法を提案
　トンネル工事に先立って作成する「地質縦断面図」は、
調査ボーリングをもとにした“大まかな予想地図”であ
り、掘削前方の地質に関するより詳しい情報は地下での
調査ボーリング等によって得られます。堂藤所長が言う

“トンネル掘削工事では、実際に掘ってみないとわから
ない”というのはこのことですが、それでも1回のボー
リングで得られる情報は100m先まで。となれば、“万
全を期す”には「トンネル工事の全線で転石が出る」こと
を“前提”に対策を講じなければなりません。
　「トンネル工事の全線でAGF工法を採用。鋼管で串刺
しにし、岩ごと地山に“縫い付ける”、という本社技術部
のアドバイスを受けながら下した我々の結論でした（堂
藤所長）。」
　そしてこの結論は、すぐに発注者への提案として計画
書に盛り込まれました。

　地表面の沈下防止対策として講じられたのは、切羽
（掘削の最先端部）前方に放射線状に鋼管を打ち込む
AGF工法（通称アンブレラ工法の一種）でした。本工事
では、114ｍｍの鋼管29本を前方の岩盤に屋根を掛け
るように打ち込み、通常は9m掘り進むごとに行うこの
工法を沈下が大きい場合、6mごとに行うことで“万全
を期す”ことにしました。
　この工法を採用することになった理由はもう一つ。
それは想定を大幅に超える量の「転石」でした。堂藤所長
は語ります。
　「トンネルの坑口をつくるために地面を掘り下げてい
くと直径5mクラスの大きな転石がゴロゴロ出てきま
した。軟弱な土砂地山を掘っているときに、これほど大
きな石が出てきたら非常に危険です。切羽の上方に出現
すれば落石で大事故につながる可能性もあります。」

全員参加で一体感を高めつつ、安全施工とさらなる効率化に挑む
対策も、現場で実際に作
業を行う相手に正確に
伝わらなければ意味が
ありません。また逆に、
現場が気づいた音や振
動や水質などのわずか
な変化に関する情報が
私たちのほうに速やか
に伝わらなければ、その
時々にとるべきであっ
た対応が遅れ、大事故に
発展する可能性も出て
きます。」
　そこで、会議の場では、熊谷組の考える施工方法や工
程について丁寧に説明する一方で、協力会社側にも積極
的に発言を求めて議論し、その結果を施工や対策に活か
すことにしていると、堂藤所長は言います。
　「施工方法や工程などについても、我々が協力会社に
一方通行で伝えるようなことがないよう努めています。
例えば週間工程などについても当社の若手担当者がペ
アを組む相手である職長と、お互いに納得のいくものを
組み立て、その責任も両者で負うよう話しています。」

笹島建設株式会社 海老原 一哉 所長

“感性の若き目”に焼き付けて成長を
しても、手を抜かずに丁寧な仕事をやり続けることが、
ひいてはこの先何十年も続く安心・安全につながるわけ
です。これもまた熊谷組が追求する“しあわせ品質”の
ひとつの形ではないかと、私は思います。」
　「“プロなのだから、プロの仕事をしてほしい”という
メッセージはもちろん、私たち自身に向けたものでもあ
ります。いずれはコンクリートの壁の中に埋もれてしま
うボルトの1本1本が、職人のこだわりによって見事なま
でに整然と打ち込まれている・・・。そうした“正真正銘
のプロフェッショナルな仕事ぶり”を、若手社員には是
非とも、ここにいる間に、
感性に富んだその若い目
にしっかりと焼き付けて
成長していってもらいた
いと願っています。」

　本工事の作業所には現在、18名の正社員のうち、入社
3年以下の若手社員が5名在籍しています。そうした社
員を直接指導する立場でもある髙松所長は、「大変忙し
い現場ですが、ベテラン職長と組み、いろいろなことを
学びながら、よくついてきているなと、感心することが
ある。」と言います。
　「最近では、こちらで善し悪しの判断とプラスアル
ファのアドバイスを加えるだけということもよくあり
ます。環境は人を育てるといいますが、自分の若い頃と
比べてみて、“自分はここまでできていただろうか”と
思ったりします（笑）」
　「よく言われることですが」と前置きしたうえで、堂藤
所長は、「座学や研修も大事だが、やはり現場でしか得ら
れない経験もある。」と言います。
　「私は毎朝、現場パトロールをすることを日課として
います。職人さんたちの話を聞き、現場で目についた良
いところや悪いところを指摘し、職長や所長にも話しま
す。そうした中でいつも話すのが、“あなた方はプロな
のだから、プロの仕事をしてほしい。本物のプロらしく、
常に丁寧で、綺麗な仕事を心がけてほしい”ということ。
吹き付けコンクリートにしても、ボルト1本の打ち方に

 髙松 雅宏
 作業所長兼監理技術者

環境配慮型の厳しい基準に挑む〜明かり工事
　国土交通省の「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」で
は、建設汚泥が発生する建設工事については、循環型社会形成推
進基本法の基本理念に則り、「発生抑制の徹底」「再生利用の促
進」「適正処理の推進」に努めることを基本方針としています。こ
の方針に則り、本工事でも発注者であるNEXCO東日本様より、
掘削量を抑制しつつ、掘削土についても、全量を明かり工事の

「盛り土」部分に有効活用することで、“どこからももち込まず、
もち出さない”という、環境配慮型の施工とすることが求められ
ています。
　また本工事で発生する多くの土が泥濘化することや、重金属や

酸性の土が含まれることから、掘削土をそのまま使用することは
ほとんどありません。固化材を使用した土質改良や、遮水シート
で土を包む遮水工を採用し、ひと手間かけて盛り立てています。
　s軟弱な土を適正処理した改良土は「モデル施工」を行い、発注
者の承認を得る必要があるのですが、本工事は地表に近いことか
ら土の種類が非常に多く、発注者からも「一つの現場で20回近い
モデル施工をやるのは珍しい」と言われるほど。明かり工事の現
場では、新たな土が運び込まれるたびに、「適正処理～室内試験～
強度確認～モデル施工～本施工（盛り土）」という“表面には現れ
ない”作業が繰り返されています。

千葉 将太　
田下 千絵美

　当初は土砂地山部分のみを想定していたAGF工法を
全線で採用。しかも通常よりも短い間隔で行っていく
となると工期内の竣工が難しくなります。そこで全線
機械掘削としていた掘削方法を変更し、「一部火薬使用

（発破）」で転石を砕くという提案が新たに加えられるこ
とになりました。この提案には、国内におけるトンネル
工事の第一人者である笹島建設（株）も加わり、できるだ
け周囲に影響を及ぼさない方法が検討されました。
　設計変更でボリュームが増した作業を、「6勤3休の3
班編成、昼夜2交代の24時間体制でカバーしていけな
いだろうか」という熊谷組側の打診を受けたのは笹島建
設の海老原一哉所長でした。
　「AGF工法の全線採用や、発破の併用といった大きな
決断をズバッとされるあたりは、“さすがは熊谷組さん”
と思いました。同時に“この工事は慎重に、安全に進めつ
つ、工期も守る”というメッセージもしっかりと受け止
めました。」
　堂藤所長とは直近の国道45号釜石山田トンネル工事
に続いて2度目の共同作業となる海老原所長は、3班の
うちの2班を同トンネル工事で堂藤所長の“方針”を熟
知するメンバーで固めました。
　「私たちの技術とノウハウをもって練り上げた万全の

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―
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高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―

お客様に 　動を
「お客様に感動を。」は熊谷組に根付
いている文化です。お客様の声に真
摯に迅速に応え、誠実な営業や誠実
な施工、誠実なフォローを徹底し、
お客様の期待にお応えする企業を
目指しています。

感
Ⅰ. 「お客様の言葉」に耳を傾けることが、
　  私たちの仕事の始まりです。
Ⅱ. 「お客様の目線」で考えることが、
　  私たちの仕事の基本です。
Ⅲ. 「お客様の期待」に応えることが、
　  私たちの仕事の責任です。
Ⅳ. 「お客様の感動」を得られたときが、
　  私たちの仕事の喜びです。
Ⅴ. 「お客様の評価」こそが、
　  私たちの仕事のものさしです。

CS活動の行動指針

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。

お客様とともに歩み続ける
支える 活動のキーワード「ひとり、ひとりが、変わる力に！」

CS
ヒア

リング

熊谷組のCS活動

CS活動の基本体系

関連目標
達成度の把握

業務改善状況
の把握

客観的な評価を基にした問題点の抽出、問題提起
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管理者

経営トップ

お客様

休日夜間緊急出動拠点

日本全国300拠点
集合住宅の共用部・専有部に関わらず断水、
停電、漏水、排水詰まり、非常ベルの誤作動
などに対処

お客様に連絡先を記載したステッカーを配布

お客様

お客様から
おうかがいする内容

●  建造物のできばえ、使い勝手
●  弊社の仕事の進め方
● お客様に対する社員の対応
●  弊社への要望事項など

アフター
ケア施工設計営業

「お客様の声アンケート」の目的

顧客

CSヒアリング
　本社や支店の経営幹部が、お客様を訪問して「CSヒア
リング」を実施しています。
　この活動は経営幹部が、お客様の意見を直接入手する
取組みとして、熊谷組のCS活動の中でも重要な活動と
して位置づけており、昨年は21件実施しました。

お客様の声アンケート
　お客様に建物を引き渡して3年後に、「お客様の声ア
ンケート」を実施しています。評価項目は、①建物のでき
ばえ②引き渡しから定期点検までの取組み（アフターケ
ア全般）③当社連絡窓口の対応④当社社員の仕事の進め
方の4つです。当社で設計した物件については、デザイ
ン、性能についても評価いただいています。
　アンケート結果については、お客様からの回答の内容
を確認し、速やかに社内への展開を図っています。また、
不具合の内容が記載されているときは技術的な原因を
調査して再発防止に向けた取組みを進めるなど、ご意見
を改善につなげています。

■ CS活動の成果と今後の課題
　「お客様の声アンケート」における“アフターケア全般”
についての過去5年間の評価の推移を見ると、2013年か
ら減少していた「期待以上」＋「期待通り」の割合が2016
年は若干増加しました。お客様の評価を真摯に受け止め、
改善につなげます。

CS活動の基本
　1998年、CS推進室を設置しました。2008年度に
策定した、「CS活動の基本体系」「CS活動の行動指針」を
基本にして、①顧客満足・不満足度の把握 ②社員満足度
の把握 ③客観的な評価を基にした問題点の抽出、問題提
起 ④業務改善状況の把握 ⑤関連目標達成度の把握とい
う5つの活動項目、「行動指針」の考え方・内容を組み込ん
で、各支店がそれぞれの活動計画を立て、取り組んでいま
す。お客様の潜在している声を捉えられるような活動を
推進しています。

24時間対応の建物相談窓口
　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、日本全国300拠点24時間受付体制を確立してお
り、昨年の相談件数は605件でした。

北陸支店にて集合研修

アフターケア全般についてのお客様評価結果

0
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2016

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

（%）

（年度）

1. 2年目点検で区切りとなるお客様との接点を3年目に
まで広げて、以降の良好な関係の継続を図る。

2. お客様が気にしている不具合の芽を早めに拾い出し、
クレームへの未然防止を図る。

3. 不満足の記述があるときは、速やかにお客様を訪問し
徹底した原因究明によって再発防止に結びつける。
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南東北グループ様
1987年以来、これまで30件の新築・増改築工事を受注

支える―お客様とともに歩み続ける― 高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―

①南東北病院 北棟②南東北新生病院③南東北病院 放射線治療棟
④南東北病院 管理棟⑤南東北福島病院 東棟

①

② ③

④

⑤

南東北第二病院

東北支店 営業部
角濱 浩 部長

総合東京病院（東京都中野区）

東北支店 建築部
相馬 光伸 作業所長

3カ月で完成した仮設病院

　震災時には社内連携と地元協力会社との
　絆でミッションをクリア
　マハティール元マレーシア首相が視察に訪れるなど、
南東北グループでは、海外を視野に入れた活動も展開さ
れていますが、一方で、震災復興や地元経済の活性化な
どにも尽力されています。
　その中でも象徴的なのは、東日本大震災でほぼ全壊し
たある市内病院の救済でした。その病院は、郡山エリア
では数少ない高齢患者を対象とした療養型の中堅病院
で、閉鎖となれば地域医療にも少なからず影響を及ぼし
ます。加えて、震災で精神的にも経済的にも打撃を受け
ていた職員全員の解雇という深刻な事態に直面してい
ましたが、南東北グループによって再建の道が開かれま
した。被災後、まず初めにプレハブで旧病院と同規模の
応急仮施設（156床）5棟を建築することになりました。

　仮施設の工期はほぼ3カ月（4月8日～ 7月1日）。当時
は仮設住宅の建設ラッシュとなっており、職人も資材も
極めて手配困難な時期で、市内でも修復工事等が滞って
いましたが、本支店が連携した迅速な対応でいち早くプ
レハブを確保することができました。それまで一貫し
て南東北グループの工事を請け負ってきた地元の協力
会社と熊谷組が力を合わせたことで、この時期では非常
に困難だったミッションを達成することができました。
仮設病院の運営は2年間に限定されていることから、仮
設病院の完成後の2年間で新病院を建設することにな
りました。新病院は現在の「南東北第二病院」となってい
ます。（仮施設は手前の駐車場に建てられました）
　熊谷組は、これまで南東北グループの数多くの工事を
請け負わせていただき、数多くの社員が携わってきまし
た。「誰がどこをやったかというのは関係ない。同じ熊谷
組なのだから、過去に誰がやろうと、その責任は熊谷組
にある」という渡邉総長の言葉を私は重く受け止めてい
ます。1年検査や2年検査さえクリアすれば良いなどと
いう考えは微塵もありません。技術屋として、熊谷組の
ものづくりに携わる者として、そして“お抱え大工”のプ
ライドに掛けて、後を引き継ぐ者に「さすが」と思わせる
ような仕事を残していくことが、ひいてはお客様の信頼
を得ることにつながるものと考えています。

　竣工後もお客様のすぐそばに、
　修繕や小規模改修工事に対応。
　南東北グループ（渡邉一夫総長）は「一般財団法人 脳
神経疾患研究所」を母体とする医療・福祉グループです。
1981年に「南東北脳神経外科病院」として開院され、福島
県郡山市を拠点に、最先端の高度医療をはじめ、介護およ
び在宅支援サービスを提供されています。自ら優れた脳外
科医である渡邉総長の「すべては患者さんのために」とい
う理念のもと、現在は基幹病院である「総合南東北病院」を
はじめ、県内各所および青森・宮城、東京・神奈川の病院等
医療施設や介護・リハビリ等施設にて、総勢7,000名を超
える職員が医療に関わる活動に従事されています。
　南東北グループは放射線による「最先端のがん治療」で
世界的に知られる医療機関です。一般的な放射線治療よ
りもはるかに効果的で、副作用も少ない「切らずに、通院
で、仕事をしながら」治すがん治療に取り組まれており、
2006年には民間病院として世界で初めて陽子線がん治
療を導入され、現在は中性子線によるさらに難治性の高
いがん治療の実用化に挑まれるなど“世界初”で“日本発”
の「夢の超先端がん治療」を目指されています。
　熊谷組では総合南東北病院（本院）の最初の新築拡張
工事となった1987年（昭和62年）の「中央棟新築工事」
からお手伝いさせていただいており、直近では2015
年に総合東京病院（東京都中野区）の新築工事を行い、
2017年3月にその拡張工事を竣工しました。

　南東北グループでは「建物については使い勝手が一番
大事」で、「過剰な飾りは要らず」、「患者さんのために」、常
に医療設備の充実を図っておられます。使い方が変われ
ば「使い勝手」も変わりますので、熊谷組ではお客様のご
要望に応えられるよう体制を整え、修繕や小規模改修の
ご要望などに対応させていただいております。
　竣工時の最終チェックなどで、渡邉総長より「とりあ
えず見栄えは良くできたが、本当の評価は実際に使って
みてから。5年、10年しないと本当に良いかどうかはわ
からないよ」というお言葉をいただくことがあります。
熊谷組では「我々の仕事は物を作って終わり」ではなく、
その後も長きにわたってお客様に喜んでいただけるも
のを提供していくように取り組んでおりますが、私たち
は今後とも、南東北グループの今後ますますのご発展に
貢献できる、使い勝手の良い“お抱え大工”であり続けた
いと願っています。

長期にわたりお付き合い
いただいているお客様①

「すべては患者さんのために」という理念のもと、
最先端のがん治療で世界的に知られる
医療グループのお客様です。
30年来の“お抱え大工”として、
様々なご要望に適うよう努めています。
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支える―お客様とともに歩み続ける―

香港のインフラ投資が滞っていた1986年に
「民間資本で公共施設を建設して、運営する」という
「BOT事業」を提案。
期間満了後も、「MOM事業」を受託し
交通の要衝の管理・運営・保守業務を行っています。

香港東部海底トンネルMOM事業
30年間続けてきた「BOT事業」の後継事業に参画

長期にわたりお付き合い
いただいているお客様③

東京地下鉄（東京メトロ）様関連工事
65年間にわたって地下鉄路線網の整備に貢献

長期にわたりお付き合い
いただいているお客様②

地下鉄整備の先駆けとなった丸ノ内線工事で、
1959年に東京メトロ初のシールド工事を完工。
混雑緩和や長寿命化、安全性の強化など、
首都東京の大動脈の機能を守る取組みに
長年培ってきた技術とノウハウで挑んでいます。

土木学会技術賞を受賞（1991年）した「着脱式泥水三連型駅シールド工法」
交通量の激しい南北線白金台～目黒間工事で採用

　様々な“課題”の解決に寄与する熊谷組の技術力とノウハウ
　東京メトロの新線建設は2008年の副都心線全線開
通でひと区切りとなっており、現在は混雑・遅延の緩和
という課題の解決が主眼となっています。熊谷組も、遅
延の解消を目指して行われた有楽町線小竹向原–千川
間の立体交差工事や、全国一といわれる東西線の混雑緩
和に寄与する南砂町駅ホームの拡張・増設工事をはじめ
様々な工事を行っています。
　また、東京メトロでは既存施設の長寿命化や安全性の
向上という課題にも取り組んでいます。駅施設やトンネ
ル内には電車を運行するために必要な設備があるため、
工事を行う際には細心の注意が必要です。また、工事は
地下鉄を利用するお客様にご迷惑をかけないよう、終電
から始発までの短い時間内で効率的に行います。そこ
では、熊谷組の長年の工事経験で得たノウハウと蓄積さ

れた豊富なデータが役に立っています。
　東京メトロではバリアフリー化やホームドア設置など
にも取り組んでいます。熊谷組では発注者と鉄道を利用
するお客様のニーズに応えていきたいと考えています。

（森 章）

ダクタイルセグメントの補修工事を行った新御茶ノ水駅

首都圏支店
土木事業部 土木担当
森 章 部長

　今日の「地下鉄シールド工法」の基盤となった「永田町二工区」
来型の「開削工法」で行われていましたが、国会議事堂付
近の「永田町二工区」については東京メトロ初の「シール
ド工法」が採用され、その建設には1953年に戦後初（国内
2例目）のシールドトンネルとなる関門道路トンネルを完
成させた熊谷組があたることとなりました。今日におけ
る地下鉄シールド工法の発展は、この永田町二工区の建
設（1959年）における東京メトロと熊谷組の共同作業に
よってはじまったといえます。

　以来、熊谷組は、利用客の利便性の向上と、
慢性化する路上交通の混雑緩和といった東
京メトロの取組みを技術で支えてきました。
発注者の期待に応える様々な技術が開発さ
れ、東京の地下鉄は施設や路線の拡充が行わ
れてきました。

東京メトロ初のシールド工事となった
「永田町二工区（ルーフシールド工法）」

　国内最初の地下鉄銀座線（1927年開業）に続き、東
京都内で2番目に開業した丸ノ内線は、1951年に着工
し、1959年に池袋–新宿間が開通しました。発注者であ
る東京地下鉄様（以後東京メトロ）の前身である帝都高
速度交通営団（通称営団地下鉄）と熊谷組とのお付き合
いは、1952年12月の「後楽園駅関連工事」からはじま
りました。
　丸ノ内線の工事は地表を掘り下げて躯体を構築する従

渡辺 裕之 国際支店長

　BOT事業で培ったノウハウや実績への評価が決め手に

　「完成後も一貫して携わる」というビジネスモデルで期待に応える

がCITIC社（中国中信股有限公司）、ニューリアルプロパ
ティ社と共同出資した現地法人により、香港初の「BOT
方式※」にて1986年8月から30年間にわたって行われて
きましたが、香港特別行政区政府より、業務期間の満了
後も「MOM事業」として委託する方針が示されたこと

から、上記3社が再度パートナーシップ
を組んで立ち上げた新たな共同出資会社
である「Pacific Infrastructure Limited

（PIL）」が今後3年間にわたり担当するこ
とになりました。BOT事業でこれまで
培ったノウハウや実績も高く評価されて
の落札となりました。

モデルを追求し、現地の期待に応えていきたいと考え
ます。（渡辺 裕之）

EHCは5本のトンネルの中で唯一の道路・鉄道併設トンネルです

※BOT方式（Build Operate Transfer）： 民間事業者が「公共施設を建設」して、引き続き「管理・運営」
を行い、事業期間終了後には「国や自治体に所有権を委譲」するという事業方式。

※MOM事業（Management, Operation, and Maintenance）：管理・運営・保守事業

両岸をつなぐ5本のトンネルの内の4本を建設

　熊谷組は2016年8月より、ビクトリア湾両岸の九龍
半島南部と香港島北部を結ぶ東部海底トンネル「イース
タン・ハーバー・クロッシング（以降EHC）」の「MOM事
業※」に参画することになりました。
　EHC（全長1,860m）の建設と運営は、これまで熊谷組

　過密都市として知られる香港は人口730万人を超
え、都市機能の中枢が両岸の金融・商業エリアに集中し
ています。熊谷組では1980年から1998年の間に4本
のトンネルを建設してきました。中国本土との経済一
体化も進み、世界の金融センターとして重要な機能を
果たす香港では、インフラのさらなる整備と、それにと
もなう新たなMOMプロジェクトも浮上しています。
　地に足を付けてじっくり取り組むのが熊谷組の海外
展開のスタイルです。1961年に、香港にて初の海外
工事を行って以来、当社では十分な実績と信頼のネッ
トワークを培ってきました。このたびの実績をさらな
る足がかりとして、「ものをつくるだけでなく、つくっ
たものは責任を持ってしっかりと支えていく」という、
当社の「建設サービス業」の趣旨にもつながるビジネス

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―
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（株）上越シビックサービス 統括マネージャー

赤岡 史夫

（株）上越シビックサービス 
統括マネージャー
赤岡 史夫 （熊谷組より出向） 

新土橋商工振興会 
副会長
宮越 英雄 様

新土橋商工振興会
事務局長
小菅 一雄 様 

上越市市民プラザPFI事業
2000年より契約期間20年のPFI事業に参画

長期にわたりお付き合い
いただいているお客様④

大型ショッピングセンター（SC）移転後の街に
明るさと賑わいを取り戻すという
使命を帯びたPFI事業に参画。
開館以来、熊谷組の社員が常駐し、
市民目線の運営を行っています。

棄物の発生や消費資源の抑制にもつながることからリ
ニューアルとする方針を決め、事業手法として、財政負
担を平準化することができるPFI事業を導入し、1999
年12月より公募を開始しました。
　熊谷組は海外での経験（p50）から、今後はPFI事業の
国内需要も高まるものと予想し、日本管財（株）と共同で
詳細な既存建物検査・診断を行い、市民目線で「いきいき
としたまちづくり」を目指す発注者の思いを踏まえた計
画を提案。「創意工夫性」、「利用者本位の内部改装」、「機
能性（使い勝手）」等の面で高く評価され事業者に選定さ
れました。
　2000年7月に着工し、2001年1月にオープン。オー
プン後の1年間は、当初20万人としていた年間利用者
数を大きく上回る44万人（当時の人口は約13.5万人）
が訪れ、大盛況となりました。その後2003年には入館
数100万人を達成し、2016年には650万人を達成。現
在も年間36万人を超える市民に利用されています。

　「市民プラザ」は上越市の中心市街地である高田～直
江津間の「上越大通り（旧国道18号線）」沿いにあった大
型SC（1996年に移転）をリニューアルして活用してい
ます。かねてより「活発化してきた市民活動に機会と場
を提供し、まちづくり活動を支援していく」という「総合
ボランティア構想」を計画していた上越市では、SC移転
後の建物について、当時市内に分散していた市民活動の

施設（機能）を集約した「市
民プラザ」として活用する
ことにしました。市民プラ
ザの整備にあたり、1998
年に「地球環境都市宣言」
を行った上越市は、事業
コストが抑えられ、施設
解体や新築にともなう廃

　大型SCをリニューアルした市民プラザを、
　現在も年間36万人を超える市民が利用

上越市

日本管財（株）熊谷組

施設整備事業契約
契約期間：2000年1月4日～ 20年間

指定管理者制度
（2007年より継続指定）

公共サービスの提供
● 建設
● 維持管理
● 中長期修繕
● 運営

 （公共機関の運営部分を除く）

指定管理業務
● 受付
● 賃館など

提供施設（カッコ内は部屋数）
市民ギャラリー（3）／ホール（3）／音楽スタジ
オ（2）／工芸室／多目的学習室／調理室／会
議室（8）／市民活動室（和室2）／創作活動室／
グラスハウス／屋上イベント広場公共サービスの購入

● 基本整備費
 （建設費等の分割）

● 維持管理費
 （四半期毎の支払い）

● 中長期修繕費
 （予定額内で計画的に実施）

指定管理業務
● 委託料

株主間協定

出資
60％

出資
40％

供用期間：2001～ 2021年

設計・建設発注
（中長期修繕を含む）

貸館サービス

テナント料利用料金
利
用
者

テ
ナ
ン
ト

中央部の天井を抜いて三層の明るい
吹き抜け空間を新設

上越市市民プラザPFI事業の構成図（2017年現在）
当PFI事業は「サービス購入型」で行われています

民間セクターが資金調達、施設の建設・維持管理・運営を提供し、
公共セクターがこの一連のサービスの対価を支払う。

（株）上越シビックサービス
（SPC：特別目的会社）

　市民プラザの使命を常に意識し、
　利用価値が上がる活動を展開

PFI（Private Finance Initiative）とは
民間の資金やノウハウを活用し、低廉かつ良質な公共サービスを提
供する手法。PFIの導入により、国や地方自治体の財政負担の削減
や、より質の高い公共サービスの提供が可能となります。

方で、設備の維持管理を行う責任者という立場では、想定
を上回る稼働状況にストップを掛けてタイムリーなメン
テナンスを行うことも必要になります。集客が増えれば維
持・管理コストも増えることから、20年間というこの事業
のライフサイクルコストを頭に入れ、バランスを考えなが
ら運営していく難しさは常にあります。上越シビックサー
ビスが維持・管理・運営業務をきちんとこなすことができ
るのは、こうしたしっかりした建物があって、万全のメン
テナンス体制が敷かれているからです。

　つくられた建物の中に賑わいを生み出し、そこに集う
人たちのつながりを生み出す市民プラザのような、PFI
事業は、できあがった構造物に命を吹き込む仕事である
といえます。当市民プラザには視察者も多く、「賑わって
いますね。成功しましたね」と言われることもあります
が、私たちは、契約が2021年に終ったときに、「さすが
は熊谷組、さらに熊谷組」とならなければ成功ではあり
ません。

　契約終了時に、「さすがは熊谷組、さらに熊谷組」
　とならなければ成功ではない

　上越市では1996年に策定した「のびやかJプラン」の
中で、「すべての市民が住み慣れた地域でともに助け合
い、楽しく生活できる社会づくりを目指し、ボランティ
ア、国際交流、環境、子育て、健康づくり等の市民活動に
対する支援を行う」としています。市民プラザは、市民活
動に対する“より水準の高い支援サービス”を提供する
ための拠点のひとつです。市民プラザを運営する指定管
理者の上越シビックサービスとしても、こうした使命を
常に意識しつつ、当館の利用価値が上がるような活動の
展開に努めています。
　例えば、上越市と指定管理者の協定書にある自主事業の
企画および実施において、私たちは多世代の集い、地域資
産の活用、市民活動の活性化など、様々な企画を行っていま
す。なかでも2008年より毎年行っている「にぎわい わい
わいまつり」では、ステージを設けてコーラスやダンス、琴、
三味線など日頃市民プラザをご利用いただいている団体の
皆さんの発表の場としたり、ギャラリーを開放して、写真や
陶芸などの作品を展示していただいたりしています。地域
の皆さんのご協力もいただいてゲームコーナーや模擬店の
スペースなども取り揃えるなど、毎年、大変盛況であり、市
民プラザが皆さんの大切な資産であるということを再認識
していただく機会にもなっています。また、様々な個人や
団体をマッチングさせての共同イベントや地元で埋もれて
いる才能を引きだす企画を通じて、利用者である市民同士
の“つながり”が生まれる提案も行っています。
　運営を行う指定管理者としては、こうした企画を通じ
て施設が活況を呈することは大変喜ばしいことですが、一

　新土橋商工振興会は「上越ふれあい通り」と名付けた上越大通り沿いの商工業者の集まりですが、市民プラザと
はオープン以来、ともに歩んできたという感があります。ふれあい通りに人が集まるような施設をということで
誘致活動にも力を入れていましたが、オープン初日に、大型SCの移転で沈んでいた街の空気を吹き飛ばすような
人出を見て感激したのを思い出します。最初は施設の新しさと物珍しさで賑わっても、それが続かなければ意味
がないと考え、市民プラザのイベントにはできるだけ協力してきましたが、オープンして15年経ってもなお、年間
36万人を超える利用者を集めているのは、やはり赤岡館長以下スタッフの方々の努力の賜物だと思います。
　地域の人たちが「ちょっと市民プラザへ行って何々をしてくる」と気軽に利
用する市民プラザは、今や街のくらしの一部となりました。賑わいの質も変
化しています。イベントなどで館長自ら着ぐるみの中で汗だくになっている
姿を見ては頭が下がる思いですが、なんとかこの街を盛り上げていきたいと
いう想いは私たち市民にも十分に伝わっています。事業期間が終ったからと
いって「はい、さようなら」ではなく、引き続きお願いできないかという声が、
今、街のあちこちで聞かれるという状況です。

VOICE

新土橋商工振興会25周年イベント

新土橋商工振興会事務局長
小菅 一雄様 

誰もが気軽に利用する市民プラザは、今や市民のくらしの一部に

サービス
購入型とは

テナント契約

維持管理
業務発注
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支える―お客様とともに歩み続ける―

外部表
熊谷組グループは誠実なものづくりに取り組み、お客様をはじめ多くの方々から評価していただいていま
す。また、外部からの定量的な評価を活用し、活動内容の改善に努めています。

彰

土木学会賞

　当作業所では、雲仙普賢岳災害復旧工事で培った技術をさらに進化させた熊谷組の
最新情報化システムを駆使して無人化施工を行っています。通常の工事とは異なり、
設計書のない状態でのスタートとなりましたが、発注者とコンサルに学識者を加えた
委員会を定期的に開催し、施工方針などについての協議を行いながら進めています。
　当作業所には20代～ 60代の幅広い年齢層の社員が在籍していますが、良好なチー
ムワークのもとで作業を進めています。当初は食事や飲料水の補給、トイレの使用も
ままならない中、作業不能日でも待機状態が続き、作業所メンバーの健康管理には特
に神経を使いましたが、一日も早い復旧を願って黙々と作業を続ける彼らの意識の高
さを実感したのもこの時期でした。「災害現場における、さらなる事故、災害は絶対許
されない」という強い気持ちで、集中力とモチベーションの維持に努め、中間技術検査
時においては「指摘事項ゼロ」を達成しました。

「無事故無災害で竣工を迎える」を合言葉に日々業務に励んでいます。

VOICE

九州支店
阿蘇無人化作業所長

長束 聖一

論文部門
ダムコンクリートにおける自己収縮ひずみの
評価方法に関する研究

　単位セメント量の少ないダムコンクリートについて
は、国内外において自己収縮の研究事例や測定データが
極めて少なく、これまでコンクリートダムの設計・施工に
おいては自己収縮の影響は考慮されていないのが現状
でした。本論文では、ダムコンクリートの自己収縮ひず
みの試験方法を新たに提案し、また複数のダム施工現場
での自己収縮特性の試験から、セメントの種類や配合に
よっては無視できない大きさの自己収縮ひずみが生じる
ことを明らかにしました。さらに、粗骨材の最大寸法が
150mmのダムコンクリートの自己収縮ひずみの予測
式を提案しました。本論文によって、自己収縮がコンク

佐藤英明（熊谷組）、宮澤伸吾（足利工業大）
受賞対象

リートダムの温度ひび割れの発生原因となりうることが
明らかにされた点は、極めて新しい知見であると言え、
本論文で提案されたダムコ
ンクリートの自己収縮の試
験方法および予測式は、新規
性・独創性があり高く評価さ
れるとともに、今後のコンク
リートダムの設計・施工技術
の向上に大きく寄与するこ
とが評価されました。

東京メトロ、佐藤・熊谷・大日本JV、
熊谷・佐藤・大日本土木JV、清水・前田JV

受賞対象日本初の地下鉄営業線の平面交差解消事業（p26に関連記事）
鉄道7路線の安定輸送を可能にした
東京メトロ有楽町線・副都心線連絡線設置工事

2016年度の主な表彰日本パートナーシップ大賞
　2017年3月9日、東京ミッドタウンホール＆カンファ
レンスにおいて、日本パートナーシップ大賞の最終審査
と表彰式が行われ、当社が取り組む国際社会貢献活動

「KUMAGAI STAR PROJECT」がグローバルスマイル賞
を受賞しました。NPO法人パートナーシップ・サポート
センターが主催する日本パートナーシップ大賞は、今回
で12回 目。NPO
団体と企業の協働
によって、社会に
大きなインパクト
を与えた特色ある
社会貢献事業を称
えるものです。

IT賞
　2017年2月9日、公益社団法人企業情報化協会主催の「IT
戦略総合大会」で当社は「IT特別賞」を受賞しました。この賞
は、革新的なITの活用を通じて際立った実績を上げ、経営に
大きく寄与した企業に与えられる賞で、当社の長期的な視
点で策定した基幹
システムのロード
マップをもとに、既
存システムの運用
にかかるコストを
見直したことが評
価されました。

KUMAGAI STAR PROJECT
熊谷組では海外での社会貢献活動の一環として、認定特定
非営利活動法人ブリッジエーシアジャパン（理事長 根本
悦子　所在地：東京都渋谷区）と協働し、ミャンマー連邦共
和国で小中学校の校舎建設に取り組むKUMAGAI STAR 
PROJECTを進めています。

■4月 地盤工学会 技術業績賞　
「地盤特性を考慮した斬新な施工法を適用した大断面
シールドトンネルの分合流部構築技術」（熊谷組JV）

■5月 日本建設機械施工協会 2016年度日本建設機械施工大賞 最優秀賞
「ICT技術を活用したCIMによる次世代無人化施工システム」
（株式会社熊谷組・共栄機械工事株式会社・有限会社E-.MEC）

■5月 建築仕上学会　論文奨励賞　
「表面含浸材を塗布したコンクリートの透気性と中性化
に関する研究」（野中 英／技術研究所基盤技術研究室）

■5月 平成27年度 ダム工学会 技術賞　
切目川ダム

■6月 土木学会 技術賞（Ⅱグループ）
京極発電所新設工事のうち土木本工事（第3工区）

■6月 平成27年度 優秀工事等 顕彰（沖縄防衛局）
与那国（26）駐屯地新設建築工事（2・4地区）

■6月 鉄道・運輸機構 2015年度安全表彰
「相鉄・東急直通線、新横浜駅ほか」（熊谷組JV）

■6月 公共建築協会 第15回公共建築賞優秀賞受賞
斑鳩小学校屋内運動場「太子の杜」（熊谷組）
豊田市自然観察の森ネイチャーセンターおよび周辺施設（熊谷組JV）

■7月 国土交通省 関東地方整備局 2015年度優良工事等局長表彰
アスファルト舗装工事（ガイアートT・K）

■7月 日建設計「優秀工事感謝の会」優秀工事表彰
兵庫県立尼崎総合医療センター（熊谷組）

■7月 国土交通省 近畿地方整備局 優良工事等施工者表彰受賞
北股地区上流堰堤本体ほか工事（熊谷組）
福井除雪作業（ガイアートT・K）

■7月 国土交通省 東北地方整備局 国土交通行政関係功労者表彰
優良業務施行会社表彰
三陸沿岸道路事業監督業務（吉浜釜石工区）（熊谷組）
仙台第一地方合同庁舎増築等（Ⅱ）建築工事（熊谷組JV）

■8月 西日本高速道路四国支社管内工事安全協議会 安全表彰
高松自動車道南唱谷トンネルほか1トンネル工事

■10月 3R推進協議会 協会会長賞
「北上シールド作業所」（熊谷組北陸支店土木部）

■11月 神奈川県県土整備局 神奈川建築コンクール 優秀賞
湘南鎌倉バースクリニック（熊谷組首都圏支店）

■1月 大阪府市・建築4団体「大阪都市景観建築賞（愛称：大阪まちなみ賞）」
建築サイン・アート賞

「船場センタービルのリニューアル」（熊谷組）

■3月 空気調和・衛生工学会　振興賞・技術振興賞
愛知学院大学名城公園キャンパスにおける次世代型
エコキャンパスのロールモデル構築（熊谷組ほか）

阿蘇大橋地区斜面防災対策（直轄砂防災害関連緊急事業）
高度な無人化施工技術を核とした総合的な
i-Constructionによる緊急災害対応

技術賞

技術賞

吉田賞

　熊本県南阿蘇村では、2016年4月の熊本地震により
発生した大規模な斜面崩壊の現場で、最先端の土木技術
である無人化施工を行い、二次被害を防ぐための災害復
旧工事を実施しました。作業者が、危険区域内に立ち入
ることなく、安全な場所から遠隔操作で建設機械を動か
し、工事を進めます。今回の工事では、最大14台の遠隔

国土交通省九州地方整備局、熊谷組
受賞対象

操作式建設機械を駆使し、斜面の中腹に上下2段の堰堤
を築造しました。斜面頭部に残る不安定な土砂も小型の
遠隔操作式建設機械で取り除き、落石などの土砂災害を
未然に防ぐ対策も行いました。また、ドローンやICT（情
報化施工技術）を導入し、設計から検査までの総合的な
i-Construction対応を実現しました。

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―

土留盛土重機作業

斜面頭部の不安定な土砂の除去
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企業 治
社会から信頼される熊谷組であるた
めに、コーポレートガバナンスの強
化、リスクマネジメントの徹底に取
り組んでいます。2016年度も、震災
に対する危機管理体制のレベルアッ
プに継続的に取り組みました。

統

コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンス体制
　当社は東京証券取引所が制定する企業統治のための
指針（コーポレートガバナンス・コード）の趣旨をふまえ、
コーポレートガバナンスの実効性をより高めていくた
め、取締役会、監査役会、会計監査人からなるコーポレー
トガバナンス体制を採用しています。
　取締役会については経営責任の明確化と最適な経営体
制の構築のため、任期を1年としています。また取締役の
職務の効率的執行を目的として執行役員制度を採用して
います。さらに、社外取締役2名を選任し、客観的立場か
ら経営へ助言をいただき、経営体制の一層の強化・充実を
図っています。なお、取締役および執行役員の指名にあ
たっては、代表取締役および社外取締役で構成する指名・
報酬諮問委員会の答申結果をふまえ、取締役会にて決定
しています。
　監査役については、社外監査役に弁護士、公認会計士を
選任し、専門知識に基づく監査機能の強化を図っていま
す。会計監査については、監査法人より公正な監査を受け
ています。

内部統制の実効性向上に向けて
　当社は内部統制の実効性を高めるため、「内部統制シス
テム構築の基本方針」に基づき、社内規定や経営会議体を
随時見直すなど、継続的な体制の整備を進めています。
　また金融商品取引法に基づき、「財務報告に係る信頼
性の確保」に向けた内部統制の整備・運用に熊谷組グ
ループ全体で取り組んでいます。

選任 選任

諮問答申

指示指示

選任

取締役（会）

会
計
監
査
人

監査役（会）

管理部門
法務コンプライアンス部

（牽制機能）

株主総会

監査室
（内部監査機能）

指名・報酬
諮問委員会

コーポレートガバナンス体制図

指示

業務執行

事業部門

経営会議

執行役員
監査

監査

監査

指導監査

監督

リスクマネジメント
コンプライアンス体制
　当社のコンプライアンス体制は、本社・支店各部署に
よる自律機能、管理本部その他の専門部署による支援機
能、監査室による監査機能、以上3つの内部機能を中心
に成り立っています（下図参照）。
　また、それに加えて、経営から独立した組織として法
遵守監査委員会が社外の観点で定期的に評価を行い、不
具合があれば経営に対して勧告するという体制をとり、
コンプライアンスの徹底を図っています。

■ 法遵守監査委員会の開催
　法遵守監査委員会は、社内委員（常勤監査役、綱紀担当
役員、経営企画本部長、監査室長）に加え、元裁判官や元
検事等の社外委員により構成され、当社およびグループ
会社のコンプライアンス体制の強化のために毎年開催
しています。

■ 法令違反（行政措置等を含む）
　2016年度においては、当社では行政措置等を含む法
令違反は発生しておりませんが、グループ会社が独占禁
止法違反により排除措置命令および課徴金納付命令を
受け、併せて刑事罰として罰金刑を科せられました。

法令遵守への取組み
■ 全社員による誓約書の提出
　社員一人ひとりが法令遵守を徹底するという意識喚
起のため、当社およびグループ会社の役職員は毎年、「法
令遵守に関する誓約書」（対象者提出率100％）を提出
しています。

■ 法遵守強化月間
　当社では毎年10月を「法遵守強化月間」と定め、社員一
人ひとりのコンプライアンス意識を高揚し、また、日常業
務等に潜むコンプライアンスリスクの再点検に努める期
間としています。

■ コンプライアンス研修の実施
　法令遵守に関する基礎知識向上のために、2016年10
月から2017年3月にかけ、当社社員のほか、グループコ
ンプライアンス体制強化の観点からグループ会社社員も
含めて、独占禁止法やセクハラ・パワハラ等をテーマに社
内研修会を実施しました。
　なお、この研修会では、前述のグループ会社における独
占禁止法違反を踏まえ、従来より広い範囲のグループ会
社社員を対象としました。

事業継続計画（BCP※）
　当社では、大規模な災害が発生した際に、お客様や地
域住民への復旧支援やインフラ復旧工事など主要業務
が継続できるよう事業継続計画（熊谷組BCP）を策定
し、迅速に幅広く実施できる体制を構築しています。ま
た、BCPの実効性を維持・向上させるために危機管理委
員会を常設し、委員会ではPDCAサイクルに基づいた
BCP活動の年度計画等を策定し訓練計画や研修などを
行っています。

■ 安否情報連絡システムの運用
　事業継続計画に基づく支援体制を整える際に最も重要
となる社員や家族の安否を確認できる安否情報連絡シス
テムを運用しており、2016年からはグループ会社の社
員と家族の安否も確認できるシステムを導入し、熊谷組
グループとして事業を継続できる体制を整えています。

訴訟の状況
　全国9地裁で訴訟係属中の「トンネルじん肺損害賠償
請求事件」を除き、2017年3月末時点で当社が抱える国
内の民事訴訟事件数は合計6件となっています。

※BCP：Business Continuity Plan（事業継続計画）
災害、事故等の突発的な事象に襲われても、会社の重要業務が目標時
間までに復旧・実施できるように対応策や行動計画を定めたもの。国
土交通省地方整備局の認定ではその実効力が審査されます。

支援機能
管理本部ほか

全社的な法遵守体制の整備と法務支援

監査機能
監査室

厳正な監査

勧告 指示

指示

体制整備と法務支援

監査の実施と是正勧告

監査結果報告

外部評価機能
法遵守監査委員会
社外の目で評価

自律機能
本支店各部署

事前判断の徹底
経営

コンプライアンス
体制図

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―
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反社会的勢力の排除
　当社では「熊谷組行動指針」において、反社会的勢力に
対し毅然とした態度で立ち向かうことを宣言し、また、

「コンプライアンス・プログラム」の中に「反社会的勢力
対処プログラム」の章を設け、不当要求行為を受けた場
合の具体的対処法を解説して社員に周知しています。
　また、当社は、協力業者との取引の際に使用している

「専門工事請負約款」および「資機材等売買取引契約約
款」等に暴力団排除条項を導入し、暴力団等反社会的勢
力の排除に努めています。

個人情報の保護
　各種の基本ルール（基本理念、個人情報保護方針、個人
情報保護規程など）を制定するとともに、同法の定める法
定公表事項を当社のホームページ上に掲載し、株主、社員
その他当社に関係するすべての方々の個人情報の適切な
取り扱いおよび保護に対する取組みを行っています。
　また、個人情報保護法対応マニュアルを策定し、これ
を全社員に展開して個人情報の保護に努めています。

株主とのコミュニケーションについて
　当社では、経営および事業活動に関する情報を各種法
令および東京証券取引所の定める適時開示規則に基づ
き、公正かつ迅速に開示するよう努めています。
　また当社は、IR活動の一環として毎年2回（6月、12月）、

「株主通信」を発行し、全株主に郵送しています。

証券アナリスト向け決算説明会について
　2017年5月22日、本社会議室で、証券アナリスト向
け決算説明会が行われました。証券アナリストら45名
の方が参加しました。

株主構成
　当社では株主に占める外国人比率に鑑み、株主とさら
なるコミュニケーションを図るため、アニュアルレポー
トに加えて2016年3月期より株主総会招集通知・事業
報告の英訳を実施しています。

株主・投資家への情報開示など
配当について
　株主の皆様への利益配分にあたりましては、経営基盤
の強化等のための内部留保の充実を図りつつ、業績およ
び経営環境を勘案したうえで適正かつ安定的に利益還
元することを基本方針としています。
　2017年3月期に関しましては、収益力の改善状況や現
下の経営環境等に鑑み今後も一定水準の利益を確保でき
る見通しであると判断したことから、前期に引き続き配
当金を1株あたり3円増配し、7円配当を実施しました。

株式の状況について
　株式の状況と株主構成は下記のとおりです。

JPX日経400銘柄に採用されました
　当社は2016年8月31日よりJPX日経400銘柄に採
用されました。
　JPX日経400は、日本取引所グループと東京証券取引
所、日本経済新聞社が算出する新しい株価指数です。資本
の効率的活用や投資者を意識した経営観点など、グロー
バルな投資基準に求められる諸条件を満たした、「投資者
にとって投資魅力の高い会社」で構成されています。

証券コード 1861
上場証券取引所 東京証券取引所
発行可能株式総数 714,000,000株
発行済株式の総数 377,544,607株
単元株式数 1,000株
株主数  52,764名
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
事業年度  毎年4月1日～ 3月31日まで
期末配当基準日 毎年3月31日
定時株主総会 毎年6月

株式の状況（2017年3月31日現在）

■個人・その他
51,796名
132,473,034株

■外国人
277名
108,770,142株

■金融機関
64名
108,310,231株

■その他国内法人
557名
14,837,662株

■証券会社
69名
10,055,925株

株主構成
2017年3月31日現在

※自己株式を控除しています

35.4%

2.7%
0.8%

4.0%

28.9%
29.0%

就任以来、現場にも足を運ばれておられますが、
どのようなご感想をもたれましたか。
　2016年6月に社外取締役を拝命して以来、様々な施
工現場に足を運ばせていただいては、建造物の圧倒的な
迫力や、「ものづくり」に対する現場の皆様の真摯な姿勢
に接して感動を覚えるとともに、熊谷組のさらなる成長
に貢献できればという気持ちを新たにしています。
　とくに現場をまとめる所長さんは皆、大変な力量を
もっています。お客様の事業内容をよく理解し、案件の
意図をしっかりと受け止めた上で、協力会社と一丸とな
り、「こうすればどうか」と皆で工夫を凝らしながら「し
あわせ品質」をお客様にお届けしようとしています。
　現場にこのような高いモチベーションをもたらして
いる理由のひとつは、樋口社長をはじめとする経営陣が
目指す「“全員参加の経営”の浸透」にあります。例えば、
業績概況の資料を皆にわかりやすく作成して、社員に開
示しています。「皆で作っていく会社なのだから、会社の
ことをよく理解してもらいたい」というメッセージを常
に様々な形で発信しており、そうした経営陣の“気持ち”
は現場にもしっかり届いています。

ご自身の経験を活かして、取り組みたい課題などはありますか。
　熊谷組は、今、「再生」から「成長」を目指す「中期経営計
画」に沿った企業活動を展開しています。過去の過酷な経
験から用心深い経営を続けてきましたが、2015年に復配
を果たし、2016年は増配も行いました。経営に慎重さは
必要ですが、株主の方々に満足していただいたことを機
にそろそろ“挑戦”のモードに切り替えたいところです。
　就任に際して経営成績を調べてみましたが、リーマン
ショック後、当社の回復はゼネコン各社の中でもトップ
グループとなっていました。実力とお客様マインドを兼
ね備えた当社は、成長を強く意識しない慎重な経営の中
でもこの10年にわたりしっかりと伸びてきています。
　私が勤めていたAFLACは、常に対前年比で2桁成長を
目標に掲げ、今ではお客様のご契約件数が生保業界で
No.1の2,400万件となっています。この成功は、ひとつ
にはがん保険という天才的な商品を開発したこと、代理
店様の活躍とによりますが、あまり知られていないもう
ひとつの重要な要素は、「どの保険会社より早くお客様

に保険金をお支払いする」ことを支払部門の若手たちが
考え尽くして実現してきたことです。この対応が、口コ
ミでお客様に広がり、評判を高めてくれました。
　当社が成長を目指すにあたっては拡大する現場の体
制をどのように構築するか、解決しなければならない課
題はもちろんあると思います。そのためにも、考え尽く
すことが大切だと思います。当社の仕組みの中に他社と
の違いを築きあげて、必ず次の仕事につながる建設サー
ビス業にしていただきたいと思います。
　会社の成長が見込まれなければ、いま当社および協力
会社で頑張っている皆さんに報いることも、当社の将来
を担う優秀な人材を確保することも難しくなります。過
去に果敢に挑戦しながら苦い歴史の遺産ともいえる分
野についても、なぜそのようになったかを分析しなが
ら、投資の総量規制を効かせつつ、コンプライアンスに
配慮しつつ進んでいただければと思います。

ほかにも取り組むべき課題はありますか。
　「働き方改革」についてもさらに進めていく必要があ
ると思います。熊谷組では2016年11月に社長メッセー
ジを出し、「各社員が働き方改革（ワークライフバランス
の推進、労働時間の適正化、業務の効率化）を自分事とし
て考え、取り組む」よう呼びかけました。その中で「時間管
理が評価される仕組みづくりをしていく」ことを宣言し
ました。取組みの成果として残業時間は前年比で2～3割
削減されましたが、まだ十分とは言えません。この問題は
トップダウンとボトムアップの両側から、まさに皆が“自
分事として考え、取り組む”ことが求められています。
　熊谷組ではダイバーシティや女性活躍の推進につい
ても実に真摯に、意欲的に取り組まれていますが、そろ
そろ女性の所長、女性の部長に登場していただいても良
い時期であると思います。熊谷組の女性社員には優秀な
方がとても多いので、さらにアクセルをふかして、もっ
と“機会”を差し上げていただきたいと思います。もちろ
ん、機会均等は評価均等であり、成果が問われます。
　社員のモチベーションを高めて、活躍できる場をつく
り、皆で支えるーーこれも是非、「高める、つくる、そして
支える。」で取り組んでいただきたいと思います。

社外取締役インタビュー

成長への持続的挑戦と
働き方改革のさらなる促進を

取締役　湯本 壬喜枝
プロフィール
1971年日本IBM入社。
1981年、現在のAFLACに入社し、
営業課長・マーケティング課長を経験。
人材開発部長を経て、1997年に女性では
国内生保業界初となる取締役に就任。
主に人事・教育畑で活躍。
2006年より「リスカーレコンサルティング」代表。

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―
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役員　 介紹
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湯本 壬喜枝
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経営企画本部長 常勤監査役常勤監査役　監査役監査役
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土木事業本部長・鉄道プロジェクト推進本部長

嘉藤 好彦 櫻野 泰則 小西 純治吉川 司鮎川 眞昭垣見 
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執行役員社長 取締役

専務取締役
専務執行役員

国際事業担当、営業担当

口 靖 広西 光一 小川 晋
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業績　 イライトハ
売上高

経常利益

総資産

連結貸借対照表の状況

連結損益計算書の状況

営業利益

株主に帰属する当期純利益／ ROE

純資産

連結キャッシュフロー計算書の状況

受注高構成比

創業120周年を迎えるにあたって
1898（明治31）年、福井の石工職人であった熊谷三太郎が、
その腕を見込まれて全国で三番目となる福井県の水力発電所「宿布発電所」の
水路建設工事を請け負いました。これが建設会社「熊谷組」の創業です。
以来、明治から大正にかけての日本の近代化、そして戦禍で荒廃した
日本の復興から経済発展へと、当社は建設事業を通して
広く社会の発展に尽力してまいりました。
バブル経済の崩壊後は、およそ20年にわたって艱難辛苦の道を歩みましたが、
当社をご愛顧くださるお客様やお取引先の皆様をはじめ、
ご関係者各位のご支援をいただき、
いまこうして創業120周年を迎えることができます。
これまで当社を支えてくださったすべての皆様に心より感謝申しあげます。

記念ロゴマークのコンセプト
お客様の願いと使う人の想いを何よりも大切にしてきた熊谷組のものづ
くり。そのこだわりを手書き風の文字と人間味あふれるバランスでレイ
アウトし、誠実さを表すクマガイ・ブルーを基調にした色彩と、シンボリッ
クで愛らしいクマ（輪郭）を120の中に配置しました。
熊谷組が長い歴史の中で培ったブランドを継承すると同時に、未来を担
う次世代に向け、親しみやすく、そして柔軟に発想豊かなアイデアをかた
ちにしていく「新たな熊谷組」の姿を表現しています。

2018年1月、
熊谷組は創業120周年を迎えます。

高める―技術力を高め、人間力を高める― つくる―独自の現場力でしあわせ品質を届ける― 支える―お客様とともに歩み続ける―



●�このコーポレートレポートは､ 製造時に排出されたCO2をカーボンフリーコンサルティングを通じてオフセット（相殺）しています。14,000冊作成のための総排出量は11,180kgになります。また、印刷
に使用した電力（1,191kWh）は、すべてバイオマス発電で発電したグリーン電力でまかなわれています。
●��このコーポレートレポートは、環境に配慮したグリーンプリンティング認定工場で印刷し、製版工程の中間材料が削減できるCTP（Computer�to�Plate）方式と、VOCフリーインキ（揮発性有機化合物削
減効果の高いインキ）、｢水なし印刷｣を採用しています。用紙は森を元気にするための間伐と間伐材の有効活用に役立つ「森の町内会」を使用しています。�
●��不要となった際は、古紙回収･リサイクルに出してください。

株式会社 熊谷組 
〒162-8557 東京都新宿区津久戸町2-1　

[お問い合わせ先]
経営企画本部
コーポレートコミュニケーション室
TEL 03-3235-8155　FAX 03-5261-3716
http://www.kumagaigumi.co.jp
e-mail  info@ku.kumagaigumi.co.jp

カーボンオフセットバイオマス発電
読みやすいユニバーサル

デザインフォントを採用しています。 グリーン購入に取り組んでいます。

グリーンプリンティング 水なし印刷VOCフリーインキ
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