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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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※2013年4月から法定雇用率2.0%

個性ある多様な人材とともに

役員：1%

正社員：82%

契約社員：15%

その他：2%
※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―




