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大震災へのお見舞い

　このたびの東日本大震災により被災された皆さまに、

心よりお見舞い申し上げます。

　東北・北関東を中心とした地域では、社員の安否確認、

施工中の現場における被害状況の確認と同時並行でお客

様を訪問し、被害の有無、要望事項の確認、対応を行っ

てまいりました。この間、言葉に言い尽くせぬ非常に厳

しい環境の中で復旧に向け、気丈に立ち上がろうとされ

ているお客様から逆に勇気をいただきました。

　復興への道筋はなかなか見えてはおりませんが、国内

外の支援の輪が被災者に届き、新しい生活を築き上げる

ことの支えになるとともに、一日も早く復旧、復興が進

むことを願っております。

これまでの支援活動　

　仙台空港では地震の直後から昼夜を問わない懸命な復

旧作業を行い、4月13日に国内線の一部運航が再開さ

れました。このことは復興に向けた動きの大きなシンボ

ルとなりました。

　福島原子力発電所では、社員・作業員の安全性を最優

先にしながら、東京電力様の要請に応じて、引き続き協

力・支援を行っております。

　一方、地域住民の方々に避難場所として現場事務所の

一部を開放したり、近隣のビルにおける安全確保のため

に危険な箇所の片づけを行ったりするなど、現場周辺の

地域の皆さまを支援した作業所もありました。

　今後ともグループ各社、協力会と一丸となり、お役に

立てるように強く決意しているところでございます。

支えられていた“豊かさ”

　この震災は未曾有の不幸な事態を引き起こしましたが、

改めて思い起こす契機となったことがあります。それ

は“自然への畏敬の念を忘れない”ことです。最近では、

地球温暖化が原因とも言われる「ゲリラ豪雨」による災

害が増えてきております。自然環境が大きく変化してい

る時代を迎え、降雨の周期や振幅が大きく変わってきて

いますが、私たちが自然を改変して生活していることを

見つめ、自然の偉大な力を謙虚に認め、その対応を考え

るべき時期に来ているのではないでしょうか？ 

　一方、私たちは科学技術の進歩により、日常的には自

然の恩恵を感じることが少なくなっているかもしれませ

ん。しかし、人は「自分だけの力」で生きているので

もなければ、「今だけ」を生きているのでもありません。

　自然の恵みを享受し、その懐に抱かれながら、また、

先人たちが苦労して築き上げてきた財産を使わせてもら

いながら今を生きているのです。

　例えば、今ではレバーを引くと当たり前のように流れ

出る水ですが、限られた資源を分配する合意形成であっ

たり、代々受け継がれてきた供給の仕組みなどについて、

国民一人ひとりがもっと知っておくべきではないかと考

えますし、建設業界としても、もっと国民にわかりやす

くPRする必要があると考えています。そうすることに

より感謝の気持ちや時には我慢する気持ちも湧くのでは

ないでしょうか。

建設業を取り巻く環境の変化

　今回の震災を契機として、日本の防災計画、電力・エ

ネルギー供給計画は根本から見直しが行われることにな

るでしょう。民間においてもお客様の防災意識がさら

に高まり、工場や本社機能の分散化といった企業拠点を

再構築されるケースや新しい分野への投資が増加するこ

とも予想されます。私たちは社会の動きを敏感に察知し、

迅速に対応して、ハード、ソフトの両面からニーズに応

えていかなければなりません。

　また、環境や省エネに関する関心もこれまで以上に高

まってくると予想されます。エコ・ファースト企業とし

て、環境に配慮した建造物の施工、技術の普及、活用に

努めてまいります。

建設業の使命

　私たちは今、こういった歴史的な変革期に遭遇してお

ります。一方では、建設業は依然として日本の安全と安

心を支える代表産業であることが確認されました。建設

業が50年後100年後に評価される建造物を造る「実業」

部隊である以上、営業段階から施工、そしてアフターケ

アというライフサイクル全般にわたって、絶対に「誠実」

を揺るがしてはいけません。引き続き、「堂々とした誠

実なものづくり」を合言葉に、汗を厭わず、社会のため

に全力を尽くすという“建設業の使命”を愚直に貫き、「お

客様に感動を」を実現してまいります。

　最後に、2010年度には重篤災害が発生し、１名の尊

い命が失われました。また、公共工事において契約違反

事例が発生しました。

　法令遵守は企業存続の最低条件であります。発生した

事故・事例の原因追究、再発防止は当然として、根本原

因の部分まで徹底的に洗い出し、対処して、お客様から

信頼され、評価される企業を目指してまいります。

❶作業所視察時の朝礼での訓示
❷ 震災後の東北支店関係者との打
ち合わせ
❸ 大量の土砂が押し寄せた仙台空
港ビル１階にて
❹ 福島原子力作業所宿舎前での朝
の激励
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緊急支援

　地震発生直後の午後3時30分、本社、東北支店、首

都圏支店に震災対策本部を立ち上げ、社員の安否確認を

開始。翌12日未明には社員全員の無事を確認しました。

また、並行して、施工中の作業所の安全確認および、引

き渡し済み建物のお客様（東北380件、首都圏450件）

への被害状況確認などの緊急一次対応に着手。同日、被

災した東北支店へ食料、飲料水、ブルーシート、軽油な

ど支援物資の第1便を発送。14日には本社先遣隊が現

地入りし、15日には技術研究所から構造判定員も派遣

されて、物的・人的支援が本格化しました。

　20日過ぎには一次対応を完了し、補修工事などの二

次対応を開始。22日には次の支援部隊も被災地に乗り

込み、全社一丸となって復旧活動にあたりました。

各地でさまざまな復旧活動

　被災地の作業所では、日ごろお世話になっている地域

のみなさまのためにできることを考え、緊急事態の中、

時には自主的判断で地域の安全確保・復旧活動に取り組

みました。また、被災した当社施工物件への二次対応に

も全力を注ぎました。以下はその一部です。

現場事務所を近隣住民の避難所に

　震災後停電が続いた仙台市。ある土木工事の作業所で

は、工事で使用していた発電機で電気を確保し、すぐに

会議室を近隣の被災者に開放しました。電気が復旧する

までの10日間、炊き出しを行うなどして約30名が寝起

きをともにしまし

た。

近隣ビルの割れた窓ガラスを撤去

　茨城県のある駅前の作業所では、近隣ビルが被災し、

窓ガラスが割れて今にも落ちそうな危険な状態が数多く

見られました。当社社員は手分けして、周辺ビルの危険

箇所にカラーコーンを置いて立ち入り禁止区域とし、さ

らに落ちそうになっている窓ガラスなどを撤去し、片づ

けました。オーナーが不在で中に入れなかったビルには、

連絡後に入らせていただき、撤去、片づけを行って引き

上げました。後日、感激したオーナーから社長宛に直筆

で礼状が届きました。

結婚式場で夜を徹した補修工事

　埼玉県にある当社施工の結婚式場では、地震で給水管

の断裂が発生し、全く水が出なくなりました。翌日には

7組の結婚式が予定されていたため、朝までになんとか

してほしいとの連絡がありました。当社社員、グループ

会社のケーアンドイーおよび協力会社は、資機材の調達

が難しい中、夜を徹して断裂箇所の探索、補修方法の検

討、補修工事を行い、なんとか朝6時ごろに作業を終了、

無事、結婚式に間に合わせることができました。

復旧から復興へ

節電対策

　夏季の節電対策として、東京電力管轄内では25％、

東北電力管轄内では15％の電力削減を目標に掲げ、本

社、支店、営業所、作業所が一丸となって節電に取り組

んでいます。短期的な対応にとどまらず、これを機会に

今後は企業活動、ライフスタイルを大幅に見直していく

ことが必要だと考えています。

震災復興本部を設置

　震災からの回復も復旧段階から、技術支援や関係方面

への提案などを行う復興の段階に進み、4月14日、そ

れまでの震災対策本部を発展的に解消する形で、本社に

震災復興本部、東北支店に復興対策室を設置しました。

　長期戦が予想されるこれからの復興活動に、熊谷組は

グループ会社、協力会社とともに継続して取り組み、建

設に携わる者としての使命を果たしていきます。

東日本大震災、そのとき熊谷組は
2011年3月11日午後2時46分、東日本大震災が発生しました。日本の観測史上最大、マグニチュード9.0
の大地震は、東北地方から関東地方まで広範囲にわたって未曾有の被害をもたらしました。熊谷組は地
震発生直後に震災対策本部を立ち上げ、復旧活動を開始しました。

復興のための寄付を行いました

　熊谷組、グループ会社およびその役員・社員ならびに熊

谷組安全衛生協力会は、東日本大震災による被災者支援や

被災地の復興に役立てていただくため募金を行い、4月に

約2,300万円を日本赤十字社を通じて寄付いたしました。

東北支店の女性社員たち
は、震災直後から自発的
に朝早く出社。復旧作業
に向かう社員と協力会社
の作業員に毎日、朝食と
お弁当を用意しました。
心をこめて握ったおにぎ
りは、最前線で日々復旧
作業に取り組む社員たち
のパワーの源となりまし
た

全国から集まった支援部隊の出陣式（本社）

最前線を支えた女性社員

社員の家族も炊き出しに
加わりました

特集

わずか1カ月で運航再開へ！
仙台空港ターミナルビル修復に尽力
　大津波に襲われ甚大な被害を受けた仙台空港。熊谷組が

1997年に施工し開業した旅客ターミナルビルも中２階まで

浸水し、流れ込んだ大量のがれきで壁が壊れ、ガラスは割れ、

機械・電気設備は全滅状態でした。

　停電が続き、燃料や食料の確保もままならない中、当社は

自衛隊・米軍と協力し、まずはがれきの撤去から着手。全

国から応援に駆けつけた社員や協力会社とともに昼夜にわ

たり復旧作業に取り組みました。現地での合言葉は、「東北

の復興のシンボルに！」。当初は「復旧まで最低半年」とい

われましたが、1階の国内線スペースを改造して乗降口を設

置、さらに発電機や仮設トイレを設置することで、4月13日、

被災からわずか1カ月という異例のスピードで、国内線の運

航再開にこぎつ

けることができ

ました。

　札幌のある作業所では、3月14日から社員が呼び

かけを始め、職長会と協力し、被災地のボランティア

と連絡を取り合い、下着、上着、子供服、オムツ、靴

下などダンボール60箱を被災地に届けました。支援

物資とともに、箱の中には全作業員の集合写真とメッ

セージカードを入れ、「祈り」を込めて蓋を閉めました。

　支援物資は大きな被害のあった福島県新地町に届け

られ、避難所からは「皆さんからの支援物資で、また

気持ちを強く持てました」というお礼のメールが届き

ました。

　また、大阪の作業所では4月から社員、職長会の呼

びかけで空き缶を収集し、換金して義捐金を被災地に

送る活動が始まるなど、被災地への自発的支援活動が

全国各地の作業所に広がっています。

被災地を想い、　各作業所で自発的支援活動

大量のがれきが
押し寄せたター
ミナルビル

余震が続く中、復旧作業が続く

到着した羽田発の第1便。機体とコックピットには
「がんばろう日本」の文字が

再開した到着ロビー

届いた衣類が避難所で配
られている様子がメール
で送られてきました

1箱1箱に入れたメッセージカード

9月の完全復旧を目指し、
復旧作業はさらに本格的に

3 熊谷組グループCSR報告書2011 4



熊谷組のCSRの考え方

　「熊谷組のCSR」概念図に基づき、本業である建設業

における「誠実なものづくり」を通じて社会に貢献して

いきます。

　“お客様（顧客、株主、協力会社、地域社会、エンドユー

ザー、従業員）”の期待に応え、評価・信頼されること

により、企業価値の向上を図っていきます。

2010年度活動実績と2011年度計画

　2010年度活動の実績・評価と2011年度活動計画は、

左表のとおりです。

　品質・環境・安全面においては、それぞれのマネジメ

ントシステムが定着しており、自主的な活動ができるよ

うになっています。しかしながら、社会の要求水準はこ

れまで以上に高まっているととともに、昨年度は、安全

面で、重篤災害が１件発生したことを踏まえ、さらなる

レベルアップに向けて取り組みを新たにしています。

　ステークホルダーとの信頼関係構築や職場づくりの面

では、昨年度は、社員間のコミュニケーションの活性化

のために、「ワールドカフェ方式」を採用したコミュニ

ケーションの場を試行的に設けたり、仕事と家庭の両立

支援のための次世代育成支援計画を実施し、｢くるみん｣

マークを取得するなどしました。

　今後も、本業とリンクした活動のレベルアップと徹底

を図り、実効性と達成感のある活動を推進します。

私たちが目指しているもの

　社員が施工の最前線に出て、自らの目で確認し指示を

する「現場第一主義」こそが当社の強みです。私たちは、

でき上がった品質だけでなく、ものづくりの過程において

も、お客様に安全と安心を実感していただくこと、すな

わち「誠実な営業」「誠実な施工」「誠実なフォロー」の

徹底を目指しています。

熊谷組のCSR
「社訓」「経営理念」の実践を通じてCSR活動を推進し、信頼される企業集団を目指しています。
2011年度も、本業とリンクした “実効性と達成感のある活動”に取り組んでいます。
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社訓・経営理念

社訓――受け継がれる創業の精神
会社設立の１年後、1939年（昭和14年）に創業者である

熊谷三太郎が書いた社員の心得三箇条。

70年の時を経た今もなお決して色褪
あ

せることなく、熊谷組

創業の精神として私たちに受け継がれています。

経営理念――進むべき方向（もう一つの軸）
1993年（平成5年）に制定しました。

社訓制定当時から50年余り、飛躍的に発展した当社が、改

めて企業としての価値尺度を統一し、自らが進むべき方向

を定めたものです。

技術はゼネコンの水準で、
かつ動きは工務店のスピードと細やかさで

■「熊谷組のCSR」概念図

社員力

誠実

信頼

愚直にとことんやり抜き

「ものづくり」への夢、
志を高く持ちつづけ

「どこよりも信頼される誠実な企業」を目指していきます。

1.  “ものづくり”業から一歩進み、建設に係わる“サー
ビス”を提供する企業グループを目指します

2.  誠実な営業、誠実な施工、誠実なフォローによりお
客様の信頼に応え続ける企業グループを目指します

3.  法令を完全遵守し、安全・品質・環境ナンバーワン
の企業グループを目指します

中期経営計画（2010～ 2012年度）基本方針より

2010年度CSR活動の実績・評価と2011年度計画
基本方針 2010年度活動計画 2010年度の主な活動実績 評価 2011年度計画

1 高品質な製品・
サービスの提供

総力戦による品質向上
お客様の視点で品質を捉えよう！意識
改革の徹底

土木：入札前検討会の充実、施工検討会の充実
建築：重点実施事項（1.「基本品質」の絶対確保、2.瑕疵防止対策の徹底、
　　　3.全社強化施策の推進）に基づく品質確保の活動

○ お客様目線で徹底追求！一人ひとりの意識･行動改革
お客様の視点で品質を捉えよう！意識改革の徹底

2 環境に配慮した
事業活動

CO2排出量・混合廃棄物の削減、生物多
様性保全、グリーン購入の推進　など

CO2排出量・混合廃棄物の削減、生物多様性の保全、グリーン購入の推進
排出量取引試行制度への実績報告、エコ・ファースト企業に認定 △ CO2排出量・混合廃棄物の削減

生物多様性保全、グリーン購入の推進　など

環境社会貢献活動の推進 本社周辺の学校での環境教育、本社・支店周辺の清掃活動、河川清掃、山林間伐 ◎ 環境社会貢献活動の推進

グループ会社の業態、規模に合わせた
環境保全活動 グループ会社相互パトロール △ グループ会社の業態、規模に合わせた環境保全活動

3 安全・快適な
職場づくり

繰り返し型類似災害・事故の防止対策
の確認、指導

コスモス認定の更新、作業員基本教育の充実
（DVD・ポケット判冊子の作成・展開） △ 繰り返し型類似災害・事故の防止対策の確認、指導

4
ステークホルダー
との
信頼関係の構築

地域活動への積極的参加 地域のイベントへの参画、本社近隣病院との合同防災訓練、ホタル鑑賞会 ○ 地域活動への積極的参加

取引先とのパートナーとしての関係強
化

協力会とのパートナーシップの強化、
熊谷組と連携した改善提案活動とその表彰 ○ 取引先とのパートナーとしての関係強化

株主とのコミュニケーションの強化 機関投資家・金融機関に対する現場・技術研究所の見学会 ○ 株主とのコミュニケーションの推進

お客様の声の積極的な収集と展開 経営幹部によるCSヒアリング、3年目アンケートの実施と関係者への展開 ◎ お客様の声の積極的な収集と活用

社員間のコミュニケーションの活性化 「ワールドカフェ」開催、駅伝大会への参加　など ○ 社員間のコミュニケーションの活性化

5

働きがいがあり、
明るく
活気に満ちた
職場づくり

社内技術情報の蓄積・共有化と有効活用
次世代への技術の伝承

全国土木技術者会議、CAD研修会の実施
作業所での標準仕様書勉強会の実施、良好事例のイントラ展開 ○ 社内技術情報の蓄積・共有化と有効活用

次世代への技術の伝承

仕事と家庭の両立支援 次世代育成支援計画の実施、「くるみん」マーク取得 ◎ 仕事と家庭の両立支援

メールマガジンによる情報の発信 メールマガジンによるお客様や社員の声・感動体験・活動事例等の配信（2回/月） ◎ メールマガジンによる情報の発信

6
企業倫理と
法令遵守の
徹底

リスク評価に基づくコンプライアンス
研修の実施 営業系社員を中心としたコンプライアンス研修の実施、法令改正情報の展開 ○ リスク評価に基づくコンプライアンス研修の実施

監査室監査、QMS・EMSによる内部
監査の実施 内部監査、内部統制評価、QMS・EMSによる内部監査を実施 ○ 監査室監査、QMS・EMSによる内部監査の実施

7 CSRに関する啓発 各種情報の展開、説明 CSR報告書の説明会、省燃費運転研修、環境講演会、イントラによる情報提供 ○ 各種情報の展開、説明

[評価]　◎：達成　○：ほぼ達成　△：不十分　×：未達成
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を継続させるための初期対応と手順を確認しました。

　今後も、より災害に強く、地域・社会に貢献する企業

を目指していきます。

 コーポレート・ガバナンス体制

　当社は、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。

信頼の基盤――コーポレート・ガバナンスとコンプライアンス
社会から信頼される熊谷組であるために、企業統治の強化、コンプライアンスの徹底に取り組んでいます。
2010年度は、災害時相互応援協定を締結した東京厚生年金病院と共同で自衛防災訓練を実施しました。

　取締役については、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。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

　企業が存続し継続的に発展するためには、内部統制

が有効に機能することが必須の条件となります。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、社内規程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。

■コーポレート・ガバナンス体制図

 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。さらに、経営からの独立組織とし

ての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。

 法令違反（行政処分および行政措置等を含む）

　2010年度においては、①契約違反を理由とする国土

交通省九州地方整備局からの指名停止および②安全管理

措置の不適切を理由とする西日本高速道路株式会社から

の指名停止の各法令等違反事案が発生しました。

 法令遵守への取り組み

［全社員による誓約書の提出］

　一切の不正・不法行為との完全決別を図り、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、役

員を含む当社社員およびグループ会社の社員は、期首に

「法令遵守に関する誓約書」を提出しています。

［コンプライアンス研修の実施］

　法令遵守の基礎知識向上のために、2011年2月～3

月、本社および全支店において、主に営業系社員を対象

に、改正独占禁止法、反社会的勢力への対処、営業秘密

の保護などに関する社内研修会を実施しました。

［法遵守強化月間］

　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、

日常業務など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。

 反社会的勢力の排除の体制

　当社では「熊谷組行動指針」で、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、「コンプラ

イアンス・プログラム」の中に、「不法勢力対処プログ

ラム」の章を設け、不当要求行為を受けた場合の具体的

対処法を記載して社員に周知しています。

　2010年4月に（社）日本建設業団体連合会が「暴力団

排除条項の参考例（ひな型）」を公表し、また同年7月

に中央建設業審議会が公共工事標準請負約款等を改訂し

全社員に注意を促して再発防止に努めています。

たことを契機として、当社においても「専門工事請負約

款」等の見直しを行い、2010年11月、暴力団排除条

項等について一部改訂しました。

　なお、実際に不当要求行為があった場合には、総務部

門・法務部門が警察、弁護士等の外部専門機関と連携を

とり対応することとしています。

 個人情報の保護

　企業の重要な責務として、個人情報保護のための社内

体制整備を進めています。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ホームペー

ジに掲載し、株主、社員その他当社に関わるすべての方々

の個人情報の適切な取り扱いおよび保護に努めています。

　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。

 訴訟の状況

　全国14地裁で訴訟中の「トンネルじん肺損害賠償請

求事件」を除き、2011年3月末時点で当社が抱える民

事訴訟事件数は合計7件となっています。

　当社独自の厳しい自主基準を定めて、環境保全関係法

令の遵守を徹底しています。また、2010年度は廃棄物

処理法改正の施行（2011年4月）に向けて、社内への

周知を図り、企業として迅速な対応を行いました。

【2010年度の主な事故、行政報告と対応】
 ● ダンプトラックから作動油が漏れたまま道路を走行。

直ちに吸着マットなどで回収しました。
 ● 地盤改良プラント車の燃料（軽油）が漏れたまま道路

を走行。直ちに吸着マット等で回収しました。

なお、事故等に関する情報はイントラネットに掲載し、

■コンプライアンス体制図

2010年度熊谷組BCP訓練

　2010年12月1日、当社は災害時相互応援協定を締結

する東京厚生年金病院と共同で自衛防災訓練を実施しま

した。東京で大地震が発生し病院浴室に患者が閉じ込め

られたという想定で、病院から救援要請を受けた当社は

社員を派遣、建設用機材を使って患者を救出しました。

大規模事業所に設置される防災管理者が相互に連携して

行う訓練は、都内では初の試み（東京消防庁による）と

なりました。

　また、社内でも関東地方整備局から認定を受けた「首

都直下地震における事業継続計画（熊谷組BCP）」に基

づく震災対応訓練を実施し、お客様対応などの主要業務

※ 2010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。

10月1日に全社員に配付した「コンプ
ライアンス・プログラム（第2回改訂版）」

東京厚生年金病院との共同訓練。
閉じ込められた患者を救出

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス

環境保全関係法令の遵守

東京厚生年金病院とともに自衛防災訓練を実施

信頼を築く

自主基準 取り組み内容

建設副産物
取扱要領

・ 優良な産業廃棄物処理業者を選定するため、支店
指定業者制度を展開（最新改訂2010年度）

汚染土壌及び
埋設廃棄物等
対応要領

・ 周辺住民の生活環境への影響を防止するため社内
の連絡体制、各部署の役割を明確化し、企業とし
て総合的に対応（最新改訂2010年度）

建設副産物
管理システム

・支店で印字した紙マニフェストを作業所に配付
・独自にデータ管理システムを開発し運用
　(最新改訂2009年度)

■熊谷組の自主基準と取り組み　

業務執行
経営会議

事業部門
監査室

（内部監査
機能）

管理部門
法務コンプライ
アンス部
（牽制機能）

選任 選任

指示

指示

指示

会
計
監
査
人

取締役（会） 監査役（会）

監督

監査 指導

監査

監査 監査

選任

執行役員

株主総会

外部評価機能
法遵守監査
委員会

社外の目で評価

経営

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

指示

監査機能
監査室
厳正な監査

自律機能
本支店各部署
事前判断の徹底

監査結果報告

体
制
整
備
と
法
務
支
援

監
査
の
実
施
と
是
正
勧
告

勧告 指示
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【社員への啓発活動】

　お客様から寄せられた声（苦情、お礼）、社員の声（意

見、感想、感動体験）などCS活動を啓発する内容のメー

ルマガジン「お客様に感動をNews！」を月2回発行し、

全社員に配信しています。各支店ではポスターの掲示や

CSカードの配付など自主的な啓発活動も進めています。

 「お客様に感動を」

　熊谷組では2002年から「お客様に感動を」のポスター

を作成し、すべての作業所と事務所に掲示しています。

　ポスターには、「お客様に感動を」の言葉とともに、

総力を挙げた誠実な営業、誠実な施工を実践する、とい

う大田社長のメッセージを掲載しています。先達の努力

の積み重ねで得られた

信用に感謝し、顧客の

信頼に応えられる企業

を、熊谷組は目指して

います。このメッセー

ジは、CS（Customer 

Satisfaction：顧客満

足）活動の具体的な取

り組みを示しています。

お客様の信頼
「お客様に感動を」これが熊谷組のスローガンです。お客様の声に対して真摯に迅速に応え、
誠実な営業、誠実な施工、誠実なフォローを徹底して、お客様に信頼される企業を目指しています。

「お客様に感動を」ポスター

 熊谷組のCS活動

　お客様から信頼される企業を目指すCS活動を推進し

ていくため、1998年、本社にCS推進室を設置しました。

翌年4月には、全支店に24時間対応の建物相談窓口を

持つ「お客さま相談室」を配置し、お客様からの相談や

苦情をいつでも受けられるように、そして迅速にお客様

に対応していくことを軸としてCS活動を進めています。

【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、24時間受付体制を確立しています。

　またお客様のところへ直ちにうかがって不具合是正を

行う緊急出動体制も兼ね備えています。

【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

取り組みとして、熊谷組のCS活動の中でも重要な活動

として位置付けています。

CSヒアリングでお客様からいただいたご意見より

・他社は組織対応になっているが熊谷さんは個人対応。
・ 病床の改造で良くなるはずなのに不具合が生じた。プロ
なら今までの経験でわかるのでは。

・ Ａ所長、Ｂ課長が定期訪問され、K＆E＊が小口工事を
継続的に施工してくれ感謝している。

・ 27年前の台風で被害を受けたときの、総力戦での対応
の早さに今でも大変感謝しております。

・ 19年前施工した新館は、ほとんどメンテを要していない。
おかげさまで、お客様から「最近建てられたのか？」と
の質問があるくらいです。

■「お客さま相談室」の活動

■CSヒアリング

不満足

満足

お客様

24時間受付

休日夜間緊急出動拠点

日本全国350拠点
集合住宅の共用部・専有部にかかわ
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

CSヒアリング

営業

設計

施工

【お客さま相談室集合研修会】

　2011年2月17日、全国からお客さま相談室のスタッ

フが集まり、「潜在するお客さまの声に応えられる『気

づき』への動きとは！」をテーマに、講演と、グループ

討議（ワールドカフェ形式、P30参照）の2部構成によ

る研修を行いました。

【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引渡しから定期点検までの取り組み（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。 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り組み

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”についての評価の推移を見ると、2007年に評価

が下がり、その後2年は大きな変化はありませんでした。

2010年は「期待以上」「期待通り」の割合は増えまし

たが、「やや期待外れ」「期待以下」の割合も増えています。

　今後も、お客様に潜在している声を捉え、お客様に感

動をしていただけるCS活動を目指していきます。

■「お客様に感動をNews ！」より

■「お客様の声アンケート」のご意見より

■“アフターケア全般”についてのお客様の評価

【お客様の声アンケート】に書かれた各担当者の対応についてのコメント アンケート後に
お客様から直接うかがったご意見営業担当者 工事担当者 アフターケア担当者

・ 窓口が一本化されていな
い
・ 初期対応は良いが、後の
対応が遅い

・ 発生時対応が迅速でな
い

・中間報告がない
・電話連絡がつきにくい

・改善処置が遅い
・進捗の報告がない
・問い合わせに回答がない

・ 完了確認を業者任せにし、職員が立会いをしてい
なかった
・ 定期点検指摘事項に対する処置結果報告が書類で
はなく口頭で終わっていた

・迅速かつ真摯な対応
・具体的な提案
・ 気持ちを理解してくれる
・定期的な訪問

・近隣対応が良好
・即時対応力がある
・顧客優先志向で進める
・細部まで目が届く

・不具合も隠さず説明
・要望に添って対応
・親切・丁寧
・速やかな対応

・ 訪問先の社長からは、遠路の訪問に対し驚きと感
謝の言葉をいただけた
・ 当社設計施工の施設を見学者に学校長自らPRして
いただけた

不満足

満足

＊ K＆E：ケーアンドイー株式会社。熊谷組グループ会社。建築・設備・
外装リニューアル工事、建物調査・診断が主要事業。

工事現場近隣の方から届いたお客様の声
──「お客様に感動をNews！」より抜粋

　現在工事中の近隣（現場敷地に隣接）の方がお客さま相談
室のフリーダイヤルに電話をかけてこられました。

　どこに話せば良いのかわからなかったので、フリーダイ
ヤルに電話をかけました。どうしても伝えたくて、勇気を出
して、電話をいたしました。上司の方に必ず伝えてください。
作業所のMさんとKさんの誠実な対応は、本当にうれしくて、
褒めてあげたいのです。主人もMさんKさんのことを褒めて
おります。
　工事現場がすぐ横なので、騒音で苦しんでいます。体調
が悪くなり、不眠症ぎみです。ですが上司の方も顔を出し
てくれます。
　熊谷組のファンになったので、周りの人にいろいろと聞
かれたら、熊谷組さんは良いと話します。情報は、風のた
よりで良いことも悪いことも聞こえてきますよね。

　このお客様の声は受信後すぐに、関係者に口頭で伝えられ
ました。
　MさんKさんは、このお客様への日常挨拶を欠かさずに行
い、工事の進捗状況を事前に説明してご理解を得、またご要
望に応じてシートで目隠しをするなどの、きめ細かい対応を
したそうです。
　私たちは、やはり工事のために、近隣の方々には少なから
ずご迷惑をおかけします。そして、近隣の方々は、その時の
対応を敏感に感じ取られるものです。
　私たちの現場では、工事中も工事が完成した後でも、周り
のみなさまから「仕事をした会社が熊谷組で良かった」と思っ
てもらえるような仕事をしたいですね。

アフターケア

●  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

お客様から
おうかがいする
内容

“気づき”から“共感”へ！　お客様の声に応える動きを実践しています

信頼を築く

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）

0 20 40 60 80 100（％）

2006

2007

2008

2009

2010
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 「実務に則した授業」が好評 ――当社社員が福井高専講師を担当しています

　当社社員OBの西野良生氏が福井工業高等専門学校の

教授を務めた後も非常勤講師を担当して以来、2011年

で9年目を迎えました。現在は、2代目の講師が環境都

市工学科の「施工管理学」の講義を担当し、工事現場

での実務に則した授業を行っています。受講生は延べ

360名を超えました。

これからも、高専の

関係者、受講生の信

頼に応えられるよう、

役割を果たしていき

たいと思います。

誠実な取り組みで、お客様との信頼関係を築いています

信頼を築く

 生徒のことを考えた施工に賞賛の声 ――札幌日大中学・高校増改修工事

　2010年10月30日、北海道北広島市で札幌日本大学

中学校・高等学校増改修工事の竣工式が行われました。

当工事は既存校舎の改修と、地上3階・地下1階で最新

の設備を備えた中高一貫教育校舎の増築を行うもので、

当社は施工を担当しました。工事中は「キャンドルナイ

ト」や中学生全員を対象に現場見学会を実施したり、「熊

谷組新聞」を配布するなど、作業所の社員と生徒・教職

員との交流を積極的に図りました。

　竣工式では、浅利徹理事長から「我々の期待以上の素

晴らしい校舎を造っていただけたと非常に満足していま

す。また、生徒との交流をとても大切にされ、いろい

ろな行事を行えたことは大変思い出深いものとなりまし

た」との言葉をいただきました。また、多くの学校関係

者からも「ここまで生徒のことを考えてくれた会社は初

めてです。感動・感謝の一言に尽きます」とのお褒めを

いただきました。

 「きれいな学校をありがとう。大切に使っていきます！」 ――野々市小学校の児童全員から感謝状

　野々市町立野々市小学校は石川県内の公立小学校で

は初めて民間資金や技術を活用するPFI方式で建設され

た小学校で、当社は校舎の建設を担当しました。工事中

は、児童や小学校周辺にお住まいの方を対象とした校舎

の「一般公開」などを行い、作業所社員との交流を深め

てきました。

　2010年10月7日、児童と建設に携わった担当者との

交流を図るとともに、児童から感謝の意を伝えたいとの

意向から感謝状の授与式が行われました。

　式には児童代表が集まり「きれいな学校を大切に使っ

ていきます」との言葉とともに、児童全員の作文を貼っ

た模造紙が、工事を担当した五十嵐智彦所長に手渡され

ました。模造紙いっぱいに貼られた色とりどりの作文に

は「オープン教室が広く便利です」「トイレがキレイで

使いやすいです」など、実際に学校を使ってみての感想

が多くありました。

　当日は、授与式に先立って「総合学習」の一環として、

６年生の児童を対象に「野々市小学校ができるまで」と

題した授業が行われ、参加した児童たちは熱心に耳を傾

けていました。

　また、12月には当社社員が「環境学習」を行うなど（P16

参照）、野々市小学校の児童との交流は続いています。

 ゴールドカード2冠達成！ ――市谷田町3丁目計画新築工事

　当社の施工する「市谷田町3丁目計画新築工事」は、

発注者である大手ディベロッパー様に総合品質について

評価いただき、2011年5月19

日、“竣工時”のゴールドカー

ドを受賞しました。工事途中の

“躯体”のゴールドカード受賞

と合わせて２冠の受賞を達成し

ました。

　表彰式では、担当いただいた

大手ディベロッパーの部長から

「今回の表彰は、対象となる20

件の竣工物件のうち唯一の表彰

となりました。評価の範囲は、

品質管理のみならず事業部門、販売部門からの評価も加

え、総合的に評価されたものです。しかも、この工事は

取得難易度が非常に高い“躯体”時にもゴールドカード

を取得しており、2冠の取得達成は非常にステイタスの

高いことです。今後も御社の高品質な設計施工に期待し

ます」とお褒めの言葉をいただきました。

　これからも当社は、この名誉ある受賞を励みに、さら

なる品質の向上を目指

していきます。

キャンドルナイト
（2010年6月21日）

上／色とりどりの作文　下／階段教室で行われた「野々市小学校がで
きるまで」の授業

熊谷組新聞

内装の仕上げの順番に見学しました

断熱材を触って
みました

ゴールドカード。
左は“躯体”、右は“竣工時”

授業風景

現場の、生きている情報を伝える

　今では何でもインターネットで調べられる時代ですが、現

場のナマの、生きている情報は、学生にとって新鮮で、非常

に興味を持ってもらえることが受講態度でよくわかります。

教科書を一つ一つ説明することも大事ですが、この辺を意識

しながら今後も授業を進めたいと思っています。

　縁あって、建設会社に勤務しな

がら全く異質の教育現場にも身を

置くことができ、多忙な日々を送

ることにはなりましたが、貴重な

経験ができ、関係者のみなさまに

感謝しています。

担当講師／北陸支店　松村 淨美

担当教授より

独立行政法人 国立高等専門学校機構
福井工業高等専門学校 環境都市工学科

武井 幸久教授

　土木関係の施工管理から建築の積算や施工管理まで、現場

を踏まえた形でわかりやすい授業を展開し、ISOと企業経営

や現場管理、CSRなどについても詳しい説明をしていただい

ていることに感謝いたします。今後は、さらにライフサイク

ル・コストに関する社会資本のマネジメントについて、将来

の見通しや評価などを企業の立場から教示していただけると

ありがたいと思います。

　今後も長く福井高専の学生の指導をお願いいたします。

2010年度受講生より

環境都市工学科5年　和田 萌実さん
授業で習ったことがインターンシップ先で実際に使われて

いて、社会で役に立つ授業をしていただいたことがわかり

ました。また毎回の課題により一回一回の授業を理解する

ことができて、松村先生の授業のやり方はとてもわかりや

すく、身に付くものでした。1年間ありがとうございました。

環境都市工学科5年　松陰 高大さん
教科書だけでなく実際の現場での応用などの話が多く、そ

れを聴くのが楽しみでした。テスト前などは要点をまとめ

てくれるため、より理解がしやすいとみんなで話していま

した。これからも現場で使えるような実践的な内容の授業

を続けてほしいと思います。

■中学校の全生徒を対象に行った現場見学会

全景写真
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確かな技術への信頼

　熊谷組の確かな技術は、お客様から信頼と高い評価をいただいています。

また、耐震技術やリニューアル技術についても数多くの実績があります。

寺内導水路――外水圧に対応できるトンネル内巻補強工

　福岡県の肥沃な農業地帯である両筑平野地域へ農業用

水を補給し、食料供給基盤を支える施設として機能を果

たしてきた寺内導水路を、通水機能を維持したままでリ

ニューアルしました。

　この工法は、トンネル内部に鋼製のリングを構築し、

そのリングに高密度ポリエチレン樹脂製のパーツを組み

込み整形し、隙間に高流動モルタルを注入することによ

り、既設トンネルを補強する工法です。最大の特徴は粗

度係数の小さい高密度ポリエチレン樹脂のパーツと補強

リングを組み合わせることにより、既設トンネルの流下

性能を満足させながら、老朽化したトンネルを新設トン

ネルと同等以上の強度に復元できるところにあります。

鉄道橋脚の耐震補強
――無筋コンクリート構造に適用

　未補強の鉄道橋の無筋コンクリート構造の橋脚･橋台

を対象とした耐震補強工法を開発、実用化しました。

　橋脚･橋台に穿孔し鋼棒を挿入、固定することで補強

し、地震に対し安全な構造を提供します。

　橋上からの施工により、橋下の道路・河川を阻害する

ことなく補強工事を実施する

ことが可能です。

耐震ラップ工法
――高架橋柱の耐震補強技術

　鉄道などの高架橋コンクリート柱を耐震補強する技術

です。従来の工法では施工が困難な、高架橋下を駅舎や

店舗で供用している箇所を対象に開発した工法です。人

力による運搬・組立が可能で溶接も不要なため、狭隘な

場所でも安全に施

工ができます。

とで、医療活動を妨げることなく耐震補強工事を実施し

ています。

文化財の耐震対策

　悠久の歴史の中で世代を

超えて受け継がれてきた、

国民共有の財産である寺社

仏閣や仏像などを大地震か

ら守り次の世代に確実に伝

えるため、寺社仏閣の耐震

補強や仏像の耐震対策に積

極的に取り組み、文化財の

保護に貢献しています。

菅生ダム堰堤改良工事
――ゲートレス化で再開発

　菅生ダム（兵庫県）は急流河川にあり、貯水池の容量

が小さいため、ひとたび雨が降るとダムの水位が急激に

上昇する特徴があります。近年のゲリラ豪雨などに対

して住民の安全を確保するために、放流能力を増やし、

ゲート操作のリスクを解消するためのゲートレス化を図

る再開発工事が行われました。既設ダムに影響を与えな

い方法でコンクリートを撤去するとともに、打ち足すコ

ンクリートのひび割れを制御するパイプクーリングや誘

発目地などの制御技術を駆使して新しい堤体を完成させ

ました。

テクノス（株）に
リニューアル事業部発足

　今後ますます社会資本の更新・維持は、安全・安心を

国民に与える重要な分野になってきます。

　リニューアル工事は、耐震補強工事のほかトンネルを

はじめとする各種コンクリート構造物の補修・補強工事

など幅広い分野にわたっています。これらの工事にスペ

シャリストが迅速に対応できる体制を確立するために、

グループ会社のテクノス（株）ではリニューアル事業部を

発足しました。

エコフィーダ
――土砂を再利用して環境保全に貢献

　都市部の地下鉄や道路、下水道などのトンネルの多く

が、地中を機械で掘り進むシールド工法で造られていま

す。発生する土砂は水分が多く泥状を示すため、通常は

産業廃棄物として処分され、環境に負荷を与えるととも

に工事費増大の要因となっています。発生土砂を土と水

に分離することによって、土は再利用も可能となります。

　当社は環境保全を目的として、土砂の脱水装置「エコ

フィーダ」を開発しました。エコフィーダは土砂にセメ

ント等の固化材を添加することなく脱水によって改質す

る装置です。また、既存の脱水装置に比べてコンパクト

でありながら短時間で脱水ができることが特徴です。ミ

ニモデルによる模擬実験が完了し、2011年8月に実用

機が完成します。エコフィーダはシールドトンネル分野

にとどまらず、ダムの堆積土砂や河川の浚
しゅん

渫
せつ

土
ど

の改質へ

の応用も期待されます。（共同研究：三菱重工メカトロ

システムズ（株）　製作協力：（株）ファテック）

建築耐震技術

公共建築の耐震補強

　市川市、高崎市が実施している、建設会社が持つ設計

施工技術を取り入れることができる先進的な入札方式、

「デザインビルド」（設計施工方式）による耐震補強工事

に、熊谷組は2007年より積極的に参画。庁舎・市営住

宅・養護学校・小中学校の耐震補強工事を実施し、地域

社会の安全・安心に貢献しています。

病院の耐震補強

　24時間無休で医療活動が行われる病院は、無騒音、

無振動や無粉塵など困難な条件が要求されることから耐

震補強工事が難しいといわれています。板橋区医師会病

院においては、手術室を臨時に移動するなど工夫するこ

エコフィーダとは

● シールド工法などから発生する「水分を多く含んだ土砂」は、
一般的に「産業廃棄物」として処理されます。
● このような土砂でも一体のシステムの中で脱水を行えば、
「通常の土」として再利用が可能となります。
●「エコフィーダ」は土砂をリサイクルすることにより環境保
　全に貢献します。

耐震補強後の状況

人力による組立が可能
で、溶接が不要

竣工した市川第二中学校
（千葉県市川市）

工事中の板橋区医師会
病院（東京都）

鎌倉長谷寺の調査。写真は
本尊の十一面観世音菩薩像

水分を多く
含んだ土砂

エコフィーダ

土

水

加圧
脱水

既設堤体のはつり工事

堰堤改良工事
（ダムのゲートレス化）

施工管の構造

信頼を築く

施工後のトンネル内部
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 フィリピンの子どもたちからクリスマスカード

　社員向けに発信しているメールマガジンの呼びかけに

賛同した社員有志から集めたＴシャツなどの衣類・文房

具・遊具・生活用品などをフィリピンのWISH HOUSE

に支援物資として送付しています。

　WISH HOUSEは、IKGS緑化協会現地調整員としてフ

ィリピンに滞在していた日本人助産師冨田江里子さんが

フィリピンのバルナバに助産所（セントバルナバクリニ

ックマタニティーセンター）を開設し、お産と母子の無料

診療に加えて、現地の方々に医療援助を行ったのが始ま

りで、助産所に隣接するWISH HOUSEでは学校へ行っ

ていない子どもたちへの教育支援活動を行っています。

　そのWISH HOUSE の子どもたちから今年もクリスマ

スカードが届きました。ラメを使ってきれいにデコレー

ションされた手づくりのクリスマスカードには、子ども

たちの喜びの声も添えられていました。今後もこのつな

がりを大切にしてWISH HOUSE への支援を継続してい

きます。

 火災予防活動への積極的参加で消防署長表彰

　東京消防庁牛込消防署が実施している「秋の火災予防

運動」で、火災予防業務に協力した個人や団体の表彰が

行われ、当社の自衛消防隊が牛込消防署長表彰・自衛消

防隊業務適切功労賞を受賞しました。この賞は当社が実

施している消防避難訓練や東京厚生年金病院との災害時

相互応援協定の締

結（P8参照）など

の功績が評価され

たものです。

地域社会の信頼
社会貢献活動、環境保全活動などを通じて地域のみなさまとの交流を深めています。
環境教育を重視し、小学生から高校生を対象とした環境学習を継続的に実施しています。

 鳥取しゃんしゃん祭で華麗に踊りを披露

　2010年8月7日から16日まで行われた「第46回鳥取

しゃんしゃん祭」で中四国支店秋里シールド作業所の社

員たちが「しゃんしゃん傘踊り」を披露しました。

　しゃんしゃん傘踊りとは鳥取県東部地方に古くから伝

わる「因幡の傘踊り」を誰でも簡単に踊れるようにアレ

ンジしたもの。毎年4,000人を超える踊り子が一斉に

踊る華麗な祭りの様子は、全国にも広く知られています。

　今回参加した13名は、全員が傘を握るのが初めてで、

2週間前から毎日2時間以上練習に励みました。当日は

気温36度を超す猛暑日でしたが、参加者たちは練習の

かいあり、最高の演技を披露。観客席からは大きな拍

手がわき起こりました。鳥取市長からは「熊谷JVさん

の元気いっぱいの

踊りがありました。

技術的にも大変進

んだ踊りでした」

との言葉と感謝状

をいただきました。

 威勢よくワッショイ！ 日田祇園祭に参加

　2010年7月24、25日、大山ダム工事所の社員7名が

大分県日田市で行われた伝統行事「日田祇園祭」に参加

しました。

　この祭りは江戸時代、天領として栄えた日田の商人が

大きな社を建て山鉾を奉納したのが始まりで、約350

年前から行われている由緒ある祭りです。

　祭り本番、参加した7名は山鉾の後ろに付き、交代で

押すという任務を担当。気温が35度を超える中、普段

履きなれない足袋と草
わら

鞋
じ

を

着用し、重量5トンもある

山鉾を押すことは大山ダム

工事で鍛えた体力自慢にも

大変な仕事です。参加者た

ちは足の肉離れやマメに悩

まされながらも、２日間担

ぎきり、所属の大和町区長

からも感謝の言葉を受けま

した。

届いたボールを手にする子ども
たち（上）と、手づくりのクリス
マスカード（右）

賞状を受け取る浦田憲一
副隊長（2010年11月10
日、新宿区のホテルグラ
ンドヒル市ヶ谷にて）

信頼を築く

新宿山吹高校でワークショップ

　2010年5月25日および27日、当社社員が東京都立

新宿山吹高校で計3回、延べ26名の生徒に対して環境

学習を実施しました。

　これは、首都圏支店が継続して実施している「まちの

先生見本市」（右下参照）を通じて知り合ったNPO法人

の方から依頼を受け、今回実現したものです。

　学習は、「街のデザイナー」授業を行い、地球規模で

起きている環境問題の概要の講義の後、環境に配慮した

自分たちの学校や街を計画し、グループごとに発表しま

した。また、技術研究所社

員から当社の環境配慮技

術について紹介させてい

ただきました。

開進第二中学校で体験学習

　2010年9月7日、首都圏支店・本社社員が開進第二

中学校（東京都練馬区）の生徒19名に対してボランティ

ア体験学習の一環として現場見学・環境学習のお手伝い

をしました。この取り組みは、NPO法人を通じて同中

学校からの依頼を受け、実現したものです。

　午前中は建築作業所の現場見学を行い、生徒たちは現

場状況や廃棄物の分別などの説明に熱心に耳を傾けてい

ました。現場見学の後は、本社ビルに移動し、ホタルビ

オトープと屋上緑化を見学しました。

　午後からは、「街のデザイナー」授業を受け、環境に

配慮した街づくりについて勉強しました。

野々市小学校で環境学習・現場見学会

　2010年12月2日、石川県の野々市町立野々市小学校

の5年生を対象に環境学習および3R現場見学会を実施

しました。今回の授業は、工事現場を生きた教材として

児童に授業をしてほしいと教頭先生から依頼を受けて実

現したものです。

　当日は、最初に5年生2クラス合同で「地球温暖化に

ついて」「生物のつながりについて」と題して、1時間

の環境授業を行いました。続いて各教室で「建設現場で

のリサイクル」についての取り組みを説明した後、建設

中のプールを見学して実際の現場での3Rを学んでもら

いました。児童たちは、ちょうど環境問題について勉強

しているところとあって

大変好評でした。

第10回
「まちの先生見本市」in東戸山小学校に参加

　2011年2月5日、東戸山小学校（東京都新宿区）に

て「第10回新宿の環境学習応援団“まちの先生見本市”」

が開催されました。このイベントは教育現場の「学校の

先生」の環境学習に寄与する目的で事業者・環境団体・

行政などが「まちの先生」として児童・生徒に展示やワー

クショップ、体験学習を行うもので、当社は毎回参加し

ています。

　今年も「熊谷組グループ」として“きれいな水の大切

さ”や、建設技術の“ヒートアイランド対策”を目で見

て手で触れて実感してもらうべく、技術研究所で育てて

いるホタルの幼虫や、グループ会社のガイアートT・K

の保水性舗装・遮熱透水性舗装を展示しました。またク

イズを出題し、賞品として伐採材からできた肥料とゴー

ヤなどの種のセットを贈呈、さらにブースの目玉として、

自分でイラストを描いたり、好きなデザインや写真をプ

リントしてエコバッグを作成してもらいました。

環境学習に力を入れています
2010年、熊谷組は環境学習のプログラムの一つとして、主に中学生以上を対象とした

「街のデザイナー」授業を新たに開発し、運用を開始しました。

熊谷組の「街のデザイナー」授業とは
　中学校、高等学校の生徒が環境配慮型都市について自由な
発想で楽しく学べるように2010年4月に熊谷組が開発したオ
リジナル環境学習プログラムです。
1. 今地球規模で起きている環境問題を知る
2.  ３つの社会＝低炭素社会・自然共生社会・循環型社会を、
独創的に描くエコスクール制作（ワークショップ）

3. エコスクールの発表と質疑応答
4.  熊谷組の最新環境配慮技術の紹介
 の4部構成で、1回約2時間の学習プログラムとなっています。
講師は熊谷組の技術者が担当します。

ワークショップの様子

午前中は
建築現場を見学

ワークショップ形式で環境に配慮し
た自分たちの学校や街を計画し、最
後にグループごとに発表

小学生71名を前に、新校舎にて
工事を担当した作業所の五十嵐所
長が講義

ガイアートT･Kの展示を見る
新宿区長

専用クレヨンで世界に一つ
のエコバッグを作成中
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厚生労働大臣表彰：安全本部 脇坂誠担当部長

東京労働局長表彰：首都圏支店安全部 青山正徳担当部長

宮崎労働局長表彰：九州支店 神宮東マンション作業所

日田労働基準監督署長表彰：九州支店 大山ダム建設工事

　2010年度熊谷組の安全成績は重篤災害1件、休業災

害7件という最悪の結果でした。特に2010年度の計画

で特定した「墜落」「重機」「クレーン」「トンネル」の

すべてにおいて災害が発生し、目標とした「休業災害0」

には程遠い内容でした。

　「安全は企業の根幹」であることを改めて認識し、「人

命尊重」という崇高な安全衛生理念のもと、原点に立ち

返って、安全衛生管理活動の実践と労働安全衛生マネジ

メントシステム（OSHMS）の運用を実施しています。

 基本動作の徹底で“現場力”を生み出す

　各々がそれぞれのポジションで基本動作の徹底を図れ

ば、おのずから“現場力”が発揮されるでしょう。すべ

ての組織、すべての社員が心をひとつにし“持ち場持ち

場の役割”を果たすことが大切と考えています。

 安全衛生協力会とともに「休業災害0」達成へ

　2010年度のPDCA（計画-実施-点検-改善）サイク

ルにおける継続的改善ならびにリスクアセスメントの結

果などから、「第75期（2011年度）安全衛生管理計画

書」（本社）を策定しました。安全衛生協力会も2011

年度の事業計画を策定し、“安全衛生の車の両輪”として、

ともに「休業災害0」の目標達成を目指します。

安全衛生の取り組み
良好な安全成績を続ける熊谷組ですが、2010年度は重篤な災害が１件発生し、目標には程遠い結果と
なりました。その検証結果により、2011年度は原点に戻って社員教育および作業員基本教育をさらに
充実させ、安全を守れる環境づくりと基本動作を徹底することで「休業災害0」を目指します。

安全衛生理念
　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

　1999年10月のOSHMS導入以来、

安全成績は常に業界トップクラスを維

持しています。しかしながら、2010

年度は重篤災害、休業災害が相次ぎま

した。2011年度、熊谷組と安全衛生

協力会は前年度を検証、改善するため

の施策を打ち出し、新たな気持ちでス

タートしています。心をひとつにし、

決めたことを決めた通り確実に実行す

ることで、建設現場から労働災害を撲

滅します。

■度数率（災害発生率）の推移

全事業所に掲示してい
る「安全・品質・環境」
ポスター（2011年版）

熊谷組と安全衛生協力会は
“安全衛生の車の両輪”

・ 熊谷組は年度集計(4月～3月)、全建設業は年集計(1月～12月)　
・ 全建設業数値は、厚生労働省統計による
・ 度数率＝労働災害による死傷者数÷延労働時間×1,000,000

2011年度も継続する
安全衛生スローガン

　OSHMSを継続運用することは、労働災害防止に大きく寄与する重要事項です。安全に対する意識の高揚、安全管理

活動の定着を継続させるため、さまざまな取り組みを行い、安全管理向上につなげています。

　「労災かくし」は犯罪です。「労災かくし」を徹底排除す

るため、社員・専門工事業者に対し、法令遵守や社内ルー

ル厳守の徹底、送検事例などを

盛り込んだ内容の教育を繰り返し

行っています。また、迅速な報告・

連絡・相談の強化を掲げ、現場で

起こったトラブルに本社・支店が

一体となって対応しています。

「厚生労働大臣表彰」授賞式にて
脇坂担当部長全事業所にポスターを掲示

　安全衛生教育は労働災害防止の重要な施策の一つです。本社・支

店、安全衛生協力会では、年度の教育計画に沿って社員、事業主およ

び作業員に対し安全衛生の知識向上教育とシステム教育を実施してい

ます。

　2010年度は国際支店からの要請を受け、台湾現地法人 華熊営造股

份有限公司の社員および発注者の興富發建設股份有限公司様に対し、

首都圏の現場において、現場の安全管理の教育を実施しました。

華熊安全教育 事業主研修

「作業員基本教育」テキスト
ポケット判

　2005年度から実施している「作業員基本教育」。

未受講者を無くすため、テキストポケット版と教

育用DVDを作成しました。事業主は従来のテキス

トでの教育実施（年1回以

上、2時間以上）が基本で

すが、急遽現場に作業員を

送り出す場合、この2点を

用いて暫定教育を行い、基

本動作を徹底して災害の未

然防止を図ります。

　本社を皮切りに全国8支店が安全衛生大会を開催

しました。社員・専門工事業者・安全衛生協力会に

年度計画の実施事項をいち早く周知し、災害防止に

取り組んでいます。

本社安全衛生大会 支店安全衛生大会

安全衛生大会

　本社・支店・協力会・専門工事業者とさまざまな

視点から、安全衛生パトロールが実施されています。

【本社】

本社パトロール／支店間相互安全衛生パトロール

【支店】安全衛生パトロール

【協力会・専門工事業者】

協力会パトロール／職長会パトロール／

事業主パトロール
本社パトロール 協力会パトロール

安全衛生パトロール（現場点検）

安全衛生教育

誠実なものづくり

安全は企業の根幹

業界トップクラスを維持する安全成績

安全意識高揚の継続と新しい試み

労災かくしの排除の徹底 安全表彰
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熊谷組
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最良の品質を目指して
熊谷組は、全社共通のQMS（品質マネジメントシステム）を確立・運用。基本動作を徹底し、
お客様の要求品質を的確に把握して、評価され、信頼される「ものづくり」を目指しています。

　「堂々とした誠実なものづくり」を実践し、お客様をはじめとする関係者

（ステークホルダー）から評価され、信頼される「ものづくり」を目指します。

　総力戦の意識は、社員および協力会社に浸透してきており、お客様から

高い評価を受ける機会が増えつつあります。しかし、社会の要求する品質

のハードルは、これまで以上に高くなっています。全役員・社員が品質に

関する社会の要求を敏感に感じとり、情報の共有化に努め、基本動作を徹

底し、取り組みの質を向上していくことが必要になっています。

　社員力と協力会社の英知を結集した総力戦で、先手管理を徹底し、やる

べき事をスピード感をもってやり抜いてまいります。

2011年4月1日

　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。

熊谷組品質方針
2011年度　社長年度品質方針

堂々とした誠実なものづくり

「企業の品質経営度調査」で総合建設業2位

　品質経営度とは、製品の競争力や、企業価値に影

響を与える「品質」を高めるための仕組みづくりや

実践状況を定量的に評価したものです。

　品質経営度調査は、「経営者コミットメント」「全

員参加と総合化」「品質教育と人材育成」など6項

目について、各社のアンケートに基づき、財団法人

日本科学技術連盟が評価を行っています。当社は、

調査結果を当社の「強み・弱み」の確認、次の改善

のために活用しています。

■熊谷組グループのランキング

　熊谷組は、お客様や工事に携わる人たちの意見を収集・把握し、経営者自らがトップダウンで強力な改善を進めて

います。

2010年度の主な改善事例（全社）

実施内容 成果

1
協力会社の社員（現場所長クラス）と熊谷組の中堅社員が合同で研修

を行いました。（土木）

（P20右下段「協力会社の研修（土木）」参照）

熊谷組と協力会社のパートナーシッ

プが深まり、施工品質の向上が今後

期待できます。

2 当社の品質に関する事故情報を関係する協力会社にも展開し共有化を

始めました。（土木、建築）

類似事故の未然防止、手戻り作業の

低減につながっています。

3 社内品質管理基準を全面的に見直し、改訂しました。（建築）
品質に関する社会の変化に対応して

います。

お客様による
監査❻

　熊谷組は、確立した品質保証体制のもと、計画（Plan）、実行（Do）、確認・点検（Check）、見直し・改善（Action）

のサイクルを社員と協力会社が一体となって回し、品質向上に全力を注いでいます。

品質保証委員会（TV会議）❶

協力会社との施工検討会
（建築）❷

協力会社によるパトロール
（土木）❸

協力会社によるパトロール
（建築）❸

お客様による監査（土木） ❻

社長によるマネジメントレ
ビュー❼

お客様による監査（建築）❻ 社内検査（建築）❺ 社内検査（土木）❺ 協力会社による検査（建築）❺

本社・支店の
管理部門

個別プロジェクト
（作業所）

お客様の
要求品質

（要求事項・
ニーズ・期待）

お客様による
確認

審査機関による
審査

お客様による
評価

統括管理

実行
Do

確認・点検
Check

見直し・改善
Action

計画
Plan

プロジェクト総括

アフターケア

要求品質の把握

経営資源
（人材・技術・情報など）

マネジメント
レビュー❼

管理・支援

施工時の
お客様（ユーザー）
による確認

（K-TOPS）＊❹

協力会社の研修
　当社の建築生産は熊

ゆう

建
けん

会
かい

の会社によっ

て支えられています。熊建会では、会員

会社のQ（品質）・C（原価）・D（工程）・

S（安全）・E（環境）に関する能力向上

を目指し、年間計画のもと、各種研修を

行っています。 品質環境研修

社員研修
　全社研修として新入社員研修、施工系

の3～ 12年生を対象とした2カ月間全寮

制での施工図実習研修、施工管理技士・

建築士試験受験者に向けての社内講習会

など年次や職種に応じた各種研修を行い、

“社員力”向上に努めています。 新入社員研修

社員研修
　若手社員を対象としたAutoCADの操作

実習を2009年より行っています。実習

では現場で身近に扱うような図面を用い、

すぐに役立つ演習内容としています。

AutoCAD研修

協力会社の研修
　協力会社の社員と熊谷組の中堅社員が

合同で研修を行い品質レベルの向上を図

るとともに、熊谷組と協力会社のパート

ナーシップを強化しています。

熊谷組と協力会社の合同研修

協力会社との施工検討会
（土木）❷

品質方針
品質目標❶

K-TOPS＊（建築）
お客様のための見学会❹

＊ K-TOPS（Kumagai Total Open Process System）：建物の建設中に品質・安全・環境の取り組みをお客様に積極的に公開し、お客様に納得いただ
く熊谷組独自の活動。

土木

建築建築

土木

最良の品質を目指して、改善を進めています

お客様の要求品質を確実に実現するために

「ものづくり力」の向上を目指し、技術者を育成しています（主な事例）

誠実なものづくり

設計図書検討会
施工検討会❷

プロジェクト
運営・管理❸

社内検査❺

内部監査

有効回答数：
全産業で249社（2010年）

1

40

80

120
2006 2009

3位

42位 43位

2008

104位

4位

2007 2010

2位

（年）

順
位

全産業

2006年は
調査なし

2位

32位
総合建設業
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さまざまな視点から潜在する瑕
か

疵
し

を徹底的にチェック
「悪いものは直す。100点をとる、90点はない」

熊谷組のすべての作業所で原
則月1～2回実施されている
QSパトロール＊。その最大の
目的は、表面からは見えない
瑕疵（施工ミス）を防止し、建
物の高品質を確保することに
あります。
お客様から信頼される「誠実
なものづくり」の実現に向け
て、パトロール隊は日々作業
所に出動し、厳しい目を光ら
せています。

いいことも悪いこともすべて、100％伝える
それがプラスになる

　神奈川県横浜市青葉区、作業半径40メートルの大型

タワークレーンがランドマークのようにそびえ立つ「リ

ストレジデンス藤が丘B計画」作業所。この日はコンク

リート打設が予定され、作業所には慌ただしさとともに

緊張感が漂っています。

　今日のパトロール隊（以下、PT隊）のメンバーは、

首都圏支店品質安全部の広池茂文部長以下4名、いずれ

も技術・品質担当や作業所長として経験を積み重ねてき

たベテラン社員です。現場からは、荒川慶
よし

昭
あき

作業所長お

よび副所長、主任、若手の工事係が同行します。また、

今日は熊谷組とグループ会社ケーアンドイー（株）の新入

社員13名も研修として元気な顔を連ねています。

　事務所で工事概要と本日の作業内容などの説明を受け

て、いよいよ現場へ。

　移動しながら気になる部分に行き当たると、PT隊は

状況を担当者に確認し、必要があれば指摘を行い、修正

を指示していきます。

　「かぶり厚さ不足。スペーサーを適切な位置に必要数

量を取り付けること」

　「スリット部繋ぎ筋の結束が甘い。柱の中に入れてしっ

かり留めて」

　「このスイッチボックス裏も、かぶり確保するように

曲げ込む。斜め45度のコネクターをボックスに取り付

けて配管のかぶりを確保して」

　「スリットと配管の位置関係を事前にチェックを行っ

て不具合のないように」

　表情は穏やかですが指摘は遠慮会釈もなく行われます。

　「パトロールではすべてを吐き出します。気づいたこ

と、見たことは一つ残らず、100％伝えます。いいこ

とも悪いこともすべて伝えることが、プラスになる」と

広池部長。指摘事項については、担当者が職長さんに指

示を出し、その場ですぐに修正。部品の手配などで時間

がかかる場合は後日修正し、写真添付（必要に応じ）の

是正報告書を提出します。

現場を孤立させず、技術や知識を伝承しながら
熊谷組の品質を守っていく

　パトロールというと、現場はチェックされる感じで嫌

がりそうですが、現実にはそうではなく、PT隊が来る

なら悩んでいることを聞いてみよう、この計画をどのよ

うに進めるか相談してみようといった自然な受け入れが

なされているようです。PT隊は現場で困っていること

にその場で答を導く。答が出なければ調べて方針を出す。

現場を孤立させず、技術や知識を伝承しながら、熊谷組

の品質を守っていくのです。

　後に発覚する瑕疵は、熊谷組の信用を大きく失墜させ

ます。熊谷組の目指す「誠実なものづくり」において、

QSパトロールは非常に大きな役割を担っているといえ

るでしょう。だから、

　「悪いものは直す。100点をとる、90点はない」

と広池部長は言い切ります。

　パトロールのシステムが機能しはじめて、この10年

で瑕疵工事費は約10分の1まで減少しました。

　パトロール終了後、通常は事務所で総括としての講評・

確認を行うのですが、この日は新入社員たちとの質疑応

答という形になりました。

　「ここの現場は土出しが大変だったと聞きましたが？」

　「大型クレーンはどのくらいの風まで使えますか？」

　新入社員からはさまざまな質問が飛び出し、「社内で

も別の管理グループがちゃんと厳しく品質をチェックし

ているのがすごい。新鮮でした」といった感想も。

　PT隊からは「“一致団結”というキャッチフレーズど

おりのいい現場でしたね。現場の雰囲気はそこで働く皆

でつくっていくもの。皆さんも現場に行ったらその一員

として、どうかいい現場にしていってください」という

激励の言葉が送られました。

　熊谷組の「誠実なものづくり」にかける思いの伝承が、

ここでもすでに始まっているようです。

＊「QSパトロール」（Ｑは品質［クオリティ］、Ｓは安全［セーフティ］）のほか、「安全衛生パトロール」「品質パトロール」など目的を特化したパトロールも
　随時行われている。また、パトロールのメンバーは、必ずしも熊谷組社員だけではなく、協力会社の担当者および職長の場合もある。

■工事概要
工事名：リストレジデンス藤が丘B計画
工事場所：神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目21-2
設計者：（株）熊谷組　一級建築士事務所
施工者：（株）熊谷組
用途：共同住宅（RC造・地下3階、地上3階）

現場の若手社員が司会を務め、新
入社員との質疑応答。技術面から
生活面までさまざまな質問が飛び
出し、若手社員が丁寧に答えてい
きます

講評は今回は短く。隊員は巡回中
に取ったメモをもとに詳細な報告
書を作成。重大事項はまとめて本
社へ提出するとともに、年2回開
催される瑕疵防止研修会で報告し、
全社にフィードバックしています

図面を見ながら副所長の解説を懸命に聞
く新入社員たち

広池部長（左から2人目）と荒川作業所長（3人目）。パトロールは若手社員の教育の場ともなります

職長さんに広池部長が直接
説明することも

PT隊から指摘を受け、
担当者の指示で職長
さんを通じて職人さ
んがその場で修正

ものづくりの現場から──QS（品質・安全）パトロール

誠実なものづくり

パトロール中は質問が飛び、時には熱い議論が
交わされることも
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環境保全の取り組み
環境理念・環境方針のもと、「熊谷組グループ Eアクションプラン」を策定。エコ・ファースト企業として
美しい地球を次世代に継承することを経営課題の一つに掲げ、全力で環境保全活動に取り組んでいます。

　※詳細な環境報告については、「環境報告書」のWEB版で公開します。
　　http://www.kumagaigumi.co.jp/csr/kankyo/ga2011/2011ga.pdf

環 境 目 的 2010年度目標 2010年度実績 評価 2011年度目標

設
計

評価性のある
環境配慮設計の推進

1）CASBEE評価の実施：
     実施率100％
2）CASBEE-DRの実施：
     実施率100％
3）Ａランク評価：
     対象物件の45％以上 (全社)
4）BEE値2.5以上：
     対象物件の5％以上 (全社)
5）Sランク評価:１件 (全社)
 　 ［Sランク=BEE値3.0以上］

1）実施率100％

2）実施率100％

3）Ａランク評価：   
     51％
4）BEE値2.5以上：
     0％
5）Sランク以上評価：
     0件

○

○

○

×

×

1）CASBEE評価の実施：
     実施率100％
2）CASBEE-DRの実施：
     実施率100％
3）Aランク評価：
     対象物件の50％以上（全社）
4）BEE値2.0以上：
     対象物件の10％以上（全社）
5）Sランク評価:1件（全社）
　　［Sランク=BEE値3.0以上］

施
工

CO2排出の削減
土木 48.8 t-CO2/億円以下 64.2 t-CO2/億円 × 47.8 t-CO2/億円以下

建築 12.5 t-CO2/億円以下 15.5 t-CO2/億円 × 12.2 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 1.39 t /億円以下 1.22 t /億円 ○ 1.16 t /億円以下

建築 7.55 kg/㎡以下 5.25 kg/㎡ ○ 7.32 kg/㎡以下

グリーン購入の推進
土木

グリーン購入率＊1
16.0％以上

12.8％ × 16.5％以上

建築
グリーン購入率＊1
10.0％以上

8.8％ × 10.5％以上

生物多様性配慮の推進
・チェックリストによる
　現状把握
・良好事例の収集、展開

・チェックリストによる
　現状把握
・良好事例の収集、展開

－
・チェックリストによる
　現状把握
・良好事例の収集、展開

オ
フ
ィ
ス

CO2排出の削減
（電気使用量の削減）

2009年度の2％減
（4,876千kWh以下）

4,732千kWh ○ 2010年度実績の7.6％減

グリーン購入の推進
文房具のグリーン購入率＊1
95％以上

92.6％ × 95％以上

環境社会貢献活動の推進
環境社会貢献活動の実施・参加
2回／年以上

12回／年 ○ 2回／年以上

【評価】○：達成　　×：未達成　　－：現状把握中のため評価対象外

［未達項目］CO2排出の削減（土木）：ダム工事が最盛期を迎え重機を多く使用したこと、全般に建設発生土などの運搬距離の増加が影響し目標値を超過した。
＊1　 グリーン購入率：【施工】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、【オフィス】文房具購入費に占める環境に配慮した文房具

の購入費の割合

2010年度環境目標と実績評価および2011年度目標（詳細はWEB版「環境報告書」をご覧ください）

事業活動と環境への影響 熊谷組単体（海外除く）。数値は2010年度実績。

「環境経営度調査」で総合建設業5位

　環境経営度は、温暖化ガスや廃棄物の低減などの環境対

策と経営効率の向上をいかに両立しているかを総合的に評

価したものです。環境経営度調査は、「環境経営推進体制」

「汚染対策・生物多様性対応」「資源循環」「製品対策」「温

暖化対策」の5つの項目についての各社回答に基づき、日

本経済新聞社が評価を行っています。

■熊谷組グループの総合建設業におけるランキング

INPUT

施工部門

主要投入資材　
鉄筋 5.1 万ｔ
セメント 3.6 万ｔ
生コンクリート 154 万ｔ

投入エネルギー
電力 41,000 千kWh
軽油 18,000 kr
灯油 300 kr

オフィス部門
電力 4,732 千kWh
用紙 48,000 kg
水 15,200 k

事業活動

土木工事　
完成工事高 637 億円
トンネル、ダム、造成地　など

建築工事
完成工事高 1,194 億円
集合住宅、事務所、病院、
学校　など

施工部門
CO2 6.2万 t-CO2
NOx 84 t
SOx 126 t

廃棄物
発生量 46.4万 t
再資源化・縮減量 41.7万 t
最終処分量 4.7万 t

オフィス部門
CO2 0.2万 t-CO2

熊谷組グループ　Eアクションプラン（第4版・骨子）
我々は“環境理念”の精神を自身のものとし、“環境方針”を達成するための行動を共通認識のもとで日々実行することにより、

地球環境を保全し、更にはお客様に感動いただける企業形成を早急に実施する。これが、熊谷組グループが目指す「環境ナンバー1」

の姿である。この実現に向け3つのプランを実行する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  2010年4月1日

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。

我社は、土木並びに建築分野の設計から施工、また
アフターケアに至る業務に携わる企業として、今や
地球的規模に及んでいる環境への影響に対して、持
てる技術を最大限に発揮し、努力し、環境への負荷
を低減するとともに汚染の予防を図る必要がある。
それは豊かで美しい地球を子孫に継承することが企
業市民としての役割であり義務だからである。

以下に重点的に取り組む活動を示すとともに、それ
らについては目的および目標を設定し、実情に即す
べく見直しを行う等、継続的改善に努める。

環
境
理
念

1. 建設事業を通じて「低炭素社会」の構築を推進します。

2. 工事現場において「循環型社会」の形成を推進します。

3.  「自然共生社会」を目指し、生物多様性に配慮した取組みを推

進します。

4. 「持続可能な社会」の実現のためにグリーン購入を推進します。

5.  環境に配慮した技術、手法の開発、改良、普及に努めます。

6. 地域社会の環境保全活動に積極的に参加します。

7.  環境情報を積極的に開示し、コミュニケーションに努めます。

熊谷組の「エコ・ファーストの約束」
2010年5月31日、熊谷組は建設業界で初めて「エコ・ファー
スト企業」に認定されました。

プランⅠ　環境経営の確立
（1）熊谷組グループの環境推進体制の強化
　1. 経営と環境の結びつきの強化
　2. 熊谷組グループ全体のEMS体制の強化
　3. リスク管理体制の強化
（2）長期ビジョンの策定
　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50％、総量87％削減 
 （2050年度目標）
 CO2排出量：出来高あたり80％、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. 環境製品の提供
  環境配慮型技術開発の推進：技術の開発、適用30件以上
プランⅡ　社員の環境モラルの向上
（1） 環境教育の徹底／工夫による全社員の環境意識の向上
（2）経営層自ら環境保全／社会貢献に向けた行動の徹底
（3）環境に関する社内制度の充実
プランⅢ　環境技術の保有
（1） お客様に喜ばれる低コストで環境配慮が実現できる独自

の技術開発
（2）開発した環境技術の普及
（3）お客様に喜ばれる環境配慮設計の推進

熊谷組　環境方針

「エコ・ファースト制度」とは　2008年4月に
環境省が創設した「業界のトップランナー企業
の環境保全に関する行動を更に促進していくた
め、企業が環境大臣に対し、京都議定書の目標
達成に向けた地球温暖化対策など、自らの環境
保全に関する取り組みを約束する制度」です。

誠実なものづくり

１－１　全体的な取組み
●二酸化炭素排出の低減 ：地球温暖化の防止

●グリーン購入の推進 ：天然資源の保護

●3Rの推進 ：廃棄物の削減

●生物多様性配慮の推進 ：生態系保全を考慮

●環境に配慮した技術提案 ：環境保全、自然再生、環境創造を考慮

●環境に配慮した設計 ：建造物のライフサイクルを考慮

●社会・環境貢献活動の推進 ：地域に密着した活動

１－２　本社固有の取組み
●環境配慮技術の開発 ：持続可能な発展への寄与

１－３　支店固有の取組み
支店固有の取組みは、「環境行動計画表(支店共通)」に示す

２　環境法規制等の遵守
環境に関わる法規制および同意するその他の要求事項の遵守

2010年4月1日改訂

重点実施事項

※2011年度も上記、熊谷組環境方針、熊谷組グループ Eアクションプランを継続して推進しています。

OUTPUT

有効回答数：44社（2010年）
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見直し・改善 Action
経営者による改善指示事項
（マネジメントレビュー）

計画 Plan

エコ・ファースト認定企業同士の
コラボレーション活動
　熊谷組は、2010年5月31日に建設業界で初めて「エコ・ファースト企

業」に認定されました。エコ・ファースト企業として、環境先進企業同士が、

それぞれ保有する環境商品（技術）をプレゼンすることによる相乗効果と、

また相互の抱える課題について協働

で何かできればと考え、熊谷組を含

めた建設関連のエコ・ファースト企

業７社によるコラボレーション会議

を2010年10月7日に熊谷組本社で

開催しました。これをきっかけに各

社との新しい技術や資材についての

具体的な情報交換がスタートしてい

ます。

熊谷組グループの環境保全活動
熊谷組グループの環境保全活動は、計画（Plan）、実行（Do）、確認・点検（Check）、見直し・改善（Action）に沿って進

めています。

実行 Do

確認・点検 Check

CASBEEとは
建築物の総合環境性能評価システム（Comprehensive Assessment System for Building 
Environmental Effi  ciency）のことで、環境効率という概念を、建築物の環境性能効率へ
発展させたものです。建築物の環境品質・性能（Q）と建築物の環境負荷（L）の比（BEE＝
Q/L）で表し、「S（素晴らしい）」「A（大変良い）」「B+（良い）」「B-（やや劣る）」「C（劣る）」
の5ランクで評価します。

リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞受賞

　2010年度は3R推進協議会より会長賞を7件受賞。また、

グループ会社の（株）ガイアートT･Kも1件受賞しました。

カンドー中野ビル作業所／ IFMIF作業所／鳴海作業所／徳山中央
病院作業所／新日鐵広畑社宅作業所／小千谷小学校作業所／ガイ
アートT･K福井合材工場／
【JVサブ現場】第二東名高速道路島田第一トンネル

環境実績
● CASBEE評価

● CO2排出量（施工＋オフィス）

● リサイクル率（施工） ● グリーン購入費（施工）（出来高1億円あたり）

■原単位（出来高1億円あたり）

設計の取り組み
CASBEE評価を用いた環境配慮設計の
さらなる向上と継続を目指して
熊谷組設計部門は、すべての物件に対して

CASBEE評価を導入しています。第三者的な評

価軸を持ったCASBEE評価を実施することによ

り、環境配慮設計に対する評価と取り組みをよ

り明確にするとともに継続して取り組むことを

目的としています。

2011年度の目標としては、評価物件の50％

以上を「Ａランク（BEE値1.5以上）」、評価物

件の10％以上を「BEE値2.0以上」とし、ボ

トムアップを踏まえたさらなるレベルアップを

目指しています。

施工の取り組み
【CO2排出削減】
・省燃費運転の推進

・省燃費運転実施状況の確認

オフィスでの活動
【CO2排出削減】
・不要な電気の消灯

【グリーン購入の推進】
・ 環境に配慮した文房具購入の

推進

【環境・社会貢献活動の実施】
・事業所周辺の清掃活動

・環境教育

・間伐作業　など

環境教育
【環境講演会】
毎年、環境月間（6月）には、

外部から講師をお招きして

環境講演会を実施しています。

この講演会は全国の支店、営

業所にテレビ中継を行い、全

国の社員が視聴しています。

【事例】
リストレジデンス藤が丘B計画

BEE 値＝ 54.9／24.2 ＝ 2.2

2010年度：評価件数27件､ うちAランク14件(取得率51％ )､ Ｂ＋ランク13件(Ｂ＋以上取得率100％ )､
全体平均BEE＝1.40

＊2012年度：13％削減（1990年度比）。熊谷組単体の場合35.7t-CO2/億円　　＊＊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）

Eアクションプラン（p23）

環境方針（p23）

目標値（p24）

指示事項に対する改善計画の事例

【廃棄物削減】
・分別の徹底

・ゼロエミッションモデル現場の選定と実施

【生物多様性配慮の推進】
・ 現場での生物多様性への影響のチェックリ

ストによる現状把握

・ 生物多様性保全意識啓発ポスターの作成、

掲示

・良好な取り組み事例の展開による啓発

【グリーン購入の推進】
・ リサイクル製品など環境配慮された建設資

材の購入
省燃費運転研修
（座学）

実績値 目標値

熊谷組＋グループ会社　　　　　熊谷組単体

熊谷組2020年度目標値＊＊
建設業の環境自主行動計画による目標値＊

目標未達原因の
追究と経営との
つながりの意識

環境保全意識の
低い作業所への

指導

建物の環境性能の
効果の検証

本社ビルが
「平成22年度エネルギー管理優良事業者等最優秀賞」を受賞
　この賞は毎年2月（省エネルギー月間）に、関東地区電気

使用合理化委員会が関東一都七県の工場や事業場を対象に、

省エネルギーの推進や電力の有効活用に顕著な実績をあげた

工場・事業場を表彰するもので、2010年度は80社（者）が受

賞しました。

　審査は過去2年間の使用電力量の実績値に加え、組織運営、

電力管理、設備管理、効率化対策などについての採点方式に

よって行われ、当社は社員一人ひとりの地道な省エネ活動が

高得点を獲得し、建設業で唯一の受賞でした。

表彰式
（2010年10月26日）

台北市（台湾）で
緑化美化運動環境表彰を連続受賞！
　桓邦仁愛路住宅作業所

（華熊営造股份有限公司）

が台北市環保局主催によ

る緑化美化運動で、環境

表彰賞を受賞しました。

　この賞は台北市環保局

が台北市内の全現場に義

務づけた仮囲い緑化の

中で、特に優れていた現

場に対し表彰するもので、

当作業所は昨年に続いて

の受賞です。コラボレーション会議（2010年10月7日）

受賞作業所を紹介する
台北市発行のパンフ
レット

賞状と盾を手にする管理本部五十
川宏文副部長(左)と浦田憲一課長

誠実なものづくり

目標未達時の
コスト面への
影響の意識

内部環境監査時の
徹底チェック

建物のエネルギー
消費量の

削減効果確認

■総量

1990 2006 2007 2008 2009 2010

40.0
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（年度）

グループ会社 熊谷組単体
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活き活き職場
従業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、熊谷組の発展の基盤です。
教育・人事制度の整備、心身の健康のサポート、ワーク・ライフ・バランスの実現などに力を注いでいます。

 人材育成

　企業は「人」であると考えています。華々しさはなく

とも、「ものづくりに愛着と執念を持ち、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、さ

まざまな取り組みを実施しています。

1.階層別研修の実施

　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基礎

力の向上を図っています。

2.計画的な配置の実施

　キャリア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。

3.専門分野別研修の実施

　社員各々の専門性を高めるため、土木・建築・営業な

どの専門分野別の研修を実施しています。

4.OJT・目標設定の実施

　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。

5.公的資格取得奨励の実施

　社員のスキルアップのための自己啓発を支援するた

め、技術士、一級建築士などの公的資格の取得奨励を行っ

ています。

 不測の事態に備えた支援・補償制度

【業務上の災害の場合】

　業務上の災害によって負傷、死亡したり、疾病、障害

が生じた場合には、災害補償規程に基づき、法定補償の

ほか、法定外の会社補償として、死亡・障害見舞金、休

業補償などを行っています。

【業務外の傷病（私傷病）の場合】

　業務外での傷病により仕事を休まざるを得ない場合に

ついても、主に次のような支援を行っています。

　・有給休暇：2年前の未消化分を使える

　・ 欠勤・休職期間の優遇：欠勤期間6カ月、休職期間

1年6カ月を認める（勤続10年以上）

　・欠勤・休職時の給与の優遇（勤続10年以上）：

　　［欠勤時］基本給、地域手当、家族手当を支給

　　［休職時］基本給の75%、地域手当、家族手当支給

【安否情報連絡システムの導入】

　危機管理マニュアルの策定とともに、災害時などに社

員とその家族の安否を瞬時に確認できる、安否情報連絡

システムを導入し、被災した社員に対する支援体制を整

えています。

【その他の制度】

　上記の支援・補償のほか、次のような規程・制度を導

入しています。

　・慶弔および災害見舞金規程　・熊谷組互助会

　・生活資金特別貸付制度　　　・財産形成支援

＊  On-the-Job Training：職場内訓練。職場において、実際の具体的な
作業を通じて、仕事に必要なトレーニング教育を受けること。

■熊谷組の人材育成体系

計画的な配置

専門分野別研修

公
的
資
格
取
得
奨
励

O
J
T
・
目
標
設
定求める人材像

人材育成

階層別研修
（社員基礎力の向上）

＊

若手フォローアップ研修風景
（2010年10月8日）

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。

　2011年4月現在、44名の定年退職者をシニア社員と

して雇用しており、今後も雇用を継続していきます。

 障がい者雇用

　障がい者の雇用は、企業の社会的責任と考え、雇用の

促進を図っています。

　2010年に当面の目標としていた法定雇用率（1.8％）

を達成し、2011年4月現在には1.94％となりました。

　今後も障がい者の方々が働きやすい環境整備や職域の

開発などを進めていきます。

 雇用の現状

 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」により、

65歳までの雇用を前提とした制度の運用を継続してい

ます。

　社会的に要求されている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

■社員数および年齢・勤続年数の平均推移

■人員の構成 （2011年3月31日現在）

 2つの表彰制度

　優れた仕事を正しく評価し、社員の意欲向上と職場の

活性化を図るため、2つの表彰制度を定めています。

【定期表彰】

　規程に基づき定期的に実施する表彰制度で、対象とな

る期間に優れた成果を上げたものを表彰しています。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」「安全衛生」「災害防止等」「CS」「環境」

など多岐にわたっています。2010年度は社長表彰42

件を含む218件の表彰を行いました。

【特別表彰】

　よりタイムリーな表彰を目的として行われる、社

長・本部長・支店長による表彰です。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」としています。

2010年度は32件の表彰を行いました。

 家族への感謝

　「社員が毎日頑張れるのはご家族の支援・協力がある

から」という思いのもと、受賞者のご家族へ、社長のメッ

セージとともに記念品

を贈呈しています。

　これに対し、ご家

族から、「家族も大切

にしてくれてうれし

い」「社長から直接メッ

セージをもらい感動し

た」「息子の頑張りを

改めて見直した」など

お礼のお手紙が届いて

います。 

受賞者ご家族からのお礼の手紙

　社長特別表彰を頂戴し、光栄の極みです。

社員、協力業者、作業員が一致団結して「お

天道様に恥じない仕事」の信念を貫いた努

力の賜物だと思っております。

　今後はこの表彰を心の支えとして、また

心の糧として栄誉に恥じぬよう、さらに大

きく成長できるよう、切磋琢磨していく所

存です。

北海道支店 札幌日大作業所　所長

阿部 高広
(2010年11月26日社長特別表彰を受賞)

※社員数は就業人員数です。

年度 社員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年）

2006 2,549 43.3 19.8

2007 2,542 43.4 19.9

2008 2,596 43.6 20.1

2009 2,502 43.5 20.0

2010 2,354 43.9 20.4

■障がい者雇用率の推移

※2010年以外はすべて4月時点の数値

受賞者
の声

「ものづくり」に愛着と執念を持つ、活き活きとした人材育成への取り組み

安心して働ける職場環境の提供

個性ある多様な人材とともに

社員の意欲に応える表彰制度

社員力の充実

役員 1％

その他 3％

短期契約社員 4％

正社員 92％
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フェがスタート。参加者は4、5人のグループに分かれ、

定められたテーマ（下記参照）について自分の考えを

順番に述べていきます。全員が述べ終わると、リーダー

1人を残して別のグループに移動。移動先のリーダー

から前のグループでの話し合いの内容を教えてもらい、

さらに自分たちの意見を重ねて──それを繰り返して

いきます。

　最初はやや硬い雰囲気でしたが、次第に緊張も解け

てさまざまな意見が活発に交わされ、終了後の参加

者からは、「未来について考えることができてよかっ

た」「ものごとを多面的に見ることの大切さを知った」

「もっとこのような場が欲しい」「自分たちが行う研修

でも採用したい」などの意見が聞かれました。

　ワールドカフェの試みは、その後「お客さま相談室

集合研修会」（P10参照）でも行われ、好評を博しま

した。

　今後もこのような、互いの持つ考えの多様性を実感

しながら共感していく機会を多く作り、さらなる「活き

活き職場」を作る契機にしていきたいと考えています。しやすい環境の実現に向け検討・改善を進めています。

　2010年3月には、育児休業開始日から14日間を有給

扱いとする特別措置を導入しました。

 ボランティア支援制度

　会社や社員個人が参加するボランティア活動への支援

を通じて、地域社会の一員としての責務を果たすととも

に、社員が企業の枠を超えて、多様な価値観と出会い、さ

まざまな経験を通して成長することを支援しています。

 健康支援体制

　社員の健康を守るこ

とは、会社が活力ある

組織として社会に貢献

し、社会の信用を得て

存在し続ける上でも重

要であり、会社の社会

的責任の一つといえま

す。

　熊谷組では本社医務室を中核として、グループ会社の

社員を含めた健康支援に取り組んでいます。医務室では、

常勤の産業医と保健師を配置し、風邪などの一般診療に

加え、各種の健康相談、健康診断に基づく事後措置、休

職者に対する職場復帰支援および健康情報に関するメー

ル配信などを実施しています。また、産業医が積極的に

建設現場に足を運ぶことで、職場環境や作業内容などへ

の理解を深めるとともに、現場の社員が気軽に相談でき

るような関係の構築にも努めています。

 メンタルヘルス・過重労働対策に注力

　メンタルヘルスケア強化のため、2010年度に開始し

た新入社員への「セルフケア研修」に加え、2011年度

には管理職への「ラインケア研修」も開始する予定です。

また、長時間労働によるメンタルヘルス不調や脳・心臓

疾患の防止対策の一環として、健康チェックリストを活

用した取り組みを一部開始しました。

 生活習慣病予防対策と受動喫煙防止対策の推進

　生活習慣病予防対策については、肥満率や喫煙率の改

善に向けて、事業者責任としての保健指導に加えて、健

康情報のメール配信やポスターの掲示などを実施しまし

た。また、全国土木建築国民健康保険組合による特定保

健指導の活用を推進しています。

　職場における受動喫煙防止対策については、労働安全

衛生法による規制強化の可能性を念頭に、2010年度か

ら本社衛生委員会でも重要なテーマとして取り上げてお

り、対策強化に向けて議論を重ねています。

 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さまざ

まな制度を導入しています。育児休業については、出産

した女性社員の100％が利用しています。また、「次世

代育成支援対策推進法」による「行動計画」に則り、社

員からの要望を反映させて、出産・育児と仕事の両立の

■育児休業制度利用者数推移
年　度 利用者（人） うち男性（人）

2008 12 3

2009 10 3

2010 12 1

※ 男性の取得者のうち、
2008年の3名および
2009年の1名は2008
年4月から2009年2月
まで導入していた短期
育児休業の取得者。

「子育てを支援する企業」として認定

2010年10月28日、熊谷組は次世代育成支援対
策推進法第13条に基づき東京労働局長より「子
育てを支援する企業」として認定されました。

認定　熊谷組行動計画
　①育児休業　男性取得者1名以上・女性取得率70%以上
　② 育児を支援する観点から社員のニーズに合わせ短時間勤務制

度等の改正を行う
　③ 有給休暇の平均取得日数を2004年度より上げる
現在、2回目の認定取得のため下記計画を実施中です。

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配偶者出産時休暇の取得者5人以上

安全パトロールに同行する清本芳史産
業医（左から2人目）

次世代認定マーク
「くるみん」

コミュニケーションを深めつつ
創造的なアイデアを生み出す

　熊谷組では、社員の経験や知恵を集結して学び（気

づき）を深め、互いに共感しあうコミュニケーション

の生成を目指して、参加型の体験プログラム「ワール

ドカフェ」の導入を始めました。ワールドカフェとは、

カフェの空間のようにオープンでリラックスした会話

ができる場とプロセスを設定し、気づきや共感ととも

に創造的なアイデアを生み出していく話し合いの手法

です。

　2011年1月18日には、立教大学ESD＊研究センター

の協力のもとにワールドカフェを取り入れたCSRセ

ミナーを初めて開催。「熊谷組の未来づくり―─次世

代CSRとしての“サステナビリティ”」と題したこの

セミナーにはグループ会社も含む29名が参加し、組

織の垣根や上下関係を超えて大いに語り合いました。

　職務の細分化、専門化などにより、少人数の態勢で

業務を進めることが多くなっている昨今、当社でも部

署間のコミュニケーションの希薄化や社内での経験・

知識・情報の集積の難しさは課題となっており、ワー

ルドカフェはその改善に寄与するものとして導入に

至ったものです。

自分の考えをしっかり述べる
人の話をしっかり聞く

　今回のセミナーの目的は、持続可能な社会づくりに

ついて学び、ビジネスチャンスとしてのサステナビリ

ティ（持続可能性）についても考えること。

　まず、「今なぜ､ サステナビリティか？」について

講師から説明があり、情報を共有した上でワールドカ

人の考えの多様性を実感しながら
気づき、共感していく
──セミナー・研修に「ワールドカフェ」手法を導入

テーブルの上に広げた模造紙には、
話したことなどを自由に書きとめます

話すのは小枝を手にした1人だけ。
他の人は聞くことに徹します 20分ほどでリーダー1人を残して

別のテーブルに移動します

ワールドカフェの3つのテーマ（1月18日実施時）

入社時から現在まで、
環境についての意識や取り組みには
どんな変化がありましたか？

1

10年後、
持続可能な社会の一員である熊谷組は
どんな会社になっていたいでしょうか？

3

入社時から現在まで、
地域、取引先の人々との関わり方には
どんな変化がありましたか？

2

「社員の健康は会社の明日を創る」──心身の健康をサポート

ワーク・ライフ・バランスの実現を推進しています

社員力の充実

＊ ESD：Education for Sustainable Development の略。持続可能な開発のための教育。

ボランティア特別有給休暇を使って
被災地支援に参加しました

首都圏支店 営業統括部 営業推進グループ 課長

星野 恵美

　｢第9期東日本大震災被災地支援都民ボランティア｣（東

京都募集5月23日～29日）に参加し、気仙沼市、陸前高田市、

大島で活動しました。現実の被災地の状況は言葉を失うほ

どで、救助の手がまだまだ足らないことを痛感しました。

個人宅のがれき撤去、側溝の泥出し、水田の用水路のヘドロ

除去、夕食炊き出しなどの

活動を通じて、いろいろな

出会いがありました。参加

を快諾してくれた上司およ

び同僚に感謝いたします。

個人宅のがれき撤去。左が星野課長
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社　　名：株式会社 熊谷組

創　　業：1898年1月（明治31年）

設　　立：1938年1月（昭和13年）

代 表 者：代表取締役社長　大田 弘

資 本 金：133億円

従業員数：3,655名（連結）、2,354名（単体）

事業内容
　1. 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

　2. 建設用資材、建設用および運搬用機械、車輌、船舶、

その他これ等に附帯または関連する機械、器具の

設計、製作、販売、賃貸ならびに関係工事の請負

　3. 住宅事業ならびに不動産の売買、賃貸、仲介、管

理および鑑定　その他

主要な営業所など
　本　　店：福井市中央2丁目6番8号

　東京本社：東京都新宿区津久戸町2番1号

　 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、九州支店、国際

支店（東京都）、技術研究所（つくば市）

海外拠点
　 中国（香港）、台湾、ベトナム、スリランカ

グループ会社
　 （株）ガイアートT・K、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、シーイーエヌソ

リューションズ（株）、華熊営造股份有限公司

編集方針

● 本報告書は、熊谷組グループのCSR＊活動について、3つの視点「信頼」
「誠実」「社員力」から紹介しています。
　＊CSR：Corporate Social Responsibilityの略。企業の社会的責任。

●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（2007年版）」（環境省）
　「GRI サステナビリティ レポーティング ガイドライン2006」
●本報告書は、WEB上でも公開しています。
　http://www.kumagaigumi.co.jp/csr/kankyo/csr2011/csr2011.pdf
● 環境報告（P23～26）については、本報告書に記載できなかった詳細
な内容も含めて別途「環境報告書」としてWEB上で公開します。

　http://www.kumagaigumi.co.jp/csr/kankyo/ga2011/2011ga.pdf
[対象期間]
2010年度（2010年4月1日～2011年3月31日）
ただし、活動事例などについては、必要に応じ2011年4月以降の事例も
紹介しています。

[対象範囲]
熊谷組（本社および国内支店）およびグループ会社（国内）：数値データ
と活動事例の紹介
熊谷組（海外）およびグループ会社（海外）：活動事例などの紹介
※ 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

[対象分野]
環境側面、経済側面および社会的側面
[発行]
2011年7月発行
直近の報告書発行：2010年9月
次回の報告書発行：2012年7月（予定）

●  表紙の絵は環境学習、ゴミゼロデーの清掃活動、ホタル鑑賞会などの環境保全活動を
熊谷組と日常的に行っている津久戸小学校の児童が環境をテーマに描いた作品です。

●  表紙右下の ｢復興アクション｣ ロゴは､ 日本全体で東日本大震災の被災地を応援し
ようという政府の ｢復興アクション」キャンペーンのロゴです。エコ・ファースト
企業（P23）に認定されている熊谷組は､ エコ・ファースト推進協議会の一員とし
て､節電などの ｢今できることを無理せずやる｣ 取り組みで被災地を応援しています。

■売上高 ■受注高（単体）

■経常利益 ■事業種類別完成工事高構成比（単体）

お問い合わせは
株式会社 熊谷組 CSR推進室　熊谷組グループ CSR報告書事務局　〒162-8557 東京都新宿区津久戸町2-1
TEL 03-3235-8114　FAX 03-5261-9665　URL  http://www.kumagaigumi.co.jp/　e-mail  info@ku.kumagaigumi.co.jp

熊谷組事業概要（2011年3月31日現在）

建築工事
1,194億円
64％

土木工事
660億円
36％

熊谷組は
チャレンジ25キャンペーン
に参加しています。　

この報告書（12,000部）の印刷に利
用される電力（556kWh）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。

この印刷物を12,000部作成した際に関わった
CO22,716㎏は、カーボン・オフセット・ジャパ
ン（www.co-j.jp）を通じてオフセット（相殺）
され、地球温暖化防止に貢献します。12,000冊作成のための総排出量2,716㎏

LCAの詳細はこちらからご覧ください。

226.4

グリーン購入に取り組んでいます。
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この報告書はVOC（揮発性有機化合物）ゼロ
の水洗浄性インキ、印刷工程で有害廃液を
出さない水なし印刷を採用しています。

印刷用の紙にリサイクルできます。
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。


