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「Fun to Share」は、最新の知恵を皆で楽しくシェアしながら低炭素社会を
つくっていこうという、
「チャレンジ25」に代わる新しい気候変動キャンペー
ンです。熊谷組は、このキャンペーンに賛同し、
“ Eアクションプランの達成で
低炭素社会へ”
と宣言して、CO2削減活動を継続的に実施しています。
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「エコ・ファースト」は、2008年4月に環境省が創設した「業界のトップラン
ナーとしての取り組みを促進していくため、企業が環境大臣に対し、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。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。
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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」、 [対象期間]
2014年度（2014年4月1日～2015年3月31日）

「誠実」、
「社員力」から紹介しています。
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

ただし、活動事例などについては、必要に応じ2015年4月以降の事例も

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。

紹介しています。

グループ会社の記事には

[対象範囲]

ガイアートT・K

のように表示しています。

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

●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）

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

「GRI サステナビリティ レポーティング ガイドライン4」

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]

●本報告書は、WEB上でも公開しています。

経済側面、環境側面および社会的側面

http://www.kumagaigumi.co.jp/csr/kankyo/index.html

[発行]

●環境報告（P31～34）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。

2015年8月発行

http://www.kumagaigumi.co.jp/csr/kankyo/ga2015/2015ga.pdf

前回の報告書発行：2014年7月
次回の報告書発行：2016年7月（予定）

事業概要
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：取締役社長

樋口 靖

■

売上高

従業員数：3,579名（連結）、2,167名（単体）

2,500

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

0

工事の請負

■主要な営業所など
本

店：福井県福井市中央2丁目6番8号

陸支店、関西支店、中四国支店、九州支店、国際支店

100

（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、華熊営造股份有限公司
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熊谷組は2014年度、優先株式の消却完了と復配という長年の経営課題を達成しました。
市場環境にも恵まれましたが、
「全員参加の経営」を推進し
収益力を高めることができました。
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3,000

■事業内容

（2015年3月31日現在）

これにより、過去十数年にわたった「再建」の歴史に区切りをつけ、
2015年度は「再生」に向かう年と位置付けることとしました。
再生のポイントは「グループによる成長」です。
ここに、熊谷組グループの今日の取り組みと、
未来に向けた方向性等について述べさせていただきます。
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トップメッセージ Ⅰ

新たな1ページを開く
「再生元年」
のスタート

ク・パラリンピック開催に伴う関連投資およびリニア中央

くなります。これまで以上にマネジメント力を強化し、財

新幹線の新設など、中期的には一定の建設需要が見込ま

務体質を向上させ、持続的に企業価値を高めていかなけ

れる環境にあります。
しかし活況は長く続かないと見てお

ればなりません。

2014年度は、2つの大きな経営課題をともに達成する

かなければなりません。2020年以降は、社会インフラ整

企業の原点である信用を確立するためには、誠実なも

ことができました。優先株式の消却を9月に完了したこ

備も新設案件は減少し、維持・更新へと質的に変化しなが

のづくりが最も大切です。このため熊谷組グループとし

と、また業績もおかげさまで当初計画を大きく上回り、復

ら建設市場全体として縮小していくことが予想されます。

て、まず安全・品質・環境でNo.1を目指します。各マネジ

配を実現することができました。これに伴い、2013年度

こうした市場の先行きについて、
熊谷組グループとしては、

メントシステムを日常業務の中で組み込み、一層のレベル

からスタートした中期経営計画は1年前倒しして終了し、
2015年度を初年度とする中期経営計画を策定しました。

「建設サービス業」という私たちのビジネスを推進してい
こうと考えています。

アップを図っていきます。
また、技術・人材の高付加価値化にも積極的に取り組み

すなわち、再建から再生へ切り替わり、2015年度は「再

人口減少で大きな経済発展が望めない時代環境で、そ

ます。現在建設業は、若手技術者・技能工の成り手が少な

生元年」
としてスタートしました。熊谷組の歴史の新たな1

れぞれの市場で戦うお客様を、私たちの建設技術でバッ

いうえに、数年後多くの高齢熟練工が引退する状況が予

ページを開くものです。新中期経営計画では、目指す企業

クアップし支える、さまざまな形でのサービスを提供して

測され、人材不足が深刻化しています。
こうした状況を踏

像を「お客様に最高の”感動”をお届けする『建設サービス

いこうということです。ただそのためには、私たちもお客

まえ、2015年度から協力会社の人材確保・人材育成体制

業』」
とし、経営目標として、
「『再生』から
『成長』に向けて、

様と一緒に勉強していかなければなりません。

の整備を支援・推進することを目的に人材育成推進部を

市場環境に影響されない安定した収益力の確保」を掲げ
ました。
私たちは、再建・再生への取り組みと並行して、2014年
度から3つのプロジェクトを実施しています。
1つ目が歴史の総括です。長く続いたデフレ環境の下
で、熊谷組は関係者の皆様にご心配をお掛けしました。そ
の反省と教訓を今後に活かすため、歴史の総括を行って
います。

建設業全体が発展する過程では、建設業は横並びの技

新設しました。また、人事制度を改定し、労働環境の改善

術を備えていれば通用したかもしれませんが、これから

施策の推進、女性やシニア社員の活躍機会の創出など、ダ

の日本は、国土強靭化や維持・更新といった観点からの事

イバーシティにも取り組んでいます。

業が重要になってきます。こうした動きに対して、できる

さらに5年後、10年後の建設市場の変化に対応したグ

技術を売り込むという姿勢では、もはや受け入れられま

ループ成長戦略のために、グループ会社・協力会社も含め

せん。

て技術と人材の流動化を活発化させていきます。
そのうえ

公共事業であれば、国土整備や耐震強化など、広く国益
の観点からどういう技術が必要なのか、防災か減災かと

で、技術開発に経営資源（人・資金）を投入し、社会のニー

居住者様に誠心誠意、責任をもって対応してまいります。

「全員参加の経営」
で推進する
熊谷組グループ

ズを捉えた技術開発、保有技術の商品化を目指します。

2つ目のプロジェクトはグループのアイデンティティ確

いった観点。また、お客様や社会が真に求めているものは

こうした活動の基礎に立って、熊谷組らしくオリジナリ

現在、熊谷組グループでは、
「全員参加の経営」をスロー

立です。2018年の創業120年に向けて、私たちが今後ど

何か、
といったサービス業本来の観点からくる発想が求め

ティに優れた付加価値の高い建設サービスをお客様に提

ガンに掲げています。社員がコミュニケーションを取り合

こを拠り所としてやっていくのかを、CI（コーポレートア

られます。熊谷組はグループ社員を含めて「全員参加」で

供することが、本業を通じての社会貢献＝熊谷組グルー

い、情報を共有し、どこにいても社員の誰もがお客様の要

イデンティティ）
およびブランドの再構築を含めて明確に

自分なりに考える力を身につけ、社会からの要請に応え

プのCSRだと認識しています。

望にスピーディーに対応できるチームワークのよい組織、

することです。

ていくことで、今後の市場環境変化の中をしっかりと生き

3つ目のプロジェクトがグループ成長戦略の構築です。

残っていきたいと考えます。

一体感のある企業像です。全員野球のチームにおいて、私
2014年度は、弊社が2003年3月に完成させ、お引渡し

は打たせて取るピッチャーです。バックを信頼して投球し

をした横浜市に所在のマンションにおきまして、杭の一部

ます。もし、誰かがエラーしても別の誰かがカバーすると
いうチームです。

歴史の総括による教訓を活かし、新しいグループアイデン

そして私たちが提供するサービスは、例えば、土木・建

ティティのもとに、今後の建設市場の変化に応じた熊谷組

築を主体とした新設工事だけではなく、グループ会社がす

が支持層まで到達していないという事実が判明しました。

グループの成長戦略を固め、推進していくものです。そし

でに取り組んでいる維持・更新の技術・ノウハウも含みま

建設会社としての責任を痛感し、関係者の皆様に多大な

重大なミスは起こさないよう、組織も個人も不断の努力

てこの成長戦略が、熊谷組グループ再生・成長の柱となり

す。お客様の要望変化に幅広く対応するために、グループ

ご迷惑、
ご心配をおかけしておりますことを心より深くお

が必要ですが、
「ミスは起きるもの」という考えに立てば、

ます。

各社がそれぞれの持ち味を活かしていきます。

詫び申しあげます。

それを減らすことと事後対応をしっかりすることが肝要

外部機関にも助言をいただき、施工不良の原因を究明

お客様をバックアップし支える
「建設サービス業」

3

理組合様ならびに売主様と真摯に協議を進め、所有者様、

持続的な企業価値向上を支える
誠実なものづくり・人づくり

し、二度と施工不良を起こさぬよう、社内では再発防止対

です。ミスを隠すことがあってはなりません。そうならな
いための、全員野球・全員参加の経営です。

策を策定し、徹底実施しております。施工不良が確認され

技術を磨きチームワークを大切にしながら、
お客様に最

た棟は、建替えを含む是正工事を検討しているところで

高の感動を届けられるよう、そして「社会に必要とされる

現下の建設市場は、東北での震災復興工事、社会インフ

熊谷組はこのたび「日経500種平均」銘柄に選ばれ、市

あります。本件品質事故の対応を最優先事項と認識し、社

熊谷組グループ」であるよう、グループ一丸となって取り

ラの強靭化・老朽化対策に加え、2020年東京オリンピッ

場でも注目される存在になってきました。社会的責任も重

長直轄の専任部署を編成しました。早期解決に向けて管

組んでまいります。
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トップメッセージ Ⅱ

株式会社ガイアートＴ・Ｋ
代表取締役社長

前山 俊彦

熊谷組グループの成長戦略

いま「持続的競争優位を確保す
る」をテーマに、他社に一歩先ん
じる企 業の信 頼 性 、評 価につな

―熊谷組グループの戦略をテーマに各社のお話しをう

がる活動に積極的に取り組んで

かがい、その後意見交換していただきたいと思います。最

います。特に安 全 面には力を入

初に樋口社長からお願いします。

れ、
「 体感KY（危険予知）」という

樋口

毎年半減しています。

活動により、ここ3年事故件数は

熊谷組は2014年度、優先株式の消却完了と復

配という2つの経営課題をクリアしました。これにより
2015年度は、
「 再生元年」として、新たな中期経営計画
をスタートします。再生の第一の柱が「グループ成長戦

芹澤

略」です。戦略の基本は、各社が持ち味を活かしつつ連携

りが責任と権限を持って建設サービス業を実践する」
「グ

し、私たちの建設技術でお客様の要望に応えていく
「建設

ループ成長戦略を推進し、情報・技術の共有化により相

サービス業」の推進です。

乗効果を得て成長するべく活動する」ことなどを掲げて

各社がそれぞれのビジネスで持ち味を活かすととも
に、個々の技術だけでは対応できないことを互いに連携

熊谷組グループトップ座談会

各社の連携と持ち味の発揮により、
社会に求められる
「建設サービス業」
を展開。

ケーアンドイーの2015年度の方針は「一人ひと

います。樋口社長発信のグループ成長戦略を推し進めて
いく中で、当社の持ち味を出していきたいと思います。

し、相乗効果のプラスアルファの価値を提供しお客様に

当社は、熊谷組グループにあって「リニューアルのケー

応えたいと思います。どの会社のどの部署からも即応で

アンドイー」という位置付けです。熊谷組の新築物件を

きる非常にレスポンスの速い、お客様に本当に役に立つ

フォローアップし、その物件の維持・更新工事へ展開する

企業群というのが、熊谷組グループ再生のビジネスモデ
ルです。
しっかり連携していきましょう。

ケーアンドイー株式会社

― グループ各社から、現状や課題、またグループ戦略

代表取締役社長

に向けた方針、CSRという観点から中長期にわたる事業

芹澤 悟

継続への思いをお話いただければと思います。

熊谷組グループは、再生元年と位置付ける2015年度からの
中期経営計画の柱に「グループ成長戦略」を据えています。
国内建設需要が、5年後には減少していくことが確実視されるなか、

意 識で 、あいさつから日 頃の言

ガイアートT・Kでは、今年は「極める」というキー

動、服装などを常に磨きをかける

ワードを打ち出しました。これまで蓄積してきたことに、

ために、マナー研修も行っていま
す。リニューアルは、社員全員が

さらに磨きをかけていく。すべての社員が「1年で一段階

お客様と向かい合う仕事。故にこ

上る」という思いで、技術や仕事を追究し極めようという

グループ力により成長を図るためです。

ことです。そのためには社員の就業環境も重要と考え、事

各社間の連携を一段と緊密化し、

務所や寮などハード面の整備を始めています。

事業運営の効率化と相乗効果によって社会貢献力を高め、

れが当社のブランド力となり、建
設サービス業の根幹にもなると
思います。

また継続的課題として、
「 元請け志向」ということを掲

新しい市場の開拓につなげることで、持続可能な企業経営を推進する戦略です。

げています。これは、自ら設計に取り組み同時に施工も受

というビジネスです。以前は熊谷組依存度が40〜50％

今回は、施工系グループ会社のガイアートT・K、ケーアンドイー、華熊営造、テクノスの

注する、仕掛ける会社になろう、ということで、道路に付

ありましたが、現在は20％以下で大半が独自営業により

4社の社長と熊谷組樋口社長により、

随したさまざまな新しい技術開発に取り組んでいます。

ます。

その取り組みの方向性と課題、具体策を話し合いました。
〔出席者〕株式会社熊谷組
株式会社ガイアートT・K
ケーアンドイー株式会社
華熊営造股份有限公司
テクノス株式会社
（進行） 株式会社熊谷組
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前山

「一人ひとりが営業マン」という
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代表取締役社長
代表取締役社長
代表取締役社長
董事長
代表取締役社長
CSR推進部長

樋口 靖
前山 俊彦
芹澤 悟
稲 豊彦
森田 栄治
星 国人

※

私たちは、コッター式継手 を広く応用することを目指

また、現在社員の35％が60歳以上です。その人たちは

し、他分野への適用性をずっと研究してきました。これを

レベルの高いサービスの実践者ですが、3年後には40％

グループ戦略という位置付けで、グループが一体となっ

を超え、そのさらに先には自然減が発生し人材確保が厳

て花咲かせたいと思っています。

しい状況です。グループの相乗効果を得る戦略の一環と

※コッタ―式継手：現場での急速施工を可能にした床版同士を締結する機

して、熊谷組との社員の交流、流動化ということを進めて

械式継手

いただきたいと思います。
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トップメッセージ Ⅱ

株式会社熊谷組
代表取締役社長

樋口 靖

の第一歩だと思います。また、若手の台湾研修への協力

と思います。

T・K、対外折衝は熊谷組が担当することで、限られた人員

や営業情報の共有などのほか、
テクノスの
「エースアップ」

―これからのインフラ案件にどう対応していくか、個社

でも効果的に機能していると聞いています。グループ全

だけではできないものはグループ全体で取り組もうという

体で適材適所の人員配置を検討することも、工事の質・

ことですね。華熊営造さんは、台湾に新しい技術移転をし

効率アップにつながるのではないでしょうか。

ておられますが、成果はいかがですか？

―グループとしての戦略的な人材交流が重要というこ

（鉄骨柱仮設ジョイント）を台湾で最初に使用し、今では
台湾の多くの現場で使用されています。
「誠実なものづくり」を基本に安全・品質・環境での台

稲

とくりん

稲

コンテストにも積極的に参加しています。

用したほか、台湾大学でもプレキャスト工法で設計協力を

あり方などについて、樋口社長からお願いします。

森田

テクノスでは6事業を展開しています。いま、各事

して工事が始まろうとしており、プレキャストをメインに

樋口

業部の課題を整理し優先順位をつけてロードマップをつ

いろいろな営業活動を行っています。
またサイレントボイ

年後10年後の姿が決まるでしょう。ゼネコンとして生き

徳 霖技術学園という大学でプレキャスト工法 を採

※

華熊営造は、台湾で40年の歴史があり、東洋有数の規

くる作業を、担当者を交え一歩一歩進めています。このう

ド は特許を取って営業をかけており、引き合いはありま

模のダム
（徳基ダム）
や、台湾のシンボルとなる超高層ビル

ち、熊谷組と相乗効果が現れているものは土木リニュー

す。居住性向上へのニーズが高く、今後に期待できます。

（台北101、P14参照）、さらに現在建設中の二重らせんの

アルと環境事業部門です。専門性の高い土壌汚染関係の

※プレキャスト
（工法）
：一般にコンクリートの構造物をつくる時は、現場で

ような外観をもつ超高層デザイナーズマンション（陶朱隠

技術者を抱え、熊谷組の土木・建築と広く情報交換しなが

その構造物の大きさの型枠をつくった後に、コンクリートを流し込んで

園、P35参照）
を含め、台湾のランドマークを多数手がけて

ら顧客に提案しています。グループ戦略の中で一番期待

きました。熊谷組の技術力、施工管理力によるもので、今後

するのは、土木事業の特にリニューアル関係です。課題を

もランドマークを受注していきたい。それが差別化の道で

克服して協調・協力できるものをつくります。連携する工

あり、技術と組織の活性化につながります。そのためには

場の発展も大きな課題です。市場潮流を見極めて核心部

若い力が必要です。華熊営造はまた、グループ各社とも全

分にいかに早くキャッチアップするかがカギとなります。

面協力しています。熊谷組のベトナム、ミャンマー営業所

またアジア事業所は、華熊営造のおかげで台湾での

と協力し、ミャンマーの「タウングー教員養成校（大学）」
の受注を支援しました。
これらは、熊谷組の海外事業再生

とですね。それでは最後に、グループ戦略と企業としての

湾No.1ゼネコンを目指し、さまざまな研修や政府主催の

※

基盤を立ち上げることができました。勢いがあるときに
しっかりとした体制固めも必要と考えています。

熊谷組グループは、この3年間の活動によって、5

ていくために、グループ成長戦略をなんとしても成功さ

華熊営造股份有限公司
董事長

つくるが、プレキャスト工法では事前に成形されたコンクリート部材（プ

稲 豊彦

レキャストコンクリート）を工場生産（プレキャスト）
しておき、その部材

海外展開をする企業のCSRを考

を建設現場に運び込んでつなぎ合わせる

えたとき、互いの文化の違いを理

※サイレントボイド：マンション等のスラブ（床版）の軽量化と遮音性のた

解することは重要なことです。こ

めに、スラブ内に埋め込む発泡スチロール製の成型材

うしたなか、施主や設計事務所、

―人材交流・人材確保についてはいかがですか？
芹澤

協力企業も参加する台湾熊建会
は心 強い存 在です。台 湾との信

60歳から65歳へと社員の雇用が延びる中で、熊

頼関係を築くだけでなく、新しい

谷組本体でも、シニアにとっては体力的に現場をこなす

仕事の形態など、さまざまな発展
の可能性を持つ会社です。

ことが困難なケースが出てくるでしょう。こうした方々
に、これまで培ったものをグループ内で活かしてもらう

テクノス株式会社

技術共有と人材交流が創る相乗効果

代表取締役社長

というのも、大きな戦略になると思います。

せなければなりません。そのポイントは、全員参加による

森田

テクノスでは現状、所長クラスの社員が少ない

コミュニケーションであり、互いにそれぞれの仕事を理

森田 栄治

―グループ戦略に関して、技術共有や人材交流などの

ので、若手の育成がままならない。熊谷組の現場で当社

解している「心の組織化」です。そして一人の百歩より百

お客様に喜んでもらえる仕事を

相乗効果の発揮についてはいかがでしょうか。

若手社員を教育してもらうとか、若手がうまくローテー

人の一歩、全員が一歩前に進めるような会社、
どこかで変

するには、
まず社員が自分の仕事
に誇りを持つことが原点です。上

前山

当社のコッター式継手を使ったプレキャスト 床

ションされる仕組みがつくれないでしょうか。また、資格

化があれば全員が瞬時に対応できる会社になれば、熊谷

司がしっかりと組織を統括し、若

版技術は、NEXCO様をはじめ羽田空港や公共道路で採

講習などもグループ全体を対象にすれば、グループの結

組グループが社会に必要とされる企業として生き残って

用いただいています。今後は、他分野への適用を目指して

束力も高まると思います。

いくことができるはずです。

ことが、組織の相乗効果を高める

短い工期で施工できる技術の開発に取り組み、実証実験

前山

人材面については、一人当たりの生産性を上げる

熊谷組グループに求められていることは何かを常に考

と考えています。

を行い実用化していきたい。これを進めるうえで、熊谷組

ことも大事です。最近ガイアートT・Kは、熊谷組とJVで仕

え、
「 社会から信頼される企業群」を目指し、グループが

グループで一緒に未来が見える絵をしっかりと描きたい

事をやらせてもらっていますが、品質管理はガイアート

一丸となって頑張りましょう。

華熊営造股份有限公司

い社員が能力を発揮できる働き
やすい職場環境をつくっていく

7

※

株式会社ガイアートT・K

ケーアンドイー株式会社

テクノス株式会社

舗装工事、土木工事をメインに、上下水道、管工事、造園工事の調査、
設計から施工、維持まで幅広く対応。建設資材の製造販売も展開。
「品
質」と「環境」のマネジメントシステムを融合させた複合マネジメント
システムで全社統一の認証を取得している。2015年3月、アセットマ
ネジメントシステムの国際規格ISO55001の認証を取得している。
http://www.gaeart.com/

建築、電気・衛生・空調設備のリニューアル＆アフターケア専門会社と
して、ストック・循環型社会に貢献する企業を目指す。建物調査・診
断、耐震診断・耐震補強設計、長期修繕計画策定など、企画・設計から
施工まで、大規模修繕工事を含み総合的にプロデュースしている。
http://www.k-and-e.co.jp/

建設用資機材および鉄構品の設計製作、環境プラントの企画から設
計製作据付、土壌汚染調査・対策・提案・浄化工事の各分野で一貫し
たサービスを提供。また鉄骨建方新工法による現場支援、そして土
木工事のみならず既設土木構造物のリニューアル工法の開発等、幅
広い分野で独自の技術を発揮している。
http://www.technos.info/index.html
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台湾において、半導体関連工場、住宅および事務所を主体とした建設
事業を展開する海外法人。約40年にわたる事業活動において、技術、環
境など数多くの分野で賞を受賞し、各業界から高い評価を受けている。
「安全・品質・環境」台湾No.1を目指し、お客様への高品質な建造物の
提供、労働者の作業環境のさらなる向上に積極的に取り組む。
http://www.taiwankumagai.com.tw/japan/index.asp
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熊谷組グループの社会課題解決への道筋
か ん き ょ

CASE

01

田尻地区函渠その5工事（東京外かく環状道路）
〈熊谷組＋ガイアートT・K＋テクノス〉

東京

首都圏における交通渋滞緩和、スムーズな物流への効果が期待されている3つの環

今回の工事ではTRD工法による連続地中壁、LED照明によるイメージアップ（写真、左）、ベース
のコンクリートに採用したパイプクーリングシステムなど、多くの技術提案を行った

★ 千葉

Special feature CASE 01

特集

状道路（圏央道、外環、中央環状）。これまで3環状の施工に長く携わってきた熊谷組
は、熊谷組グループのガイアートT・K、テクノスのサポートを得ながら、その最終段
階ともいえる外環の開通に向けて作業を進めています。

開削工法の要となる地中壁をつくるための芯材が、深い所では
ｍ以上にまで打ち込まれている

50

首都圏を変える「3環状」の一つとなる外環
1963年、首都圏道路交通の骨格として計画された3環

外環道（千葉県区間）は、当初計画は高架構造だったが、
市街地を通過することから環境に配慮した構造へと見
直し、半地下構造で道路両側に環境施設帯を設ける

住宅と河川に挟まれた国道下の開削工事という条件
が、工事の難易度をあげている

国道・市道・交差点という厳しい条件により、何度も整
備しなおした切り回し道路（迂回道路）

状9放射は、東名・中央・関越・東北道などの放射方向の道
路は整備されたものの、環状方向は整備が遅れていまし

チェーンソー型のカッターで地盤を掘削し、そこにセメ

報の共有とそれに対応する迅速な機動力です。工期が厳

た。その結果、都心環状線に車が集中し慢性的な渋滞が

ントと水を混ぜたセメントミルクを入れて、挿入した芯

しいなか、次々と発生する多様な課題に対応できたのは、

問題化、3環状道路（圏央道、外環、中央環状）の完成によ

材と一緒に固めてソイルセメント壁を造成します。安全

グループならではの総合力といえます。またこの機動力

性も止水性も高い工法ですが、
「 TRD工法は、掘削精度が

は、意外な場面でも効果を発揮しました。2014年2月の

熊谷組が施工する東京外かく環状道路の千葉県区間

求められオペレーターの技術が問われます。特にこの場

大雪の際には、千葉県内で作業をしていたガイアートT・

は、2017年度の開通を目指し、現在工事の大詰めを迎え

所は地下25ｍまでは軟弱で地下水位が高いなど条件が

Kが駆けつけ、道路整備に使うモーターグレーダーで近

ています。2011年12月の開始からすでに3年半、注目度

厳しく、工事は非常に難易度の高いものでした。これまで

隣の公道を除雪。近隣住民との信頼関係構築に大きく役

の高い工事だけに見学者も多く、発注者である国土交通

大きなトラブルもなく進められたのは、奇跡的ともいえ

立っただけでなく、国土交通省からの緊急除雪要請に応

省はもちろん、官庁関係や地元中学生などの近隣住民、

ます」
（ 町田）。

えて山梨県の道路復旧に尽力し、評価されています。

グループ連携で対応した多くの課題

無事故・無災害での完成を目指して

る都心の交通渋滞解消が期待されています。

また熊谷組の新入社員研修などにも利用され、月に3〜4
回は訪れるといいます。訪れた人が目にするのは、開削工
法によって地下深く広がる大空間です。

難易度の高い工事を実現した2つの工法

今回の工事はほかにもさまざまな課題があり、熊谷組

困難の連続ではあったものの、難易度の高い工事をこ

グループのガイアートT・Kとテクノスが大きな役割を果

なし、限られた期間に柔軟に対応したグループの実績は

たしています。

確実に次につながっています。たとえばガイアートT・K

開削工法は、地上から土を掘ってできた穴の中にトン

現場は住宅が近接し、国道298号、市道と交差点のあ

ネルをつくり、道路をつくった後に土を埋め戻す工法で

る複雑な条件。切り回し道路（迂回道路）を担当したの

す。開削工法は土が崩れるのを防ぐ土留め壁をいかに構

がガイアートT・Kです。
「 現場作業を止めずに、現道を活

「この厳しい現場で、これまで一生懸命やってきた人た

築するかがポイントで、頑丈な連続地中壁をつくるため

かしながらつくることが最も大変でした。近隣住民から

ちがいて今の評価につながっている。いいものをつくる、

に2つの工法を用いています。浅い所は排泥を削減でき

の苦情にもつながりやすい部分だけに、失敗できないプ

事故は起こさない。それが現在、工事に携わっている私た

環境負荷軽減につながるECO-MW工法を採用。深さが

レッシャーも大きかったですから」
（ 堀田）。工事の進捗

ちの使命だと現場には伝えています。最後まで質の高い

54.5mに達する雨水貯留槽の部分は、より剛性の高い壁

状況に合わせてつくり変える作業が何回も続きましたが、

工事を続け、無事故・無災害で終わらせてこそ本当の評

を構築できるTRD工法を採用しています。

「今まで交通災害は一度も起こっていません」
（町田）。

町 田 所 長は、3 環 状の施 工に長く携 わってきたベテ

さらに予想外だったのは土質の問題です。建設発生土

ランですが、それでも今回はハードルの高い工 事の連

の土質改良が必要となり、そのための土質試験関係をす

続だったといいます。T R D 工 法は、刃 先が 非 常に長い

べてテクノスが担当、次々と発生する課題への多様な対

は、千葉県内の港湾整備の受注が続き、信頼が求められ
る公共事業への大きな足がかりをつくりました。

価がもらえる。だからこそ今が、過去3年半やってきた工
事の集大成の時期だと思っています」
（町田）。
完成まであとわずか。多くの人が関わった大工事も、い
よいよ最終ゴールを迎えようとしています。

応が求められました。その際には発注者から指定された
技術への柔軟な対応もあり、
「 工期が厳しく、通常の検査
で分析結果を待っていては土を処分するのに間に合わ
ない。そこで分析時間を短縮し、発生土の適正な処分を
すばやく確認するために採用されたのが“迅速法”です。
今回の取り組みで、迅速法の実績がつくれたと思います」
（株）熊谷組 首都圏支店
外環田尻事業所 作業所長

町田 憲泰

9

熊谷組グループCSR報告書 2015

（株）ガイアートT・K
東京営業所 作業所長

堀田 佳宏

テクノス（株）土木事業部
営業・技術部 土壌環境技術
グループ グループ部長

村田 均

（村田）。
共通するのは、グループ会社という強みを活かした情

【プロジェクト概要】
工事名 田尻地区函渠その5工事
住所
千葉県市川市田尻5丁目地先
発注者 国土交通省 関東地方整備局
工期
2011年12月22日～2015年11月30日
■工事概要
東京外かく環状道路の千葉県区間の田尻地区において、国道298号および市
道7094号を切り回しながら
（迂回道路の整備）、開削工法により地下に道路を
整備。そのための函渠（箱形の水路）と堀割スリット
（国道を地表へと整備する
半地下部分）、貯留槽・階段室を構築

熊谷組グループCSR報告書 2015
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今後の需要拡大が見込まれる大規模リニューアル

特集

熊谷組グループの社会課題解決への道筋

年間ずつ停めて作業を実施します。日中の組立・取付作

今回のプロジェクトは、2社が計画段階から協働し、知

CASE

新宿ワシントンホテル本館改修工事

業は8〜18時に行い、夜間の0〜6時は昼間使用できな
いエレベータを使っての資材や解体材等の荷揚げ・荷卸

識・情報を出し合ったことが順調に進行している大きな

し作業に特化し、ホテル営業に極力支障がないように行

要因といえます。ケーアンドイーの設備更新のノウハウ、

02

〈熊谷組＋ケーアンドイー〉

山手線
新宿

2015年4月、竣工から32年を迎えた新宿ワシントンホテルの客室全面リニューアル

★

が始まりました。建築資産の有効活用が注目される今後、増加が予想される大規模リ
ニューアルのモデルケースを目指し、熊谷組とケーアンドイーがそれぞれの得意分
野を活かして、工期1年、客室稼働率50％という高いハードルに取り組んでいます。

われています。しかし1年間で21フロア・1297室の工事

熊谷組の総合的な品質・安全管理のノウハウ融合がポイ

を行うためには、2週間おきに各階の工事を終え、竣工検

ントといえるでしょう。また受注だけではなく、工事を進

査、引き渡し・稼働を繰り返す状況で、
「この作業が1年間

める過程でも「ケーアンドイーで受注する一般の改修工

続くので、正直、気の休まる時がないです」
（ 髙林）という

事はサイクルが早く、1〜2ヵ月程度、規模は熊谷組の10

過密なスケジュールです。

分の1にしか満たない。今回は一つの現場で解体から仕

ホテル従業員・作業員に配慮した現場運営

短期工事を可能にした改修工事の経験と実績
新宿ワシントンホテルは竣工32年を迎え、これまで継
続的に改修は実施してきたものの、老朽化が目立つ部分
や性能向上が求められる部分も多く、客室の全面的なリ
ニューアルが必要とされていました。当初は配管類も含
めて取り替える案もありましたが、それでは5年、工法を
変えても3年の期間を要するとの予測でした。受注時に
は、リニューアルグランドオープンは2016年4月、工事
中には客室の半分程度は稼働する条件が決まっており、
工期はわずか1年。短縮のために、まず改修品目を電気・
衛生・空調設備、エレベータ、内装改修などに絞り込み、そ
れでも1.5〜2年はかかるという計画のなか、昼・夜の作
業を行うことで1年に圧縮する計画を立てたのです。
新宿ワシントンホテルは熊谷組が施工し、ケーアンド
イーは2004年から同ホテルの改修工事に携わってきた
実績があり、
「 居ながら工事のため、漏水などは重大なト
ラブルとなります。過去の経験をもとに起こりうるリス
ク、事故が起こった時の対処などが予測でき、計画段階
できめの細かいリスクアセスメントができたことが大き
かったと思います」
（田久保）。また長年ホテルの改修工事
に携わってきた髙林所長は、
「ホテルが営業中に夜できる
こと、昼できることを経験的に把握していました。両社が

髙林所長は、営業しながらの改修工事の最も大切な点
は「ハードよりソフト。
“ 人”ですね」と語ります。例えばあ

上げまで何回も実施するため、最初の不具合や経験が次
で活かせる。このような大きな現場に関わることは、自分
自身の成長につながるだけでなく、会社にとっても経験
値を上げる大きなメリットだと思います」
（田久保）。

いさつ運動。お客様との導線は分けていますが、従業員の

多様化する宿泊客に対応するために、ホテルのリニュー

方とはエレベータで顔を合わすため、笑顔でのあいさつ

アルは増加すると予想されますが、完全な休業は顧客離

を徹底する。また建物内を通過する際は保護帽・安全帯

れ、従業員の雇用などのリスクを伴い、今回のような稼働

を外し、清潔な作業服で不快感を与えないようにする。
こ

しながらの工事はよりニーズが高いはずです。さらには、

うしたルールを毎朝、髙林所長自ら伝えることで、現場全

ホテル以外の病院や公共施設など、さまざまな施設に応

体への指示・教育が徹底され、イレギュラーな行動をする

用できる可能性も秘めており、
「プロジェクトごとに条件

作業員がいなくなり、従業員の方とのコミュニケーショ

は違っても、経験を積み上げていくことで、自信をもって

ンも良好に進んでいます。

改修工事に臨むためのデータベースをつくることができ

また人への配慮は、現場で働く作業員にも大切です。
現在、日中は約100人、夜は10〜13人ぐらいが働いてい

Special feature CASE 02

客様用6台、業務用2台。このお客様用6台のうち3台を半

る」
（髙林）。今回の実績がその大きな一歩となることが期
待されます。

ますが、
“ 快適職場”を目指して作業員のためのトイレや
休憩室、喫煙所、貴重品や着替えを保管できるロッカー、
冷蔵庫などを配備。また現場が都内ということで駐車場
が少なく、電車通勤が中心となることから、撤去予定のユ
ニットバスを借用して、毎日作業員がシャワーを利用でき
るようにしています。もちろんシャワーがある現場は珍し
く、夏の暑い時期は非常に好評です。こうした配慮は、一
人ひとりの整理整頓や清潔な現場づくりへの意識を高め
るとともに、安全面・品質面の向上にもつながっています。

【プロジェクト概要】
工事名
新宿ワシントンホテル本館改修工事（2015年）
住所
東京都新宿区西新宿3丁目2番9号
発注者
新宿サテライト
（株）
・藤田観光（株）
設計・監理 （株）松田平田設計
施工
熊谷組・ケーアンドイー共同企業体
工期
2015年4月1日～2016年3月31日（客室改修）
2015年4月1日～2017年1月31日（EV改修）
■工事概要
SRC造地下4階地上25階建ホテルの4～24階の客室のリニューアルで、客室
タイプの変更を行い1297室を1279室に変更。稼働しながらの施工のため、
緩衝階を設けて順次施工。EV11台の更新工事

■フロアごとの工事進捗状況
（2015年9月末予想）
PHRF

把握・蓄積していた情報が裏付けとなって、今回の大胆な

ＥＶ機械室

PH2F

ＥＶ機械室

計画が実行できたともいえます」。

RＦ

建物は4〜24階が客室となっており、エレベータはお

24Ｆ

ＥＶホール

レストラン

25Ｆ

客室

機械室

廊下

ＥＶホール

客室

廊下

23Ｆ

営業階

（引渡済）

22Ｆ

解体工事：一部は客室タイプ変更により間仕切り壁の移動も実施

21Ｆ
20Ｆ
19Ｆ

緩衝階

（騒音・振動対策）

18Ｆ
17Ｆ
16Ｆ

上階より下階へ
順次施工開始
約２週サイクル

15Ｆ

客室

廊下

ＥＶホール

客室

廊下

施工階
（2週サイクル）

14Ｆ
13Ｆ

客室階

12Ｆ

緩衝階

（騒音・振動対策）

11Ｆ
10Ｆ
9Ｆ
8Ｆ

営業階

7Ｆ
6Ｆ
5Ｆ

熊谷組・ケーアンドイー共同企業体
新宿ワシントンホテル作業所 作業所長

髙林 邦夫（熊谷組）

熊谷組・ケーアンドイー共同企業体
新宿ワシントンホテル作業所 副所長

田久保 学（ケーアンドイー）

4Ｆ
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廊下

ＥＶホール

廊下

客室

利用者のニーズに合わせてツインを増室す
るなど客室タイプを変更。1297室の客室は
1279室へ（写真はモデルルーム）

ＥＶホール

3Ｆ

ロビー

ラウンジ

レストラン・宴会場

ＥＶホール

2Ｆ

11

客室

一目で作業段階がわか
るように各部屋のドアに
内装工事：ボード・クロス・カーペット、ユニットバ 貼られた工事進捗表。こ
スを改装
うした細かな配 慮がス
ムーズな工事を支える

1Ｆ

B1Ｆ

結婚式場

宴会場

レストラン

プラザ

ＥＶホール

ＥＶホール

レストラン
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熊谷組グループの将来像
再生をスタートした熊谷組は、世の中の変化に対応しながら、
熊谷組グループとして、未来に向け社会の重要な一員として成長していきます。

（株）テクニカルサポート

持続可能な
社会への貢献

安全・安心
の提供

事務代行・保険代理店

社員の
働く喜び

ダイバーシティ
の推進

華熊営造股份有限公司

建築事業

40年にわたり台湾各地においてさまざまな建設工事を行い、台湾のランドマークとなる
建築物を手がけてきました。その中でも、2004年にグランドオープンした「台北101（台
北国際金融センター）」は、建設当時、世界一の高さ（508m尖塔含む）を記録した建物

地球環境への
社会から信頼され、
お客様に最高の"感動"をお 届けする 貢献
『建設サービス業』 へ

熊谷組グループ内の経理・人事・総務の間接業務の
シェアードサービス化による人材事業部、事務代行

です。現在、台北では、螺旋（らせん）を描く斬新なフォルムが話題と
なり、国内外から多くの注目を集めている超高層デザイナーズマン
ション「陶朱隠園」
（タオヂュインユェン、
通称アゴラタワー）
（ P35参照）、会議場・

事業部並びに自動車・火災保険、生命保険に関する

スポーツ施設などを兼ね備えた総合セン

保険代理店を行う保険事業部の3事業部体制で、グ

タービル｢忠泰建設多目的センター｣な

ループ全体の経営基礎強化、経営効率化、業務品質

企業価値
の向上

向上並びに収益向上に貢献しています。また、当社の
役職員における女性比率は約70％であり、きめ細や
かなサービスを提供しています。
テクノスペース・クリエイツ（株）

どを建設中です。
台北101

『発信力の強化』

生産性
の向上

施工図他

CADと情報システムを

人材の
高付加価値化

お客様の
感動

（株）ファテック
技術を駆使して高性能な製品・
技術を提供します。国内で初め
て実用化し広く普及したリサイ
クル緑化工法の
「ネッコチップ工

クトの計画段階から竣工

法」、マンションの上階で発生す

『求心力の構築』

まで、施工計画図や各種

可塑性注入材、耐火性補修材など構造物の維持・更新技術を中心に商品化を進めます。

心 に 事 業 展 開していま
す。最近では熊谷組関連

テクノス（株）

部署と連携し、BIMの新

績と豊富なノウハウを積み上げ、お客様から高い評価を得ています。またクワトロカッ

始めました。また、大学や建設会社向けに、CADの基
本操作から応用、建築知識の初級から現場業務レベ

BIM
CIM

ルまで教育事業も行っています。当社は、建設業務を

テクニカルサポート
事務代行・保険代理店

あらゆる分野からバックアップしていきます。

テクノスペース・
クリエイツ

建築リニューアル

スローガン

『全員参加の経営』

華熊営造（台湾）

ケーアンドイー

社員一人ひとりが立ち居振る舞いやあいさつに磨き

建設市場の
変化への対応

テクノス

土木リニューアル・
資機材製作他

をかけ、営業から施工・アフターケアまで、一貫して

やかな対応を念頭に置き、日々進化し続けます。
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社会環境の変化
人口減少と
高齢化の進行
● 巨大災害の切迫、
インフラの老朽化
● エネルギー
・地球環境
問題の深刻化
● グローバリゼーションの進展
● 技術革新の進展

ガイアートＴ・Ｋ

土木･建築事業

道路舗装・維持管理
新事業分野への取り組み

●

化、大壁厚化を実現しています。
維持・更新技術の
商品展開

エースアップ

（株）ガイアートT・K

クワトロカッター

道路舗装・維持管理

より安全・安心を求める時代に
対して、舗装技術でその解決に
挑んだのが「フル・ファンクショ

本格的な維持・
更新時代の到来

建設業への期待
●

熊谷組グループの成長

導入し、ソイルセメント壁工法の大深度

技術商社

技術 投資 協力会社

熊谷組

です。当社では特にCSM工法を一早く

ファテック

建築リニューアル

建物のリニューアルを中心とした業務を行っており、

を地中で混練してソイルセメント壁を
造成し、H形鋼などの芯材を建込む工法

〈ニューアイデンティティ〉
〈グループ成長戦略〉〈先人たちから継承すべきDNA〉
人

ター「CSM（カッター・ソイル・ミキシング）工法」は、硬質地盤においてセメントミルク

海外事業展開と
基盤整備

建築事業

グループにおける
協働環境・協働意識・心の組織化

施工図他

施設新設
需要の減少

高めるサービス」提供を目指し、スピーディできめ細

土木リニューアル・資機材製作他

鉄骨建方システムのパイオニアとして、
「エースアップ」は国内約4,000件と数多くの実

しい 事 業 展 開 を 模 索し

スにおいて必要とされる「保有（建物）資産の価値を

サイレントボイド

品を製造、販売。2015年度は、プレミックス化した超高強度モルタル（100Ｎ/mm2）や

ど、ソフトサービスを中

実践を目指しています。お客様の生活・人生・ビジネ

ネッコチップ工法

る生活音などの下階への伝搬を大幅に低減する「サイレントボイド」など、他社にない商

申請、建築施工図作成な

お客様とかかわることのできる「建設サービス業」の

技術商社

熊谷組グループが開発した最新

活用し、一つのプロジェ

ケーアンドイー（株）

忠泰建設多目的センター

ン・ペーブ」です。また、これから
フル・ファンクション・ペーブ

プレキャスト版施工状況

の道路の維持・更新は、安全で確
実な品質はもちろん、供用して

防災・減災・応災
いる道路や施設を限られた時間と労力で施工することが求められています。
これを実現
● インフラの再生と長寿命化
しているのがプレキャスト技術です。我々は成熟したと思われた舗装技術をより「極め
● 震災復興
● 低炭素・循環型・自然共生社会
る」集団であり続けます。
● エネルギーの安全・安定供給
● 国家プロジェクト
（東京オリンピック・パラリンピック、
中央リニア新幹線）
熊谷組グループCSR報告書 2015
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熊谷組グループ再生に向けた新たな取り組み
熊谷組グループ再生に向けて、当社では2014年10月、3つのプロジェクトを立ち上げました。市
場環境に影響されない安定した収益力を確保する熊谷組グループ再生の経営基盤を築くための
根底となるプロジェクトです。それとともに、1年前倒しで中期経営計画（平成25〜27年度）の目
標を達成し、新たな中期経営計画（平成27〜29年度）を策定しました。

熊谷組グループ中期経営計画
●● 中期経営計画（平成25〜27年度）の総括
2013年4月、当社は「中期経営計画（平成25〜27年度）」

熊谷組グループの未来に向けた3つのプロジェクト

熊谷組の歴史の総括

熊谷組グループのニューアイデンティティの確立

再生に向けてスタートするにあたって、同じ過ちを繰り返

今後の熊谷組グループのさらなる100年の発展のために、

さないための前向きな提言として、あえて過去の失敗も含
めて総括し、いつでも戻れる原点としての指針を示す。

り、受注・売上・利益いずれも当初の計画を大きく上回り、

本業での収益力の回復と将来に向けた収益基盤の整備”を

計画を 1 年前倒しで達成しました。

■主要数値目標と実績（単位：億円）
売 上 高
営業利益
経常利益

平成27/3期計画 平成27/3期実績
2,700
3,621
37（1.4％）
161（4.4％）
30（1.1％）
157（4.3％） 達成

>

平成28/3期計画
2,800
55（2.0％）
48（1.7％）

「全員野球」を目指し、新しい共通のアイデンティティを

平成27/3期計画 平成27/3期実績
2,080
3,295
2,030
2,882
19（0.9％）
130（4.5％） 達成
16（0.8％）
155（5.4％）

>

平成28/3期計画
2,130
2,100
34（1.6％）
31（1.5％）

新幹線の新設など、中期的には一定の建設需要が見込まれ

現下の建設市場は、東北での震災復興工事、社会インフ

プロジェクトⅢ

グループ成長戦略プロジェクト
5年後・10年後の建設市場の変化に対応したセグメントと最適組み合わせ、
ポートフォリオの確立を目指す。

●● プロジェクトⅠ

「熊谷組の歴史の総括」

日本経済は1990年代初頭にいわゆる「バブル」が崩壊
し、その後「失われた20年」と呼ばれる低成長期に突入しま
して成長を遂げていました。その後、無理な「受注」や「海外
投融資」等の後遺症が重なり、難しい経営の舵取りを余儀
なくされた時期がありましたが、総じていえば「建設本業」
を地道かつ堅実に歩んで来たといえます。
「プロジェクトⅠ」では、熊谷組の歩んだ歴史を真摯に受け

狙いとしています。
「求心力」が強ければ強いほど、お客様をはじめ社外に向
けたグループの「発信力」は強くなります。そして発信した
内容と強さが、グループの「ブランド」形成につながります。

「グループ成長戦略プロジェクト」

ジェクトⅢ」では、熊谷組グループの成長の道筋を提唱して
います。
「全員参加の経営」、
また戦略の第一の柱に、グループ企業が

収益力の確保」を経営課題とする「熊谷組グループ中期経

2015年4月、当社が置かれている環境ならびに課題をあ

営計画（平成27〜29年度）」を策定しました。
「 量より質」の

らためて認識し、現行の計画の実施状況を総括したうえで、

経営を徹底し、グループ個社ごとの成長に加え、グループ

お客様に最高の“感動”をお届けする『建設サービス業』を

の協働による相乗効果を取り込んだ「成長」を「全員参加の

目指し、
「 将来にわたり市場環境に影響されない安定した

経営」のスローガンとともに取り組んでいきます。

■経営目標・基本方針

目指す
企業像

スローガン
お客様に最高の“感動”をお届けする『建設サービス業』

経営目標

「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≫

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〜

なって成長を目指す「グループ経営」を据えています。また、

5.技術・人材の高付加価値化

事業を推進していくうえで、
それを下支えするために不可欠

6.新規事業の開拓

な要素として
「人」
「技術」
「投資」
「協力会社」
をあげています。

向けて日々検討を続けています。

売 上 高
営業利益
経常利益

平成28/3期計画
3,500
119（3.4％）
115（3.3％）

平成30/3期計画
3,800
158（4.2％）
154（4.1％）

単体

以上、3つのプロジェクトでは、熊谷組グループの未来に

■主要数値目標（単位：億円）
連結

らに結集する環境をグループ内で育む「求心力」の構築を

●● 中期経営計画（平成27〜29年度）

コミュニケーションを通じてアイディアを出し合い、一緒に

「プロジェクトⅡ」は、グループ社員の「心の拠り所」を構
築します。
これによりグループの組織を活性化し、総力をさ

体として縮小していくことが予想されます。

で形づくられる「総力を結集する環境」を元として、
「 プロ

業績を達成した先人たちの「挑戦心」を、未来に継承すべき

「熊谷組グループのニューアイデンティティの確立」

ク・パラリンピック開催に伴う関連投資およびリニア中央

「プロジェクトⅠ」で得られた「教訓」と「プロジェクトⅡ」

成長に向けた活動のスローガンを、仲間が相互に補い合う

●● プロジェクトⅡ

から「維持・更新」へと質的に変化しながら、建設市場は全

●● プロジェクトⅢ

止め反省を行うとともに、1980年代に業界トップ水準の
であると提言しています。

ます。しかし、2020年以降は、社会インフラ整備も「新設」

ラの強靭化・老朽化対策に加え、2020年東京オリンピッ

『 全 員 参 加の 経 営 』

した。熊谷組も安定成長期の建設投資の順調な伸びに連動

熊谷組グループCSR報告書 2015

受 注 高
売 上 高
営業利益
経常利益

確立する。

●● 事業環境認識

15

単体

プロジェクトⅡ

できました。その結果、建設業を取り巻く環境の好転もあ

を策定し、
「どこよりも信頼される企業」を目指して、
“ 建設

連結

プロジェクトⅠ

経営課題として、グループ一丸となって諸施策に取り組ん

受 注 高
売 上 高
営業利益
経常利益

平成28/3期計画
2,720
2,700
89（3.3％）
92（3.4％）

平成30/3期計画
2,850
2,950
123（4.2％）
124（4.2％）

熊谷組グループCSR報告書 2015
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信 頼 を築 く

熊谷組のCSR

信頼の基盤―ガバナンスとコンプライアンス

「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。

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、

2015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。

コンプライアンスの徹底に取り組んでいます。
2014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。

コーポレート・ガバナンス

熊谷組は、
“お客様（顧客、株主、協力会社、地域社会、エンド

取締役については、経営責任の明確化と最適な経営体制

●● コーポレート・ガバナンス体制

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。
■「熊谷組のCSR」概念図

の構築のため、任期を１年としています。また、取締役の職

当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性をより高めて

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

いくため、取締役会、監査役会、会計監査人からなるコーポ

ます。さらに、経営者として実務実績を有する社外取締役

レート・ガバナンス体制を採用しています。

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。監査役については、

信頼と信用を積み上げる

熊谷組のCSRの考え方

社外監査役に弁護士、公認会計士を選任し、専門知識に基
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。

経営理念

監査

執行役員

監査

事業部門

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

業務執行
経営会議

●● 内部統制の実効性向上に向けて

制の実効性を高めるため、
「 内部統制システム構築の基本
監査
指示

指導

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。

管理部門
法務コンプライ
アンス部
（牽制機能）

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。

評価

信頼を築く
誠実なものづくり

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推進

ホームページでの株式情報のタイムリーな掲載

○

お客様の声の積極的な収集と活用

CSヒアリング、3年目アンケート、顧客満足度調査の実施と関係者への展開

○

社員間のコミュニケーションの活性化

古本回収による被災地支援、納涼会、チャリティ落語会などの開催

○

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

作業所長、グループ会社社員などを対象とした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

◎

CSRに関する啓発
安全・快適な
職場づくり

各種情報の展開、説明

環境関連法規制教育、省燃費運転研修、eラーニング、イントラによる情報提供

○

繰り返し型類似災害・事故の防止対策の確認、指導

内部監査実施、社員の集合教育・専門工事業者への教育実施

△

熊谷組BCP※──震災に対する危機管理
当社では、大地震が起きた場合でも、インフラ復旧工事
やお客様対応などの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、首都直下地震を想定した「首
北地方太平洋、日本海沖またはその周辺の地震を想定した

社員力の充実

○

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

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

△

環境社会貢献活動の推進

環境教育、事業所周辺の清掃活動、河川清掃、山林間伐

◎

さらに、BCPの実効性を維持・向上させるために本社に

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、環境イベントへの参画

◎

危機管理委員会を常設しています。委員会ではPDCAサイ

次世代への技術の伝承

土木：全国技術発表会・専門工種会議の開催、若手社員の研修実施
建築：新任作業所長会議実施、施工図実施研修実施、他支店パトロールへの若手社員同行
資格取得支援教育実施、良好事例のイントラ展開

○

クルに基づいたBCP活動の年度計画を策定し、訓練計画や

仕事と家庭の両立支援

第３次次世代育成支援計画の実施

○

研修など防災体制のレベルアップを行っています。

職場における女性活躍の推進

特定職の総合職への登用、女性社員の採用増

○

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

◎

など

2015年度計画は、2014年度計画を継続実施していま

※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。

都圏版BCP」、南海トラフ地震を想定した「関西版BCP」、東

土木：各作業所で一歩踏み込んだ品質向上の創意工夫の取り組み実施
土木：これまでより一歩踏み込んだ行動実践で品質向
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、
上を！
3.全社強化施策の推進）に基づく品質確保の活動
建築：PDCAサイクルを継続して日常業務にビルトイン

す。ただし、基本方針「高品質な製品・サービスの提供」の年
熊谷組グループCSR報告書 2015

監査役（会）

監査
監督

会計監査人

2014年度の主な活動実績

○

働きがいがあり、
明るく
活気に満ちた
職場づくり

取締役（会）

監査室
（内部監査
機能）

協力会とのパートナーシップの強化、熊谷マイスター認定
熊土会（土木系主力業者群）現場責任者と当社中堅社員の合同研修会継続実施
台湾熊建会を提携支部として認証

環境に配慮した
事業活動

選任

選任

[評価] ◎：達成 ○：ほぼ達成 △：不十分 ×：未達成

2014年度計画

●● 2015年度CSR活動計画
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一 建設を核とした事業活動を
通して、国内外において自
然との調和のとれた人間活
動の場を構築し、優れた総
合力を発揮して社会に貢献
する企業集団を目指す。

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。

地元小学校の校外学習会への参画、地元神社の大祭への参加

高品質な製品・
サービスの提供

選任

指示

地域活動への積極的参加
ステークホルダー
との
信頼関係の構築

監査法人より公正な監査を受けています。

株主総会

指示

●● 2014年度CSR活動の実績・評価
基本方針

一 一貫した高品質な顧客サー
ビスと企業環境との調和を
図り、社会に豊かさを提供
する、創造的な企業集団を
目指す。

一 意欲と誇り、自信に満ちた
社員に、多様な自己実現の
場を提供する活力ある企業
集団を目指す。

一 企業市民としての自覚と責
任を持ち、品位を重んじた
行動により、社会に評価さ
れる企業集団を目指す。

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）を通し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。

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、

■コーポレート・ガバナンス体制図

「東北地方（港湾空港関係）版BCP」を策定して、国土交通
省の各地方整備局から認定を受けています。

当社ではこうした平時からの活動を通じ、有事のときに
はお客様から頼られる企業を目指し、グループ会社と連携
を取りながら、社会に貢献する建設会社を目指して事業継

度計画を「土木：日常業務でPDCAを確実に回しさらなる

続力の向上に努めています。

2014年度に実施した熊谷組BCP訓練

品質向上へ、建築：PDCAサイクルを確実に回し、日常業務
にビルトイン」に変更しています。
熊谷組グループCSR報告書 2015
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信 頼 を築 く

株主・投資家への情報開示
株主・投資家の皆様に、熊谷組グループをご理解いただくために、

コンプライアンス

法令規則で定められた情報の適時・適切な開示はもちろん、
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

●● コンプライアンス体制

含む当社社員およびグループ会社の社員は毎年、
「 法令遵

信頼と信用を積み上げる

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、

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】

株式の構成と配当の状況

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

法令遵守に関する基礎知識向上のために、2014年10月

立っています（下図参照）。また、それに加えて、経営から独

から2015年3月にかけ、当社社員のほか、グループコンプ

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

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

当社では、2003年10月に300億円の優先株式を発行し

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

て、建設業法の一部改正や情報漏洩等をテーマに社内研修

ましたが、その後着実に消却を続け、2014年9月に全株の

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。

会を実施しました。

消却を完了しました。

【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

■コンプライアンス体制図
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

外部評価機能
勧告

経営 指示

自律機能

本支店各部署
事前判断の徹底

社外の目で評価

監査機能
監査室

監査結果報告

厳正な監査

監査の実施と是正勧告

法遵守監査
委員会

体制整備と法務支援

指示

［法遵守監査委員会の開催］

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。2014年度においては、
ｅラーニングを用いた
法遵守に関する社内教育を実施しました。

●● 反社会的勢力の排除の体制

当社では、リーマン・ショック後の2009年3月期より無
配を継続してきましたが、2015年3月期において、優先株
式の消却が完了するなど財務体質の改善が進むとともに、

ことができると判断したことから、7期ぶりに配当（1株あ

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

たり2円配当）を実施することとしました。

解説して社員に周知しています。

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

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

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

努めています。

●● 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。

■株主構成（2015年3月31日現在）

＊自己株式を控除しています

金融機関

58,873名
144,839,850株
（38.6%）

証券会社

84名
20,130,089株
（5.4%）

外国人

その他国内法人

248名
87,367,901株
（23.3%）

584名
14,290,351株
（3.8%）

■株式の状況（2015年3月31日現在）

・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／753,200,000株
・発行済株式の総数／377,544,607株
・単元株式数／1,000株

●● 当社株について

・株主数／59,845名
・株主名簿管理人／三井住友信託銀行株式会社

2015年4月より、主要な株価インデックスである「日経

・事業年度／毎年4月1日～3月31日まで

500種平均」銘柄に採用されました。

・期末配当基準日／毎年3月31日
・定時株主総会／毎年6月

IRコミュニケーション（投資家への広報活動）
●● 証券アナリスト向け決算説明会

した。当社からは建築事業本部長、土木事業本部長、経営企

各種の基本ルール（基本理念、個人情報保護方針、個人情

し、当社のコンプライ

報保護規程など）を制定するとともに、同法の定める法定

2015年5月21日、本社会議室で、証券アナリスト向け決

容と、今回新たに策定した中期経営計画の概要について説

アンス体制について

公表事項をホームページ上に掲載し、株主、社員その他当

算説明会が行なわれ、証券アナリストら約40名が参加しま

明を行いました。質疑応答時には多くの質問がなされ、都

意見を交換しました。

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

度、当社出席者が丁寧に回答しました。参加者は熱心に資

および保護に対する取り組みを行っています。また、
「 個人

料を見たり、メモをとるなどして、建設業および当社に対す

情報保護法対応マニュアル」を策定し、これを全社員に展

る関心の高さがうかがえました。

2014年度においては、高速道路建設工事、商業施設改修
工事および庁舎新築工事の労働災害に伴う地方公共団体
からの指名停止措置並びに過去の瑕疵事案に関する地方
公共団体からの指名停止措置を受けました。

●● 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

開して個人情報の保護に努めています。

画本部長、管理本部長、主計部長らが出席し、当社の決算内

●● 株主とのコミュニケーション

なお、2005年4月の個人情報保護法全面施行以来、当社
では個人情報の漏洩事故は発生していません。

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

●● 訴訟の状況

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）、

全国5地裁で訴訟係属中の「トンネルじん肺損害賠償請

「株主通信」を発行し、全株主に郵送しています。

求事件」を除き、2015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8件となっています。

1名
2,7
（0.

個人・その他

55名
108,188,543株
（28.9%）

委員会も複数回開催

●● 法令違反（行政処分および行政措置等を含む）
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●● 復配について

ライアンス・プログラム」の中に「不法勢力対処プログラム」

門工事請負約款」および「資機材等売買取引契約約款」等に

法遵守監査委員会（2015年3月）

一つとして取り組んできました。

後の事業環境等を踏まえ、将来に向けて安定的成長を図る

役員、経営企画本部長、管理本部長、監査室長）に加え、元裁

する臨時法遵守監査

ものであり、当該優先株式の早期消却を重要な経営課題の

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

除を目的として、協力会社との取引の際に使用している「専

重大な瑕疵事案に関

当社の優先株式は経営再建計画の一環として発行した

一定水準の利益を確保できる見通しとなりました。また、今

法遵守監査委員会は、社内委員（常勤監査役、綱紀担当

ほか、当社で発生した

●● 優先株式の消却について

当社では「熊谷組行動指針」において、反社会的勢力に対

また、当社は、各種取引からの暴力団等反社会的勢力排

催しています。2014年度は2015年3月に定例で開催した

19

それ以外の情報についても積極的な開示に努めています。

2015年に開催した証券アナリスト向け決算説明会
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信 頼 を築 く

お客様の信頼
【社員への啓発活動】

「お客様に感動を」
これが熊谷組に根付いている文化です。
お客様の声に対して全員参加で真摯に迅速に応え、誠実な営業、誠実な施工、

お客様から寄せられた声（苦情、お礼）、社員の声（意見、

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。
信頼と信用を積み上げる

お客様からの評価を"ものさし"として、自ら考え、自ら動く
熊谷組では、2002年から「お客様に感動を」のポスター

「お客さま相談室」の活動

を作成し、すべての作業所と事務所に掲示しています。

お客様に連絡先を
記載したステッカーを配布

ポスターには、
「お客様に感動を」の言葉とともに、
「お客

についての評価の推移を見ると、2010年以降、2013年ま

ジン「お客様に感動をNews！」を月2回発行し、全社員およ

で「期待以上」
「 期待通り」の割合が年々増えていましたが、

びグループ会社、協力会社に配信しています。また、eラー

2014年は「期待通り」の割合が10％低下しました。お客様

ニング、DVDセミナー、講演会等によるCS意識の醸成を

の評価を真摯に受け止め、改善につなげ、さらにお客様の

図っています。

声に応え、
「 誠実な営業、誠実な施工、誠実なフォロー」の実

【お客さま相談室集合研修会】
2014年11月7日、全国からお客さま相談室のスタッフ
が集まり、CS推進活動のコアとなる「組織風土づくり」につ

り、それが私たち一人ひとりの変わらないテーマです」とい

いて、外部講師の講演と、ワークショップの2部構成で集合

お客様

24時間受付

「お客様の声アンケート」における“アフターケア全般”

感想、感動体験）などCS活動を啓発する内容のメールマガ

様の期待に応え、お客様の想いをかなえる誠実なものづく
う樋口社長のメッセージ

【CS活動の成果と今後】

研修を行いました。

践を徹底して、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。
■“アフターケア全般”についてのお客様の評価
期待以下
期待以上

2011

られた信用に感謝し、顧

休日夜間緊急出動拠点

客 の 信 頼 に 応 えら れ る

2012

日本全国 300 拠点

企業を、熊谷組は目指し

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

ています。このメッセー
ジ は 、C S（ C u s t o m e r

2013

お客さま相談室スタッフの集合研修の様子
2014
0

S a t i s f a c t i o n：顧 客 満
CSヒアリング
営業

道路維持管理（アセットマネジメントの技術・ノウハウ）の
信頼性を第三者の認証によって立証

設計

お客様

お客様から信頼される企業を目指すCS活動を推進して

施工

いくため、1998年、本社にCS推進室を設置しました。翌年
客さま相談室」を配置し、お客様からの相談や苦情をいつ
アフターケア

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】

期待通り

40

60

ほぼ期待通り

80

やや期待外れ

100（％）

期待以下

ガイアートT・K

熊谷組のグループ会社であるガイアートT・Kと同社子会社の白糸ハイランドウェイは、社
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

●

4月には、全支店に24時間対応の建物相談窓口を持つ「お
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

20

期待以上

2015年度版「お客様に感動を」ポスター

●● 熊谷組のCS活動

やや期待外れ

2010

の努力の積み重ねで得

組みを示しています。

ほぼ期待通り

（年度）

を掲載しています。先達

足）活動の具体的な取り

期待通り

CSヒアリング

会インフラの効率的な管理と長寿命化を目的としたアセットマネジメントシステムの国際規
格ISO55001の認証を、道路分野で建設業としては日本で初めて取得しました。
同社は、30年以上にわたる直轄国道の維持工事で培った技術とノウハウを、白糸ハイラン

登録証と授与式の様子

ドウェイでの維持管理手法に活かし、民間の道路オーナーとして運用してきました。今回の認
証取得に際し、維持工事での豊富なデータと経験に加え、軽井沢地域との協働ワークショッ
プを通じて、利用者等の利害関係者のニーズを的確に把握し、システムを構築してPDCAサ
イクルを回しています。今後は、規格要求事項でもある継続的改善を確実に実行し、利用者に
より安全・安心なサービスを提供し一層の信頼を得るとともに、マネジメント能力と信頼性の
高さを立証して、
ビジネスモデルとして、道路事業者に提供していきたいと考えています。

通常の業務時間内だけでなく夜間・休日も応対できるよ

業種・業界の垣根を越えた集まりとして交流を行う台湾熊建会

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の是正を
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

【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

みで構成されているのに対し、設計事務所、発注者など広範囲に渡る参加者で構成されてい

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）

ることです。日本ではこうした活動は多くありませんが、台湾では習慣的に業種、業界などの

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

垣根を越えた集まりが日常的に行われ、情報共有されています。

です。アンケート結果については、お客様からの回答の内

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

容を確認し、速やかに社内への展開を図っています。また、

位置付けています。

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
改善につなげています。
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華熊営造は、熊谷組の協力会社の組織である熊建会（ゆうけんかい）の認定支部として「台
湾熊建会」を組織し活動しています。台湾熊建会の最大の特徴は、日本の熊建会が協力会社の

ケート」を実施しています。評価項目は、①建物のできばえ

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

21

華熊営造

台湾熊建会では定期的に集まりを開催

現在、台湾熊建会では各現場間の安全パトロールや新工法の勉強会、また日本での現場見
学や安全研修も行っています。協力会社をはじめ、発注者や設計事務所も華熊営造の活動に
対し非常に高い関心を持っており、特に日本の最新技術や安全に対しての取り組みが高く評
価されています。
またこれらの活動は、台湾におけるCSR活動の一環として行っている環境保全活動やイン
ターンシップの受け入れにもつながっています。
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信 頼 を築 く

未来を見据えた技術

●● 居ながらの改修工事に効果を発揮する
「おとなし継ぎ
（つなぎ）
」

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

ケーアンドイー

居住者が生活している状態でのマンション改修工事で

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

は、足場組立時に伴う足場壁つなぎ用のアンカー打設工

信頼と信用を積み上げる

事の際に発生する騒音・振動・コンクリート粉塵は、生活
上の大きな負担となります。安全上、必要不可欠な足場壁

●● 音カメラを活用した橋梁点検ロボットの研究開発

つなぎと、居住者の負担軽減の相反する要素を両立する

高度成長期に建設された社会インフラの老朽化が、今

熊谷組の独自技術で

ために、足場壁つなぎ用アンカー打設工事に代わるもの

後急速に進むことが懸念されています。社会資本の維持管

ある「音カメラ」に特

として開発されたのが、ケーアンドイーの「おとなし継ぎ」

理・更新は、我が国の非常に重要な問題となってきており、

定の方向からの音の

です。

効率的な維持管理技術の開発が求められています。

みを収集できる機能

コンクリート製の手すりを挟み込むだけのシンプルな構

2014年7月、NEDO のインフラ維持管理・更新等の社

を付加しています。こ

造で、課題だった騒音・振動・コンクリート粉塵がないうえ

会課題対応システム開発プロジェクトに採択された｢音カ

の指向性音カメラを

に、設置・盛替え・解体の容易さによる手戻り作業の減少、

メラを活用した橋梁点検ロボットの研究開発｣は、人間の立

磁石走行式の移動ロ

入りが困難な箇所へ移動し、インフラの維持管理に必要な

ボットに搭載し、従来

軽減・工期短縮など、多岐にわたって効果が期待できます。

情報を取得できるロボットの開発と実証実験を4年計画で

から行われてきた目視点検のサポートを目的として、これ

さらに、躯体を傷つけない（アンカー穴埋め作業不要・タイ

行うものです。この研

まで活用されていなかった音による橋梁老朽化診断システ

ル張替えと補修などが解消）取付方法は、品質維持や粉塵

究 開 発 で は 、目 視 点

ムという新たな橋梁点検技術を開拓するものです。

予防などの効果もあります。

※

移動ロボットの走行実験

鋼製の橋桁を走行する移動ロボット

検で把握困難な橋梁

最終目標では、コンクリート床版のうきや剥離等の劣化

の劣化過程で生じる

部と健全部を明確に把握することを目的に、検知棒搭載ロ

異 音 を 、周 辺 の 音 の

ボットも併せて開発し、2台の移動ロボットが連動して損傷

影響を受けずに効率

位置を把握するこれまでにない検査システムを開発します。

的に検知するために、

※NEDO：国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

従来のアンカー打設工事に比べて安全性の向上・作業量の

使用できる部位や形状に限定がありますが、マンション

以外の病院・学校や福祉施設、ホテル等の「使いながら」
「居
ながら」の改修工事にも、展開していく予定です。

●● 安全とコスト低減を両立する
「多機能型排水性舗装フル・ファンクション・ぺーブ」

ガイアートT・K

ガイアートT・Kは「安全で安心な舗装」を追求し、それま
での舗装の弱点を大幅に改善した舗装工法を開発しまし
た。
これまでの排水性舗装は、雨天時の視認性やハイドロプ

●● 油汚染土壌の浄化処理技術「ちゅらパイル工法」
熊谷組とテクノスは、南洋土建株式会社（那覇市）と共同
で実施した沖縄県公募事業の実証実験の成果として「ちゅ
らパイル工法」を開発しました。

テクノス

レーニング現象を抑制する舗装として一般ユーザーからは
歓迎される一方で、水を通過させるゆえに下層部への悪影

境負荷がなく、浄化後の土地は利用制限のない跡地利用が

響や、寒冷地では凍結膨張によって舗装が破壊してしまう

可能となります。

などの課題があり、道路管理者を悩ませていました。

沖縄県特有の土質・気候条件下に応じた浄化管理手法を

一般のユーザーが求める「安全」と、道路管理者が安全

本工法は、油汚染土壌を掘削後、培養した石油分解菌の

適用して、本技術の効果を確認しており、今後、沖縄米軍基

とともに求める「ライフサイクルコストの低減」の両方を

油汚染土壌中への混

地跡地のほか、製造工場跡地、都市部、住宅街などの浄化工

解決する方法として開発したのが、多機能型排水性舗装

運営事業者様から高い評価をいただき、特に高速道路を

合 や 、油 汚 染 土 壌 中

事への適用が可能となります。

フル・ファンクション・ぺーブ（縦溝粗面型ハイブリット舗

日々巡回する高速隊の方々からは、FFPの施工前には年平

に生息する石油分解

装・FFP）です。路面に「縦溝粗面」を施す機械（シニックスク

均10件程度発生していた交通事故がゼロになったと喜び

菌を活性化させるな

リード）とそれに適したアスファルト舗装材によって、双方

どして、微生物の働き

の課題を解決しました。

香川県

国道11号湊舗装工事でのフル・ファンクション・ペーブ

の声もいただきました。
これからも技術の力で社会が求める
「安全・安心」を提供していきます。

により土壌中の油を
沖縄県公募事業実証実験

分解して土壌を浄化
す る 技 術 で す 。石 油

●● 台湾におけるプレキャスト工法※の展開

分 解 菌 の ほ か に 、油

華熊営造

を分解する働きを活性化および持続させるために栄養塩や

現在台湾で華熊営造が施工しているマンションの構造体

台湾では、
プレキャス

堆肥を混合させ、盛土（パイル）状に微生物混合土壌を養生

は、ほとんどが在来工法によるものです。しかも、台湾でも

ト工法はまだ導入が始

します。敷地外の汚染土壌処理施設に搬出処理する方法と

熟練した作業員が足りない状況であり、現場での加工・組

まったばかりですが、
社
員、
協力会社とともに勉

比較して低コストで、人や生態系等に対して安全性に優れ

立て作業を減らし、少ない作業員でも工事が進められる優

た微生物（「微生物によるバイオレメディエーション利用指

位性を持つプレキャスト工法を普及させていきたいと考え

強会を行いながら、
普及

針」に基づく環境大臣確認を取得）を使用することから環

ています。

を推進しています。

微生物混合土壌のパイル養生

※P8参照
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信 頼 を築 く

地域コミュニケーション
社会貢献活動、環境保全活動などを通じて地域の皆様との交流を深めています。
これからも地域の方々とのコミュニケーションを大切にして、
皆様に愛される熊谷組グループを心がけていきます。

信頼と信用を積み上げる

自然を思う心を育む
「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展への協賛

2009年から支援を教育支援を続ける
フィリピンの子どもたちを訪問

「工事現場で思い出を」
道路へのお絵かきイベント開催

ガイアートT・K

毎年参加する新宿区の清掃活動
「新宿年末クリーン大作戦」

ケーアンドイー

「全国水土里（みどり）ネット」では、毎年、全国の小学生以下

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

2014年9月11日・16日・24日の計3日間、四国支店直轄工事

の子どもたちから、水や土、自然など、故郷をテーマとした「ふる

した社員有志から、CSR推進部に届いたTシャツなどの衣類・文

「平成26年度市坪舗装工事」において、地元幼稚園児総勢250

さとの田んぼと水」子ども絵画展の作品を募集しており、熊谷組

房具・遊具・生活用品などを、2009年からフィリピンのWISH

名を現場へ招待し、
「お絵かきイベント」を開催しました。舗装前

は、2014年度より協賛しています。

HOUSEに支援物資として送付しています。

の橋梁床版をキャンバスにし、自由に絵を描いてもらうもので、

や団体の方々と一緒にゴミ拾いを行います。この活動は毎年

と

べ

当社は応募作品の中から、愛媛県砥部町立砥 部小学校
ぎ

中島

龍吾さんの作品『いな木 ぼし』を「クマさんのふるさと賞」とし、

WISH HOUSEは、日本人助産師の冨田江里子さんがスー

に参加しています。2014年は7名が参加しました。
新宿駅東口を中心としたエリアを、熊谷組をはじめ他の企業

園児たちは色とりどりの絵を楽しそうに描いてくれました。いつ

1,000～2,000名程度の大勢の参加者を集めており、清掃後の

ビックに助産所（St.Barnabas Maternity Center）を開設し、

もは忙しい現場も終始穏やかな雰囲気で、園児たちも大変喜ん

街路はひとつのゴミも残りません。冬の早朝ということもあり、

でくれ、有意義なイベントとなりました。

2014年11月29日の表彰式で、中島さんに賞状を手渡しまし

出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。子どもたちが、
「 水土里」の情景を通じて感じた思いを絵にす

たのが始まりです。助産所に隣接するWISH HOUSEでは、学校

る「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展の趣旨に熊谷組は賛同

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。

し、
これからも活動を継続していきます。

ケーアンドイーでは、毎年12月に行われる新宿区の清掃活動

参加者は最初のうちこそ眠たい目をこすっていますが、次第に

この道路は、2015年3月21日に開通しました。こうしたイベ
ントにより、この

CSR推進部の社員が5月の連休を利用して現地を訪れ、子ど

道路が園児たち

もたちの学習を手伝ったり、貧困地域の子どもたちと触れ合い

の心に残るととも

ました。診療所では、着の身着のままで出産する人たちや、薬も

に、地 域に親しま

買えない人たちのために、支援物資を活用しています。文房具

れることを期待し

も貴重で、鉛筆は手で握るのが難しいほど短くなっても大切に

ています。

ゴミ拾いに熱中し、活動終了時にはみな気持ちよさそうな表情
へと変わります。
今後も皆で協力して、
こうした地域の活動に積極的に参加・継
続していく予定です。

使われていました。熊谷組では貧困状態の中でも明るく勉強に
取り組む子どもたちのために、今後もこのつながりを大切にし、
WISHHOUSEへの支援を継続していきます。
中島龍吾さんに表彰状を手渡す櫻野常務執行役員

早朝から参加した社員
『いな木ぼし』
（「クマさんの
ふるさと賞」受賞作品）

自由に絵を描く園児たち

地域への感謝を込めて
作業所で園児たちと揚げた鯉のぼり
東北支店山田第2トンネル作業所で、2015年5月1日、地元の
豊間根保育園の園児たちと鯉のぼりを揚げました。
これは三陸沿

WISHHOUSEの子どもたちとCSR推進部社員

岸道路（山田宮古道路）の施工者で構成する「山田宮古道路安全
連絡協議会（会長、熊谷組 藤原正雄所長）が、地域の皆様の工事
協力に対して、謝意を示すことを目的に行われたものです。
当日は園児らが似顔絵や手形で彩った華やかな鯉のぼりと、

北海道支店が継続して参加する
「ごみ拾いビーチウォーク」

広島市の豪雨災害復旧作業により
中国地方整備局より感謝状

ガイアートT・K

ガイアートT・Kは、2014年8月に広島市内で発生した豪雨災

「豊川市清掃の日」に参加し
美しい街づくりに協力

テクノス

テクノスは、2015年5月29日、地元豊川市が開催する「豊川

害の復旧要請を国土交通省中国地方整備局より受け、広島市安

市清掃の日」に参加しました。これは「豊川市ポイ捨て及びふん

佐南区の八木3丁目や緑井7丁目地区で市道の土砂撤去等の復

の放置の防止に関する条例」に基づき、市より事業所に対して行

同町の観光協会が早期の復興を願う全国の方々からお借りした

2014年6月1日、
「 ラブアース・クリーンアップin北海道」の

旧作業を行いました。この貢献に対し後日、中国地方整備局より

われた周辺の散乱ゴミ回収の要請に協力したものです。テクノ

鯉のぼり約100匹を用意。当社が工事を行っている国道45号線

恒例メインイベント「ごみ拾いビーチウォーク」に北海道支店社

「災害対策関係功労者」感謝状をいただきました。また、社員か

ス職員会が中心となり、終業後の時間を利用して社員約50名が

豊間根橋仮橋に、地域の皆様とともに子どもたちの健康を願っ

員・家族の計8名が参加しました。このイベントは、
「 NPO法人北

て鯉のぼりを揚げました。

海道市民環境ネットワーク」が主催する石狩市の石狩浜をきれ
いにする活動で今年で5年目となり、北海道支店としては1年目

らの義援金を含め200万円を広島市へ寄付しました。
今後も、被災地の一日も早い復旧復興を願い、地域の皆様へ
の支援活動を行っていきます。

参加し、事業所周辺を清掃しました。これまでも毎年参加してお
り、参加社員が一体となり気持ちよく活動しています。
今後も企業市民として「美しい街づくり」のため継続参加して

より継続して参加しています。当日は天候にも恵まれ、気持ちよ

いきます。

くゴミ拾いに 汗 を 流
しました。ビーチに大
量にあったゴミも総
勢539名の参加者に
よりきれいになり、改
藤原所長より園児に鯉のぼり贈呈

めて身近な自然環境

気持ちよさそうに泳ぐ約100匹の鯉のぼり

を意 識する良い機 会
参加した北海道支店社員・家族
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中国地方整備局からいただいた感謝状

広 島 市に義 援 金を渡すガイアートT・K
鶴中国支店長

清掃の際のゴミの分別作業

となりました。
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誠実なものづくり

安全衛生の取り組み
2014年度は休業災害が多発し、目指した成果を得ることができませんでした。

安全衛生に対する関心の保持とさまざまな試み

ぼんじ

危機的状況であることを肝に銘じ、
「凡事徹底」を積み重ねながら
安全衛生管理活動に取り組んでいきます。

社員、専門工事業者、現場の作業員等に対して、いかに安全衛生に対する関心を継続的に保持してもら
うかは、企業にとって労働災害防止を図るうえでの重要な課題です。
そのため、安全衛生に対する意識の高

社会性を追求する

揚、安全管理活動の定着を促進させるため、
さまざまな試みを行い、安全衛生水準の向上を図っています。

全員参加の安全衛生管理活動
●●「安全の見える化」
・
「凡事徹底」
2014年度熊谷組の安全成績は、重篤災害を含む休業災

災害を見ることにより過去の辛い経験を思い出し、
「安全に
対する気付き」
「 安全意識の向上」
「 啓発」という"見える化"
そして"考動"に役立てることを目的としています。

害が多発しました。これで、2011年度から4年連続して二
目 標

以下

※親綱設置︑安全帯使用の確認・指導
※足場組立・解体手順の現地確認状況の確認・指導

安全宣言ステッカー

心ひとつに：決めたことを 決めた通り 確実に実行！

【心ひとつに： 決
決めたことを
決めた
とを 決めた
決めた通り
た通
通
確実に実行
確
実 実行 㻍 】
忘れてはならない災害事例㻌 (北陸支店

８ 月

Ｈ.17年9月1日

28才

右足趾開放性骨折
右第3,4趾基節骨骨折

扉のﾊﾟﾃ作業を
脚立を使用。脚
立から降りる際
に、足を滑らせ
転落。腰と後頭

夏は向日葵

27才

H.23年8月4日 52才

地中梁の圧接
作業地中梁上
筋をサンダーに
て研磨していた
ところ、サン
ダーがはねて顔
面（鼻の下）を
受傷した。

H.18年9月16日 63才
角膜潰瘍、眼球撤去

約40ｃｍ
×60ｃｍ

被災
場所㻌

㻠階壁部㻌

(１ｍでも１命取る。)
Ｈ.19年9月12日
顔面挫滅創 60歳

Ｈ.17年 9月27日
右足甲骨折
㻌㻌㻌㻌㻌㻠㻟歳

右下腿開放骨折
クレーン付きBH0.8m3級で山留
H鋼(H350×350-6m)を一度ブラ
ケットに仮置きし、再度奥へ押
すためリミッターを解除し、H鋼
を持ち上げた時、ブラケットから
外れて落下した。床付面には、
仮置きしていたH鋼があり、その
H鋼と落下してきたH鋼の間に
右足くるぶしを挟まれた。

㻌 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装をﾊﾞｯｸﾎｳにて片付け中、
ｱｽﾌｧﾙﾄが落ち、埃が目に入った。
その後、土嚢袋を片付けた時にも泥水
が目に入り、両目を洗った。職長には報
告したが、元請には報告がなかった。
㻌 数日後目が見えにくくなった。
最終的には眼球撤去。偽眼となる。

・㻮㻴用途外使用㻌 ・元請の連絡調整不足㻌

７ 月
月

火

㻢
㻝㻟
㻞㻜
㻞㻣

用により労働災害防止を図り、過去4年間の災害多発の原

㻣
㻝㻠
㻞㻝
㻞㻤

月

水 木 金 土 日
㻝
㻞
㻟
㻠
㻡
㻤
㻥 㻝㻜 㻝㻝 㻝㻞
㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤 㻝㻥
㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡 㻞㻢
㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝

火

水

２０１５年
（平成２７年）

８月

・電気使用安全月間㻌
・食品衛生月間㻌

木

金

㻠

㻡

㻢

㻣

先勝

友引

広島
原爆の日

㻝㻝

㻝㻞

㻝㻟

㻝㻠

㻝㻥

㻞㻜

㻞㻝

先勝

友引

㻞㻢

㻞㻣

㻞㻤

先勝

友引

土

日

㻝

月

㻞

因をしっかりと総括し、
「 全員参加」で目標達成に向けチャ

㻝㻜
先勝

㻝㻣

先勝

友引

㻝㻤
大安

㻞㻠

㻞㻡

大安

レンジしていきます。

㻤

㻥

大安

㻝
㻣
先勝

㻝㻢

㻝㻡

火
防災の日

大安

㻟

㻞㻞

㻡
㻝㻞
㻝㻥
㻞㻢

㻝㻠

先勝

㻤

水
㻞

木
㻟

㻝㻡

火

水

㻢
㻝㻟
㻞㻜
㻞㻣

㻣
㻝㻠
㻞㻝
㻞㻤

金
㻠

㻥

木 金 土 日
㻝
㻞
㻟
㻠
㻤
㻥 㻝㻜 㻝㻝
㻝㻡 㻝㻢 㻝㻣 㻝㻤
㻞㻞 㻞㻟 㻞㻠 㻞㻡
㻞㻥 㻟㻜 㻟㻝

土
㻡

㻝㻜

㻝㻝

㻝㻞

大安

㻝㻢

㻞㻝

㻞㻞

㻞㻟

敬老の日

国民の休日

秋分の日

㻟㻜

㻞㻤

㻞㻥

㻟㻜

大安

大安

㻢

㻝㻣

㻝㻤

㻝㻟
友引

㻝㻥

先勝

友引

㻞㻠

㻞㻡

㻞㻢

先勝

友引

先勝

㻟㻝

株式会社熊谷組北陸支店

日

大安

友引

大安

㻞㻟

㻞㻥

月

友引

終戦記念日

友引

１０ 月

９月

・全国労働衛生週間準備月
間㻌

熊谷組安全衛生協力会北陸支部

㻞㻜
㻞㻣

左：
「 安 全・品 質・環 境 」
ポスター（2015年版）
右：北 陸 支 店 安 全 部 と
安全衛生協力会が共同
で制作した「安全の見え
る化」カレンダー

える化」に係る運動を展開していきます。

られます。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、事業主および職長、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。

応した労働災害防止対策として、職長等の指導力向上のための

トップクラスを維持してきましたが、2011年度以降、休業
災害が相次いで発生し、安全目標が達成できていません。
2015年度は、本社支店の幹部そして専門工事業者の事業

安全衛生意識の向上を図るため、2015年度も「安全の見

労働災害防止の重要な対策の一つに、安全衛生教育があげ

2014年度より厚生労働省は、建設業における人材不足に対

1999年10月のOSHMS導入以来、安全成績は常に業界

主が陣頭指揮を取り、率先して現場に出向き、安全に対す
る意識付けを実践し、災害防止に取り組んでいきます。

教育の普及・周知を目的に「建設業職長等指導力向上事業」を開
熊谷組では各支店において職長再教育を実施していますが、
2014年度は受託機関と共催し、この研修会も「熊谷組の職長再

サイトに掲載し、これまでに38事例を紹介しています。ま

1.5

た、
これらの活動の一環として
「安全の見える化カレンダー」
（写真）を制作。カレンダーは毎日見るものであり、過去の
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組グループ全体の成長を
目指していきます。

グループ会社と協議の様子（右端が脇坂
部長）

安全衛生パトロール（現場点検）
本社・支店・協力会・専門工

熊谷組の安全衛生管理活動を加えた職長再教育を実施します。

安全衛生パトロールを実施し
ています。
【本社】本社パトロール／支店
【支店】安全衛生パトロール

0.85
0.77

0.5
0.36
2010

本社現場点検

【協力会・専門工事業者】

全建設業

1.0

0.0

ループ会社の協力会組織
と連携強化を図り、熊谷

事業者とさまざまな視点から、

1.56

支店、作業所の「安全の見える化」の取り組みをポータル

ナーシップの強化を図っ
て い き ま す 。さ ら に 、グ

間相互安全衛生パトロール

職場環境を形成することを目的としています。
2．
「安全の見える化」NEWSの発信

目的の一つであるパート

名以上の職長が受講しました。2015年度も、同カリキュラムと

（度数率）

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、全員参加による労働災害防止のための

て作業を進めています。協力会組織を一本化することで、

教育」
として開催しています。その結果、2014年度は全国で600

2.0

2015年度も引き続き実施します。支店長、作業所長、協

入促進等、業界全体で取り組んでいかなければなりません
が、当社も協力会社とともに真剣に取り組むべき課題であ

始。受託機関を選定し、全国各地で研修会を実施しています。

■度数率（災害発生率）の推移

1．安全宣言運動

齢化により、現場の技能労働者不足が深刻な状況になって
います。この問題については、賃金水準の向上、社会保険加

ワーキンググループを立ち上げ、2016年4月統合に向け

【建設業職長等指導力向上教育研修会（職長再教育）】

●● 安全成績

現況、建設業には追風が吹いていますが、反面、社会の建
設需要が高まるなか、若手の入職者の減少とそれに伴う高

会の統合を図るため、各会代表者と会社各部署の担当者で

安全衛生教育

小型移動式ｸﾚｰﾝ
で鉄板（5’×20㻌
W=1.38t）を引上げ
ようとしたがフック
が回転し外れ、鉄
板が落ちて右足甲
部に当たった。

設置されました。

ります。そのためにも、現在、安全衛生協力会・熊土会・熊建

低所からの墜落災害防止

㻌 間柱に横部材を１ｍの高さに取付る
作業中、ボルトを差込みナットを取付
けようとしたが、ナットが床面に置いて
あったので取ろうとして部材から手を
離した為、部材が落下し、右足甲（安
全靴を使用）に当たり受傷した。㻌

中、解体場所より１２ｍ離
れた場所で散水作業をし
ている時、３階のＲＣC壁の
コンクリート塊が飛来して、
左足下腿骨・右足下腿骨
に当たり受傷した。

㻟階壁部㻌

実践と労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS）の運

●● 安全衛生の意識向上の取り組み

を行い、受験者に対しては筆記・口述試験用資料の展開、口述試

引き続き熱中症に注意を‼
Ｈ.21年8月24日

左下腿骨開放骨折、右脛骨骨幹部骨折
、顔面挫創、臀部打撲
校舎３階のＲＣ壁解体作業

79期安全衛生管理計画書」に基づき、安全衛生管理活動の

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

68才

死亡災害

熊谷組では積極的に労働安全コンサルタント資格の取得推奨

が合格（合格率33％）
しました。

９ 月

Ｈ. 14年 8月 1日

ら、安全衛生管理水準の向上を図っていきます。また、
「第

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

本社安全衛生大会

験準備講習会を開催してサポートしています。2014年度は4名

第７９期

に「安全の見える化」を推進し「凡事徹底」を積み重ねなが

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

整備を支援・推進するとともに、協力会組織を統括してさ
らなるパートナーシップの強化を図る。」ことを目的として

労働安全コンサルタント資格取得の推奨

第79期（2015年度）
安全衛生管理計画書

脇坂 誠

人材育成推進部は、
「 協力会社の人材確保・育成体制の

特定事項の
休業災害
5件
以下

安全衛生スローガン

熊谷組は再生元年と位置付けられた2015年度も積極的

安全衛生理念

安全本部人材育成推進部長

年4月中に安全衛生大会を開催し

役割を周知しています。

0.5

の手段だと考えています。


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

本社並びに全国8支店が2015

衛生協力会に年度計画と各々の

度数率

1

墜落災害の防止

①﹁中低所からの墜落災害防止実施基準﹂
の厳守

繰り返し類似災害・事故の防止

※誘導員の配置︑立入禁止措置の確認・指導

①﹁車両系建設機械災害防止実施基準﹂の厳守

② 車両系建設機械の転倒防止措置の徹底

2

車両系建設機械災害の防止

※クレーン作業における﹁玉掛け作業３・３・３運動﹂の確認・指導
※玉掛け再教育受講促進の指導
※移動式クレーン転倒防止措置の確認・指導

①﹁クレーン災害防止実施基準﹂の厳守

3

クレーン等の災害の防止

① 第三者に配慮した施工計画書・作業手順書の作成・実践
② 事前調査による地下埋設物・架空線配置図の作成︑
現地の危険表示及び施工中の立会者の配置

公衆災害に繋がる工事事故の防止

① 施工検討会での安全対策の指示及び施工中の確認・指導
② 支店での月別
﹁重点管理現場﹂
の指定と点検強化
③ 工事規模に見合った早期の社員配置と支援・指導

4

協力会社の人材確保・育成のために人材育成推進部を設立

ました。
社員・専門工事業者・安全

安全衛生管理計画
5

ラインアンドスタッフ管理体制の徹底

① 安全作業打合せの充実︑作業計画・手順書に基づく作業の徹底
② 災害・事故事例シート等の活用による再発防止対策の実施
③ 社員の安全衛生教育の充実
④ 現場巡回時の安全指示の徹底

6

作業所の日常安全管理の徹底

7

専門工事業者の安全衛生管理体制の強化

との積み重ね、いわゆる「凡事徹底」が目標を達成する一番

職長選定基準に則した必要等級の職長配置
安全作業打合せ及び作業計画・手順書による作業の実施
事業主パトロールの実施及び作業員教育の実施
作業員の健康管理と適正配置の徹底
社会保険加入促進

面では「特効薬」や「ウルトラC」は存在しません。小さなこ

①
②
③
④
⑤

理体制が脆弱化したことが要因としてあげられます。安全

8

重点指定支店の指導・支援の強化

全を見る目」が希薄になり、企業の根幹である安全衛生管

﹃心の健康づくり計画﹄による長時間労働・
メンタルヘルス対策の推進

まとなっています。原因は、急激な工事量の増加に伴い「安

第79期
9

システム運用の徹底

桁の休業災害となり、当社の安全は危機的状況に陥ったま

安全衛生大会

社員安全衛生教育
0.83
0.65

0.88

0.91

0.76

0.72

建設業職長等指導力向上教育研修会

華熊営造現地社員が日本で安全研修を受講

協力会パトロール／職長会パトロール／事業主パトロール

華熊営造

華熊営造では年に2回、現地社員の安全研修を日本の現場で行っています。これは、現地社

熊谷組

員に対し、台湾No.1のゼネコンを目指し最高の安全基準でお客様に対応するという方針を浸
2011

2012

2013

・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

2014 （年度）

透させるために、実際に日本の現場を見学し、体験し、覚えてもらうことを目的としています。
その結果、現在では、各現場に安全に対する考え方が身についており各所で成果が現れ、お
客様からも信頼を得ています。

安全研修の様子
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誠実なものづくり

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。

修繕工事でお客様から感謝状を拝受

●●「企業の品質経営度調査」を活用

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。

ケーアンドイー

（財）日本科学技術連盟が各社のアンケートを基に定量

ケーアンドイー（株） 作業所長

的に評価を行う「企業の品質経営度調査」。その結果を当社

社会性を追求する

熊谷組品質方針

2015年度

の強み・弱みの確認、次の改善のために活用しています。

社長年度品質方針

堂々とした誠実なものづくり

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

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」

志向によりお客様の要求品質を的確に把握

を目指します。

し、満足していただける建造物とサービスを

2位

マネジメントシステムと日常業務を一体化させ、業務プロセスの

の運用を図るため、継続的な改善を推進する。

ションを深めました。また、試験施工・品質管理もしっかり

1位

2位

20

と行った結果、屋根からの漏水等をきちんと修繕したこと

全産業における順位

32位

40

もですが、外壁色については高い評価をいただく仕上りと
なりました。住民の皆様からはお褒めのお言葉をたくさん

22位

を実践していくことが必要です。

また、効果的な品質マネジメントシステム

2位

総合建設業における順位

社員が全員参加で、
「誠実な営業」
「誠実な施工」
「誠実なフォロー」

提供することでお客様の信頼を高める。

とは変更する外壁の色見本を囲んで議論し、コミュニケー

（順位）

1

27位

頂戴し、管理組合様、修繕委員会様から感謝状と楯をいた
だきました。

43位

PDCAを確実に回し、品質を保証してまいります。
2015年4月1日

60

2009

2010

私たちのお客様への対応が活きた結果と信じ、今後もお
2011

2012

2013

2014

客様に喜んでいただけるよう日々努力していきたいと思い
（年度）

※2013年は、
フォローアップ調査のためランク付けはありませんでした。

最良の品質は、事業環境に適した品質保証体制、品質に

ような品質事故を再発させない、かつ、変化する事業環境

こだわる人材、実効性あるプロセスが一体となって実現す

において品質を確実に保証していくために、左下図に示す

るものと考えています。現在の当社を取り巻く事業環境は、

PDCAサイクルを基本にしつつ、関連するすべての品質マ

自然災害の被災地の復興をはじめインフラの更新などで需

ネジメントシステムの見直しを始めました。

要が増大、そのため熟練工や資機材が不足するなどで激変
しています。
2014年度は、重大な品質事故が判明し、建物を使用して

●● システム教育を拡充

社）の工事成績評定の平均点が80点以上の企業を対象と

当社は、品質マネジメントシステムに関するeラーニング
テキストを作成、教育を開始しました。テキストには、過去
の品質事故に関する再発防止対策を含めました。

社は、この事態を重く受け止め、原因を究明し、絶対にこの
お客様
目次

経営資源
お客様

見直し・改善
Action

（2015年6月30日現在）

平成２7年 １月１4日
㈱熊谷組 経営管理本部
ＣＳＲ推進部 品質環境マネジメントＧ
1

確認・点検
Check

お客様

学習方法
㻌 㻌 Part 1㻌 第１章㻌 はじめに
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 第２章㻌 業務の全体像
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 １．全体像
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ２．業務における406と(06の概要
 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
㻌 㻌 Part 2㻌 第３章㻌 施工関連の業務フローと運用のポイント
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 １．施工関連の業務フロー
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ２．各STEPの運用のポイント
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 （１） ＳＴＥＰ １㻌 準備段階
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 （２） ＳＴＥＰ ２㻌 計画段階
㻌 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
㻌 㻌 Part 3㻌 第３章（続き）
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 （３） ＳＴＥＰ ３㻌 施工段階
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 （４） ＳＴＥＰ ４㻌 引渡し・プロジェクト総括
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 （５） ＳＴＥＰ ５㻌 竣工書類の作成・保管

て、現在までに判明している原因および講じた再発防止処置
について報告いたします。
<主な原因>
○支持層が複雑かつ急激に変化していたことを、事前調査で
見抜けませんでした。
○関係者の経験不足・連携不足から、チェック機能が不十分
になり、支持層を誤認しました。
○杭の施工プロセスに対して、施工前の掘り下げた検討が不
足していました。

安 全 活 動「 体 感 K Y 」による 無 事

0

2010

2011

2012

29
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社員

作業所長：山田牧子



工 事 係：有川悠

工期

平成26年2月～7月

築年数

24年（今回で2回目の大規模修繕）

構造/階数/戸数

SRC造／9階／124戸

2013

修繕工事を行った
アイシティ鎌ヶ谷

2014 （年度）

り組みが高評価につながりました。

受講対象者数

1,147名

今後も、2年連続での認定を目指し、

受講完了率

89%

さらなるレベルアップを図っていき

eラーニングテキスト

<再発防止処置>
○複雑な支持層の変化を想定した地歴調査・地盤調査を規
定し、的確に実施しています。
○杭の施工プロセスに対して、担当技術者の力量や品質記録
の確認等のチェック機能を強化しました。
○場所打ち杭等の工種は、社内重要工種に指定し、掘り下げ
た検討を徹底しています。
再発防止処置が確実に実施されるよう、品質マネジメント
システムを改定、全関係者に通知するとともに、教育を実施
しています。

ケーアンドイー（株）首都圏支社外装事業部

となります。

いただいた感謝状と楯を持つ
有川社員(左）
と山田所長（右）

国土交通省中部地方整備局
からいただいた認定証

「サイエンスヒルズこまつ」が第56回BCS賞※を受賞

品質事故（場所打ち杭の支持層未到達）の原因および再発防止処置について
築10年の建築物に起きた杭の支持層未到達問題につい

アイシティ鎌ヶ谷大規模修繕工事

施工

20

ます。
2

工事名

の向上や良好事例の水平展開等の取

実施結果

（建築施工編）

Do

<工事概要>

するもので、東北・九州・北海道・四国支店に続いての認定

故・無災害、コミュニケーション能力
品質マネジメントシステム
環境マネジメントシステム

実行

ガイアートT・Kは、国土交通省中部地方整備局より「平
2012・2013年度に完成した局内発注工事（対象企業460

社会の皆様に多大なご迷惑、ご心配をおかけしました。当

計画

●● 国土交通省中部地方整備局 ガイアートT・K
60
「平成26年度工事成績優秀企業」認定

（度数率）

40
成26年度工事成績優秀企業」
に認定されました。これは、

いただいているお客様、工事を発注していただいたお客様、

Plan

ます。
作業所長 山田牧子

品質保証を確実にするために

お客様

本工事は一般的な大規模修繕と少し違い、修繕以外に外
壁色の変更（茶色→グレー系）も行っています。管理組合様

■熊谷組グループのランキング

「堂々とした誠実なものづくり」を継続し、お客様をはじめとする

山田 牧子

熊谷組が施工し、第56回BCS賞を受賞した「サイエンスヒルズこまつ」
（石川県小松市）は、科学とものづくりの精神を継承するための交流拠
点として建設されました。地形と緑化した曲面屋根を一体化させ、丘と
建築が融合して生まれたデザインが特徴で、平・立面ともに曲面で形成
された複雑な集合体をいかに現場につくりだすかという大きな課題を解
決して高い評価を得ました。
※BCS賞：一般社団法人日本建設業連合会が良好な建築資産の創出を図り、文化の進展と地球
環境保全に寄与することを目的に毎年、国内の優秀な建築作品を表彰する権威ある賞
建築主：小松市
設計者：
（株）スタジオ建築計画・UAO（株）
・
（有）金箱構造設計事務所・科学応用冷暖研究所
施工者：熊谷組・加越建設特定建設工事共同企業体
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誠実なものづくり

熊谷組グループの環境保全活動（1）
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。

環境実績

熊谷組グループでは、環境マネジメントシステム（EMS）または簡易EMSを運用し、

国内

グループ全体で環境負荷の低減に努めています。

■CO2排出量（施工＋オフィス）
［総量］

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。

30

重点実施事項

20

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、環境法規制
及びその他の要求事項を遵守することはもとより、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。
我社と協力会社は全員参加で、これら環境問題の解決
に向けて取り組んでいく。

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

●社会・環境貢献活動の推進 ：地域に密着した活動
本社固有の取組み
●環境配慮技術の開発

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

36.9
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■グリーン購入費（施工）
実績値

60

26.8
21.1

2012

2013

2014 （年度）

＊4

（%）

100
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25.2
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10.0

■リサイクル率（施工）

目標値

（出来高1億円あたり）

実績値

（百万円）
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94

94

94

94

15

92.5

93.9

93.5

90.5

93.1
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40

12.2

12.3

11.4

12.3

2010

2011

13.0

13.2

11.3

10.0
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2013

目標値
14.0

9.5

5
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2014年4月1日改訂

0

2010

2011

2012

2013

2014

0

（年度）

2014 （年度）

■ CASBEE評価（建築物の総合環境性能評価システム）
2014年度：評価件数23件、
うちSランク1件、Aランク11件（うちBEE値2.2以上3件）、B+ランク11件

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

＊1
＊3

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。
2013年7月1日

（当社自主基準）
を達成
全ての作業所でゼロエミッション
3. グリーン購入の推進（2020年度目標）

40

＊3

：持続可能な発展への寄与

47.3
41.1

30

80

２

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）

熊谷組単体

0

●環境に配慮した設計の推進 ：建造物のライフサイクルを考慮

50

グループ会社

10

●環境に配慮した技術の推進 ：環境保全、自然再生、環境創造を考慮

熊谷組単体
熊谷組+グループ会社
建設業の環境自主行動計画による2020年度目標値＊1
熊谷組2020年度目標値＊2

（t-CO2/ 億円）

40

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。
１

（出来高1億円あたり）
［原単位］

（万 t-CO2）

熊谷組 環境方針

環境理念

社会性を追求する

※詳細な環境報告については、WEB版「環境報告書」で公開します。http://www.kumagaigumi.co.jp/csr/kankyo/ga2015/2015ga.pdf
※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

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（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

20％削減（1990年度比）。熊谷組単体にあてはめると32.9t-CO2/億円 ＊2 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）
建設汚泥を除く。 ＊4 2010年度以降の実績値は、グリーン調達品目の価格変動の影響を相殺しています。

海外：華熊営造股份有限公司

実績値

（作業所）
■CO2排出量（電力起源）

■廃棄物発生量（作業所）

■CO2排出量（電力起源）
（オフィス）

（kg/千万NTドル）

（㎥/千万NTドル）

（kg）

5,000

5,000

4,000
3,000

2,769

4,900
4,238

4,800

4,700

4,600

50

3,691

2013

2014 （年度）

46

50,000

50,000

47,000

45,000

43,000

40,000

39,022

36,672

30,150

28,648

50

10,000

10

0

0

0

2012

47

10

1,000
2011

48

■廃棄物発生量（オフィス）

20,000

20

2010

49

45.0
18.0

2010

40,000

29.8
21.2

17.6

2011

2012

2013

2014 （年度）

30,000

目標値

（袋）

40 33.3
30
22.9
20

30

1,932

2,000

※2015年度も上記、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。

50

40
2,413

華熊営造

41,517

2010

2011

2012

2013

2014 （年度）

0

2010

32.0

32.0

31.0

31.6

32.8

31.7

31.7

34.2

2011

2012

2013

2014（年度）

※華熊営造股份有限公司では、2010年にISO14001認証を取得しました。

事業活動と環境への影響

熊谷組単体（海外除く）。数値は2014年度実績。

2014年度環境目標と実績評価および2015年度目標

INPUT

OUTPUT

施工部門
主要投入資材
鉄筋
セメント
生コンクリート

電力
軽油
灯油

56,800 千kWh
21,800 kℓ
400 kℓ

オフィス部門
電力
用紙
水
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2,600 千 kWh
60,000 kg
15,000 ㎥

土木工事

完成工事高
972 億円
トンネル、ダム、造成地 など

CO2
NOx
SOx

建築工事

廃棄物（建設汚泥を除く）

完成工事高
1,909 億円
集合住宅、事務所、病院、
学校 など

環境目的

施工部門
5.4万 t-CO2
74 t
115 t

発生量
再資源化・縮減量
最終処分量

CO2排出の削減

36.4万 t
33.9万 t
2.5万 t

施工

投入エネルギー

10.8 万ｔ
2.4 万ｔ
192 万ｔ

事業活動

（詳細はWEB版「環境報告書」をご覧ください）

混合廃棄物発生の削減
＜ゼロエミッションの推進＞

CO2

0.1万 t-CO2

生物多様性配慮の推進
＊

【評価】○：達成
2014年度目標

2014年度実績

×：未達成
評価

－：現状把握中のため評価対象外
2015年度目標

土木

51.6 t-CO2/億円以下

40.3 t-CO2/億円

○

49.5 t-CO2/億円以下

建築

13.3 t-CO2/億円以下

11.5 t-CO2/億円

○

12.7 t-CO2/億円以下

土木

0.68 t /億円以下

0.71 t /億円

×

0.57 t /億円以下

建築

6.68 kg/㎡以下

5.26 kg/㎡

○

6.48 kg/㎡以下

土木

グリーン購入率＊
18.0％以上

9.2％

×

18.5％以上

建築

グリーン購入率＊
12.0％以上

9.7％

×

12.5％以上

・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

グリーン購入の推進

オフィス部門

熊谷組単体（海外除く）

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。
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誠実なものづくり

熊谷組グループの環境保全活動（2）
熊谷組は、エコ・ファースト企業として積極的に環境負荷低減に努めています。

法令遵守、社外活動、外部評価など

熊谷組グループは、全力で環境保全活動に取り組み、
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。

●● 環境保全関係法令の遵守

社会性を追求する

当社は、環境保全関係法令の遵守に努めています。

作業所での取り組み

※2014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。

●● CO2削減活動

●● 3R（リデュース・リユース・リサイクル）の推進

当社ではCO 2削減のため以下の取り組みを継続し、省燃

限りある資源を大切に利用するために以下の取り組みを
実践しています。

①エコドライブシステム導入の推奨

①発生抑制（リデュース）
「ゴミになるものは持ち込まない」

②省燃費運転の手順を示したステッカー（当社作成）をオペ

②再使用（リユース）
「再び現場内で使う」

③日本建設業連合会の省燃費運転DVDを全現場に配付し
座学教育を推進
④省燃費運転啓発垂れ幕

●● 生物多様性保全活動
当社ではネッコチップ工法、ホタルビオトープなど、生物

（ 当 社 作 成 ）を 全 現 場 に

多様性に配慮した取り組みを行っています。

掲示

2010年に当社が策定した「生物多様性保全の取組方針」

①②については、モデル現

に基づき、すべての作業所で施工予定地の生態系を調べ、

場 を 選 定し、効 果の検 証を
継続しています。

③再生利用（リサイクル）
「再び資源として利用する」

施工時における生物多様性への配慮について、チェックリ
省燃費運転座学研修

ストを用いて評価し、良好事例集を作成しています。

神戸市灘区で施工した「（仮称）RICウエストコート7番街
2期新築工事（AB工区）」
（ 積水六甲アイランド作業所）にお
いて、発注者である積水ハウス株式会社大阪マンション事

2014年度は、以下の教育を実施しました。
①本社環境法規制管理者による各支店での環境教育（全支
店、対象者：営業部門、土木・建築作業所長、計14回）

費運転を励行しています。

レーターに配布し省燃費運転を励行

【環境法規制教育の実施】

●● 3R推進功労者等表彰で国土交通大臣賞を受賞

②環境法規制教育をeラーニングにて実施（7月、対象者：
営業・土木・建築部門社員）
③本社において各支店の環境法規制管理者に対し集合教

業部とともに推進した「大規模なマンション現場における
発注者と連携した3R活動・ゼロエミッションへの挑戦」が、
3R推進功労者等表彰で国土交通大臣賞を受賞しました。
また、他にも当社から5件がリデュース・リユース・リサイ
クル推進協議会会長賞を受賞しました。
<会長賞受賞事業所>
立川合同庁舎作業所、北薩トンネル出水工区作業所、中目黒換

育を実施（2回）
④5年次、9年次研修にて本社での集合教育（7月、対象者：
施工系社員）

●● 生物多様性における環境省との意見交換会

気所作業所、福井大学病院作業所、大成・熊谷・山長・新光・カネ
ナカ・アシスト特定業務共同企業体釜石市災害廃棄物処理事業
（混合廃棄物処理）

2015年1月29日、当社は環境省 関地球環境審議官と
「生物多様性への取り組み」についての意見交換会を行い
ました。
意見交換会では、当社から会社概要、生物多様性の現場
での取り組み、
ビオトープ、ネッコチップ工法、
「 緑のバトン

華熊営造

台湾でのゴミ分別活動と緑化運動

様性の開発技術・事業の紹介を行ったあと、質疑応答が行

台湾でのゴミ分別は日本に比べて遅れており、最近になりようやく公共施設を中心に進ん

われました。

できています。華熊営造ではすべての現場で分別を実施し、活動は発注者からも高い評価を

環境ビジネスを取り巻く状況の変化、環境事業浸透のた

受けています。
また、台湾では条例により、現場の仮囲いを緑化することになっています。かなり本格的な
ものが多く、仮囲いの緑化だけで毎年コンクールが開かれています。華熊営造の現場もこれま

緑化した仮囲い

でに数多くの受賞を受けており、
この実績は発注者にも評価いただいています。

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。

1

5

間となりました。

5位

6位

2010

2011

10

好評を得ているイルミネーション

料を無料とするなど、軽井沢の地域振興と森林資源の保護に取り組んでいます。

■熊谷組グループの総合建設業におけるランキング
（順位）

ど 、有 意 義 な 時

として好評をいただいており、日本夜景遺産事務局より「ライトアップ夜景遺産」に認定され
また、環境にやさしい電気自動車の普及を目的に、全国で初めて100％電気自動車の通行

プの維持管理および希少種移設のポイントなどについて意

話をいただくな

電力を利用した「氷柱白糸イルミネーション」を行っています。マイカーで行ける「氷の輝跡」
ました。

環境経営度は、環境対策と経営効率の向上をいかに両立

の取り組みのお

白糸ハイランドウェイでは、運営当初より冬の軽井沢の魅力を高めるために、太陽光発電

●●「環境経営度調査」
（日本経済新聞社）で
総合建設業7位

めの条件、自然再生事業のあり方と今後の展望、ビオトー
見が交わされ、関地球環境審議官からは地球規模の環境へ

ガイアートT・K

白糸ハイランドウェイの氷柱ライトアップ

国土交通大臣賞を受賞した作業所の吉田泰幸所長と積水
ハウス株式会社内藤淳設計室長代理

リレー」プロジェクト、白糸ハイランドウェイなどの生物多

15

意見交換会の様子

7位

5位

7位

15位
1997

2012

2013

2014 （年度）

大山ダムホタルビオトープが、JHEP認証を取得
エコ・ファースト企業として

熊谷組施工の大山ダム
（発注者：独立行政法人水資源機構、
大分県日田市）
の
「ホタルの棲める環境づくり
（ホタルビオトー

環境省より「エコ・ファースト企業」
（ P1参照）に認定された企業が加盟するエコ・

プ技術）
」
について、
生物多様性の保全や向上に貢献する取り組
ホタルを対象と
みを定量評価するJHEP認証※を取得しました。
したビオトープとしては国内で初めての認証取得となります。
今後は広くお客様などにアピールを行い、ダムやトンネ
ルなどの土木工事案件や、都市部ビル屋上などへの技術提
案・設計案件に広く展開していく予定です。
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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
施工直後

施工2年後

※JHEP認証：JHEPは、
公益財団法人 日本生態系協会が、
アメリカで開発され、環境アセ
スメントなどで用いられている「ハビタット評価手法HEP」をもとに開発した環境評
価方法。
この評価手法を用いて当該地域の指標となるような植生や野生の生物の住み
やすさを
「事業前の過去の状況」
と
「事業実施後の状況」
について評価し、
ランク付けす
るもので、
生物多様性保全への取り組みを啓蒙・普及させることを目的としています。

す。2014年のテーマは「地球と私たちの未来の環境を守るために考えよう！」。熊谷組
せきし

は、浜松市立積 志小学校

髙橋右丞（たかはしゆうすけ）さんのエコとわざ「ゴミだけど

変身させてよリサイクル」を「熊谷組賞」
として表彰しました。

髙橋右丞さんに表彰状を手渡す櫻野常務執
行役員

「COOLCHOICE」は、気候変動対策および温室効果ガス削減をテーマに環境省が2015年7月1日スタートした新しい国民運動です。
「COOLCHOICE」
ロゴは、省エネルギーなど気候変動対策の行動のヒントを示しています。
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社員力の充実

活き活き職場（1）
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、

会社の明日を創る社員の健康をサポート

熊谷組グループの発展の基盤です。
教育・人事制度の整備、心身の健康のサポートなどに力を注いでいます。

計画的な配置

くりの一つとして、人事制度の一部改定を行いました。個
コースの新設、また、ダイバーシティ推進のため、特定職（一
般職）
・地域総合職をエリア職として再編し、必要要件を満

・目標設定

人の意思と能力に応じてキャリアの選択ができるキャリア

O
J
T

階層別研修
（社員基礎力の向上）

人材育成
求める人材像

るなど、より納得性の高い制度へと改定しています。

●● 人材育成

●● 社員の意欲に応える2つの表彰制度

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

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】
対象となる期間に優れた成果を上げたものを、規程に基
づき定期的に表彰しています。分野は、
「 模範社員」
「 発明考

1.階層別研修の実施

案」
「業務改善」
「営業」
「設計」
「施工」
「技術論文」
「業務改善」

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

「CS」
「 環境」など多岐にわたります。2014年度は社長表

2.計画的な人員配置の実施

管理意識の向上に努めています。
【メンタルヘルスケア・過重労働対策】
メンタルヘルスケアを推進するため、新入社員への入社

化するとともに、ES向上に少しでも貢献できるようニーズ
に沿った社員健康管理に努めていきたいと考えています。
今年度は勤怠管理システムや健康管理システムが運用
開始となり、一方で法改正に伴いストレスチェック制度も
導入されるため、過重労働、生活習慣病、メンタルヘルスな
どの健康問題がさらに顕在化してくることが予想されま
す。
これらは、従業員のパフォーマンスおよび企業全体の生
産性を低下させ、いまや企業経営に影響を及ぼすと言って

ルヘルス不調や脳・心臓疾患の防止対策の一環として、健

も過言ではありません。

康チェックリストの活用や安全パトロールの機会に産業医

企業や業界の数だけ、その特性に
合った健康管理があります。熊谷組

や保健師による面接指導等を行っています。

での産業医活動を通して、熊谷組は

【受動喫煙防止対策・喫煙対策の推進】

もちろん、建設業全体が社会の信用
を得られるような産業保健体制の

し、
タバコをやめやすい雰囲気づくりに努めています。
また、
5

あり方を、社員の皆さんとともに築

月31日の世界禁煙デーにあわせた啓発活動を行っています。

いていきたいと思います。

【健康づくり活動の推進】
健康を見直すきっかけとして、10月の全国労働衛生週間

●● 放射線被ばくに対する健康管理

力測定会等を実施していま

よりタイムリーな表彰を目的とする、社長・本部長・支店

す。また、全国土木建築国民

福島第1原発の復旧工事や除染等の放射線業務に携わる

長による表彰です。対象は、
「 地域貢献、社会貢献、技術貢献

健康保険組合による特定保

社員の健康管理や不安の軽減等を目的に、事故直後より定

画的な人員配置を実施しています。

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

健指導の利用を勧奨してい

3.専門分野別研修の実施

断されるもの」
としています。2014年度は31件を表彰。

ます。

キャリアの形成や幹部の育成を視野に入れ、適正かつ計

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。
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、一級建築士など公的資格の取得を奨励しています。
※OJT：On-the-JobTraining

職場内訓練

■2014年度に実施した主な階層別研修
入社時研修

<社長定期表彰受賞>

中堅社員研修

受講者数 61名

初級管理者研修

受講者数 14名

次世代経営者育成研修

受講者数 19名
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を行っています。

華熊営造股份有限公司

「全員参加の経営」を実践する社長と次代を担う社員との意見交換会

山㟢 英樹

初めて陶朱隠園のコンセプト図を見た時、エンジニアと

社長と次代の熊谷組を担う中堅社員との意見交換会は、社員自ら会社の

して「つくってみたい」
という気持ちでいっぱいでした。
しか

経営を考える場として、2014年6月にスタートしました。2015年5月で10

し受注に至るまでは困難の連続で、技術的不安を払拭する

回目の開催となり、毎回積極的に意見が交わされています。

ために建築事業本部、設計本部、技術研究所、首都圏支店、

意見交換会のテーマは「5年後、10年後の熊谷組のあるべき姿」
と
「業務の

国際支店、テクノスという熊谷組技術部門総勢20名のメン

改善提案・要望事項」の2つ。参加者は土木、建築、設計、営業、管理各部門の

バーが結集し、一つひとつ課題を乗り越えて獲得したプロ

40代前半が中心です。普段は業務で接する機会の少ない異なる部署の同世

ジェクトであり、今回の表彰は大変うれしく思っています。

代社員が集い、自分の思いを話し合う場にしてもらうのが狙いの一つです。

若手フォローアップ研修 受講者数 53名
受講者数 34名

期的に統括産業医が現地を訪問し、面接指導や情報提供等

華熊営造

受講者数 53名

基礎研修

メンタルヘルスにも重要な社内コミュニ
ケーションを促進する社内イベント。写
真は211名が参加した納涼会

エンジニアとしての夢を実現したプロジェクト

4.OJT※・目標設定の実施
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事の能率が落ちることがないよう、労働環境の整備や健康

にあわせて、本社ビル内で体

彰19件を含む95件を表彰しました。
【特別表彰】

を図っています。

の基盤を築いていただきました。今後はその体制をさらに強

喫煙率低下を図るため、卒煙社員を毎月メルマガで紹介

を実施しています。
時間、場をともにすることで、
「 熊谷組の姿、社員のあり

健康診断やメンタルヘルスケアなどの個別対応、健康情報

ア研修」等を行っています。また、長時間労働によるメンタ

専門分野別研修

前任の清本先生には、診療業務中心だった医務室から予

の配信などによる啓発活動等に取り組んでいます。これら

時・半年後の「セルフケア研修」、新任管理職への「ラインケ

たせばエリア総合職への昇格、総合職への転換が可能とな

小橋 正樹

防活動中心の健康推進室へと名称を変更し、産業保健体制

の活動を通じて、社員の心身の不調を防ぎ、健康問題で仕

公的資格取得奨励

自己変革を進める

を配置し、各支店の産業医や人事担当者と連携しながら、
■熊谷組の人材育成体系

中期経営計画（平成25〜27年度）にある経営インフラづ

産業医

当社では健康推進室を中核として、統括産業医と保健師

活き活きとした人材育成への取り組み
●● 人事制度の改定

建設業界の特性に合った健康管理システムを築く

●● 健康支援体制

台湾でも非常に注目度の高い案件

参加した社員は一人ずつ自らの考えを発表し、社長がコメントを返す形式

であり、熊谷組グループの技術力を

で行っています。

多くのお客様に知っていただきた
いと思っています。

「全員参加の経営」をキーワードに揚げる樋口社長は、
「 5年後、10年後の

開催10回目を迎
え、参 加 者は1 0 0
名に達する

会社で中心的な存在を担う社員たちに、若い頭で自ら考えてほしい。
『 自分
たちで会社を変えていかなければならない』という気概を持ち続けてほし
い。」
との思いを伝えています。

若手フォローアップ研修風景
（2014年10月）
斬 新 なフォルムが 注 目
を集める陶朱隠園
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社員力の充実

活き活き職場（2）
性別や年齢、国籍などにかかわらず、多様な社員が働きやすい場、

育休取得前と同じ配属先に戻れたことでスムーズに復帰

仕事と家庭・社会活動の両立ができる環境を整えるため、

ケーアンドイー

さまざまな施策を実施しています。

ケーアンドイー（株） 管理部人事・総務グループ

山崎 真紀

自己変革を進める

育児休業制度は、約1年4ヵ月取得しました。保育園に入れず会社を1年以上休んでしま

ワーク・ライフ・バランスの推進

い、正直、社会復帰できるのかかなり不安になりました。復帰後は多少のブランクを感じる
こともありましたが、以前と同じ配属先だったこともあり、思っていたよりもスムーズに仕

■育児休業制度利用者数推移

●● 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

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

うち男性（名）

10

0

2013

19

1

2014

21

1

事を再開することができました。
この春、子どもは小学校1年生になりました。学校の役員や行事などで休むこともありま
すが、同僚に支えられながら、理解ある職場で働き続けています。現在は子育てを楽しみつ
つ、仕事も両立して充実した毎日を過ごしております。

「子育てサポート企業」
として2回目の認定

反映させて、出産・育児と仕事の両立のしやすい環境の実
その一例として、2010年3月には育児休業開始日から

利用者（名）

ケーアンドイーは2001年の設立当初から育休制度があり、女性社員の取得率も比較的

対策推進法」による「行動計画」に則り、社員からの要望を
現に向け検討・改善を進めています。

年度
2012

高く、
とてもありがたい制度だと思っています。できれば、今後は小学生ぐらいまで何らかの
支援制度を設けていただけたらいいなと思います。

長男大翔（ひろと）
くん6歳と

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おりましたが、この度終了した
第2次計画の実績が認められ、2015年3月3日に2
次世代認定マーク
回目の認定を受けました。

シニア社員制度を利用し、熊谷組の技術力を次世代へ伝えたい

「くるみん」

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。
【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的団体などを通じて行
う、会社が認める社会福祉関係のボランティア活動。

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
現在、仕事と子育ての両立支援をさらに進めるべく第3次計画を実施
中です。
熊谷組第3次行動計画
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

中四国支店建築部工事管理グループ担当部長

中林 俊一

長年建築現場の仕事に携わってきました。定年時に、体力・気力は仕事に支障
がでるほど衰えているとは思いませんでしたので、品質管理において今まで培っ
てきた経験と蓄積された知識が熊谷組の技術力を次世代へ継承することに役立
つと思い、
リタイヤ・転職など考えることなく現在の職務をこなしています。
シニア社員となって業務が品質管理に特化され、現場の巡回・指導時間を多く
とれるようになり、積極的に後輩たちと対話することによって、個々人の品質管
理への思いや各現場間の品質のバラツキをより詳細に知ることができるように
なりました。現場の状況に合わせた丁寧な指導ができるのが、シニア社員の良い
点だと思います。
若い人たちに伝えたいのは、月並みですが「いい仕事」をすること。そのための努力を怠ら
ないこと。細かいところ、見えないところも手を抜かずキチッと仕上げることが、商品価値を

個性ある多様な人材とともに

高めていきます。思い通りにいかないことも多いと思いますが、失敗にめげず恐れずチャレ

していくとともに、豊富な経験に基づく技術力、営業力を途

●● 雇用の現状

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。

■社員数および年齢・勤続年数の平均推移
年度

社員数（名）

平均年齢（歳）

平均勤続年数（年）

2010

2,354

43.9

20.4

2011

2,240

44.0

20.5

2012

2,192

44.6

20.8

2013

2,159

44.9

20.8

2014

2,167

45.2

21.9

正社員
87％

契約社員
10％

建設業に興味があり、日本の熊谷組を選択

●● 障がい者雇用

■人員の構成（2015年3月31日現在）
その他
2％

経営企画本部事業創生推進室

障がい者の方々とともに働き、互いに成長できる環境を

たので、ミャンマーにある日本企業への斡旋会社で就職先として日本企業を探

2015年4月現在、障がい者雇用率は2.03％となってい

していたところ、熊谷組の赤羽事業創生推進室長（当時）を知りました。もともと
建設業にも興味があったこともあり、インターネットで熊谷組の工事実績、
リノ

ます。今後も障がい者の方々が働きやすい環境整備や職域

ベーション工事などの様子を見て、熊谷組に好感を持ちました。

（%）

「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

37

役員
1％
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正社員
87％

2015年4月から熊谷組本社で働き始め、現在は熊谷組の過去の実績、例えば

■障がい者雇用率の推移

（年度）

契約社員
11％

その他
2％

2.0

2.08
1.94

1.93

2.03

太陽光・風力発電、植物工場、鉄橋工事などについて調べるとともに、週5回は社

2.03

外で日本語研修を受けています。今後は建設業全般、何でも挑戦してみたい。そして将来
は、
これらの知識や経験をミャンマーでの現場に活かすなど、熊谷組で成長していくことが

1.8

できればと思っています。

法定雇用率

日本の食べ物で好きなものは、1月の会社見学で来日した際、小田原で食べた「天丼」と

1.5
0

サンダー アウン（SANDAR AUNG）

みんながルールを守り、秩序が保たれている日本のライフスタイルが好きだっ

目指し、雇用を促進しています。

の開拓などを進めていきます。

●● シニア社員の雇用拡大

現場の品質向上のために検査および検討会
に取り組む中林担当部長（右から3人目）

2015年4月現在、167名の定年退職者がシニア社員とし
て在籍しており、今後も雇用を継続していきます。

※社員数は就業人員数です。
役員
1％

ンジです。
またいい仕事をするうえでは、個人のスキルアップはもちろん、全員によるチーム
ワーク力のアップが大切です。対話重視の明るい職場づくりを目指してほしいと思います。

2011

※すべて4月時点の数値

2012

2013

2014

2015 （年）

同じ部署の仲間と。左隣りは赤羽経営企画
本部副本部長

会社近くの「塩ラーメン」。それから、海がきれいな沖縄にいつか行ってみたいです。
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○お問い合わせは
株式会社熊谷組経営企画本部CSR推進部 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
TEL03-3235-8114 FAX03-5261-9665 URLhttp://www.kumagaigumi.co.jp/ e-mailinfo@ku.kumagaigumi.co.jp
1部あたり

●この報告書は､製造時に排出されたCO 2 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6,600kgになります。また、印刷に使用し
た電力（766kWh）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。

470ｇ

CO2の
「見える化」
カーボンフットプリント
http://www.cfp-japan.jp
CR-DD01-15008

バイオマス発電

カーボンオフセット

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。

グリーンプリンティング

グリーン購入に取り組んでいます。

VOCフリーインキ

水なし印刷

●この報告書は、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。

