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熊谷組グループは、
ダイバーシティを推進しています！

グループビジョン
『高める、つくる、そして、支える。』
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では、これを差別化のための一戦略としてではなく、例えば
病院建設であれば、発注者はもとより、患者やその家族、医療
スタッフなど、その施設を利用する方々の気持ちまでも思い
やる「温かさ」と、彼らの願いをなんとか叶えようとする「情
熱」をもってあたるべきであるとしています。さらには、細や
かな配慮で、様々な提案を行い、その建造物を利用する方々
の満足感（幸福感）が、「立派なものができた」という竣工時の
一時的な感動を超えて、10年先、20年先も続くような「しあ
わせ品質」に仕上げていくことを宣言しています。正に、ホス
ピタリティの確立です。本CSR報告書では、こうした取組み
の一例を紹介しています（p21）。

　新ビジョンでは、さらに、この「しあわせ品質」を届けてい
くために、グループならではの「独自の現場力」を高めてい
くということを宣言しています。
　熊谷組グループの建設現場における現場力は、優秀な技
術力を備えた協力会社とパートナーシップを組み、安全・品
質・環境を高めるためのオープンで建設的なコミュニケー

ションを重ねることで、そして両社の社員を、OJTを主と
した研修を通じて育成していくことで高められていきます

（p15）。重要なパートナーである協力会社の技術力の向上
に当社がひと役買うことは当然で、熊谷組グループでは協
力会社の社員も参加できる集合研修プログラムを数多く用
意するとともに、採用支援活動にも積極的に取り組んでい
きます。また近年は、主に建築工事等における女性技術者
の細やかな感性を活かした提案が顧客より高い評価を受け
ており、当社では2015年8月に「女性活躍推進プロジェク
トチーム（通称：イキ活）」を発足させ、さらに、2016年4月
には「ダイバーシティ推進室」を設置しています。
　現場力とはこのように、一般には建設現場における“も
のづくりの力”を指しますが、全員参加型で、技術力とソ
リューション力を総動員して顧客の多様なニーズに積極的
に応えていく「建設サービス業」では、建設現場の社員に限
らず、社員の誰もが、お客様から「課題」という名のボール
が、いつどこに投げられても即応できる体制を整えておく
ことが求められます。熊谷組グループにおいては、これが

「現場力」であり、社員は「常在現場」の認識を持たねばなら
ないと考えています。

全員参加で高められる
「独自の現場力」
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このたびの熊本地震で被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。

当社では、地震発生後に直ちに九州支店に現地対策本部を設置し、当社グループ社員・家族の安否確認および施

工中の現場の安全確認などBCPに沿った対策を速やかに実施する一方で、公共機関等の要請に応える形で被災地

に人員を派遣し、応急対応や行方不明者の捜索、支援物資の輸送などを行いました。被災したインフラ構造物の

撤去や土砂崩れ等を防ぐための土留工など、現在も引き続き二次災害を防止するための工事等を行っています

が、被災地の一日も早い復旧・復興にグループを挙げて協力し、建設業としての使命を果たしてまいる所存です。

「熊谷組グループ新ビジョン」
の発表

「建設サービス業」をさらに高める
「しあわせ品質」

トップコミットメント

新企業ビジョンに基づく「建設サービス業」の実践は、
熊谷組グループの未来を拓くソリューション。
全員参加型で、新たな価値創造に挑戦してまいります。

取締役社長
（代表取締役）

　建設業に携わる者にとって、品質に優れた建造物を残す
ことはやりがいに繋がります。時に私たちは、苦楽をともに
した協力会社の“同志”とともに現場を再訪し、誇らしい気
持ちに浸ることがあります。しかし、それで満足をしてい
たのでは「乱気流」の中を進んでいくことはできません。
　新ビジョンの中の「高める、つくる、そして、支える。」と
いうビジョンスローガンは、自らの人間力や技術力を高
めて、顧客や社会に「熊谷組ならではの価値」を提供し、末
永く支えていく、ということを意味しています。日本のゼ
ネコンは、そのほとんどが世界でもトップレベルの優秀
な技術を有しており、「ものづくりの力」という本業だけ
での差別化は難しくなってきています。そのなかで、私
たちが熊谷組らしさを発揮して存在価値を高めていくに
は、ハードをつくる技術力に加え、積極的なコミュニケー
ションを通じて顧客や社会が真に求めているものを把握
し、それに対して柔軟かつ的確で、迅速な提案を行うこと
ができる「サービス業的な要素を含む」ソリューション力
を兼ね備える必要があります。
　このことを当社では「建設サービス業」という言葉で表し、
重要な経営方針のひとつとして発信しています。新ビジョン

　当社は、2014年9月に優先株式の消却を終えたことを機
に、2015年度を「再生元年」と位置づけ、経営環境の変化に
強い企業を目指すこと、例えるならば「乱気流のような経営
環境の中でも力強く前に進める」経営体力を蓄えていくこ
とを目指すこととしました。そのためには、社員全員が同
じ方向に向かって力を合わせることが不可欠であるという
考えから、2014年度より、①未来に継承すべきDNAを確
認するために「歴史を総括」し、②目指すべき「理想の企業像

（あるべき姿）」と「共有すべき価値観」を確立して、③成長戦
略を構築する、という3つのプロジェクトをスタートさせ
ました。
　これらのプロジェクトについては、本社・支店、グループ
会社の若手社員からなるワーキンググループがとりまとめ
役となり、①については、当社の新たな行動指針とも言うべ
き「総括十訓」としてまとめられ、②については「熊谷組グ
ループのニューアイデンティティの確立プロジェクト」に
より、2016年4月1日に、「熊谷組グループの新ビジョン」

（p5）を発表いたしました。そして③については「成長戦略
のフレーム」を構築後、新設された「グループ戦略推進室」へ
と引き継がれました。
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横浜市所在のマンション施工不良について

■ 物件概要 ■ 原因究明

■ 事案の概要

用　　途：分譲マンション（262戸）
所 在 地：神奈川県横浜市
工　　期：2001年8月1日～ 2003年3月15日
構造規模：鉄筋コンクリート造地上11階

　2013年3月、マンション管理組合様から、B棟南棟・東棟
間の渡り廊下のエキスパンションジョイント部にズレがあ
るとのご指摘を受け調査をしたところ、南棟南東部で2.5／
1000の傾きが確認されました。
　このため2014年3月より調査会社によるボーリング調査
を行なった結果、傾斜したB棟南棟で8本、隣接するB棟東棟
で3本、A棟で4本 合計15本の杭が支持層に未達であり、さ
らに4本の杭が根入れ不足であることが判明しました。（図1）
　その後、傾斜しているB棟南棟の居住者様には仮住まい
に転居していただき、応急対策工事を実施した上で、Ｂ棟南
棟は建替え、その他の棟（A棟東棟・南棟、B棟東棟）は未達杭
の補修を提案し管理組合様と協議を進めていました。
　さらに、2015年11月に管理組合様からご指摘があり、
地中梁の補強対象456箇所でスリーブ(設備躯体開口)調査
を行なった結果、36箇所でコア抜きが判明し、その内29箇
所であばら筋（図2）の切断が確認されました。
　コア抜き箇所は構造耐力上支障がないことを第三者にて
確認できましたが、杭の支持層未達という基礎の状態で建物
の健全性を将来にわたり証明し、ご理解いただくのは難しい
中、所有者様、居住者様ならびに関係者の皆様にこれ以上の
長期にわたるご負担をお願いし続けることは避け、一刻も早
い解決を図ることが当社の取るべき責任であると総合的に
判断し、事業主様とも協議の上で、当社としても2016年３
月に「住宅棟全棟建替え」とする方針といたしました。

杭の支持層未達について
　杭の支持層未達は、支持層に起伏のある複雑な地形であっ
たことや、杭施工時に支持層に達する前に支持層と同種の土
砂が排出された要因に加え、杭専門工事業者現場代理人の支
持層の誤認を当社工事担当者が見抜けなかったことにあり
ます。また、当社関係者に支持層が複雑な地形であるとの認
識が不足し、充分な注意喚起ができていませんでした。

地中梁のコア抜きについて
　当時の標準的な手順として、コア抜きの際は専門工事業
者と当社が協議をして行うことになっていましたが、一部
のコア抜きは手順が守られずに行われていました。コア抜
きが必要となった原因
は、スリーブを施工する
直前まで設計変更が発生
し、施工計画の検討が充
分にできなかったこと、
さらに当社のチェック体
制の不足にあります。

杭の支持層未達について
　原因究明の結果を踏まえ、当社では2014年に場所打ち
杭に関する社内規定を見直しました。現在、場所打ち杭工事
では、施工前の施工検討会で、杭専門工事業者の現場代理人
の技量、経験の確認や支持層確認方法について協議して決
定するなど、支持層の確認を徹底するための手順・方策につ
いて定め、全社で実施しています。

地中梁のコア抜きについて
　スリーブに関する社会的品質要求の高まりに対応し、当
社では2010年に「設備躯体開口総合調整会議（スリーブ会
議）実施要領」という社内規定を制定し、スリーブ総合図の
作成やスリーブ検査、記録管理等のルールを全社で強化し
ています。さらに今回の施工不良を受け、施工中に設計変
更を発生させないスケジュール管理、スリーブ総合図によ
る配管・配線の充分な事前検討、スリーブ設置後の確実な検
査を実施しています。

　わたしたちは、今回の施工不良を謙虚にかつ厳粛に受け
とめて反省し、一刻も早い解決を図るとともに、この様な施
工不良を発生させないための再発防止策を徹底し、皆様に
安全、安心をお届けすることを最優先に全社一丸となって
取り組むことで信頼の回復に努めてまいります。

■ 再発防止

図1：建物支持層のイメージ

■ 支持層未達部分

A棟 B棟東棟B棟南棟

図2：地中梁の配筋イメージ図

　「全員参加」の意識と、「常在現場」の認識が浸透すれば、
ICTの普及に伴うアイ・コンストラクション※への対応や、ラ
イフサイクルを通じての環境対応性や生活の質をテーマと
するサステナブル建築の普及、生物多様性への対応といっ
た「明日の現場力」の向上に確実につながる素晴らしいソ
リューションも他に先駆けて構築されるはずです。
　一方で、今後は東北の被災地で行われている官民連携事
業（PPP/PFI）のような、用地の折衝などの施工前準備や設
計などの領域までをカバーしていく一括発注型プロジェク
トや、リニューアル案件でも、運営、維持管理、修繕まで含む
ものが増えていくと考えられています。このような業務範
囲の拡大に伴う新しいニーズにも「独自の現場力」でひとき
わ光るソリューションを提供していくには、それぞれの分
野で一流の技術を有するグループ会社や協力会社との強力
な連携が欠かせません。
　2016年4月には、当社の3つの協力会が、土木、建築の垣
根を越えて「熊栄（ゆうえい）協力会」という一つの組織にま
とまりました。社内の各部門・部署間に壁はなく、グループ
会社や協力会社と一心同体で、どこからでも顧客のニーズ
に対応できる有機的な組織であれば、「最強の現場力を発揮
しうる組織」となり得るに違いないと考えます。

　建設業界は、国内の他産業に比べて技術革新が遅れてい
るという指摘を受けますが、例えばICTの積極活用による
生産性の向上という課題ついては、業界としても早急に対
応していかなければなりません。熟練工の減少については
後継者の育成も不可欠ですが、経験の少ない者でもミスを
起こさずにすむようなシステムを開発することもソリュー
ションのひとつです。技術革新（イノベーション）が進めば、
労務不足の問題が緩和されて、過剰労働の軽減にも繋がり、
ひいては安全性の向上にも繋がります。さらに進めば、賃
金や家族とともに過ごす時間も増え、日本が誇るものづく
りに興味を示す若者が増えることでしょう。
　当社では、すでに土木部門と建築部門がそれぞれ専門部
署やプロジェクトチームを設置し、このようなイノベー
ションを目指して取り組んでいますが、人件費を抑制して

目先の利益を確保するというようなことをするのではな
く、システム開発に少々時間とコストが余計にかかっても、
市場環境に恵まれているこの期を逃さず、業界全体の使命
として、このようなイノベーションを積極果敢に断行して
いかなければならないと考えます。
　また、私たちは重要なステークホルダーである熊谷組グ
ループの社員への責任も果たさなければなりません。この
内なるステークホルダーの声に真摯に耳を傾け、期待に応
える「情熱」をもって、「しあわせ品質」を届けなければなり
ません。今の仕事に、働く喜びとやりがいを感じつつ、将来
に夢を持てるような会社にしていかなければなりません。

「熊谷組グループの一員で良かった」という“満足と感謝の
言葉”が聞かれるよう、必要な施策をしっかりと実行してい
く考えです。

　今、熊谷組グループの様々な現場や部署では、「しあわせ
品質」とは何か、「独自の現場力」とは何かということを自問
自答しつつ、それぞれが考える「建設サービス業」を実践し
ています。
　世間でひんぱんに耳にする「熊谷組はまじめ」という評判
をまさに裏づけるような様子には頭の下がる思いがします
が、それぞれが自ら考え、試行錯誤を繰り返しながら何かを
掴んでいくことが大事です。また、そのまじめさ、愚直な一
徹さこそが、「熊谷組に抜けないトンネルはない」と言われ
た当社のDNAを受け継ぐ証しであり、それこそが私たちが
掲げる高い目標に近づくための原動力となります。
　新たな企業ビジョンに基づく「建設サービス業」の実践は、
これからの建設業はどうあるべきかということを、私たちが、
熊谷組の歴史を振り返り、受け継いできたDNAを検証して導
き出したオンリーワンのソリューションです。グループ会社
も協力会社も全員参加で、ベクトルを合わせ、熊谷組グループ
の未来を拓く新たな価値創造に挑戦してまいります。

技術革新と企業責任

「建設サービス業」に正解はなく、
試行錯誤を繰り返すことも大事

※ i-Construction（アイ・コンストラクション）
「ICTの全面的な活用（ICT土工）」等の施策を建設現場に導入することに
よって、建設生産システム全体の生産性向上を図り、もって魅力ある建設
現場を目指す取組み（国土交通省HPより）

　　　  建設現場：調査・測量、設計、施工、検査、維持管理・更新などを含む
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熊谷組グループの未来に向けて

熊谷組グループの新ビジョン

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

そこに集う人々とともにつくりあげていくコミュニティーです。

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

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

そして完成後も、運営、維持管理、修繕、再生まで一貫して携わり、
新しい物語が生まれ続けるくらしの舞台を、時代をこえて支え続けていきます。

高める、つくる、そして、支える。
100年をこえる歴史の中で育まれた、お客様とともに歩み続ける責任感を胸に。

これからも私たちは、新たなチャレンジを続けていきます。

人が繋がる、くらしをつくる。
未来へひろがる、舞台を支える。

熊谷組グループは、市場環境や時代の変化に影響されず、将来にわたってお客様や社会から必要とさ
れ、社員が誇りをもって働き続けられる企業グループの実現を目指し、2016年4月新たな熊谷組グ
ループビジョンを発表しました。

■ しあわせ品質 ■ 独自の現場力
　私たちはお客様のとらえ方を大きく広げ、これからの時
代に求められるものづくりのあり方をあらためて問い直
しました。私たちが目指すのは、外形的・機能的に優れた品
質だけではありません。私たちがつくったものを使う人や、
10年後も20年後もそこに集う人々に思いをめぐらし、感
動のさらに先にある「しあわせ」をお客様に感じ続けていた
だけるものづくりを目指してまいります。これを熊谷組グ
ループ独自の品質基準、「しあわせ品質」としました。

　私たちの現場力は、優れた施工管理力にとどまりませ
ん。施工部門だけでなく、管理部門も含めたすべての社員
が一体となってものづくりの現場を意識し、「しあわせ品
質」の実現を目指します。
　私たちは技術力と人間力を掛け合わせて高めた独自の
現場力を発揮し、建設だけでなく完成後の運営や維持管
理、修繕、再生に一貫して携わり、建設の枠を越えた新たな
取り組みにもチャレンジし続けてまいります。

■ 熊谷組グループビジョン
　熊谷組は2015年度を再建から再生へと舵をきる「再生元年」と位置づけ、「熊谷組グループのニューアイデンティティ
の確立プロジェクト」を進めてきました。プロジェクトでは熊谷組のアイデンティティを探求し、5年後、10年後の目指す
姿（ビジョン）を取りまとめました。
　新ビジョンでは、「自らの技術力や人間力を高め、私たち独自の価値をお客様にお届けし、時代や世代を超えて支え続け
ていくこと」を熊谷組グループの目指す姿として、「高める、つくる、そして、支える。」をビジョンスローガンに掲げ、その
実現のために次のふたつのキーワードを実践してまいります。

北陸新幹線糸魚川駅
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■ 女性向け作業服をつくりました

■ 女性活躍推進法行動計画を公表

■ ダイバーシティ講演会の開催

■ シンボルマークの公募について

　当社では、これまで人事総務部にて女性活躍への取組みを進めていましたが、2015年8月からは、グループ会
社を含む「女性活躍推進プロジェクトチーム（イキ活）」を発足させ、この取組みを引き継ぐとともに動きを加速
させ、また熊谷組グループ全体の取組みとして推進しています。
　さらに2016年4月からは、「ダイバーシティ推進委員会（委員長：樋口社長）」および推進部署として「ダイバー
シティ推進室」を設置し、このプロジェクトチームの成果を発展的に移管させることにより、“誰もがイキイキ働
ける職場づくり”を推進しています。

　これまでの作業服は男性の体型にあわせてつくられた
ものでしたが、女性が働きやすい環境を整備するために、
女性の体型に合う作業服を選定しました。今後はそれぞ
れの体型や作業性を考慮した作業服を着用することがで
きるようになりました。

　「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の
施行に伴い、女性の採用を増やすとともに、女性が活躍で
きる職場環境の整備に積極的に取り組むことを目的とす
る行動計画を公表しました。
行動計画：定量的目標（計画期間2015年12月～ 2020年3月）

定量的目標 策定前の状況
採用者に占める女性割合を20％以上にする。 2015年10月現在：13.2％
管理職に占める女性割合を2倍以上にする。 2015年10月現在：0.8％
作業所配置の技術系女性を20人以上にする。 2015年10月現在：14人
女性営業職を2倍以上にする。 2015年10月現在：2人

　外部講師を招
しょうへい

聘し、役員支店長会議の冒頭に、ダイバー
シティ経営と女性活躍推進の意義に関する講演会を行い
ました。講演会の模様は、熊谷組役員支店長だけでなく、グ
ループ会社役員、熊谷組各支店、「イキ活」のプロジェクト
メンバー等も聴
講し、ダイバーシ
ティについて真剣
に考える機会とな
りました。

　ダイバーシティ推進活動のシンボルマークをグループ
内で公募しました。応募総数101件の中から、審査の結
果、設計本部川口浩司副部長のデザインが最優秀賞を受
賞しました。このマークは社内外への発信に活用されて
います。

　ビジョンの浸透と定着を図る目的で、熊谷組グループで
は2016年4月に「ビジョン推進チーム」を編成しました。「話
そう、変えよう、そして進もう」を合言葉に、「理解」「行動」「定
着」の三段階のフェーズにあわせて様々な浸透・実施施策を

■ ビジョンの浸透に向けた今後の展開

2016年度
新・中期経営計画

理解する

2017年度 2018年度

定着する

中期経営計画（平成27〜 29年度）〜「再建」から「再生」へ、そして「成長」に向けて〜

行動する

情報の開示

　「グループの誰もがイキイキと働ける職場づくり」をテーマに活動を進めています。企業に
とって“人”こそが最大の財産です。熊谷組グループが環境変化に打ち勝ち、企業価値を継続
的に高めていくためには、グループ全員が持てる力を100%出し切れるような環境づくりが
大変重要です。
　具体的な施策について、当面は4月に公表した 行動計画の達成に向けて、職場環境の整備
や諸制度の見直し、意識啓発などに取り組んでいきますが、やはり、何よりも、熊谷組グルー
プの全員がその気になることが最も重要であり、また、一番の課題だと考えています。女性活
躍推進の問題にしても、ワークライフバランスの問題にしても、“他人ごと”ではなく“自分ご
と”として捉え、理解し、そして取り組んでもらうことが重要です。
　これらの施策を実行していくことにより、さらにダイバーシティを推進させ、「全員参加の
経営」につなげたいと考えています。

女性活躍推進も、ワークライフバランスも“自分ごと”として捉えることが重要

常務取締役 常務執行役員
ダイバーシティ推進室長
櫻野 泰則

Voice

作業服冬用
上着は腰周りが程よく
フィットするゴム仕様
でダブつきが抑えられ
る。ズボンはレディー
スパンツを採用。

作業服夏用
上着の背中と脇は通気
性の良いメッシュ仕
様。ズボンは透け防止
の裏地つきレディース
パンツを採用。

防寒服
これまでの防寒服に比
べ、丈が短くなり、手
首や腰周りは程よく
フィットするゴム仕様
でダブつきが抑えら
れ、作業性が向上。

ダイバーシティ講演会

■ プロジェクトチームの設置

　「熊谷組グループのニューアイデンティティの確立プロ
ジェクト」が目指したのは、全社員を巻き込み、社員の意識変
革の地ならしを進めながら、「熊谷組の目指す姿」となる新た
な「ビジョン」の策定作業を行っていくことでした。2015
年1月には全社員を対象としたアンケートを実施。プロジェ

図：新ビジョン策定までの歩み
インプットセッション（2015年7月～10月）

アウトプット
セッション

（11月～ 12月）

経営会議
への報告

（2016年1月）

経営会議
にて承認

（3月15日）ワーキング・グループ

社員
アンケート

一般社会人層
ヒアリング

社員
ヒアリング

アナリスト
ヒアリング

ヒストリカル
レビュー

マネジメントヒアリング

戦略ブリーフィング

「熊谷組グループビジョン」策定までの足跡 ダイバーシティ推進プロジェクト

■ 熊谷組グループビジョン策定作業の進行とステークホルダーエンゲージメントの実施

120周年

　「熊谷組グループビジョン」の策定に繋がる、「熊谷組グ
ループのニューアイデンティティの確立プロジェクト」は、
2014年12月、本支店およびグループ会社の30～ 40代を
中心とした28名からなる「熊谷組グループCIプロジェクト
ワーキンググループ」を設置して活動してきました。この
プロジェクトの設置は、「新たな企業価値の創造には、社員
全員が経営を理解し、同じ方向に向かって力を合わせる、

“心の組織化”が必要である」という樋口社長の想いを反映
するものでした。

　熊谷組グループビジョンの策定作業にあたっては、下記
のような指針がまとめられました。

クトの中核プログラムとして、ワーキンググループメンバー
が各地を訪問する形で実施されたヒアリングセッション（支
店の各年代層の代表社員出席）は、2015年8月19日を皮切
りに、全国の支店と本社にて、計9日間をかけて行われ、社員
の意見や実態、課題が網羅的に吸い上げられました。

展開していく予定です。こうした活動と並行して、ビジョン
に書かれている「価値観」を社員全体で共有し、具体的な取組
みに反映していくという企業活動を継続していくことが重
要になります。

1. 熊谷組グループの社員の拠り所となる
新たなアイデンティティとなるもの

2. 「全員参加の経営」の社長方針のもと、
社員の意識を高め、「社員一人ひとりが自ら考え
行動する熊谷組」への進化を促すもの

3. 熊谷組グループ全体のさらなる成長に寄与するもの
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熊栄協力会が発足

■ 設立の背景
　これまで、当社の協力会社で組織される協力会は、安全衛
生管理の向上を目的とする「熊谷組安全衛生協力会」と、施
工品質の向上を目的とする「熊土会」「熊建会」があり、それ
ぞれが独自の活動を行い、当社の“ものづくり”における安
全や品質の向上に大きく寄与してきました。
　しかし近年は、建設技能者の減少に伴う担い手の確保と
育成、若い世代にとって魅力的で、女性にも働きやすい職場
づくり、将来の建設市場の変化にも対応できる施工体制の
確保なども新たな重要課題となってきています。
　こうした課題を乗り越え、将来にわたって当社と協力会
社が協力してお客様にご満足いただける“ものづくり”を
お届けしていくには、お互いの連携と協力体制のさらなる
強化、組織の効率的な運用が必要不可欠となっています。
2014年4月から、これら三会の統合ワーキングを編成し

「安全・品質・環境・労務」について相乗効果を発揮できる組
織づくりの検討を行い、設立に至りました。

　新しい会の名称は、「熊栄（ゆうえい）協力会」です。会員は
当社と専門工事請負契約を締結した協力会社で、正会員と
準会員とで構成された全国組織となっています。

■ 新しい協力会の効果

■ 熊栄協力会の概要

1. 高いレベルでの活動を維持して相乗効果を発揮
これまでは三つの会が「安全・品質・環境・労務」について、
それぞれの役割に応じて独自に深化させてきました。今回
の統合により培われてきた各分野に特化した活動を継承
しつつ、QCDSE全般を評価し、教育・研修を実施すること
によって情報を共有、会員各社のレベルアップや当社との
パートナーシップの強化を図り、ステークホルダーの皆様
にさらなる安全と安心をお届けします。
2. 相互交流による会員各社の意識改革と収益向上
建築系や土木系といった業種を越えた交流を図ることで、
現場間での協力会社の流動化を促し、建設技能労働者の需
要の変化にフレキシブルに対応できる素地を醸成すること
で協力会社の収益向上につながります。
3. 新たな課題への取組み効果の向上
担い手の確保・育成においては、会員各社のリクルート活動の
支援、若年者や女性に魅力ある職場づくりなどを推進し、ま
た、建設技能者の処遇改善においては、熊谷マイスター制度の
推進、社会保険加入・建退共等退職金制度の促進などの取組み
を行い、活動の成果を効果的に発揮しやすくします。

　将来的には、熊谷組グループ全体【（株）ガイアートT・K、
ケーアンドイー（株）、テクノス（株）、華熊営造股份有限公
司】の協力会とも相互交流して情報交換を行い、労務ネット
ワークの効率的な運用も目指していきます。

■ 将来の取組み

■ 熊栄協力会スローガン

「安全・品質・環境Ｎo.1
信頼勝ち取るプロの技 一致団結ものづくり」

　三会が統合し、これからは、熊谷組の「ものづくり」すべてに一つの組織として関わって
いくことになります。今まで以上に熊谷組とのパートナーシップや一体感が強化されるこ
とを期待しています。会員同士も、ものづくりの現場でも、熊谷組と一体となって「安全、品
質、環境、No.1」を目指し、「日本一のものづくり」を目指したいと思います。
　最前線で会の活動を行うのは支部の会員の皆様ですが、会社数も違いますし、地域性も
ありますので、実情に沿った計画を立案し、できることをしっかりと実践して一歩一歩着
実に進んでいただきたいと思います。
　また、明日の担い手となる若手作業員の獲得、育成などについても引き続き熊谷組のご
協力をいただきたいと思います。彼らは将来に対する不安を抱えており、職場環境の改善・
向上をはじめ、将来設計に繋がるような研修・セミナーの実施等についても、熊谷組ととも
に取り組んでいきます。

熊谷組と一体となり、「日本一のものづくり」を目指します
Voice

2016年４月、「安全・品質・環境・労務」の
さらなる向上を目指す新しい協力会社組織

「熊栄（ゆうえい）協力会」が発足しました。

活動計画の企画立案

支部

理事会

総会

北海道 首都圏 名古屋 北陸 関西 中四国 九州東北

監事

本部事務局
総務委員会

熊栄協力会組織図

一括型受注契約等の受注形態の変化や、建物・インフラの維持・更新需要の広がりに伴い、「建設
サービス業」の範囲は今後ますます広がります。熊谷組ではそれぞれに優れた技術を有するグルー
プ会社との連携をさらに深めながら、社会に役立つ企業を目指してまいります。

グループ成長戦略プロジェクト

コッター式継手を用いた道路橋プレキャストPC床版（コッター床版工法※）の開発

放射性セシウムの移行を抑制する技術 ～粘土と高分子化合物を利用した里山の再生～

　「コッター式継手」は熊谷組グループが長年にわたり育
んできた技術です。もともと熊谷組がシールドトンネル
のセグメント（トンネルの内壁）を連結する技術として活
用しており、最大の強みは「施工の速さと高い強度」です。
　その後、ガイアートT・Kが中心となり、空港やコンテナ
ヤードのように交通荷重が特に大きい箇所や軟弱地盤に
適した舗装版として高強度PRC版(高強度PRC版研究会）
や橋梁の端部で生じる段差を防止する延長床版プレキャ
ストシステム工法にも応用されました。
　現在、「道路橋プレキャストPC床版（コッター床版工
法）」として老朽化が進む供用中の橋を、コッター式継手を
用いたPC床版により、道路利用者の利便性をできる限り
損なわない短い工期で架け替える工法を開発しています。
　接合部分にコッター式継手を使うことで、従来の継手
によるプレキャスト床版工法に比べて床版設置時間を約
3割短縮することが見込まれます。
　インフラ大更新などの老朽化対応において、熊谷組グ
ループは、総力で戦略的に挑み、建設業の役割を果たして
まいります。

　2011年3月の福島第1原発事故以降、事故の影響を受
けた森林では、放射性セシウム（Cs）が腐葉土層内の有機
物と結合した状態で存在していると考えられています。
それらの有機物が分解されると、放射性セシウムが水に
溶けだし、森林植物への吸収汚染をもたらし、傾斜地で
は、除染後の生活圏を再汚染すると懸念されています。
　熊谷組とテクノスは、茨城大学、日本原子力研究開発機
構（JAEA）との共同で、放射性セシウムを吸着できるベン
トナイトと高分子化合物（PIC：ポリイコンコンプレック
ス）を用いて、森林における放射性セシウムの
移行を抑制する技術を開発しました。
　この技術を用いることにより、山林（奥山な
どの未除染地域）から里山、里山から生活圏（除
染をした区域：住宅地、農地）への放射性セシウ
ムの移動を抑制し再汚染を防止することが可
能です。さらに、植物への再吸収の抑制効果が
期待されます。

　本技術では、降雨や傾斜地での雨水の流れといった自
然の力を利用して放射性セシウムの移行を抑制するた
め、森林生態系を破壊せずに低コストで森林や里山の再
生が可能です。
　今後、住民の帰還を見据えて、除染エリアは里山などを
含めた森林区域まで拡大することが予定されており、森
林生態系を守りながら穏やかに里山を再生する技術とし
て普及が期待されます。

※コッター式床版工法は（株）熊谷組、（株）ガイアートT・K、オリエンタル
白石（株）、ジオスター㈱と共同で開発を進めいています。

森林での放射性セシウムの移行抑制の模式図

ベントナイトを散布
正電荷過剰PICを散布

負電荷過剰PICを散布

熊栄協力会会長
笹島建設（株）代表取締役社長

笹島 義久

熊谷組ガイアートT・K +

熊谷組テクノス +
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　熊谷組は、“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。

■ 2015年度CSR活動の実績・評価 ■ 中期経営計画（平成27〜29年度）の進捗
計画1年目の総括
　計画１年目の2016年３月期業績は、堅調な建設需要を
背景に受注高は計画を上回り、また利益についても、採算性
を重視した受注活動の徹底に加えて、資材価格・労務費が安
定して推移したこともあり、計画を大きく上回る結果とな
りました。

計画2年目の取組み
　2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向け
て当面は一定の建設需要が見込まれますが、オリンピック・
パラリンピック後の反動減、ならびに社会インフラ整備が

「新設」から「維持・更新」へと質的に変化していくなど、建設
市場全体としては縮小していくことが予想されます。
　このような環境のもと、将来にわたり市場環境に影響され
ない安定した収益力の確保に向け、「安全・品質・環境No.１」

「安定収益力の確保」「安定した生産体制の構築」「企業価値の
向上」等にグループ一丸となって取り組んでまいります。

基本方針 2015年度計画 2015年度の主な活動実績 評価

信頼を
築く

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 現場見学会開催。高校工業科生徒を対象とした「仕上げ工事勉強会」開催 ○

取引先とのパートナーとしての関係強化
協力会3組織統合による機能強化
熊谷組、テクノス、熊土会（土木系主力業者群)による合同研修会開催
優良職長（熊谷マイスター）に対して手当支給制度継続中

◎

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、家族による現場見学会などの開催 ○

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 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 ○

誠実な
ものづくり

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 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 △

高品質な
製品・サービスの提供

土木：日常業務でPDCAを確実に回し
さらなる品質向上へ

建築：PDCAサイクルを確実に回し、
日常業務にビルトイン

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組み実施
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実施
○

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 △

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 ◎
グループ会社の業態、規模に合わせた環境保全活動 環境学習の実施、環境イベントへの参画 ◎

社員力の
充実

働きがいがあり、
明るく
活気に満ちた
職場づくり

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、現場見学会への

若手社員参加、資格取得支援教育実施、良好事例のイントラ展開
○

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、ダイバーシティ推進体制構築 ○
職場における女性活躍の推進 エリア総合職昇格制度開始、一期生選任、女性限定の会社説明会開催 ◎
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 ◎

お客様に最高の“感動”をお届けする『建設サービス業』目指す
企業像

『
全
員
参
加
の
経
営
』

ス
ロ
ー
ガ
ン

「再生」から「成長」に向けての安定した収益力の確保
（連結営業利益率4%以上の常態化、連結ROE：10%以上）

経営
目標

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

基本
方針
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主要数値計画

■「熊谷組のCSR」概念図

評価  ◎：達成  ○：ほぼ達成  △：不十分

熊谷組のCSR 熊谷組グループ中期経営計画（平成27～29年度）

2015年5月に“「再生」から「成長」に向けての安定した収益力の確保”を経営目標に掲げ、「熊谷組グ
ループ中期経営計画（平成27～ 29年度）」を策定いたしました。

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。

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。

経営理念ー進むべき方向（もう一つの軸）
1993年（平成5年）に制定。

経
営
理
念

「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。2016
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。

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
。

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
。
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■「独自の現場力」と「しあわせ品質」の最前線
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土木事業本部長メッセージ

現場を取り巻く様々な自然環境のなかで工事をやり遂げる現場力。
発注者に設計変更の提案をする時や、
地元の方々のご理解を得る時にきちんとした
コミュニケーションを図り良好な関係を築くことも現場力。
困難に立ち向かう技術力と人間力を高め、

「熊谷組ならば」というお客様の信用を高めていきたい。

常務取締役 常務執行役員 土木事業本部長　嘉藤 好彦
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■ 熊谷組の土木事業の方針・戦略

株式会社ガイアートT・K テクノス株式会社

ブランド力
の向上

安
定
し
た
受
注
と
収
益
力
の
維
持

技術開発
の推進

生産性
の向上

競争力
の強化

①延長床版システムプレキャスト工法：橋梁端部の騒音、振動、沈下、段差等の不
具合を解決する工法です。②FFP（多機能型排水性舗装）：排水機能と防水機能を
併せ持つ縦溝粗面が特徴の多機能で安全・安心な道路です。③高強度PRC版：長
寿命・高耐久・高品質のプレキャスト製舗装版。空港や港湾、軟弱地盤等におい
て、工期短縮やライフサイクルコストの低減に貢献します。

●大型プロジェクト・社会的プロジェクトへの参画
●安全・品質・環境でNo.1を目指しお客様の信頼獲得
●情報の共有化による最適アプローチの決定
●ターゲット案件毎の組織対応力の強化
●グループ会社、協力会社との連携および生産体制強化
●施工プロセスにおけるCIM推進・ICT技術の積極的導入
●インフラ大更新時代に向けた技術の開発・実用化
●生産性向上・省力化を図る技術の開発・実用化

機械・鉄構、セグメント(シールドトンネルの壁を構成するプレキャスト部材)、
建築仮設、基礎、環境、土木リニューアルの6事業を展開しています。より優れ
た技術・サービスを提供してお客様の信頼を高めるべく、溶接ロボットなど新
技術の導入や製作手順・治具の改善等にも力を入れています。

受注高 売上高

完成工事

完成工事

完成工事

北上川下流長面河口地区築堤工事

※海外を除く

計画は中期経営計画（平成27～29年度）より

セグメント出荷状況

田尻地区函渠その5工事

箕面北部丘陵地区　北山川トンネル築造工事

　3年連続して1,000億円台の受注を確保できたことが印
象に残ります。官庁工事部門は、公共投資の積極推進により
全受注高の60～ 65％を占めるまでの極めて高い水準で推
移していましたが、特に昨年は発注時期の前倒し等による
影響により減少しました。しかしながら、民間工事部門に
おける受注増と「北海道新幹線二ツ森トンネル(鹿子)」「北
陸新幹線福井高柳高架橋他」「東北中央自動車道やまがたざ
おうトンネル」など当社が得意とする鉄道・トンネル分野で
の大型プロジェクトの受注高が急伸したことから土木事業
全体の受注高は微減(△5.4％ )に止まり、受注環境の変化へ
の組織的な対応力が備わってきました。
　収益面においては、業務効率の改善と生産性向上を目指
して諸施策を実施した結果、労務費および資機材の高騰に
落ち着きがみられたことと相まって、高水準の売上利益・利
益率を維持する結果となりました。

「顧客の維持･深耕･拡大」に向けて
　工事に求められる要件が近年非常に多様化しています。環
境保全への対応などを含め単独の部署では対応しきれない
ケースが増えてきました。顧客ニーズに即した最適の提案を
作り上げていくために、組織横断型で様々な技術やノウハウ
を有する人材を参画させる「本社・支店連携によるプロジェク
トチーム型受注活動」に取り組んでいます。このような活動は
今後、インフラ再生事業やPPP事業等のインフラ包括契約、あ
るいは大ロット・異業種JV工事等への参画に向けて社内の連
携はもちろん、グループ会社・協力会社・外部企業とのネット
ワーク形成という形で随時拡大してまいります。

「人員の確保と育成」に向けて
　新卒・中途採用のリクルート活動を組織的に展開し、社員
との良好なコミュニケーションを保つことで離職者の防止
を図っています。土木工事は自然という不確定要素を伴うこ
とから、その時々に発注者にベストと思われる提案を行うこ
とが信頼性の向上につながります。現場においてはそのため
のチームワークを醸成することが必須ですが、併せて派遣社
員・中途採用社員等も含めた社員研修の充実を通じて技術力
の向上を図ってまいります。こうした活動は、グループ会社、
熊栄協力会との連携を強化しつつ行っていきます。

■ 2015年度を振り返って
「生産性の向上」に向けて
　ICT推進室を設置し、無人化施工技術の高度化と一般工事へ
の普及・展開、新規工事の設計図書・現況地形等の三次元座標
化、工種別にモデル現場を選定してのCIMの実施、スマートデ
バイスの利用領域の拡大・活用促進など、生産性向上に関連す
る技術の開発と現場展開を推進しています。

　「2020年」以降は、社会インフラの整備事業も縮小傾向で
推移するものと思われますが、東北での震災復興およびまち
づくりのプロジェクトや、国民の生命と財産を守るための社
会インフラの強靱化・老朽化対策、地方創生を促す交通インフ
ラの整備などは継続して行うべき国家的使命であり、今後も
良質で早急なインフラ整備が求められる社会情勢に大きな変
化はないものと考えます。
　そうした中で、全区間のうち約９割がトンネル区間となるリ
ニア新幹線建設工事のような、当社が技術力を培ってきた得意
分野については積極的な受注活動を展開してまいります。一方
で、深刻な放射線被害を受けた福島県飯舘村における減容化事
業など、当社の技術力が役立つ分野において積極的な社会貢献
を果たしていくことも私どもの使命であると考えます。同様な
視点から、当社では事業促進PPP方式による復興事業にも参画
していますが、民間が従来の発注者の業務領域までカバーする
ような発注方式も増加してくるものと思われます。
　予想される「インフラ再生需要」の増加も含めて、今後は発
注内容・形式の変化とともに「守備範囲」も拡大していくもの
と思われますので、関連する技術ノウハウの蓄積に注力し、こ
の分野における存在感を高めていきたいと考えます。

■ 今後の方向性について

①北上川下流長面河口地区築堤工事
　（宮城県）
東日本大震災で被災した宮城県石巻市長
面地区において、一級河川堤防の復旧工事
を行いました。盛土工では情報化施工を採
用し、GPSを活用した締固め状況と出来形
位置の管理を行いました。

［左頁写真の説明］
②箕面北部丘陵地区
　北山川トンネル築造工事（大阪府）
土地区画整理事業の一環として、北山川を
仮排水路により流下させているものを、
NATM工法により水路トンネルを構築し、
本復旧を行いました。

③田尻地区函渠その5工事
　（千葉県）
首都圏における交通渋滞緩和などが期待さ
れる「3環状」の一つとなる東京外かく環状
道路の千葉県田尻地区において、開削工法
により函渠・掘割スリットおよび貯留槽・階
段室を構築しました。

②

■ 「建設サービス」の向上に向けた取組み

①
③

「独自の現場力」と「しあわせ品質」の最前線

事業内容：独自技術で安全・安心な道路をはじめ、空港・港湾など様々なライフラインを構築。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し、
建設資材の製造販売も展開

①

②

事業内容：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。鉄骨建方新工法による現場支
援、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。

http://www.gaeart.com/ http://www.technos.info/index.html

③
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熊谷組の創業の地、福井県で、
地域活性化の期待を背負って行われている北陸新幹線の
新北陸トンネル工事をレポートします。
2013年12月末に着工し、2019年5月末の竣工に向けて、
さらなる難工事が予想される工事現場では、
全国から集まった「精鋭」が、オープンなコミュニケーション
を通じて、熊谷組ならではの「ものづくり」を目指しています。

（取材：2016年6月22日）

「独自の現場力」と「しあわせ品質」の最前線

志高き“精鋭”たちの「ものづくり」
柿原トンネル

新北陸トンネル

“福井を元気にする”工事

複雑な地質、さらなる難工事の予感

　「わあ、すごく広いなあ！」。
　2016年6月の日曜日、大桐工区の新北陸トンネル工事現場
に、子供たちの歓声が響きました。県民に北陸新幹線への理解
を深めてもらおうと、福井県と発注者の（独）鉄道建設・運輸施
設整備支援機構、鉄道建設本部大阪支社が企画した親子現場
見学会。約60名の小学生とその保護者が参加しました。
　北陸新幹線は、東海地方が万一の災害に見舞われた際に
東京、大阪の二大経済圏をつなぐ代替機能を有しますが、
2015年3月の金沢延伸以降の実績にも現れているように、
観光・ビジネスを含む北陸の地域振興に確かな効果をもた
らすものとして期待されています。県都福井−東京間の所
要時間が最大35分短縮する福井県でも、敦賀開業による経

　金沢−敦賀間の路線延長114.4㎞のうち福井県内区間は
74.2㎞。福井県は南条山地で福井平野に続く嶺北地方と、敦
賀湾東縁山地を経て敦賀・若峡方面に至る嶺南地方に分けら
れますが、19.7㎞の新北陸トンネルは日野川橋梁付近から敦
賀へ向け、この二つの山地を貫通する形で建設されます。国内
でも長さで6番目となる長大トンネルの建設工事は6つの工
区に分かれて行われており、中央の大桐工区を担当する熊谷
組JVは、大桐地区から敦賀方面へ、平均0.8%の上り勾配の本
坑延長3，605mの掘削を日進4～10mで行っていきます。
　大桐工区の地質の大半は砂岩や泥岩等の古い堆積岩から

済波及効果を年間210億円、雇用創出効果を年間1，900人
分と見込んでおり、“福井を元気にする”新幹線開通への期
待が高まっています。

なる中古生層ですが、地層の隆起による背斜構造や既存の地
殻にマグマが貫入してできる貫入岩などが存在し、最後の
500mには大きな断層群があるなど、複雑に変化しています

（図1）。中古生層は基本的には硬い地質ですが、亀裂が多くて
崩れやすく、亀裂の中には大量の帯水が蓄積されている場合
もあります。熊谷組では1975年前後に、このエリアを走る
北陸自動車道敦賀トンネルの工事を行っており、このときの
資料にも、脆弱な地山と大量の湧水に悩まされたという記録
が残っています。加えて、断層地帯の一部では、その敦賀トン
ネル直下（50～ 70m）での工事も予定されています。

志高き“精鋭”の集合
　JV作業所長として、この難しい工事のマネジメントを託
されているのが熊谷組北陸支店の髙橋秀典です。髙橋所長
は、1977年入社で、これまで13本のトンネルを掘ってき
た、熊谷組でもトップレベルのトンネルマン。難工事と言わ
れた北陸新幹線飯山トンネルでも所長を務めました。
　作業所長は、図面上に本坑へのアプローチ坑の場所が記入

されているだけの、何もな
いところから、作業ヤード
をはじめ、作業所の事務所
や宿舎を含む用地の折衝、
建設資機材の手配、そして
トンネル工事の作業員の
確保を行います。とくに新
北陸トンネルの建設工事
は全工区発破掘削で行わ
れることになったことか

ら、切羽（掘削面）の状態を見極めて、正確な掘削ができる発
破のエキスパートの確保が必須となりました。
　「トンネル工事は、余分に掘っても、小さく掘ってもダメ
で、早く、正確に掘ることが重要。ひいては安全にもつなが
る。」と語る髙橋所長は、真っ先に笹島建設の山本淳二所長
に連絡を入れ、切羽の坑夫をはじめとする優秀な人材の確
保を要請しました。
　笹島建設は、1963年に竣工した「黒部ダム」建設工事の最難
関工区であった「旧大町トンネル工事」にて「熊谷組笹島班」と
して活躍したトンネル工事のエキスパートで、当社のトンネ
ル工事を支えてきた信頼のおけるパートナー企業です。山本
所長は、髙橋所長が「非常にうまくいった」と言うリニア新幹線

工事での実績を通じて全幅の信頼を置く人物ですが、山本所
長もまた、その豊富な経験をもとに、事前に想定しうる対策を
しっかりと立て、プロジェクトを計画通りに、そしてフェアに
進めていく髙橋所長のマネジメント能力に敬服しており、「ま
た一緒に…。」という誘いを二つ返事で引き受けました。
　しかし、2013年暮れの着工時は、まだ東日本大震災後の
復興工事や東京オリンピック・パラリンピック関連工事に
伴う建設作業員の不足が続いていた時期。そうした中で「こ
の人、この人と、ほとんど指名に近かった」という髙橋所長
の要望に応えるべく山本所長は奔走します。
　トンネルの坑夫というのは、かつての笹島建設が熊谷組笹
島班というグループで活動していたように、工事ごとに契約
社員となります。経験豊富で高度な技術・ノウハウを有する
坑夫は引く手あまたで、賃金も高めになりますが、「良い現場
で、いい仕事ができた」という一流の職人ならではの達成感
も、「この所長（会社）となら、次の現場も…」というモチベー
ションにつながります。
　「良い人材に電話が繋がったら、1000㎞離れていても
会いに行く」という山本
所長の熱意も功を奏し、
大桐工区のトンネル工事
には、リニア新幹線工事
を通じて髙橋所長や山本
所長との絆を深めた、そ
れぞれの分野で最高レベ
ルの技量を有する人材が
集まりました。

作業所長
髙橋 秀典

笹島建設（株）
山本 淳二 所長

新北陸トンネル工事（福井県南越前町）

福井トンネル

芦原温泉駅

福井駅

南越駅（仮称）

竹田川橋りょう

九頭竜川橋りょう

日野川橋りょう

敦賀駅

大桐工区

柳ケ瀬断層群

Ss:中古生層 砂岩　Ssl：中古生層 砂岩・粘板岩互層　Po：貫入岩・ひん岩　Gr:貫入岩・花崗岩

（上り線）

北陸自動車道敦賀トンネル（下り線）

離隔距離約50m

離隔距離約70m
鹿蒜川

Ss
Ssl

Ssl Ssl Gr

Po Po Po

七重谷川

中古生層（砂岩） 中古生層（砂岩・粘板岩互層）貫入岩・ひん岩 貫入岩・花崗岩

敦賀福井

掘進方向

図１：新北陸トンネル大桐工区縦断面図

親子現場見学会

3,605m
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トンネル工事で
行われる作業

　発破作業

セントル台車坑口

　掘削した岩石・土砂（ずり）の搬出 　支保工（トンネル断面図参照）エアカーテンを活用した換気システム

①鋼製支保工
アーチ型の鋼鉄の補強材の建込
②吹付けコンクリート
モルタルセメント等の吹付け
③ロックボルト
岩盤を補強する鉄棒の打込
④覆工コンクリート
内壁となるコンクリートの打設
⑤インバートコンクリート
トンネルを筒状にして膨圧に対抗

　漏水防止シートの張付け　覆工コンクリートの打設　坑口には防音扉を設置

かない（髙橋所長）。」
　大桐工区では、掘削を除く坑内作業については7：00から
17：00まで、掘削作業に関してはさらに19：00から5：00
までの2交代制で行われており、毎日、朝と夕の6時半から、
申し送りを兼ねた打ち合わせを行っています。
　「この辺が脆いよ」「水が出てるよ」「この辺に気をつけて
くれよ」といった現場の申し送りに対し、JV社員側も「それ
じゃ計測の頻度を上げよう」という具合に、柔軟な姿勢で応
じていると、髙橋所長は話します。

　機械化・システム化が進む現代のトンネル工事は、驚く
ほど少人数で行われています。新北陸トンネルの建設現場
でも、工事を管理するJV社員は10名程度。作業員も掘削

（約10名）と覆工・付帯工（約20名）を合わせて30名程度で
行っています。
　「大規模のプロジェクトをたったこれだけの人員で動か
しているということは、それだけ一人ひとりにかかる責任
が重くなるということ（髙橋所長）」。そこで大桐工区では

「調査・測量」と「現場判断」の連携

オープンな議論から生み出される英智

仕事の魅力を伝えたい

　「この縦断面図（p15、図1）は、弾性波探査を含む地表踏
査をもとにした設計当初のもので、実際には予想を超える
湧水が出ている。地質も砂岩の部分は比較的良いという予
想だったが、後半は悪く（もろく）なった。この先の地質が
どうなっているのか。崩れやすくなるのか、水が出るのか。
地山（地盤・地層）の状態というのは、その近くまで掘ってみ
ないと実際のところはわからない（髙橋所長）。」
　トンネルの切羽前方の地質を調べる方法としては、100m
ほどのボーリング調査や弾性波反射法調査※などを使用する

「前方探査」があり、こうした探査を何度も繰り返すことで経
験値やデータが蓄積され、次第に精度の高い予想が可能にな
ります。これだけ変化の著しい地層で掘削作業を安全に、正
確に行うには、こうした前方の情報を踏まえたうえで、目の
前の切羽の状態を見極めながら、発破孔の位置や火薬の量、
起爆のタイミングなどを決めていく必要があります。
　「例えば、メタンガス等による膨圧がもたらす切羽や支保
工のわずかな動きなど、危険に繋がる兆候も含めて、経験を
積んだ坑夫でなければわからないような変化は常に起こり
得る。だからトンネルの掘削では調査・測量を行うJV社員
と協力会社の坑夫との間の密接な連携が欠かせない。JV
社員だけが優秀でも、坑夫だけが優秀でもダメで、両方の歯
車が噛み合い、チームワークがしっかりしないとうまくい

“あの時はこういう話し合いをして、こういう提案をしよう
ということになり、発注者にはこういう風に説明した”とい
う経験を重ねていくことで、リーダーシップや幅広いマネ
ジメントスキルを学んでいくことを期待しており、「それが
この現場でのOJTと考えている」と語ります。
　責任が重いということで、所長という仕事を敬遠する人
もいると聞くが、100億円を超えるような規模のプロジェ
クトの計画をして、計画通りに仕上げていくというのは、や
はりやりがいのある仕事。また、規模の大小に関わらず、信
頼できる仲間と現場力を発揮して、いい仕事をやり抜いた
時の達成感はひとしおーー。
　「39年やってきても、まだ飽きることがない」トンネル工
事と所長という仕事の魅力を伝えていければ、と髙橋所長
は語ります。

新北陸トンネル（大桐工区）工事概要
工事件名：北陸新幹線、新北陸トンネル（大桐）   
工　　期：2015年12月24日 ～ 2019年5月23日（65カ月) 
発 注 者：（独）鉄道建設･運輸施設整備支援機構 鉄道建設本部大阪支社 
施 工 者：熊谷･不動テトラ･梅林･轟 北陸新幹線、

新北陸トンネル(大桐)特定建設工事JV
工事内容：トンネル掘削（斜坑 L=483m、本坑 L=3,605m）、インバート

コンクリート 、覆工コンクリート、路盤鉄筋コンクリートなど
工　　法：山岳工法･NATM※、発破、ベルトコンベア方式

※NATM工法（New Austrian Tunneling Method）
1950年頃に、オーストリアで考案された山岳トンネル工法で、簡
単に言えば「掘削した空間が崩れないよう、（吹付コンクリートと
ロックボルトなどで）素早く支える（支保する）技術」。日本では、熊
谷組が1977年に行った上越新幹線中山トンネルの工事で初めて
採用され、日本鉄道建設公団東京新幹線建設局と熊谷組に土木学
会賞技術賞が与えられています。

　トンネル工事では、切羽の近くにエアカーテンを活用する換気システムを設備台車などに設置する方法がとられてい
ます。一般的には、掘削された岩石を砕くクラッシャーが設備台車の前に設置されますが、この方法では送風ダクトを
切羽に近づけるたびにクラッシャーを動かさないといけないことから、設備台車を前に出す形に変更しました。ディス
カッションを通じてこの換気システムの仕組みを正確に理解し、この方法でも正常に機能することを、「現場での作業を
通じて」確信していた協力会社の意見を採用したものでした。

職長会を通じて採用された
「換気システム」の改善案

「朝夕の申し送り」の他に、JV社員全員と各作業現場の職長
が集まって情報および意見交換を行う定例会議を、毎日の
昼食後に開いています。
　「トンネル工事では、例えば掘削工程で起きた不具合がそ
の後の覆工に影響するなど、坑内における様々な作業が密
接に関わり合うことから、何事もオープンに議論すること
が肝心。20～30分程度だが、中身の濃い、建設的なディス
カッションをしており、その中から有意義な提案もたくさ
ん生まれている。時にはこちらの耳が痛いようなことも言
われたりするが、安全・品質・工程管理に優れた現場づくり
には、こういう雰囲気が不可欠だと思っている。」
　「自信をもって計画してきたことが変更になると、こち
らも“クソッ”となるが（笑）、なにしろ相手はその道のスペ
シャリストで、言うことが的を射ているから仕方がない」と
笑って語る髙橋所長に対し、「口の悪い作業員ばかりで本当
に申し訳ないのですのが（笑）、ディスカッションを重ねる
ことで仕事がし易くなるうえ、こちらの提案にも真剣に耳
を傾けていただけるので、彼らの士気も上がっている」と山
本所長は言います。

　一方で髙橋所長は、JVの若手社員もこの場に身を置き、

トンネル工事坑内作業図

切羽
（掘削面）4ブームクローラジャンボ一体型コンクリート吹付機

発破直後の切羽

エアカーテン

集塵機／フィルター

送風管

ホイールサイドダンプ
自走式クラッシャー

設備台車

支保工の手順

トンネル断面図

③ロックボルト
④覆工

コンクリート

①鋼製支保工

⑤インバート
　コンクリート

ベルトコンベア

※弾性波反射法調査：発破による弾性波を発生させ、地層の境界で屈折して
戻ってきた屈折波を測定・分析します。大桐工区では切羽を停止して行う
調査のための発破ではなく、日々の発破で得られる波形データを活用して
います。

②吹付け
　コンクリート

シート台車
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など海外を含むグループ会社との技術者交流も積極的に行っ
ていきます。

「生産性の向上」に向けて
　PC化、ユニット化、現場の創意工夫など「省人化」に関する好
事例の情報展開を図る一方で、検査システム、帳票作成システ
ム等の現場への導入などICT技術の積極的活用を図っており、
2016年度より「生産BIM推進グループ」を設置して施工段階で
のBIMの活用および普及を進めています。グループ横断型の戦
略チームによる技術開発活動などを通じて、次世代独自技術の
開発にもチャレンジします。

　事業環境については、2016年度以降も好調に推移するも
のと考えます。東京オリンピック・パラリンピック開催のイン
バウンド効果により、宿泊施設等の引き合いも全国規模で増
えており、首都圏を中心に大型案件も見込まれています。ま
た、高齢化が進展するなかでの医療福祉関係、社会インフラが
整備されていくなかでの商業施設、通販システムが拡大する
なかでの物流施設等の需要も広がっています。
　また一方で、高度成長期の建物が更新期を迎えており、建
替えとともに、コンバージョン、リニューアル工事等も増え
るものと考えます。全国の自治体では、特殊建築物である焼
却場の老朽化も問題となっており、これには新たな技術ノウ
ハウが求められます。当社では、それぞれに高度な技術力を
有するグループ会社、協力会社との密接な協働を通じて、防
災・防犯・医療福祉・公衆衛生など安心・安全で、「心豊かな暮
らしのインフラ」となる建築物の構築を通じて社会に貢献し
てまいります。

　緩やかな景気回復とともに企業の設備投資も一定水準を
維持するなかで、住宅投資等も増加するなど、建築部門では
2015年度においても好調な事業環境が継続しました。当
社では過去二期連続で年度計画を上回る受注をいただくな
どして手持工事量が増加していることから、施工体制を見
極めつつ、品質および採算性重視の受注活動を展開してい
くこととしました。
　その結果、受注高を適正に保ちつつ、受注時粗利益および
利益率の伸長などで健全な収益を確保する体制を整えるこ
とができました。
　売上高につきましても、手持工事の進捗状況等の影響で
若干の減少となりましたが、労務費および資機材の高騰問
題がやや解消され、繰越工事における収益構造が大きく改
善されたことから、売上利益・利益率とも従来以上の高水準
を達成しました。

「安全・品質・環境No.1」に向けて
　重点工事現場の指定、施工計画検討会への参画、QCDSEパ
トロールによる確認・指導、過去の瑕疵、災害、事故等の情報
の効果的活用による未然防止など、安全衛生管理計画をはじ
めとする各施策の確実な展開・実施と、その確認・フォローの
徹底を通じて、日常業務へのビルトインを図っていきます。

「顧客の維持･深耕･拡大」・「現場力の向上」に向けて
　本支店連携やグループ会社・協力会社との協働、設計事
務所との関係の深耕等を通じて、市場や顧客に関する情
報の一元化・共有化を図り、市場動向や顧客ニーズを見据
えて、専門性を活かした情報提供や企画提案等のソリュー
ション型営業を促進します。その一方で、OJTや集合研修
を通じて中堅･若手社員の技術力向上を図るとともに、好
事例を積極的に「発掘」し、水平展開していきます。

「人員の確保と育成」に向けて
　技術系学生向け現場見学会などを積極的に実施する一方
で、中途採用による技術者の拡充を図り、グループ会社・協
力会社の雇用支援にも注力します。現場でのOJTや計画的
研修、および一級施工管理技士などの資格取得支援につい
ては、グループ会社や協力会社の社員も対象とし、華熊営造
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1,7501,750

■ 熊谷組の建築事業の方針・戦略

建設中 完成工事

BCS賞受賞

■ 2015年度を振り返って

■ 「建設サービス」の向上に向けた取組み

■ 今後の方向性について

2015年度は、過去3期と比較しても
極めて高いレベルの実績を達成。
好調な事業環境に頼ることなく、
本当の実力にしていくことが大事。
グループ会社と協力会社を合わせた「全員参加型」で
現場力を上げ、「建築事業の基盤」をつくっていきたい。
専務取締役 専務執行役員 建築事業本部長　堀田 俊明

受注高 売上高

①陶朱隠園新築工事
　（台湾台北市）
DNAのような二重らせん構造をイメージ
させる超高層デザイナーズマンションを
建設中です。地上部の構造体は2フロア分
の高さのトラスを中央コア部とウイング
部先端のメガカラムに架け渡す構造です。

陶朱隠園新築工事 サイエンスヒルズこまつ

仙台合同庁舎B棟

②仙台合同庁舎B棟
　（宮城県）
東日本大震災を踏まえ高性能複合制振シス
テムを採用し、防災拠点としても機能する施
設として建設しました。

③サイエンスヒルズこまつ
　（石川県）
第56回BCS賞を受賞

（社団法人日本建設業連合会）
「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。平・立面とも曲面で
形成された複雑な集合体の構築という難し
い工事でした。

①
③

②

「独自の現場力」と「しあわせ品質」の最前線

ケーアンドイー株式会社 テクノスペース・クリエイツ株式会社
お客様に安心感を与え、ケーアンドイーの社員であることがひと目でわかる
よう、今年度から女性用シルエットも採用し作業服を制服へと刷新しました。
　常に見られているという意識をもち、スピーディーで、きめ細やかな対応で

「建設サービス業」を実践し、お客様の資産（建物）価値を高める事業を展開し
ています。

CADと情報システムを活用し、一つのプロジェクトの計画段階から竣工まで、
施工計画図や各種申請、建築施工図作成など、ソフトサービスを中心に事業展
開しています。最近では熊谷組関連部署と連携し、BIMの新しい事業展開を模
索しはじめました。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ルまで教育事業も行っています。

BIM外部足場イメージ図

事業内容：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。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。

事業内容：①計画段階での総合仮設図、足場計画図等の各種仮設計画図の作成および申請業務②
躯体図、平面詳細図等の各種建築施工図の作成および各種製作図をチェックする建築施工図の作
成業務③Auto CADの操作方法や建築施工知識についての研修を行う教育業務。これら業務を通
じて建設業務を支援。http://www.k-and-e.co.jp/ http://www.technsp.co.jp/

ブランド力
の向上

技術開発
の推進

生産性
の向上

競争力
の強化

●安全・品質・環境でNo.1を目指しお客様の信頼獲得
●営業・施工・アフターケアを通しての徹底した顧客満足の追求
●提案力の向上
●ソリューション型営業の推進
●競争優位市場の維持・開拓(医療・福祉・教育・生産・流通)
●グループ会社、協力会社、地元企業との連携強化
●BIM推進・ICT技術、省人化施工システムの積極活用
●次世代独自技術・省人化施工技術の開発
●保有技術のたな卸し

※海外を除く

建築事業本部長メッセージ

安
定
し
た
受
注
と
収
益
力
の
向
上 計画は中期経営計画（平成27～29年度）より

［左頁写真の説明］
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建設委員会

「独自の現場力」と「しあわせ品質」の最前線

「心の病院」をつくる
北海道庁の斜向かいという札幌市内の中心地で行われた
斗南病院新築工事をレポートします。
厳冬期を含む20ヵ月という短い工期設定で、
毎分15トンの壮絶な湧水の洗礼を受けてはじまった本工事は、
発注者をはじめとする関係者の「心と心のつながり」を
深めながら、2016年7月31日に竣工しました。

（取材：2016年5月24日）

“夢”のはじまり

200回を超えた検討会

　北大病院長だった加藤紘之顧問が斗南病院長に就いた
のは2004年のこと。築43年で老朽化が進む病院には空
調設備もなく、夏は暑くて冬は寒く、窓際の入院患者さん
には毛布を余計に配って凌いでもらうようなありさまで
した。加えて多額の有利子負債の存在。いよいよ閉院かと
いう新聞記事まで出る中で、加藤顧問の“夢”への挑戦はは
じまりました。
　「病院は見てくれではない。“本当に親身になって診てく

れる病院”これが基本。ここで
理想の病院づくりをはじめよ
う」加藤顧問が目指したのは、
良質でどこまでも患者に優し
い「心の病院」。
　「患者に優しいとは、気持ち
も、技術も100％提供するこ
と。それには施設や設備も充実
させることが必要。例えば、ここ
は高度ながん治療を行う病院

機能を最優先に
　作業所長として、この「斗南病院新築工事」を担当するこ
とになったのは北海道支店の阿部高広でした。挨拶に伺っ
た阿部に、加藤顧問は何よりもまず、設計会社と施工会社と
発注者（現場の医療スタッフを含む）とが「全員で力を合わ
せて“心の病院”をつくる」という誓い合いをすることを求
めました。建築、機械設備・電気設備併せて70億円あまりの
建設資金はまさに虎の子。「このお金はできるだけ患者のた
めになることに使いたい」。可能であれば建設費用を極力抑
えて、医療設備・機器を充実させたいという思いから、「華美
なものはつくらず、機能を最優先する」が“基本コンセプト”
となりました。
　以前から、「（その建物に対する）発注者の“思い”とい
うものを早い段階で汲み取り、それを現場にしっかりと
伝えて“形”に反映させていきたいと考えてやってきた」
という阿部にとって、はじめに加藤顧問から“心の病院”
への“思い”を伺えたのは何よりのことでした。「お話を

伺ったときは、まず感動
した。それから、このプ
ロジェクトに関われるこ
との意義や喜びを感じ、
発注者のこの強い“思い”
は是非、皆で共有してい
かなければと思った」と
阿部は語ります。

　“心の病院”では、患者にやさしく、医療スタッフが働きや
すい「設備面の充実」も最重要課題のひとつ。斗南病院では加
藤顧問を委員長とする建設委員会をつくり、その下に工種ご
とのワーキンググループ（ＷＧⅠ：43グループ）と、各医療セ
クションごとのワーキンググループ（ＷＧⅡ：36グループ）
を設置し、全員参加型で、医療現場の意見を反映させた納得
のいくものに仕上げていくこととしました。
　ワーキンググループへの参加者は総勢約100名、実に
病院内の約25％を占めるワーキンググループのメンバー
にも、長年温めてきた“心の病院”に対するそれぞれの思い
があります。その思いは、その背後にいる数百人の病院ス
タッフの思いとともに施工側にストレートにぶつけられ
ることになりました。
　「各部門の責任者、医師、看護師、放射線技師など、皆さ
んが非常に熱心で、意見をどんどん出してくれた。プロと
して機能を高めるためにたくさんの意見を言っていただ
けるお客様こそ良いお客様、私はそう思っている。妥協せ
ずに、徹底的に議論を重ねて良いものつくるというのは
ものづくりの基本。また、異業種のトップクラスの専門
家の貴重な経験を当社のノウハウとして蓄積できること
はありがたいこと。（阿部所長）」
　真剣な意見が交わされる話し合いは、いつも白熱し、これ
らのワーキンググループとの検討会は実に200回を超え、
建設委員会での定例打合会議も80回を超えました。

工事概要
工 事 名　斗南病院新築工事
工　　期　2014年12月1日～ 2016年7月31日
面　　積　建築面積2,837.80m2 、延床面積21,540.69m2

構造規模　鉄骨造地上11階（高さ52.9m）、地下1階、塔屋1階

斗南病院
（国家公務員共済組合連合会斗南病院）
北海道内において高度先進医療を担う
都市型急性期病院。がん治療分野での実
績が高く評価されており、北海道がん診
療連携指定病院、地域医療支援病院に指
定。地域の医療機関からの紹介状を受け
た患者が全道から来院します。

　「設計ではすべての部屋が天井埋込型の蛍光灯となっ
ている。今後のメンテナンスとランニングコストを考え
るとLEDに変更したほうが良いのではないか」「しかし、
それでは多額の追加費用が発生する」。そこで検討して
みたところ、直付型にして開口にかかる労務費を抑え、
LED器具の大量一括購入
で器具代金を抑えれば追
加費用ゼロで変更可能な
ことが判明。開口作業を
省略することで工期も大
幅に短縮できることがわ
かり、発注者に提案した
ところ、「まさに、機能優
先の素晴らしい提案をし
てくれた」と大変喜んで
いただけました。

「機能を最優先に」という
「思い」を「形」にした「LED照明」なのに、ほとんどの病室が6人床。個室をメインにして、告知

を受けた患者やご家族を余計なストレスから解放しなけれ
ばいけない。また、最新鋭の設備を増やし、治療を待つ患者
にスピーディな最先端医療を提供できるようにしたい。」
　新築にあたっては、共済組合連合会本部より「総費用の
30％をキャッシュで用意すること」という厳しい条件が示
されましたが、加藤顧問は、このハードルに、さらに最新鋭
の医療機器を揃えるための資金を上乗せします。
　マイナスからはじまった「心の病院づくり」には、加藤顧
問の “理念”と誠実な人柄に引き寄せられるように、続々と
優秀な人材が集まりました。ほどなくして「良質でやさし
い病院」の評判は口コミで高まり、北海道がん診療連携指定
病院となった斗南病院には、全道から数多くの患者が訪ね
てくるようになりました。
　それから13年、見事に高いハードルを越えた斗南病院
は、加藤顧問をはじめ、苦楽をともにした医療スタッフの

“同志”とともに、2014年12月17日に、着工（地鎮祭）の良
き日を迎えました。

斗南病院新築工事（札幌市）

80回を超えた建設委員会での定例打合会議

確認・検討・依頼

取りまとめ

ワーキンググループ編成図

大建設計 熊谷組斗南病院

WGⅠ

WGⅡ

作業所長
阿部 高広

斗南病院
加藤 紘之 顧問
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　建築には詳しくない医療スタッフが、「設計図を見せられ
てもわからない」と言うのは当然のこと。そこで作業所では、
建設委員会を含むこれらすべてのワーキンググループに出
席し、進捗に合わせた資料を作成して工事内容の説明を行
い、ご意見・ご要望を伺うことにしました。また、早い段階か
ら模擬病室をつくり、看護師の皆さんとともに看護や患者
の動線の確認を行い、これに伴うベッド、バス・トイレ、建具、
ナースコール、手摺りの位置などの細かい修正を行いまし
た。病状により、患者は手をつく位置も姿勢も変わります。手
摺りひとつにしても、右半身が使えない方にも、左半身が使
えない方にも不便でないような位置というのが大切。こう
いうこともまた“心の病院”に欠かせない“品質”です。医療セ
クションが異なれば設備も異なることから、検討会を重ねた
結果、模擬病室は8つのタイプまで増加しました。
　机上で検討し、サンプルを見て決めたことが、今度は実
際にどのようにできあがっているか。通常は工事の完成
間近に1度開かれるような現場見学会が、ここでは計28
回行われました。工事の進捗に合わせて、ワーキンググ
ループの代表者50名がその都度チェック。時には100名
を超えることさ
えあり、その真
剣な様子を目に
するたびに、熊
谷組の社員も、
協力会社の作業
員たちも大いに
刺激を受け、期
待の大きさをあ
らためて感じた
と言います。

「夏祭り」を開催
近隣と良好な関係を保つことは、
竣工後のお客様のためにも大切です。

作業所関係者が斗南病院の忘年会に参加

病院スタッフを招いての現場見学会
（120名が参加しました）

心の現場検討は机上から現場へ 皆の夢が今ここに

人と人とのつながりを大事に

　「心なき現場に成功はない。思いやりこそが現場の基本」。阿
部所長は、昔、薫陶を受けた先輩の言葉を胸の奥に刻み込んで
います。「苦楽をともにできる協力会社や社員などの働く仲間
の支えがあって初めて、納得のいく仕事ができる。建設現場に
は、そうした心と心のつながりが欠かせない」と言います。
　札幌市のど真ん中で行われている斗南病院の建設工事
は、地元建設業界はもとより、多くの市民の関心を集めてお
り、現場作業員にとってもやりがいを感じる現場。さらに
ここでは、元請と協力会社の一致協力を旨とし、計画・提案
から日々の点検に至るまで、熊谷組の社員と協力会社の従
業員がペアを組んで進めることを基本とし、より良いもの
づくりを目指して、常に「一緒に考える」ことを求めている
ことから、モチベーションはさらに高まっています。そし
てそうしたことがまた、この現場ならではの様々な試みに
活かされています。
　例えば、外壁材の組み立て。通常は鉄骨が組み上がった後
に、外部足場を立て、外壁材を張り、塗装へという工程になり
ますが、この現場では、鉄骨を建てながらコンクリートを打設
して床をつくり、クレーンで外壁材を搬入し、床に敷きならべ
て塗装し、取りつけていくという工程に切り替えました。
　「外壁塗装を予定している厳冬期は職人の繊細な指先の
感覚を奪い品質にも安全にもよいことはない。それが室
内で環境を整えた中で塗装できるとなればより安全で、品
質も確保でき、工期も短縮できるはず。」仲間への思いやり
からスタートし
た発案は、現場
社員、協力会社
の協力と努力で
実現し、2ヵ月の
工期短縮と無事
故無災害、高品
質につながりま
した。

　新斗南病院の下層の外壁は、旧北海道庁と同色のレンガ
づくりに。その最後のレンガを貼る作業に50名のワーキン
ググループのメンバーも参加しました。
　「良い病院を創りましょうということで、良いディスカッ
ションができ、機能面でも、費用面でも我々の願いが叶って
いる。我々の意気込みをよくぞここまで汲み取っていただい
たということで本当に感謝している。気持ちも、技術も、建物
も、新規に導入された最先端の医療機器も素晴らしく、患者
さんに喜ばれる良い医療が間違いなく提供できると思う。」
　加藤顧問は、渡されたレンガに「皆んなの夢が今ここに。
熊谷組さんありがとう」という言葉を書き込まれました。
　竣工は2016年7月31日。ラベンダーの季節も終わりを告

げ、北海道の短い夏も半ばを過ぎる頃、医療現場のスタッフ
を含む発注者、設計会社と施工会社、そして協力会の4者連携
で創りあげた「しあわせ品質」がお披露目となります。

　階高が7ｍ近くあるところで、高所作業車に乗り天
井裏の配管作業をするのは危険で時間がかかることか
ら、中間に鉄骨で仮設の作業床をつくり、脚立を立てる
くらいの高さでの天井
裏の設備と天井下の建
築を同時進行。大幅な工
期短縮と労務低減を実
現しました。

安全・品質を高めるための様々な試み
～階高6.8mの地下工事で壁天井下地鉄骨を採用

新斗南病院の概要
病　　　　床　243床（うち特別室を含む個室101室）
放 射 線 部 門　X、XTV、CT、MRI、リニアック、アンギオ
外来診療部門　内科、外科、形成外科、整形外科、泌尿器科、
　　　　　　　婦人科、眼科、耳鼻科、皮膚科、中央処置室
化 学 療 法 室　20床
内視鏡検査室　5室
検 査 部 門　生理検査・病理検査・生理化学検査
手 術 室　ハイブリッド／陰圧／ BCR ／ロボット／計7室
I C U　5床、救急処置室、リハビリテーション室

模擬病室（上）とワーキンググループの見学会（下） 外壁材の塗装

上棟式時
（2015年11月18日）に撮影

鉄骨の作業床
階高6.8m
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海外での熊谷組グループの活躍
熊谷組グループは海外でも活躍するとともに、現場周辺では社会貢献活動も行っています。
また、海外のグループ会社との人材交流、技術交流も活発に行われています。

建設業にとって“安全”は何物にも変えることができない最優先すべ
き事項として対策が講じられています。この方針は海外でも共通事項とし
て、約20年前から日本の安全理念を海外にも浸透させることを目標に、海外
現地社員を主体にした安全研修を実行しています。
　華熊営造では、年2回、日本における安全研修を実施しています。参加者は、

華熊営造の将来を担う若手社員を中心に構成
され、安全・環境・技術の3部門を中心に短期研
修を行っています。
　この研修成果として、台北市における7S運動
では毎年のように上位表彰を受けています。
　また、海外でのスケール感・技術力を感じる
とともに、海外現地社員との交流を通じ、グ
ローバルに視野を広げて、国内業務へフィード
バックすることを目的に、2014年度からは熊
谷組若手社員を対象に短期台湾研修を行って
います。

当社は、“アジア最後のフロンティア”と目されるミャンマーで
2014年10月にミャンマー営業事務所を再開させました。
　2015年1月には営業事務所再開後初となる“タウングー教員養成大学（日
本国無償援助工事）”を受注しました。この工事は、ミャンマーの教育水準を
国際的なレベルに向上させるため、教員の能力向上・待遇改善等を目指し、首
都ネピドーの南約80kmに位置するタウングー市に建設される教員養成施
設の建築工事です。
　雨季でも1,000名超の作業員が工事に取り組んでいます。作業所では、日
本人・ミャンマー人のみならずフィリピン人・ベトナム人と多国籍で作業を
進めています。2016年末には、ミャンマーの
教育を担う学生たちがこの施設で学びはじめ
ます。
　2015年8月に犠牲者100人以上の被害を出
した“ミャンマー洪水”に対して、熊谷組職員会
は義捐金を募りミャンマー赤十字へお届けし
ました。ミャンマー赤十字から感謝状をいただ
くとともに、現地ミャンマー人スタッフからも
非常に感謝されました。

ミャンマーは教育水準を国際的なレベルに向上させるため、学校環
境整備も重点事項として挙げて、教育改革に取り組んでいますが、現状では
学校に教室が足りないために、上の学年に上がれず、日本でいう中学課程を
終えられない子供がいます。そこで当社は、2016年2月、海外現場周辺での
地域貢献として、認定NPO法人ブリッジエーシアジャパン（BAJ）と協働し、
小中学校の校舎建設プロジェクトを開始しました。
　現場の所在する地域の住民一人ひとりの記憶に残る出来事を共有し、日本
から遠く離れたミャンマーの地に幸せの種をまきたい。未来ある子供たちに
学ぶ機会を作り、それぞれの人生で輝く星になって欲しい、そんな願いを込
めて、当プロジェクトを、KUMAGAI  STAR  PROJECTと名づけました。
　建設する学校の調査選定は当社メンバーが行いました。民間企業が自社の
活動地において調査し取り組むスキームは、ミャンマーにおいて「初めての
しくみ」です。
　当社から小さな幸せの輪が広がることを願いつつ、地域に根ざした地道な
活動としてこれからも取り組んで行く予定です。

熊谷組と華熊営造は、さらなる発展を目指し、第1弾として2016年、
華熊営造より日本勤務に意欲を持つ若手社員3名を日本に呼び寄せ、本格的
な技術交流をはじめました。
　この研修は、継続的な人的交流を通じて相互に施工管理技術等を習得し、
熊谷組グループ全体としての技術や管理手法の水平展開を図り、安全・品質・
環境保全の向上ならびに優れたエンジニア育成を目指すものです。国内の
様々な部署の業務を経験することとし、1年間を目処に進めて行きます。第1
弾の3名は日本での技術研修に先立ち、台湾で日本語の猛特訓を行ってきま
した。

華熊安全研修・熊谷組若手社員台湾研修タウングー教員養成大学

KUMAGAI  STAR  PROJECT 現地社員と研修を通じた技術交流

31
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タウングー教員養成大学完成予想図 日本での若手社員安全研修

土木工事の作業所を見学する研修生

樋口社長への決意表明日本赴任に先立ち、台湾での日本語特訓を
受ける研修生

建築工事の作業所で、
新規入場者教育に立ち会う研修生

タウングー教員養成大学作業所スタッフの皆さん 現場の施工状況について積極的に質問をする熊谷組若手社員

安全ヘルメットとお揃いのTシャツ着用で施工（上）
民族衣装を身にまとった竣工を祝う生徒たち（下）

地域貢献として建てられた学校全景
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信頼を築く
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。2015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。

社外取締役インタビュー

■ コーポレートガバナンス ■ 事業継続計画（BCP※）
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。
　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。さらに、社外取締役2名を選任し、客観的立場から経営
へ助言をいただき、経営体制の一層の強化・充実を図ってい
ます。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。
　また、当社は東京証券取引所が制定する企業統治のため
の指針（コーポレートガバナンス・コード）の趣旨をふまえ、
より実効性の高いコーポレートガバナンス体制の構築に努
めています。

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。

　当社では、2010年4月に事業継続計画（BCP）を策定し、
大規模災害発生時において、お客様や地域住民への復旧支
援やインフラ復旧工事など主要業務を迅速に幅広く実施で
きる体制を構築しております。また、BCPの実効性を維持・
向上させるために危機管理委員会を常設しており、委員会
ではPDCAサイクルに基づいたBCP活動の年度計画等を策
定し訓練計画や研修など各支店・グループ会社・協力会社と
連携を図り、有事のときにはお客様から頼られる企業、社会
に貢献する建設会社として継続的にBCPの改善と向上に取
り組んでいます。
　2015年度は、沿岸地域の津波避難対象となる作業所に
おいて、災害発生時における避難行動の確認、地域住民と合
同による避難場所と避難経路の確認を行う訓練や、就業時
間外に大規模災害が発生した想定として、社員の安否確認
や救援物資の調達、復旧対応など初期対応力の強化など人
的・物的支援体制の構築を図るための訓練を実施しました。
※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。

震災対策本部での訓練の様子

全員参加で、勇気をもって
次のステップへのチャレンジを。
取締役　広西 光一

プロフィール
1968年富士通株式会社入社。
コンシューマトランザクション事業本部長を経て、
2011年に代表取締役副社長に就任。
2014年に富士通エフサス（株）代表取締役会長を退任。

社外取締役を引き受けられた経緯についてお聞かせください。
　縁あってこの話をいただいた時は、恥ずかしながら熊谷組
については、黒部の太陽と後楽園の社会人野球くらいの知識
しかなかったのですが、この10年来のご苦労についてじっく
りと伺い、業種は全く異なりますが、同じ「ものづくり」に長年
携わってきた経験が何かの役に立つのではないかと考えまし
た。その後、樋口社長とお会いし、全員参加型での「建設サービ
ス業」を目指すという方針についての思いを伺って非常に共
感を覚えたことから、「再生元年」より新しい熊谷組づくりのお
手伝いができればと思い、お申し出を受けました。

共感を覚えたこととは？
　景気の良い時には、「もの」をつくればつくるだけ儲かると
いうことがありますが、当然それでは限界があります。コン
ピュータ産業にも高性能のコンピュータさえつくっていれ
ばいいような時代がありました。そういう時代は、スーパー
コンピュータの技術者などは、CPUやメモリの速度を高める
ということだけに一生懸命で、ユーザビリティなどはそっち
のけになってしまう。それではダメだよということで、我々
はユーザーの使い勝手が良いように、OSや、ユーティリティ
プログラムの改良、あるいは省エネまでも考えた設計をし
ていった。それで「京

ケイ
」というコンピュータは、速度は現在は

1番ではないですが、おそらく世界で一番使いやすいコン
ピュータになっているのではないでしょうか。さらには、コ
ンピュータだけを売るのではなく、企業の業態に合わせた業
務の効率化システムごと、メンテナンス業務も含めて販売す
るという仕事を開拓し成長していったわけです。
　現代のような低成長時代では、こうした戦略は業界を越え
た共通のものになりつつあります。建設業も同じで、これか
らは構造物だけつくっていれば良いというのではなく、コ
ンサルティングも設計もメンテナンスもやっていくという
ことでなければ、あるいは、そういう広範なバリューチェー
ンでものを考えていかなければ、新しい成長というのは困
難ではないか。その意味で、「建設サービス業」というのは卓
越した戦略であると感じました。

社外取締役としてのご自分の役割については
どう考えていらっしゃいますか？
　2015年6月1日より適用開始のコーポレート・ガバナンス
コードは、「攻めのガバナンス」と言われるように、経営陣によ
る積極経営を後押しする意味合いの強い内容となっています
が、私は6月26日の株主総会の承認を受けての就任となった
わけですので、当然、そうした期待も含まれているものと思っ
ています。建設業はもとより、法律や財務の分野では門外漢で
すので、戦略面を守備範囲としてお役に立てればと考えます。
　取締役会は経営陣から独立した存在で、株主あるいはス
テークホルダーに一番近い立場で経営を監視し、提言してい

くのが使命ですから、社内の人間であっても社外の目を持た
なければなりませんが、先輩である社長に向かって後輩の取
締役がモノを申すのは難しいというのは経験上、私もよく理
解しています。しかし、社内の意識変革というのはこういうと
ころからも起こしていかなければならないと思いますし、そ
の役目を担うのが社外取締役ではないかと思います。
　また前職での経験談で恐縮ですが、富士通では学者や政治
家、弁護士など、それぞれに一家言を持つ社外取締役や外国
人の取締役がいて歯に衣着せぬ発言をされ、こちら側の人間
としては「遠慮というものがないのか」と思うこともありま
した（笑）。朝一番ではじまった会議が昼近くまで続くような
こともよくありましたが、目から鱗

うろこ
が落ちるような良いアド

バイスもたくさんいただきました。社外取締役というのは、
いわば組織内に異文化を持ち込む存在です。熊谷組が推進し
ているダイバーシティを私自身も実践するという気構えで
今後も取り組ませていただければと考えています。

就任後1年間を経られてのご感想、ご意見をお聞かせください。
　取締役会をはじめとして、とにかく皆まじめ、という印象
で、それは1年間一緒に過ごさせていただいた今も変わりませ
ん。苦節10余年、頑張ってこられてようやく再生元年を迎え
た。もう失敗を繰り返すことは許されないという意気込みは
十分に感じますが、やはり「羮

あつもの
に懲りて膾

なます
を吹く」ような部分

も感じます。慣らし運転をしていくのは昨年度までにして、も
う次のステップに行くべきでないか、勇気を持って挑戦して
いく体質に変えていくべきではないかと思います。
　採算性やマンパワーの問題はありますが、チャレンジスピ
リットで、もっと手を挙げていくことも今は必要ではないで
しょうか。最後にまた前例を引き合いにさせていただきますが、
富士通時代は、自信がなくても、とりあえず仕事を取ってきてし
まうようなことさえありました。もちろん、これを真似してほ
しいわけではありませんが、とりあえず取ってきて、その後はと
にかく皆で考える。営業も、SEも、ソフト開発部隊も、ハード開
発部隊も全員参加で一丸となり、知恵を絞り出す。すると、なん
とかできてしまう。私たちはそうやって技術・ノウハウなどの新
たな企業資産を蓄積していったわけです。この達成感が社員の
やる気を引き出しました。これは、上意下達で上の者が「やれ」と
言ってできるものではなく、全員参加でやることの意味を全グ
ループ、全社員に徹底的に浸透させ「なるほどそうだ」と納得し
てやってもらうような形でなければうまくはいきません。
　私は就任以来、様々な現場を見学させていただきましたが、
どの現場でも所長をはじめ作業所の社員が、顧客や地域社会
にしっかりと目線を置き、「私たちが責任を持ってやり遂げる
のだ」とする力強い姿が垣間見えました。この力のベクトルを
同じ方向に集約させていければ、必ずや熊谷組グループの新
たな未来が拓けるのではないかと思います。そして微力なが
ら、私もそのお手伝いができればと考えております。

選任 選任
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株式の状況について
　株式の状況と株主構成は下記のとおりです。

「投融資基準」の策定について
　不動産事業への過剰投資により経営危機を招いた過去の
反省を踏まえ、2016年1月、「投融資基準」を策定しました。
この投融資基準は、PFI事業、PPP事業、コンセッション事業
等の投融資を伴う事業を対象とし、これらの事業に係るリ
スクを定量的に管理するための基本的事項を定めることに
より、当社における永続的な財務健全性を維持することを
目的としております。

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

■法遵守監査委員会の開催
　法遵守監査委員会は、社内委員（常勤監査役、綱紀担当役
員、経営企画本部長、管理本部長、監査室長）に加え、元裁判
官や元検事等の社外委員により構成され、当社およびグ
ループ会社のコンプライアンス体制の強化のために毎年開
催しています。
　2015年度は2016年3月に定例で開催したほか、当社で
発生した重大な瑕疵事案に関する臨時法遵守監査委員会も
複数回開催し、当社のコンプライアンス体制について意見
を交換しました。

法令違反（行政処分および行政措置等を含む）
　2015年度においては、地方公共団体発注による体育館
建設工事の労働災害に伴う地方公共団体からの指名停止措
置を受けました。

訴訟の状況
　全国8地裁で訴訟係属中の「トンネルじん肺損害賠償請
求事件」を除き、2016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7件となっています。

配当について
　株主の皆様への利益配分にあたりましては、経営基盤の
強化等のための内部留保の充実を図りつつ、業績および経
営環境を勘案したうえで適正かつ安定的に利益還元するこ
とを基本方針としております。
　2016年3月期に関しましては、収益力の改善状況や現下
の経営環境等を鑑み今後も一定水準の利益を確保できる見
通しであると判断したことから、配当金を1株あたり2円増
配し、4円配当を実施しました。

証券アナリスト向け決算説明会について
　2016年5月19日、本社会議室で、証券アナリスト向け
決算説明会が行なわれました。証券アナリストら40名近
くの方が参加され、当社からは建築事業本部長、土木事業
本部長、経営企画本部長、管理本部長、主計部長らが出席
し、当社の決算内容等について説明を行いました。質疑応
答時には多くの質問がなされ、都度、当社出席者が丁寧に
回答しました。

株主とのコミュニケーションについて
　当社では、経営および事業活動に関する情報を各種法令
および東京証券取引所の定める適時開示規則に基づき、公
正かつ迅速に開示するよう努めております。
　また当社は、IR活動の一環として毎年2回（6月、12月）「株
主通信」を発行し、全株主に郵送しております。

□ 上場証券取引所／東京証券取引所
□ 発行可能株式総数／ 714,000,000株
□ 発行済株式の総数／ 377,544,607株
□ 単元株式数／ 1,000株
□ 株主数／ 57,450名
□ 株主名簿管理人／三井住友信託銀行株式会社
□ 事業年度／毎年4月1日～ 3月31日まで
□ 期末配当基準日／毎年3月31日
□ 定時株主総会／毎年6月

法令遵守への取組み
■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毎年、「法令遵守に
関する誓約書」（対象者提出率100％）を提出しています。

■コンプライアンス研修の実施
　法令遵守に関する基礎知識向上のために、2015年10月
から2016年3月にかけ、当社社員のほか、グループコンプ
ライアンス体制強化の観点からグループ会社社員も含め
て、独占禁止法や情報漏洩等をテーマに社内研修会を実施
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。本年度においては、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（受講率97.8％）。

反社会的勢力の排除の体制
　当社では「熊谷組行動指針」において、反社会的勢力に対
し毅然とした態度で立ち向かうことを宣言し、また、「コン
プライアンス・プログラム」の中に「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
を解説して社員に周知しています。
　また、当社は、各種取引からの暴力団等反社会的勢力排除
を目的として、協力業者との取引の際に使用している「専門
工事請負約款」および「資機材等売買取引契約約款」等に暴
力団排除条項を導入し、暴力団等反社会的勢力の排除に努
めています。

個人情報の保護
　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のホームページ上に
掲載し、株主、社員その他当社に関係するすべての方々の個
人情報の適切な取り扱いおよび保護に対する取組みを行っ
ています。また、個人情報保護法対応マニュアルを策定し、
これを全社員に展開して個人情報の保護に努めています。

支援機能

監査機能

管理本部ほか
全社的な法遵守体制の
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外部評価機能 自律機能
法遵守監査委員会
社外の目で評価

本支店各部署
事前判断の徹底

経営

コンプライアンス体制図

株式の状況（2016年3月31日現在）

株主構成（2016年3月31日現在）

■個人・その他
56,428名
132,902,787株
■外国人
302名
112,973,997株

■金融機関
59名
98,871,543株

■証券会社
75名
15,767,744株

■その他国内法人
585名
14,233,482株

法遵守監査委員会開催状況

コンプライアンス研修開催状況（北陸支店）

証券アナリスト向け決算説明会

※自己株式を控除しています

　建設業界ではコンプライアンス違反事例が散見されていますが、基本的には、社員一人ひと
りが高いコンプライアンス“意識”を持つことが一番重要です。まず個人に対して“意識”啓発
を徹底させる。その上で、行動に際して正しい判断をするために必要な教育を行い、マニュア
ル等を整備していきます。また同時に、経営トップの明確な意志表示も必要と考えています。
　今回の改正個人情報保護法改正に伴うビックデータの活用等が直ちに当社の事業モデル
に大きな影響を与えることはないと考えていますが、一方で個人情報の利用・保護が、企業に
とってはこれまで以上に重要な課題となるものと捉えています。
　現在、個人情報管理者、個人情報管理担当者を置いて組織的に対応していますが、熊谷組グ
ループの社員全員が再認識して、個人情報に直接接していない部門でも意識して取り扱いに
注意するとともに、担当部署への適切な連絡・相談を行うことで不具合を未然に防止できる
ものと思います。

全員でのコンプライアンス意識の共有と個人情報取扱いの再認識

執行役員 管理本部長 
綱紀担当 個人情報保護担当 
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信頼を築く
お客様の信頼

「お客様に感動を。」これが熊谷組に根づいている文化です。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、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。

お客様からの評価を“ものさし”として、自ら考え、
自ら動き“しあわせ品質”をお届けする！

■ 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、「お客様
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」という樋口
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
組みにつながっています。

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もつ「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。

■CS活動の基本
　2008年度に策定した、「CS活動の基本体系」「CS活動の
行動指針」を基本にして、①顧客満足・不満足の把握 ②社員
満足の把握 ③客観的な評価を基にした問題点の抽出、問題
提起 ④業務改善状況の把握 ⑤関連目標達成度の把握とい
う５つの活動項目、「行動指針」の考え方・内容を組み込ん
で、各支店が独自の活動計画を立て、取り組んでいます。特
に、お客様の潜在している声を捉えられるような、気づきへ
の動きの実践を推進しています。「お客様に感動を。」ポスター

CS講演会状況
（2015年7月1日）

□依頼後の対応が遅い
□定期的な訪問が不足
□段取りが悪い
□担当者がすぐ替わる
□対応日時の連絡がない
□対応が事務的

□迅速丁寧
□節目節目の訪問
□品質管理が厳しく安心
□親身になって対応
□細かい所までフォロー
□要望をくんでくれる

全体でのワークショップの様子グループに分かれてワークショップを実施

■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
ころへ直ちに伺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。

■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、全社員および
グループ会社、協力
会社に配信していま
す。ま た、e ラ ー ニ
ング、講演会等によ
るCS意識の醸成を
図っています。

■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組み（アフターケア全
般）③当社連絡窓口の対応④当社社員の仕事の進め方の
４つです。当社で設計した物件については、デザイン、性
能についても評価いただいています。
　アンケート結果については、お客様からの回答の内容
を確認し、速やかに社内への展開を図っています。また、
不具合の内容が記載されているときは技術的な原因を調
査して再発防止に向けた取組みを進めるなど、ご意見を
改善につなげています。

■CS活動の成果と今後の課題
　「お客様の声アンケート」における“アフターケア全般”
についての過去5年間の評価の推移を見ると、2013年ま
で「期待以上」＋「期待通り」の割合が年々増えていました
が、2014年、2015年とその割合が低下しています。お
客様の評価を真摯に受け止め、改善につなげ、さらにお
客様の声に応え、「誠実な営業、誠実な施工、誠実なフォ
ロー」の実践を徹底して、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。

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

■お客さま相談室集合研修会
　2015年10月30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
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
研修を行いました。

アフターケア全般についてのお客様評価
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お客様
24時間受付

お客様に連絡先を
記載したステッカーを配布

休日夜間緊急出動拠点

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

CS活動の基本体系

お
客
様

CSヒアリング

営業

設計

施工

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

Ⅰ．「お客様の言葉」に耳を傾けることが、
私たちの仕事の始まりです。

Ⅱ．「お客様の目線」で考えることが、
私たちの仕事の基本です。

Ⅲ．「お客様の期待」に応えることが、
私たちの仕事の責任です。

Ⅳ．「お客様の感動」を得られたときが、
私たちの仕事の喜びです。

Ⅴ．「お客様の評価」こそが、
私たちの仕事のものさしです。

関連目標
達成度の把握

顧客

お客様の主な声
不満足 満足

活動のキーワード「ひとり、ひとりが、変わる力に！」

社員

業務改善状況
の把握

客観的な評価を基にした問題点の抽出、問題提起

5

4

3

業務の仕組み、プロセスの改善

管理者

経営トップ
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社員満足
の把握

2

顧客満足
不満足の把握

1

CS活動の行動指針
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信頼を築く
未来を見据えた技術
熊谷組グループの確かな技術は、お客様から信頼と高い評価をいただいています。社会が真に求めて
いるものは何かという観点から、時代の変化にすばやく対応した技術を提供しています。

■ 床衝撃音遮断性能が高く、転倒時衝撃力が
　 小さい「乾式浮床ベースケア」を開発

■ 第三の省エネルギー手法に位置づけ
　 さらなるエネルギー削減を目指しています

■ 災害対応技術として国内外で注目を集める
　 ICT技術を活用した無人化施工

■ 労働環境の改善や安全性の向上を目的
　 とした「次世代トンネル施工システム」

　共同住宅に用いられている直貼り床は、一定の軽量床衝
撃音低減性能を確保するために、歩くと床板が柔らかく感
じられるという課題があります。さらに、今後の高齢化社
会を見据えた時に、車いすによる長期の繰り返し走行に対
して十分に対応できないことが指摘されています。
　また、乾式二重床に比べて直貼り床は転倒時の衝撃力が
大きいため、転倒の仕方によってはけがをする可能性もあ
ります。
　今回開発した「乾式浮床ベースケア」は乾式浮床パネル
の上に下地材として環境に配慮したガラス繊維不織布入り
せっこう板を入れることで、転倒時衝撃力を小さくし（衝突
時の最大加速度100G以下）、高い床衝撃音低減性能（標準
的な乾式二重床と同等程度）を実現しました。さらに、床板
が柔らかく感じられる歩行感も解消しました。

　1994年の雲仙普賢岳での試験施工以来、数多くの災害
現場等で活躍する無人化施工は、遠隔操作式建設機械によ
る最先端土木技術です。危険区域に立ち入ることなく、無
線通信システムにより、安全な操作室から建設機械群を操
作して、土木工事を施工します。
　近年、ICT技術を活用した情報化施工を先駆的に無人化
施工に取り入れたシステムにより、施工精度や効率を改善
することにつながりました。また、2011年からは東日本
大震災のような大規模災害でも柔軟に対応できるようネッ
トワーク型無人化施工を開発し、4つの災害現場に適用し
ています。これにより操作室は数㎞以上の遠隔地に設置可
能となり、高く評価されています。こうした災害対応への
努力はジャパン・レジリエンス・アワード2016優秀賞の受
賞につながりました。技術レベルの高さは2016年日本建
設機械施工大賞の受賞となりました。2016年4月の熊本
地震により発生した大きな斜面崩壊により橋梁、道路、鉄道
などを一瞬にして押し流したことで知られる阿蘇大橋地区
斜面災害対策工事で無人化施工による土留工などの施工を
実施しています。こ
の技術は日本を代表
する災害対応技術と
して国内外で大きく
注目を集めています。

　「クマさんの環境教室」は、次世代を担う生徒が「自ら考え、自ら行動できる」人
材の育成を支援することを目的に、当社がNPO法人およびガイアートT・Kと連
携し、2002年から毎年実施している独自の環境学習プログラムです。プログラ
ムには、小学生には「マイバッグづくり」、「実験を通じた環境学習」（氷の融解に
よる海面上昇、保水性舗装は涼しくなるか？ホタルビオトープや屋上緑化の見学
など）、中学・高校生には「低炭素・自然共生・資源循環社会を実現する街のデザイ
ナー授業」があります。2015年度末まで延べ約1,460名が受講しました。
　生徒たちは「学習で体験したことをいつまでも覚えている。自主的に考え、応用
するようになった。」と先生から評価をいただいたり、受講した一人の卒業生から
当社で働きたいと面接試験を受けていただき、当時体験したことが受講者の心に
残っているということがわかりました。これらの声は、当社がプログラムを継続
していく原動力になっています。

　地球温暖化防止対策は建物運用時のエネルギー消費をい
かに抑えるかが主題となります。これまで、省エネルギーを
達成するため建物計画時に建物の外壁に着目し、断熱や日
射制御を行い、熱影響を小さくする努力を行ってきました。
また、建物に侵入した熱は、高効率の設備を用いて空調や照
明を行い、電力や燃料の省資源化に取り組んできました。
　熊谷組では、さらなる省エネルギーを目指し、自然エネル
ギーの積極利用を第三の省エネルギー手法に位置づけ、現
在、研究開発を行っています。そのひとつである樹木群の
冷却効果を用いた自然エネルギー利用技術を紹介します。
　図の様に、公園等の樹木は周囲まで冷却効果をもたらす
ことが、既に知られています。今回、詳細な測定を行い、市
街地と公園に接する周辺領域の温度差の定量化を試みま
した。この結果、夏期の建築物に取り込む空気温度を低く
設定することができ、省エネルギーに大きく寄与すること
が明らかになりました。今後、自然エネルギー利用時の効
果を数値化し精度良く予測できるよう研究開発を重ねて
いきます。

　山岳トンネル工事では、機械化による作業の省力化と安
全性が図られているものの、依然として切羽付近（トンネル
掘削の先端部）における事故の発生の可能性は高く、重大災
害に繋がることが多いのが現状です。
　なかでもコンクリート吹付け作業は、切羽に近接した粉
塵が発生する環境下での作業であり、作業員の健康を害す
ることが懸念されます。そこで、雲仙普賢岳での災害対策
工事で確立された無人情報化施工技術を導入し、切羽から
離れたクリーンな環境で、オペレータがコンクリート吹付
け状況をモニタカメラで確認しながら、遠隔操作で行える
システムを開発しました。この度、現場にて実証実験を行
い、その有用性を確認しました。
　将来的には、山岳トンネルにおける一連の作業について、
作業員の労働環境の改善や安全性の向上、作業の効率化や
省力化を目的とした「次世代トンネル施工システム」の開発
に取り組んでいきます。

「乾式浮床ベースケア（内装用）」断面模型 操作室内ブルドーザ操作状況 公園とその周囲の温度差測定結果例 吹付機に取りつけたカメラ映像

中学２年生の“街のデザイナー授業”の様子

小学２年生が“もったいない”をテーマに
“マイバッグづくり”

操作室内からの遠隔吹付け操作状況

コンクリートスラブ
グラスウール64kg品（25mm厚）

パーティクルボード（9mm厚）
アスファルトマット（4mm）

ガラス繊維不識布入りせっこう板（9.5mm厚）
木質合板フローリング（12mm厚）

受講者の心に残る「クマさんの環境教室」を目指して

co l u
m

n株式会社ファテック
土木分野の維持・更新技術に焦点を当て、熊谷組グループと
共同で商品開発を進めています。最近ではコンクリート構
造物の断面修復材として使用するポリマーセメントモルタ
ル「リペアエース」 (吹付け用、左官用)を商品化しました。従
来の製品に代わる高品質・低価格の断面修復材として、ゼネ
コンや専門工事業者に広く普及販売しています。また、鉄筋

吹付け実験 既存鋼製セグメント継手部充填作業 既存山岳トンネルでの吹付け作業 壁面修復作業（左官こて塗り）

事業内容：ネッコチップ工法、サイレントボイド、破砕技術のPAB工法、高性
能モルタルのマックスAZ、トンネル掘削補助工法など、技術商社として、熊
谷組グループが開発した最新の技術商品を提供。

http://www.fa-tec.co.jp/

腐食を長期間にわたって抑制する防錆剤（亜硝酸リチウム）
入りのリペアエース（吹付け工法用）を開発中です。

公園（冷気発生） 計画建物

自然エネルギーである
冷気の利用
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安全衛生に関する取組み
病気や怪我をすることなく安全に竣工することもまた「しあわせ品質」です。安全衛生管理計画のも
と、協力会社との密接なコミュニケーションを通じ、全員参加で安全目標の達成を目指しています。

■ 安全衛生管理
「目指せ、No.1!」
　2015年度安全成績は、休業災害が多発し、安全成績の指
標であり災害発生頻度を表す度数率は0.67で、「度数率0.5
以下」の目標を達成できませんでした。安全には「特効薬」や

「ウルトラC」は存在しません。自分の身は自分で守らなく
てはなりません。自ら考え行動する“考動”の意識を持って
作業することが不安全行動防止にも繋がり、目標を達成す
る一番の手段だと考えます。
　中期経営計画の2年目にあたる2016年度は“ホップ・ス
テップ・ジャンプ ”の“ステップ ”の年にあたります。今年度も
積極的に「安全の見える化」を推進し、企業の根幹である安全を
最優先する社風や気質が確実に“ステップアップ ”するよう、
安全衛生管理水準の向上を図ります。
　また、「第80期安全衛生管理計画
書」に基づき、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）の運用により労働災害
防止を図り、過去5年間の災害発生原
因を検証し、2016年度の目標達成に
向け安全Ｎo.１に挑戦していきます。

安全衛生スローガンが生まれ変わりました！

　安全衛生スローガンは、ここ数年「心ひとつに：決めたこ
とを 決めた通り 確実に実行！」で展開していましたが、
2016年度より心機一転、新しいスローガンを掲げて目標
達成に取り組むため、広く社員から募集し、多数の応募作品
の中から決定しました。

「安全の見える化」で安全衛生の意識向上を
　安全衛生意識の向上を図るため、2016年度も「安全の見
える化」に係る運動を展開していきます。

安全成績
　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、安全目標の達成ができていません。
2016年度は、「全員参加」の安全衛生活動を実践し災害防
止に取り組んでいきます。

「労災かくし」排除の徹底を
　残念ながら、2015年度に「労災かくし」が発生しました。

「労災かくし」を行った理由を事業主にヒアリングしたとこ
ろ、「元請社員、専門工事業者がひとつになって作業所をま
とめている中で、災害を起こしてしまい、報告すれば元請等
に迷惑がかかると思った。」ということでした。
　所轄労働基準監督署の処分は未だ出ていませんが、本件
は事業主自らが関わった極めて悪質な事例でした。
　労働安全衛生法では「労災かくし」を行った場合、罰則が
設けられており“犯罪”と捉えられています。また、「労災か
くし」を行うと、発注者等に多大な迷惑をかけ、ペナルティ
も予想されます。このようなことから、再発防止のため、全
社員に安全本部長通達【「労災かくし排除」の徹底について】
を発信し、労働災害発生時の報告体制の再確認と再徹底を
図るとともに、社内ルールの繰り返しの指導を実施し、二度
と「労災かくし」を“行わない”“行わせない”職場風土を創生
していきます。

安全衛生に対する関心の保持
　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揚、安全管理活動の定着
を継続させるため、様々な取組みを行い、安全衛生水準の向
上を図っています。
■安全衛生大会
　本社ならびに九州支店を除く全国7支店が2016年4月
中に安全衛生大会を開催しました。社員・専門工事業者・熊
栄協力会に年度計画と各々の役割を周知しています。
■安全衛生パトロール（現場点検）
　本社・支店・協力会・専門工事業者と様々な視点から、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、

重点指定支店パトロール
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

■安全衛生教育
　労働災害防止の重要な対策の一つに、安全衛生教育があ
げられます。本社・支店、熊栄協力会では、年度の教育計画に
沿って社員、事業主および職長、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。

1. 安全宣言運動
2016年度も引き続き実施します。支店長、作業所長、協力会
支部長、職長会会長、作業員全員がそれぞれの立場で安全宣
言を表明し、全員参加による労働災害防止のための職場環境
を形成することを目的としています。

2. 「体幹を鍛えよう！」ポスター・「思いやり」ステッカーの展開
熊谷組の2015年度における災害の特徴は「転倒災害」な
らびに「高齢者災害」の増加でした。現在、厚生労働省では

「STOP ！転倒災害プロジェクト」を実施しています。熊谷組
では、転倒災害・高齢者災害を防止するには、まず「体幹を鍛
えること」が大切と考え、“ラジオ体操”で作業前に体をほぐ
す、“KST運動”で平衡感覚を養うといった基本を再認識して
もらうためにポスターを作成しました。また、転倒災害で多
い「つまずき」「すべり」「踏み外し」も盛込み展開しています。
　その他、高齢者災害防止のため「思いやり」ステッカーを作
成。ステッカーをヘルメット前面に貼ることで、本人の自覚そ
して周囲が気配りして、安全な作業を行うよう注意を喚起し、
声掛けを実
践すること
を目的とし
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、働く者一人ひとりの安全の確保
と健康の増進を図るとともに快適な職場環境を
確立し、全社員が一致協力して、労働災害の防止
を図り、高い安全衛生管理水準の維持に努め、生
産性の向上に資する

度数率0.5以下
墜落・車両系建設機械・クレーン等の休業災害5件以下
繰り返し類似災害・事故の防止（「安全宣言運動」の継続）

1. 墜落災害の防止
2. 車両系建設機械災害の防止
3. トンネル工事における災害の防止
4. クレーン等の災害の防止
5. 地中埋設物破損・架空線破損工事事故の低減

システム運用の徹底
6. ラインアンドスタッフ管理体制の徹底
7. 作業所の日常安全衛生管理の徹底
8. 専門工事業者の安全衛生管理体制の強化
9. 重点指定支店の指導・支援の強化

10. 心とからだの健康づくり対策の実施

目標

実施
事項

安全衛生理念

第80期安全衛生管理計画書（抜粋）

　「企業の社会的責任」として、あらゆるステークホルダーの皆様に「安全･安心」を届けなけ
ればなりません。労働災害や公衆災害および工事事故は、一瞬にして「信用･信頼」の失墜に繋
がります。安全･品質･環境マネジメントシステムが日常業務に定着し、「安全を最優先する社
風･社員の気質」のさらなる向上を図らなければなりません。その中で労働災害や工事事故を
防止するためには、本社･支店･作業所･協力会社が連携した安全衛生管理体制を構築するこ
とが重要です。設計･施工計画の段階からリスク管理の徹底を図り、より安全にできる施工方
法や安全な作業床の設置等を図れば、品質･環境も必然的に向上します。
　さらに社員の健康の増進を図るための「心とからだの健康づくり対策」を全員参加で実践
し、「明るく、元気に、家族のために」働ける職場環境造りをしましょう。
　あらゆるステークホルダーの皆様に「新生熊谷組」の姿を届けましょう！

｢安全･品質･環境 No.1の実現｣

執行役員
安全本部長
土屋 良直

Voice

熊谷組：度数率（災害発生率）の推移

労働安全コンサルタント資格取得の推奨
　労働安全衛生コンサルタントは、労働安全衛生法第
82条に基づく労働安全衛生コンサルタント試験（国家
試験）に合格した者で、同法第84条に基づき厚生労働
省に備える労働安全コンサルタント名簿に登録した者
を言います。熊谷組では積極的に受験推奨を行い、受験
者に対しては筆記試験用資料ならびに口述試験用資料
の展開、口述試験準備講習会を開催し労働安全コンサ
ルタント資格取得の支援を実施しています。
　2015年度は4名の方が見事合格しました。
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最良の品質保証と環境保全を目指して
急速に変化する事業環境において品質保証および環境保全活動のさらなる効果を目指し、これまで
個々に運用していた品質と環境マネジメントシステムを統合し、2016年4月1日に品質環境マネジメ
ントシステムとして運用をはじめました。

　新マネジメントシステムでは「熊谷組品質方針」・「環境理念」、「社長方針」、「熊谷組グループEアクションプラン」およ
び「熊谷組生物多様性の取組方針」のもと、各部門が年度計画を策定、全員参加でPDCAサイクルを回し、仕組みを継続的
に改善し、より良い成果を追求していきます。

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

人間と地球を知り、
過去と現在と未来を見つめ、
美しい自然との調和を図りつつ、
ゆとりと潤いのある環境を創造する。

1. 安全・品質・環境マネジメントシステムの日常業務へのビルトイン～安全・品質・環境 No.1～
2. 安定収益力の確保
3. 安定した生産体制の構築
4. 企業価値の向上～グループ成長戦略～

熊谷組品質方針

1. 地球温暖化防止対策（1990年度比）
2030年度目標CO2排出量：
出来高あたり60%削減　総量90%削減
2050年度目標CO2排出量：
出来高あたり80%削減　総量95%削減

2. 循環型社会の構築（2020年度目標）
全ての作業所でゼロエミッション

（当社自主基準）を達成

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

4. 生物多様性への配慮
生物多様性の保全および持続可能な利用の推進

5. 環境製品の提供（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

「熊谷組グループＥアクションプラン」（第５版・骨子)
基本的な考え方
熊谷組は、事業活動を行うにあたり

●日々の暮らしが生物多様性の恩恵に支
えられていること

●人間が行う様々な活動によって、生物多
様性が深刻な危機に直面していること

●建設業と自然との関わりの深さ
を認識し、生物多様性の保全と持続可能な
利用に積極的に取り組む。

取組み姿勢
生態系への配慮を事業活動に取り込み、
全社で実施する。
1. 設計及び施工における取組み
2. 法令遵守
3. 技術開発
4. 社会貢献活動

「熊谷組生物多様性の取組方針」（骨子）

「2016年度社長方針」（抜粋）

環境理念

品質環境マネジメントシステム組織体制の確立
　品質環境マネジメントシステムにあわせ組織体制を見直しました。

新システムにおけるPDCAサイクル
　品質保証活動と環境保全活動は、ひとつの品質環境マネジメントシステムの中でPDCAサイクルを回し実施されます。

社長

品質環境委員会

品質環境統括管理責任者
全社内部監査チーム

本部

本部長 部署長

支店長

部門長

部署長・作業所長

支店

品質環境管理責任者 支店内部監査チーム

品質環境部会

①受注工事引継会

DoPlan

Check
Action

②施工検討会 ③QCDSEパトロール

③QCDSE
パトロール

本社・支店の管理部門
個別プロジェクト（作業所）

プロジェクト総括
アフターケア

要求事項
の把握

①受注工事引継会
②施工検討会

プロジェクト
運営管理

④社内検査
⑤内部監査

⑥社長による見直し ⑤内部監査 ④社内検査

お客様の要求事項は、受注工事引継会を通して、営
業部門から施工部門に確実に引き継がれます。

施工が計画通り造りこまれていることを経験豊富な
技術者がQCDSEパトロールを通じて点検します。

工事着手前の施工検討会において品質・安全・環境に
重点を置き、総合的に検討し、ベストな施工計画を立
てます。

品質環境マネジメントシステムの有効性を社長が
評価し、改善指示が出されます。指示事項への対応
は次年度の計画に織り込み実施されます。

工程の各段階において、各種検査を実施し、不具合
を排除します。

教育訓練を受けた内部監査員がマネジメントシス
テムの要求事項への適合性、有効性を確認します。

実行

見直し
改善

確認
点検

計画

経営資源
（人材・技術・情報など）

社長方針
年度計画

管理
支援

管理
支援⑥社長に

よる見直し

お客様

お客様 お客様

お客様
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　建設業の環境自主行動計画による 2030 年度目標値※2
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■誠実なものづくり

誠実なものづくり
熊谷組グループの環境保全活動
■ 環境実績

■ 作業所における環境への取組み事例

■ 2015年度環境目標と実績評価および2016年度目標　熊谷組単体（海外除く）

■ 事業活動と環境への影響　熊谷組単体（海外除く）。数値は2015年度実績。

CO2排出量総量：（施工+オフィス） CO2排出量：原単位※1（施工+オフィス）

リサイクル率（施工）※4 グリーン購入費（施工）※5

CO2排出量（電力起源）（作業所） 廃棄物発生量（作業所） CO2排出量総量：（電力起源+オフィス） 廃棄物発生量（オフィス）

国内

海外：華熊営造股份有限公司

※ 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

■ CASBEE評価（建築物の総合環境性能評価システム）
2015年度：評価件数15件、うちAランク9件（うちBEE値1.8以上5件）、B+ランク6件
※1 出来高1億円あたりのCO2排出量　※2 25％削減（1990年度比）。熊谷組単体にあてはめると30.8t-CO2／億円　※3 16.4t-CO2／
億円（熊谷組グループ Eアクションプランより算定）  ※4 建設汚泥を除く。 ※5 グリーン調達品目の価格変動の影響を相殺しています。

施工

環境目的 2015 年度目標 2015 年度実績 評価 2016 年度目標

CO2 排出の削減
土木 49.5t-CO2/億円以下 49.9t-CO2/億円 × 47.5 t-CO2/億円以下
建築 12.7t-CO2/億円以下 10.7t-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 0.57t/億円以下 1.09t/億円 × 0.48t/億円以下
建築 6.48kg/m2 以下 3.77kg/m2 ◯ 6.29kg/m2 以下

グリーン購入の推進
土木 グリーン購入率※ 18.5％以上 13.1％ × 10.7％以上
建築 グリーン購入率※ 12.5％以上 11.3％ × 13.0％以上

◯：達成　×：未達成

※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。

※華熊営造股份有限公司は、2010年にISO14001認証を取得しました。

※「国連生物多様性の10年日本委員会」
　（UNDB-J）とは
2010年10月に名古屋で開催された生物多
様性条約第10回締約国会議（COP10）で採
択された「愛知目標」の達成に向け、各セク
ターの連携と行動を推進するために設立さ
れた委員会（事務局：環境省）。
建設業では、当社の上記取組みが初めて連携
事業として認定されています。

INPUT OUTPUT事業活動
施工部門 施工部門

オフィス部門 オフィス部門

主要投入資材
鉄筋 6.0 万t
セメント 2.2 万t
生コンクリート 152 万t

投入エネルギー
電力 30,900 千kWh
軽油 18,800 kℓ
灯油 300 kℓ

CO2 5.9万 t-co2

NOx 81 t
SOx 126 t

廃棄物（建設汚泥を除く）
発生量 32.8万 t
再資源化・縮減量 30.1万 t
最終処分量 2.7万 t

土木工事
完成工事高 901 億円
トンネル、ダム、造成地など

建築工事
完成工事高 1,773 億円
集合住宅、事務所、病院、学校など

電力 2,600 千kWh
用紙 80,000 kg
水 21,000 m3

CO2 0.1万 t-co2

公害の発生防止
　首都圏支店の利根川河川事務所庁舎建築その他工事作業
所では、可動式の防音壁やコンクリートの解体を大割解体
で場外へ搬出するなど、騒音・振動・粉じん対策等の周辺環
境に配慮し公害（苦情）の発生防止に努めました。なお日本
建設業連合会公衆災害対策委員会の現場点検の結果、優良
事業場に認定され表彰を受けています。

経団連で生物多様性についてのシンポジウムに参加
　2016年5月30日、生物多様性に関して「ホタルビオトー
プ」の事例発表を経団連会館で行いました。この発表は、経
団連自然保護協議会より、UNDB-J※認定連携事業である
当社の「ホタルの棲める環境づくり」についての講演依頼を
受け実現したものです。当日は、事例発表後のパネルディス
カッションにも参加し、「ホタルビオトープ」の維持管理や
地元との連携体制についてなど、多くの質問があり、非常に
参考になったとの感想もありました。

エコ・ファースト企業（裏表紙参照）として
　当社が加盟するエコ・ファースト推進協議会では、毎年
全国の小中学生から、「エコとわざ」の募集をしています。
2015年のテーマは「『気候変動・地球温暖化』を防ぐために私
たちは何をしたらよいのか？」。当社は、 埼玉県の本庄東高等
学校附属中学校 正地 凛々子（しょうじ りりこ）さんの「ＣＯ2

森のおかげでＯ2に」を「熊谷組賞」として表彰しました。
　また首都圏支店のアピタ金沢文庫作業所では、発注者
でエコ・ファースト企業でもあるユニー株式会社様が同
2015年に「ユニー賞」を贈った作品と「熊谷組賞」の作品を
現場の仮囲いに大きく掲示されています（写真右）。

環境保全関連法令の遵守
　当社は、環境法規制等の違反を未然防止するため以下の
取組を行い、環境法規制等の遵守に努めています。
※2015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。

【2015年度 環境法規制教育の実施】
①本社環境法規制管理者による現場での教育
（6回）、支店での作業所長への教育（12回）

②熊谷組主要協力業者の会合の場で
　の教育（全3回）
③処理施設視察会を開催し、
　支店管理者等への教育（2回）

「見える化」で産廃の分別を徹底
　中四国支店のイオン出雲作業所
では、社員・作業員が建設副産物分
別品目一覧表を常に携帯して参照
することにより、産業廃棄物の分
別を徹底しました。

コンクリート打設時に防音壁で
関係車両を囲い、周辺環境に配慮

表彰状を手に取る関係者
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誠実なものづくり
品質保証・環境保全についての外部表彰
熊谷組グループは、品質保証活動・環境保全活動に全力で取り組み、お客様をはじめ多くの方々から評
価していただいています。また外部からの定量的な評価を活用し、活動内容の改善に努めています。

　北海道電力株式会社様（発注者）および施工者（「熊谷・清
水・岩田地崎共同企業体」・他）が土木学会技術賞（Ⅱグルー
プ）を受賞しました。（2015年6月12日）

1. フライアッシュ利用動向の初期段階において、各種実験
を行い、放水路トンネルの吹付コンクリートに有効利用

2. 覆工コンクリートに自社開発の保温・保湿システムを採
用し、品質が向上

「優良施工会社表彰」
　当社は、三菱地所レジデンス株式会社様（発注者）から
2014年度優良施工会社表彰を受賞しました。この賞は施
工・安全管理状況、出来栄え、エンドユーザー対応、アフター
サービス対応等で高い評価を得た会社に贈られます。この
優良施工会社表彰は、2010年、2011年、2013年に引き
続き、4度目です。

「ベストクオリティ表彰」
　当社が設計施工したマンション「ザ・パークハウス横浜新
子安テラス」、「ザ・パークハウス横浜新子安ガーデン」がベ
ストクオリティ表彰を受賞しました。この表彰は、三菱地
所レジデンス株式会社様の2014年度竣工物件の中で、特
に優秀な物件の作業所長に贈られました。

　2015年11月、華熊営造股份有限公司の4現場が台北市環
境保護局から表彰を受けました。この賞は台北市内の700
余りの現場の中から選出されたものです。
　また7S運動※1については、3年連続1位受賞となります。

第 1 位 中華工程隠園作業所※2

第 3 位  基泰建設忠孝西路作業所
優良賞 統揚建設陽明山（菁山）

作業所

※1 ７S運動とは日本の5S運動をもとにした考えで、整理、整頓、清潔、清掃、規
律（躾）、節約、低騒音の7Sを向上させる運動です。また周辺道路保全は周
辺道路を常時清掃し、現場周辺の美化に努める運動です。

※2 建設中写真参照（p19）

◇中華工程隠園作業所※2

◇基泰建設忠孝西路作業所
◇統揚建設陽明山（菁山）作業所
◇保強建設羅斯福路作業所

※「土木学会賞」は公益社団法人土木学会が主催する表彰で、1920年（大正9
年）に創設された表彰制度。技術賞（Ⅱグループ）は、土木技術の発展に顕著
な貢献を成し、社会の発展に寄与したと認められる画期的なプロジェクト
に対して授与されます。

高評価いただいた項目

７S運動表彰 周辺道路保全（優良作業所）表彰

「京極発電所新設工事のうち土木本工事（第3工区）」が土木学会技術賞（Ⅱグループ）※を受賞

「優良施工会社表彰」「ベストクオリティ表彰」を受賞

華熊営造の4現場が台北市から環境表彰を受賞
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　この賞は、3Rに率先して取り組み、継続的な活動を通じて
顕著な実績を挙げている事業所に対し、3R推進協議会より
贈られる賞で、2015年度、熊谷組は6事業所がリデュース・
リユース・リサイクル推進功労者等表彰を受賞しました。

（2015年10月27日）

◇（仮称）平和島物流センタ新築工事
◇市道新戸相武台道路改良工事
◇（仮称）品川区東五反田4丁目計画新築工事
◇糸魚川駅作業所
◇切目川ダム作業所
◇中央環状品川線シールドトンネル（北行）工事【JVサブ】

　技術研究所では、環境配慮への積極的な取組みを行うとともに、夏季の熱負荷を抑制し、節電に寄与することもねらいとし
て、緑のカーテンを技術研究所本館壁面に設置・育成しています。そのグリーンカーテンがつくば市「グリーンカーテンコン
テスト2015」で、事業所部門の最優秀賞を受賞しました。（2015年10月31日）

※2011、2015年度は調査がありませんでした。
※2013年度は、フォローアップ調査のためランクづけはありませんでした。

受賞事業所

リデュース・リユース・リサイクル（3R）推進協議会会長賞を受賞

つくば市「グリーンカーテンコンテスト2015」で最優秀賞を受賞

■ 定量的な評価の活用
「企業の品質経営度調査」を活用
　（一財）日本科学技術連盟が各社のアンケートを基に定
量的に評価を行う「企業の品質経営度調査」。その結果を次
の改善に活用しています。

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

熊谷組グループの総合建設業におけるランキング熊谷組グループのランキング

表彰を受けた山田英臣作業所長（左）と梶川秀行統括所長

「7S運動」第1位の中華工程隠園作業所の授賞式の状況
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■人間力を高める

人間力を高める
働きがいのある職場づくり
社員が活き活きと元気に、能力を十分に発揮できる職場環境の整備は、熊谷組グループの発展の基盤
です。教育・人事制度の整備、社員のワークライフバランスの推進、心身の健康のサポートなどに力を
注いでいます。

■ 人事制度の改定

■ 採用活動

　前中期経営計画にある経営インフラづくりの一つとし
て、人事制度の一部改定を行いました。個人の意思と能力に
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るなど、よ
り納得性の高い制度へと改定しています。

女性限定説明会
　今年で3年目となる女性限定説明会は建設業を志す女子
学生を対象に、当社における女性社員の活躍状況や、職場
環境整備の取組みを説明し、座談会では女性の先輩社員も
登場するなど、関西支店（2016年3月16日）および、本社

（2016年3月30日）で約100名の学生が集まりました。

　技術系ものづくりを担当する社員において、専門的な知
識、経験によって、業績および品質など特出した成果をもた
らす社員を顕彰し、若手社員の将来の模範、目標となり、本
人のみならず他の社員のモチベーション向上に寄与する社
員として「フェロー職」を新設しました。 2016年4月1日
付で、全社から選抜された社員8名がフェロー職に任命さ
れました。

グループ合同説明会
　熊谷組グループでは初の試みとなるグループ合同説明会を
実施しました（2016年3月14日、4月15日）。4社が参加した
この説明会には約240名が参加し、熊谷組グループのチーム
力を説明しました。各グループ会社の紹介だけでなく、各社の
特長を生かしたグループ成長戦略も説明しました。

　「国際即戦力育成インターンシップ」事業は、途上国の政
府、政府関係機関、業界団体、民間企業等でインターンシッ
プ（就労体験）を経験することにより、海外の事業環境に精
通し、即戦力としてグローバルな舞台で活躍できる人材を
育成する事業（事業主体：経済産業省）です。当社では参加希
望者を社員から募り派遣しています。

　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」「業務改善」「CS」「環境」など多岐にわたっていま
す。2015年度は社長表彰30件を含む124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。2015年度は48件の
表彰を行いました。

　「果たして自分は通用するのだろうか」そんな思いはありましたが、エリア職にもステッ
プアップの扉が開いたのだからとチャレンジしました。選考過程は5ヵ月間におよぶもの
でしたが、この間の面接、試用期間、管理職向け研修は自分を客観的に見る良い機会とな
り、この過程があったからこそ自身の力不足を痛感し、そのうえで「今が踏ん張りどきで
しょ！」と自分に言い聞かせてこれたと思います。そして、上司からの言葉「肩に力を入れ
すぎず、これまで通りでいきなさい」が私を支えてくれました。
　管理職としての職責を果たし、これからも対話を重視した明るいチームづくりをしてい
きたいと思います。また、熊谷組で働く女性が活躍できる場をますます広げる道筋をつけ
るような役割が果たせればと考えています。女性目線でできること、その種はたくさん落
ちているはずです。その種を拾い、芽吹かせ、育て、花を咲かせていきたいです。「管理職に
なったのがたまたま女性」、そんな会社を目指して。

エリア総合職にチャレンジ
Voice

 関西支店管理部
小林 佳美

■ フェロー職の新設

■ 「国際即戦力育成インターンシップ」事業への派遣

■ 社員の意欲に応える2つの表彰制度

■ 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組み
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、様々な取組みを実施し
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計画的な人員配置の実施
キャリアの形成や幹部の育成を視野に入れ、適正かつ計画的な
人員配置を実施しています。

③専門分野別研修の実施
社員各々の専門性を高める為、土木・建築・営業などの各部門別
の研修を実施しています。

④OJT・目標設定の実施
日常業務を通じた着実な育成を図る為、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為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実施しています。
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■次世代経営者育成研修
■管理職研修
■初級管理者研修
■中堅社員研修
■基礎研修
■若手フォローアップ研修
■新入社員研修

階層別研修受講者の推移

　以前から、途上国でのインフラ整備に携わりたいと
考えており、国際的な技術者となる素地づくりおよび
ミャンマーの建設業における女性の活用実態の調査を
兼ねて参加しました。派遣期間は3カ月間で、3現場と
5部署への配属となり、その他に日・緬企業訪問・調査、
ODA現場視察等を行いました。
　ODAの水道工事現場を視察した際には、住民の方々
が非常に喜んでいらっしゃる姿を見て、インフラ整備
が多くの人の幸せに繋がることを実感しました。また、
中古車販売業の方と重機について意見交換をしたり、
食品加工工場の方から工場に求められる建築仕様につ
いて教えていただいたり
して、建設業が広く一般の
人たちと繋がり、その生活
基盤を支える産業であるこ
とを再認識しました。今後、
こうした地域の住民の方々
が、以前よりも生活が向上
したと実感できるような仕
事ができればと思います。

　受賞させていただき、大変光栄に思います。京極作業
所は14年にわたる工事となりますが、様々なアドバイ
スをいただいた歴代の所長や会社の皆様のおかげで受
賞できたと思っています。受賞を聞いて直ぐに妻に報
告したところ大変喜んでくれました。
　電力の仕事は初めてでしたが、所長になった際は「品
質・安全・工程等のすべてに責任がある」という自覚を
もち、作業所内のコミュニケーションを良くして、一
体となって工事を進めるよう心がけました。北海道電
力様をはじめ、JV社員、協力会社など、周囲の方々にも
恵まれました。特に北海道電力様には、こちらの提案に
しっかりと耳を傾けていた
だき、良いご指導をいただ
きました。受賞時には、北海
道支店建築部の所長たちか
らもお祝いのメールをいた
だきました。北海道支店の
家族的な暖かさに感謝し、
人との繋がりを大切にして
いきたいと思っています。

「国際即戦力育成インターンシップ」に参加 社長表彰受賞

 国際支店 海外技術部
濱 慶子

北海道支店 京極作業所 所長
望月 克則

Voice Voice
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人間力を高める
ワークライフバランスの推進
　仕事と家庭・社会活動の両立ができる環境を整える為、様々な施策を実施しています。

■ 出産・育児や介護を支援する制度

■ 個性ある多様な人材とともに

オフタイムの職場コミュニケーション

■ 会社の明日を創る社員の健康をサポート
　出産・育児や介護をする社員を支援するための様々な制
度を導入しています。育児休業については、開始日から14
日間を有給扱いとする特別措置を導入し、100％利用され
ています。「次世代育成支援対策推進法」による「行動計画」に
則り、社員の要望を反映し、出産・育児と仕事の両立がしや
すい環境の実現に向け、検討・改善を進めています。また、仕
事と介護を両立しやすい職場環境の取組みへの関心と認知
度を高めるとともに、職場環境の整備に取り組んでいます。

雇用の現状
社員数および年齢・勤続年数の平均推移

■人員の構成

■女性管理職数
　2016年4月、エリア職からエリア総合職への転換で管理
職となった女性社員は18名となり、その影響で当社の女性
管理職数は3倍となりました。

健康推進体制
　本社人事総務部内に健康推進室を設置（統括産業医と保
健師を配置）し、全支店の産業医や健康推進担当者が連携し
ながら、社員の健康を全面的にサポートする体制を整えて
います。2016年度は全支店共通の「心とからだの健康づく
り対策」を安全衛生管理計画実施事項として策定し、社員が
どの支店へ配属となっても統一された健康サポートが受け
られるよう、健康保持増進に向けた取組みを図っています。

メンタルヘルスへの取組み
　若手社員を対象とした「セルフケア研修」、管理職を対象
とした「ラインケア研修」などを通じてメンタルヘルス不
調の未然防止を図るとともに、2016年度からのストレス
チェック実施体制も整えています。メンタルヘルス不調に
よる休職社員については、産業医、所属長、人事部が連携し、
復職面談やトレーニングなどを通じて、本人が万全の状態
で職場復帰できるようサポートしています。

ハイリスク者への取組み
　健康診断結果は産業医により入念なチェックが行われ、
フォローが必要な方には受診・面談の勧奨や継続的なサポー
トを行っています。また、長時間労働による脳・心臓疾患や
メンタルヘルス不調を防止するため、対象者への疲労蓄積度
チェックと希望者への面談を実施しています。海外や震災復
旧現場など特別な環境下にある職場については産業医の訪
問や社員面談などの特別なフォローアップを行っています。

社員の健康意識向上と健診有所見者低減に向けた取組み
　健康通信を定期配信し、有志の社員が卒煙体験や健康への
思いなどについて語る「私の健康通信」も不定期で配信して
います。また、10月の全国労働衛生週間中に行っている「ご
当地ウォークラリーイベント」は、「運動習慣が改善しただけ
でなく職場の雰囲気が良くなった」など社内でも好評です。

「子育てサポート企業」として
2回目の認定を受けました
　「子育てサポート企業」として2回目の
認定を受けました労働局長より「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
回目の認定を受けました。

認定　熊谷組第2次行動計画
①育児休業　男性取得者1名以上・女性取得率80%以上
②計画期間内に配偶者出産時休暇の取得者を5人以上とする。

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。

育児休業利用者数推移
年度 2012 2013 2014 2015

利用者（人） 10 19 21 20
うち男性 0 1 1 3

年度 2011 2012 2013 2014 2015
社員数（名） 2,240 2,192 2,159 2,167 2,223
平均年齢（歳） 44.0 44.6 44.9 45.2 45.4
平均勤続年数（年） 20.5 20.8 20.8 21.9 20.9

　約9ヵ月間の育児休業を取得しました。現在は10時から16時の時間短縮勤務となって
います。育休期間中は子供が日々成長する姿を見て、幸せな時間を過ごすことができまし
た。地域交流で同じ境遇の友人もでき、相談をしたり、情報交換をすることができました。
　休職前と同じ職場に復帰をさせていただいたので、仕事もスムーズにできています。保
育所から呼び出されたときなども、「大変だね。気にしなくていいよ」と暖かい言葉を掛け
ていただくなど、職場の皆さんには本当に良くしていただいています。子供の病気で休ん
だり、周囲に迷惑をかけてしまうこともありますが、理解していただけているので、とても
助かっています。育児と仕事で最初は時間に追われていましたが、今は新たな生活のリズ
ムにも慣れ、充実した日々が送れています。

新たな生活のリズムにも慣れ、充実した日々が送れています。
Voice

（株）テクニカルサポート
事務代行事業部

加山 美羽

役員：1%

正社員：84%

契約社員：13%

その他：2%

※社員数は就業人員数です。

※その他＝顧問・嘱託

　首都圏支店建築部の上條茂所長は、ときおり作業所内の簡易キッチンにて自ら包丁を握り、作業所の社員や協力会社の
作業員のためのまかない料理（昼食用の弁当など）をつくっています。メニューのバリエーションも次第に増え、今では親
睦会用のおつまみやデザートまで振る舞っています。調理師免許も取得して、味のほうもなかなか好評です。
野菜も豊富で、社員の健康管理にも役立っています。一番人気は「牛すじカレー」とのこと。

　以前関わった警察大学校（府中市）の工事現場では、作業員と一緒に飲み食いしたことで距離感が縮まるということ
が多かったので、古くさいかもしれませんが、「同じ釜の飯を食う」とか「ノミニケーション」というのはやっぱり大事
かなと。工事現場の作業員の中にはスナックマスターや元料理人という人もいるので調理方法は、そのとき習いまし
た。皆で食事をする時は、「食中毒防止」に一番気を使います。食材は安価なもので、皆が普段、家庭で食べるようなもの
が中心です。最近は冷凍食品もバラエティに富み、下処理もしてあるので、生野菜と混ぜて使っています。「時間短縮」
をモットーにしている手抜き料理ですが、かなり評判になっています。夏バテには、辛いカレーやにんにくを使ったも
の、そうめんや冷たいうどん、インフルエンザが心配になる季節には、殺菌作用が高い「たま
ねぎ」や「ねぎ」を多く使います。冷蔵庫はいつも満杯になっています（笑）。
　「所長、今日のメシは何ですか？」「今日のは味が薄かったですよ」とか、若い作業員も気軽
に話しかけてくるようになりました。夏はかき氷が人気ですね。熱中症対策にもなります。

■ 距離感を縮めるコミュニケーション促進に、「プロの技」を発揮

首都圏支店 
作業所長
上條 茂

シニア社員の雇用の拡大
　「高年齢者等の雇用の安定に関する法律」への対応も踏ま
え、2006年に制定した「シニア社員制度」を改正し、定年後
65歳までの雇用を前提とした制度の運用を実施しています。
　働く意欲と高い技術をもつ高齢者の雇用拡大を推進して
いくとともに、高齢者の技術力、営業力を途切れることなく
次世代に継承し、社員および組織の活性化を図ることを目
的としております。2016年4月現在、238名の継続再雇
用者が在籍しており、今後も雇用を継続していきます。

障がい者雇用
　障がい者の方々もともに企業に貢献できる環境を目指し、
雇用を促進しています。2016年4月現在、障がい者雇用率
は2.01％となっております。今後も障がい者の方々が働き
やすい環境整備や職域の開拓などを進めていきます。
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障がい者雇用率の推移 ※2013年4月から法定雇用率2.0%

現場運営に役に立っていること
□残業食を食べに行かなくて良い。（皆がどう思っ

ているかは別ですが…）。
□昼に行うので作業員をまじえて会話ができる。
□「同じ釜の飯を食べている仲間」という連帯感が

生まれる。

□社員の健康管理ができる。
□地元で採れた野菜などを作業員や業者が持って

きてくれる。
□ほとんどは（冷蔵庫にある食材で決める）「思いつき

のメニュー」なので、頭の体操になる。

■人間力を高める
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資料編：プロジェクトの舞台裏
ダイバーシティ推進プロジェクト
■ 女性活躍推進に関する社員アンケートを実施しました

■ アンケート結果の抜粋

　女性活躍推進を皮切りにダイバーシティの推進に着手し
た熊谷組グループでは、2016年2月に社員の意識調査を実
施しました。
　アンケートに参加したグループ全８社のうち、回答率が最
も高かったのはテクノスペース・クリエイツ。同社はCADを
活用した施工図等の作成を手掛けており、女性比率が高く、グ
ループ内でもいち早く女性活躍推進に取り組んだ会社です。

■女性活躍推進法に基づく
　行動計画を公表
　女性活躍推進法に基づく行動計
画を公表するとともに経営トップ
のコミットメントを明確にする観
点から、経団連の要請に従い、「女
性の役員・管理職登用に関する自
主行動計画」も発表しました。ま
ずは、トップメッセージを発信し、
企業姿勢を明確にすることによ
り、社員の意識改革に乗り出しま
した。

■そう思う　■どちらかと言えばそう思う　■どちらかと言えばそう思わない　■そう思わない　■わからない

ダイバーシティ推進体制

各本部・支店推進担当者
各本部・支店協力メンバー

グループ会社推進担当者
グループ会社協力メンバー

ダイバーシティ推進委員会

委員長：樋口社長

会社で女性活躍が
推進されていますか？

この会社で
働き続けたいですか？

この会社は女性が
働きやすいですか？

男女の活躍機会は
同じですか？Q1

Q3

Q2

Q4
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5% 8%
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■ アンケート結果から
　 得られたこと
　「Q1女性活躍推進」「Q2男女の活
躍機会」の問いには否定的回答が多
く、「Q3この会社で働き続けたいで
すか？」「Q4女性が働きやすいです
か？」という問いに対しては、多くの
社員が肯定的回答をしています。こ
れらの結果から、女性活躍推進ができ
ていないが、消極的満足をしているこ
とがわかり、まずは社員の意識改革が
重要であることを認識しました。

熊谷組関西支店■ダイバーシティ研修会を実施
　ダイバーシティに関する外部セミナーで感銘を受けた女
性社員が講師となり、支店幹部社員を対象に、「イクボス」を
テーマに研修会を実施しました。自分自身の仕事ぶり、日常
生活に照らし合わせ、時には「うーん」と頭を抱える場面もあ
り、改めて今後のダイバーシティ時
代のあり方を考えさせられる研修会
となりました。この評判が伝わり、
名古屋支店でも同じ講師による研修
会が催され共感を呼んでいます。

テクノスペース・クリエイツ■和久田社長講演会を実施
　女性社員が活躍する取組みについて、和久田社長がイキ活
プロジェクトメンバーに対して講演会を開催しました。

同社の特色のある就業規則
□育児短時間勤務は小学校3年

生まで取得可能
□家族手当の見直しをおこない、

子供手当、学資支援手当を新設
□在宅勤務制度の活用
□有給休暇は時間単位で取得可能
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ニューアイデンティティの確立プロジェクト
　「ニューアイデンティティの確立プロジェクト」を進め
る指針を得るため、2015年1月、熊谷組の全社員を対象と
するアンケートを実施。対象者2,405名のうち1,966名、
82％の回答を得ました。
　さらに、ビジョンの発表（2016年4月1日）後の5月に
は、再度全社員を対象に、ビジョンに対する感想・意見を求
めるとともに、5月から6月にかけて全国8ヵ所で14回の
ビジョン説明会を実施。1,600名を超える社員が参加し
ました。
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ポジティブ
◆熊谷組が新しい局面に入ったことを実感した
◆“つくる”のが構造物だけではない点に感銘

を受けた
◆しあわせ品質の実現は、今後の熊谷組に

とってとても大切なことだと思う
◆誰かの笑顔のために、また誰かの幸せを支

えるために邁進していきたいと、改めて強
く思った

◆会社全体、社員一人ひとりが現場の一員で
あることを意識しながら、常にお客様のこ
とを考えながら仕事に取り組んで行くこと
が大変必要だと改めて感じた

ネガティブ
◆目新しさがない
◆漠然としていて具体性がない
◆誰に向けてのメッセージなのかわからない
◆当り障りのない理想論に過ぎない
◆20年前も30年前も同じような目標を掲げ

て会社から発信されたような気がする

ポジティブ
◆これまで社員が取り組んできたこと

を言葉にしてより明確に示している
◆「しあわせ品質」という言葉の響きが

優しく感じられとても共感できる
◆Next Kumagai、しあわせ品質、独自の

現場力、とてもよいキャッチフレーズ
◆「しあわせ品質」という言葉が、企業と

お客様をつなげるあたたかい言葉だ
と感じた

ネガティブ
◆キャッチコピーが多くて、何がメイン

なのか判らない
◆抽象的すぎる、具体性がない
◆文字数が多く、説明が長くて心に残ら

ない
◆曖昧な表現
◆もっと簡潔に書いてほしい
◆おしゃれな感じはするけど、ぼやっと

したイメージ

◆今後を担う30・40代の社員の意
見を中心に進めてほしい、50代
以上の人間は口を出さない（失敗
を伝える以外のこと）若い会社で
あってほしい

◆定期的に発信、開催して、忘れな
いようにする

◆話し合うこと、共有していくこと
◆本部長や支店長、部長が口癖のよ

うに言うという状況を作り出すこ
とが重要

◆できることから、少しずつ、着実に
◆組織の上位部署（長）から浸透さ

せていくこと。社員に展開して
行ったときに、上位者が理解して
いない、関心が薄いというような
状況が露呈すると、浸透のための
努力は水泡に帰す

■2015年1月に行われたアンケート結果
「コーポレートアイデンティティに関するアンケート」

■2016年5月に行われたアンケート結果
「熊谷組・新ビジョンに対する社員の初期反応 第一回社内ビジョン浸透アンケート調査結果」

現在の熊谷組の姿 社員が望む熊谷組の姿 会社に対する期待
□会社の将来像が明確でない
□社員の意志はバラバラ、共通意

識が欲しい
□社内コミュニケーションは必

ずしも円滑ではない
□漠然とした不安を払拭できない

□もっとチャレンジできる環境、挑
戦し続ける会社になって欲しい

□スキルアップの機会を増やし会社
としての技術力を強化すべきだ

□◯◯といえば熊谷組という強
みや特徴が欲しい

□熊谷組の一員であることに対
して胸を張りたい

□実際に会社が一歩新しく変わっ
ていくことが実感できる

□モチベーションアップが業績
向上につながり、その成果が給
与待遇に反映される

アンケートから読み取れたプロジェクトの方向性

◆チームワークが良い

◆人の和を大切にする

◆アットホームな雰囲気

◆自由闊達で風通しが良い

◆挑戦を推奨する
◆組織の機能やルールが明確

◆成果を高く評価する
◆革新や創造を推奨する

◆目標が高く明確
◆個人の能力を高く評価する
◆合理性や機能性を大切にする

◆規律や秩序を大切にする

現状も強いがさらに強めたい

現状よりも強まることが
望ましい

■資料編：プロジェクトの舞台裏



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　 口 靖
資 本 金：133億円
従業員数：3,702名（連結）、2,223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および器具の設計、製作、販売および賃貸な
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：福井県福井市中央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、ミャンマー
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、
華熊営造股份有限公司
※2016年10月より「（株）ガイアート」に社名変更

熊谷組事業概要（2016年3月31日現在）

● この報告書は､ 製造時に排出されたCO2をカーボンフリーコンサルティングを通じてオフセット（相殺）しています。14,000冊作成のための総排出量は8,800kgになります。また、印刷に使用した電力
（922kWh）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。

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
TEL 03-3235-8114　FAX 03-5261-9665　URL  http://www.kumagaigumi.co.jp/　e-mail  info@ku.kumagaigumi.co.jp

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」「人間力」から紹介しています。

●制作にあたっては、以下に示したガイドラインを参考にしています。
　「環境報告ガイドライン（2012年版）」（環境省）
　「GRI サステナビリティ レポーティング ガイドライン4」
●本報告書は、WEB上でも公開しています。
　http://www.kumagaigumi.co.jp/csr/kankyo/csr2016/csr2016.pdf
[対象期間]

2015年度（2015年4月1日～ 2016年3月31日）
ただし、活動事例などについては、必要に応じ2016年4月以降の事
例も紹介しています。

[対象範囲]
熊谷組およびグループ会社（国内6社、海外1社）を報告の対象としていま
す。熊谷組単体に関する報告は、主語を「熊谷組」または「当社」としていま
す。グループ会社個社に関する報告は、個社名を主語にしています。また、
熊谷組の環境保全活動数値データの対象工事は、国内の熊谷組単独工事と
熊谷組が幹事会社であるJV工事としています。

[対象分野]
環境側面、経済側面および社会的側面

[発行]
2016年8月発行

前回の報告書発行：2015年8月／次回の報告書発行：2017年8月（予定）
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表紙の絵は、環境学習、ごみゼロデーの清掃活動、ホタルの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、およ
び当社が協賛する「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展2015（主催：全国水土里ネット（全国土地改良事業団体連合会）、都道府県水土里ネット（都道府県土地改良事業団体
連合会））の当社企業賞「クマさんのふるさと賞」の作品「おばあちゃんシロツメ草で今度は何作ってくれるの」です。

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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売上高

経常利益

受注高 （単体）

事業別売上高構成比 （単体、海外を含む）

カーボンオフセット

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。

男、女、車椅子のユニバーサ
ルデザインを躍動感ある個
性的な形状に変形させ、そ
れらが寄り添い、重なり、助
け合うことにより、熊谷組の「K」「G」を構
成しています。熊谷組の個性が一つにま
とまって、活き活きと仕事をするイメー
ジを「iki」として、シンボルマークに表現
しています。

熊谷組では、2015年度を再建から再生へと
舵をきる「再生元年」として位置づけ、「熊谷
組グループのニューアイデンティティの確
立プロジェクト」を進め、2016年4月熊谷組
グループビジョンを策定しました。

熊谷組グループビジョン
高める、つくる、そして、支える。

バイオマス発電
読みやすいユニバーサル

デザインフォントを採用しています。 グリーン購入に取り組んでいます。

グリーンプリンティング 水なし印刷VOCフリーインキ
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