
第7回（平成28年度） 日建連 快適職場表彰の実施報告

日建連労働委員会では、「第7回（平成28年度）快適職場表彰」の表彰式を執り行いました。
今回の受賞作業所における優れた取組みについては、水平展開を図り、「作業所労働環境の改善」を推進します。

■制度の目的
建設業の長年の課題である職場環境の快適化に取り組んだ作業所を表彰し、
次世代の担い手確保・育成や建設業のイメージアップ等に寄与することを目的とする。

■応募状況
募集期間：平成28年12月1日～12月24日
応募総数：164件（17社）

■選考結果（平成29年2月13日に選考委員会を開催）

最優秀賞：1件、優秀賞：4件、特別賞：11件

≪選考委員会メンバー≫（敬称略）
委員長 芝浦工業大学 工学部建築工学科 教授 蟹澤宏剛
委員 国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課 労働資材対策室長 矢吹 周平

代理：国土交通省 土地・建設産業局 建設市場整備課 課長補佐 荒井 優美
委員 (一社)建設産業専門団体連合会 会長 才賀清二郎
委員 ㈱日刊建設工業新聞社 編集局長 横川貢雄
委員 ㈱日刊建設通信新聞社 編集局長 秋山寿徳
委員 ㈱日刊建設産業新聞社 編集局長 徳田健一

■表彰式（平成29年3月13日に開催）

最優秀賞及び優秀賞受賞の皆様 特別賞受賞の皆様

■蟹澤 選考委員会委員長による講評
（過去の選考では）「女性をどれだけ現場に配置しているか」や「社会保険の加入推進」を評価

基準にしてきたが、今年は、週休二日制の実現や残業の削減、社会保険加入については推進ではな
く実際にどれだけ現場で入っているか、女性については推進ではなく本当に現場でどれだけ活躍し
ているか、など具体的な事例を評価した。毎年選考のハードルが高くなっている中で、今回の受賞
作業所はその中で選ばれたことを現場に戻られた際に話していただきたい。
今回、最優秀賞の決定にあたっては、（本表彰制度が始まってから）初めて再投票を行った。

「週休二日を実現するための努力をどれだけしているか」や「社会保険の加入状況」がポイントと
なった。今回の受賞作業所では、良い取組みがたくさんあり、情報を交換して広めていただきたい。

■今井 労働委員会委員長による挨拶
ICTの活用、休日取得、社会保険の加入促進など、建設業界が今まさに直面している課題に対して

熱心に取組んでいる事例も多数報告されており、本表彰制度が職場環境の改善に向けた取り組み促
進の一役を担っている手ごたえを感じている。今後、皆さまの作業所の取り組みは、全国の多くの
建設現場の模範となります。今回の受賞を契機とされまして、今後とも一層、職場環境の改善をは
じめとする技能者の確保・育成にご尽力賜りますよう、お願い申し上げる。

■受賞作業所の特長的な取組み
・コアタイム（事務仕事を集中的に行う時間）の設定による残業時間の短縮

・CIMを駆使した施工管理、UAVなどを使用した地形測量による、作業の軽減

・元請職員は全員女性、職長会会長は女性職長、更に多くの女性技能者の参画を実現

・24時間大型作業船へのケアマネージャーの配置

最優秀賞のご紹介

長門俵山道路 大寧寺第１トンネル工事作業所 （戸田建設株式会社）

作業所テーマ：
旧態依然の職場環境から脱却し、若者や女性も働きやすい未来志向の職場環境の
構築に挑戦する

快適職場づくりの実施事項：
①【革靴で歩けるヤードの整備・女性に配慮した職場環境の構築】

・靴が汚れるイメージを払拭するため、ヤード全域をコンクリート舗装とした。
・女性目線で現場を見てもらい、気になる点を改善した。
・女性用トイレを女性が清掃していることを表示している。

②【3次元データ活用・現場巡回監視】
・3Ｄスキャナーで3次元データを取得し、出来形検測及び法面計測を実施した。
・Webカメラで現場、火薬庫、出入車両をモニタリングしている。
事務所のテレビモニターで動画を確認でき、防犯のため録画も行っている。

③【定時退社推進・年次有給休暇取得奨励・社会保険加入促進】
・出勤時に当日の退社目標時間を設定して見える化している。
・4週8休を確保し、更に年次有給休暇取得を奨励している。
・社会保険加入促進のため、『次年度も共に働こう』活動プログラムを行った。

《三上作業所長のコメント》
理想のトンネル施工現場がどのようなものか、会社の垣根を越えて会議を開き、取り組

んできた。建設業の3K（きつい・きたない・危険）がネックで、その逆を進んでいくため
には何をしたらいいか、色んな意見をいただいてその中でできることを一つずつ対応させ
ていただいた。（各受賞作業所の取り組みは）非常に素晴らしいものがたくさんあり、
（それらを参考に今後も）できることから取り組んでいきたい。

コ ンク リート 舗装を実施したヤード  

茶→現況 

緑→設計 

赤→トンネル 

3 次元データ活用  

作業所長 

工事主任 

工事係員 

工事係員 

工事係員 

工事係員 

年次有給休暇取得の奨励 
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第7回（平成28年度）快適職場表彰　受賞作業所一覧

受賞名 会社名 作業所名 作業所テーマ名

最優秀賞 戸田建設株式会社 長門俵山道路　大寧寺第１トンネル工事作業所
旧態依然の職場環境から脱却し、
若者や女性も働きやすい未来志向の職場環境の構築に挑戦する

優秀賞 株式会社大林組 佐久間浦川トンネル工事事務所 仕事も休みも楽しもう－真に魅力のある建設業を目指して－

優秀賞 戸田建設株式会社
(仮称)東洋大学赤羽台キャンパス新校舎建設
工事作業所

安全第一　より安全に！より効率よく！常に工夫しよう！

優秀賞 戸田建設株式会社 太宰府市体育複合施設新築工事作業所 市民、子供達が思い出に残る建物・職場環境作り

優秀賞 松井建設株式会社
国際法務総合センター（仮称）B工区新営（建築）
工事作業所

iPadの導入による業務短縮及びデッドラインを意識した業務改善

特別賞 鹿島建設株式会社 新東名岡崎東工事事務所 【最先端のＩＴ/ＩＣＴを駆使した現場管理】と【魅力ある快適職場】

特別賞 鹿島建設株式会社 鳥取西道路気高第１トンネル西工事事務所 魅力ある職場の創出

特別賞 五洋建設株式会社 福井護岸改良（その１）工事事務所
「先見性」、「勇気」、「スピード」をもって安全管理活動を実行し、
厳しい施工環境の工事を完成します

特別賞
五洋・本間特定建設工事共同
企業体

苅田港（本港地区）航路（－１３m）浚渫
［暫定－１２ｍ］工事　工事事務所

世代や性別の垣根を越えた、働きやすい、風通しのいい職場環境づくり

特別賞
清水建設・五洋建設特定建設
工事共同企業体

新東名高速道路　向畑高架橋（下部工）工事
作業所

代休、効率化、ゆとり、の創出

特別賞
清水・鉄建・ＩＨＩ異工種建設工
事共同企業体

八ッ場ダム本体建設工事
清潔で快適な住環境から仕事の充実を図り、
一丸となって「美しいダムを美しくつくる」

特別賞 株式会社竹中工務店 （仮称）上大岡東１丁目計画作業所
築こう未来を！聖地上大岡で。
地域への感謝の気持ちで快適職場づくり。

特別賞 株式会社竹中工務店 浜松町社宅・芝弥生会館等解体工事作業所
「明るく楽しく一致団結、近隣みんなに優しい解体」
～現場内外に好印象な解体現場を目指す～

特別賞 西松建設株式会社 いわき工事事務所 働きやすい職場環境づくりと、人に優しい現場づくりを目指す

特別賞
株式会社長谷工コーポレー
ション

（仮称）浦和駒場計画　新築工事
『女性が働きやすい作業環境』を追究する事により、
一歩上の『快適職場』を目指す

特別賞
三井住友・深松・石堂特定建
設工事共同企業体

石巻合庁作業所
みんなの健康は家族あってこそ。
実現しよう、毎月第２土曜日は完全閉所日！

以上、16件（会社名、作業所名五十音順）
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

【革靴で歩けるヤードの整備・女性に配慮した職場環境の構築】 

・靴が汚れるイメージを払拭するため、ヤード全域をコンクリート舗装とした。 

・女性目線で現場を見てもらい、気になる点を改善した。 

・女性用トイレを女性が清掃していることを表示している。 

その効果 

（120字以内） 

・革靴で現場内を歩いても汚れないため、見学者に喜ばれている。 

・女性目線のパトロール実施により、掲示物の色使いや整理整頓に気を使うようになった。 

・『誰が掃除しているか不明だと不安だが、女性が清掃していると分かると安心だ』と 

高評価を得ている。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

受賞名 最優秀賞 

作業所名 長門俵山道路 大寧寺第１トンネル工事作業所 

会社名 戸田建設株式会社 

作業所情報 発注者名 国土交通省中国地方整備局 山口河川国道事務所 

  請負会社名 戸田建設株式会社広島支店 

  作業所長名 三上 英明 

  工期（自）～（至） 平成 27年 5月 1日 ～ 平成 30年 3月 31日 

  工事件名 長門俵山道路 大寧寺第１トンネル工事 

  施工場所 山口県長門市俵山小原地内 

 工事概要 

トンネル（NATM） 路線延長 L=1980m 
トンネル延長 L=1243m内インバート工 L=443m 
道路土工 一式、坑内付帯工 一式、 坑門工 一式、明り巻工 一式、 掘削補助工 一式他 

 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 

旧態依然の職場環境から脱却し、若者や女性も働きやすい未来志向の

職場環境の構築に挑戦する 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

建設業の 3K（きつい・きたない・危険）は将来建設業の担い手となる

若者にも広く浸透し、若年層の建設業への新規参入の妨げとなってい

る。そのような現状を打破し、未来志向の働きやすい職場環境の構築

に挑戦する。 

女性目線のパトロール 

作業員名 

会社名 

女性用トイレ清掃看板 

 

コンクリート舗装を実施したヤード 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

実施事項② 

（120字以内） 

【3 次元データ活用・現場巡回監視】 

・3Ｄスキャナーで 3 次元データを取得し、出来形検測及び法面計測を実施した。 

・Webカメラで現場、火薬庫、出入車両をモニタリングしている。事務所のテレビモニ

ターで動画を確認でき、防犯のため録画も行っている。 

その効果 

（120字以内） 

・3 次元データの活用により任意点で形状が把握できる。協力業者も操作でき、生産性

が向上した。法面の挙動を早期に把握し、法面補強工の設計変更を円滑に行えた。 

・Webカメラで事務所から現場状況を把握できるので職員の無駄な動きが減った。 

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

【定時退社推進・年次有給休暇取得奨励・社会保険加入促進】 

・出勤時に当日の退社目標時間を設定して見える化している。 

・4 週 8 休を確保し、更に年次有給休暇取得を奨励している。 

・社会保険加入促進のため、『次年度も共に働こう』活動プログラムを行った。 

その効果 

（120字以内） 

・目標業務終了時間の共有により、業務が偏らず、互いに協力できる体制が整った。 

・年次有給休暇取得数の表示により、休暇を意欲的に取得する環境となった。 

・活動プログラムにより、平成 28年 11月現在で 100%の社会保険加入の対策が整った。 

 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

作業所名：長門俵山道路 大寧寺第１トンネル工事作業所 

以上 

 

作業所長 

工事主任 

工事係員 

工事係員 

工事係員 

工事係員 

 

 

社会保険加入状況調査票 

契約時に加入確認を行っている 

茶→現況 

緑→設計 

赤→トンネル 

 

3 次元データ活用 Web カメラによるモニタリング テレビモニターによる確認 

退社目標時間設定 年次有給休暇取得の奨励 社会保険加入促進 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

完全週休 2日制を導入。工期遵守などのため、建設現場は土曜稼働が常態化しており、

現状のままでは土日休日の取得は不可能。そこで土曜作業として常態化していた箱抜き

掘削作業の平日化を図ることで、安全性を改善しつつ生産性を向上させ土日休日を確保

した。 

その効果 

（120字以内） 

箱抜きを事前に大きく掘ることで後施工がなくなり地山崩落や機械災害などのリスク

が低減され安全性が格段に向上した。平常時に実施するため工程にも影響がなく生産性

が向上した。増えた休日を利用しマラソンなど健康増進にも取り組みチームワークも向

上した。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

受賞名 優秀賞 

作業所名 佐久間浦川トンネル工事事務所 

会社名 株式会社大林組 

作業所情報 発注者名 国土交通省 中部地方整備局 （浜松河川国道事務所） 

  請負会社名 (株)大林組 名古屋支店 

  作業所長名 大西 康之 

  工期（自）～（至） 平成２５年２月１５日 ～ 平成２９年１月２７日 

  工事件名 平成２４年度佐久間道路浦川地区第１トンネル新設工事 

  施工場所 静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川 

 工事概要 
施工延長 1,655m、トンネル工１式（本坑 1,555m 避難坑 1,575m） 

道路土工１式（残土処理約 180,000m3）附帯工１式 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 
仕事も休みも楽しもう－真に魅力のある建設業を目指して－ 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

建設業＝３Kのイメージである。しかし、建設モノづくりはとても遣

り甲斐のある楽しい仕事である。先端技術を駆使し職場環境を改善、

仕事・プライベートの充実を図ることで建設業のより一層の魅力向上

を目標とした。 

みんなでマラソン参加 

無事完走！ 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

実施事項② 

（120字以内） 

覆工コンクリート打設作業は地山と鋼製型枠の間に挟まれた閉鎖空間に生コンを流し込

むことから非常に作業負荷が大きい。そこで流動性の高いコンクリートを採用し作業負

荷の低減を図った。特に大断面部では高流動コンクリートを採用しバイブレータ不要と

した。 

 その効果 

（120字以内） 

標準部では当社保有先端技術を適用し天端部での締固め作業負荷が低減され打設サイク

ルは１週間で１日短縮した結果、土曜休日も取得可能になった。大断面部では締固め作

業で閉所へ作業員が入るリスク、振動作業のリスクもなくなり格段に作業環境を改善で

きた。 

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

ＩＣＴ技術の積極的採用による業務の効率化。トンネルの施工管理ではＣＩＭを駆使し

３次元で施工情報を管理、地形測量ではＵＡＶやＬＰ測量を使用し、管理業務・測量作

業の軽減を図った。また発注者とタイアップし建設業イメージアップの取り組みを行っ

た。 

その効果 

（120字以内） 

ＣＩＭの活用により地質情報や品質データ等が一元管理でき業務効率が向上、時短を達

成できた。ＵＡＶ等は人力作業では危険な急崖地も計測でき安全性と精度確保を両立。

この内容を発注者の HP「明日を創る」や見学会で紹介、建設業のイメージアップに貢献

した。 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

作業所名：佐久間浦川トンネル工事事務所 

以上 

通常の締固め作業状況 

狭い窓から

体を突っ込ん

で作業 

天端の締固め作業状況 

作業空間は

30cm 程度 

締固め作業

は過酷 

CIM(Construction Information Modeling/Management） 

最先端の測量技術を活用 

測量データをＣＩＭに反映 

発注者のイメージアップ企画「明日を創る」 

建設業はカッコイイ！ 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

【女性が働きやすい環境づくり】 

共同休憩所とは別に女性専用休憩所とロッカー、パウダールーム、トイレ完備の鍵付き

ユニットハウスを設置。また女性社員と作業員が意見を出し合うランチミーティングを

行い、女性が働きやすい環境づくりに努めた。 

その効果 

（120字以内） 

利用した女性作業員及び売店職員から「安心して休憩できる」「綺麗で使いやすく他の

現場でも採用してもらいたい」と好評であり、また女性が活躍している現場として「け

んせつ小町工事チーム(AKBN4＋α)」としての認定も受けた。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

受賞名 優秀賞 

作業所名 (仮称)東洋大学赤羽台キャンパス新校舎建設工事作業所 

会社名 戸田建設株式会社 

作業所情報 発注者名 学校法人東洋大学 

  請負会社名 戸田建設株式会社 東京支店 

   作業所長名 尾河浩明 

  工期（自）～（至） 平成 27年 3月 23日 ～ 平成 29年 1月 31日 

  工事件名 (仮称)東洋大学赤羽台キャンパス新校舎建設工事 

   施工場所 東京都北区赤羽台 1-7-12 

 
 工事概要 

主要構造：地上 S造、基礎 RC造 

階数：地上 5階、棟屋 1階、建物用途：学校(大学) 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 
安全第一 より安全に！より効率よく！常に工夫しよう！ 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

快適職場を作る為に安全に優先する物はない。建設業界の最新技術を

取込み、協力会社と共に効率的で無駄の無い作業手順を合意して選択。

老若男女問わず全ての人が生き生きと働けるような職場環境の整備に

努めている。 

ユニットハウス外観 ＡＫＢＮ４＋α 女性専用休憩所(別途) 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

実施事項② 

（120字以内） 

【長時間労働是正への取組み】 

ICTの活用、時短への取組としてタブレットやドローン、無線等を取入れた。また社員

の休日予定表を作成して 4週 8休の徹底を図り、更に日々の残業予定表の記入で個人予

定の見える化し社員同士の相互時間管理を積極的に行った。 

その効果 

（120字以内） 

社員打合せの際に作業間調整をすることにより、振休の取得を確実に行うことが出来る

ようになった。また ICT機器を取入れることでペーパーレスや全体への連絡事項の周知

が簡易で明確になり社員の負担が減った。 

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

【施工性・安全性の向上】 

設計者の外装に対するこだわりが強く複雑な納まりとなっていたが、屋上目隠しパネル

と外装アルミパネルのユニット化、ECPプレカット、くさび式足場の採用等の施工性を

向上させることにより高所作業を低減し、安全性の向上を図った。 

。 その効果 

（120字以内） 

省力化の取組みにより、施工性とデザイン性の両面を向上させ、設計者のこだわりを具

現化出来た。また工程を短縮することで、ユビキタス設備という最先端設備導入の調整

を行う時間が十分に確保され、スムーズに引渡すことが出来る運びとなった。 

 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

  

 

作業名：(仮称)東洋大学赤羽台キャンパス新校舎建設工事作業所 

以上 

 

休日予定表 iPadの活用 ドローン 帰宅予定時間表 

ECPのプレカット 屋上目隠しパネルのユニット化 アルバトロス 外装アルミパネルのユニット化 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

太宰府市の子供とその家族、約８０名が参加し思い出に残る現場見学会を開催した。

色付のシャボン玉を使用しアートを作ったり、現場で実際に使用している作業車に乗っ

たり、お父さんと一緒に作業を体験した。またアート作品は、思い出と共に建物の一部

として最後まで残るようにした。 

その効果 

（120字以内） 

これから建物を利用することになる市民・子供達に工事に対する理解と関心をもって

もらうことが出来た。また、「モノ作り」の楽しみや記憶に残る体験が良い思い出とな

り、完成後も愛着を持ち末永く大切に利用してもらう意識を植えつけることが出来た。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

                              

 

 

 

受賞名 優秀賞 

作業所名 太宰府市体育複合施設新築工事作業所 

会社名 戸田建設株式会社 

作業所情報 発注者名 太宰府市 

  請負会社名 戸田建設株式会社九州支店 

  作業所長名 水永 透 

  工期（自）～（至） 平成 26年 11月 11日 ～ 平成 28年 7月 29日 

  工事件名 太宰府市体育複合施設新築工事 

  施工場所 福岡県太宰府市大字向佐野 21-2 

 工事概要 
用途:体育館  地上 3階 

鉄筋コンクリート造 一部 S造 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 
市民、子供達が思い出に残る建物・職場環境作り 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

市民・子供達を対象に現場見学会、ワークショップを実施し施工期

間中から、建物や工事現場に愛着を持ってもらい、完成時にワークシ

ョップで作成した作品を建物の一部として残るようにした。 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

実施事項② 

（120字以内） 

職長会が主体となり近隣小学生・保護者を含め約 200名参加の現場見学会

を開催した。準備、建物の説明、案内、パフォーマンスまで全て職長会で考

え準備して子供達の思い出となる見学会を実施した。最後に子供達が願い事

を書いた風船をアリーナで飛ばした。 

その効果 

（120字以内） 

職長会で企画、開催することで、作業員のコミュニケ―ションやチームワ

ークが強くなり、職場環境の向上につながった。また、近隣の学校関係者と

交流を持ち、建設現場への理解を得ることが出来、子供達も良い思い出とな

り、現場のイメージアップにもなった。 

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

                                         

 

 

 

   

 

 

   

           

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

 太宰府市民祭りに職長会で協賛し、現場のネームが入った風船を職長会メンバーで子

供たちに無料配布し、お祭りを一緒になって盛り上げた。また、地域貢献として社員、

協力会社の作業員全員で現場周辺の清掃活動を積極的に行った。 

その効果 

（120字以内） 

 施主、地域に貢献しながら、環境美化に取り組み、作業員間の親睦を深めることが出

来、絆が生まれ快適な作業環境の実現に繋がった。地域の清掃活動を行うことによって

現場内の片づけも指示せず出来るようになり、現場の環境美化にも繋がった。 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

  

 

作業所名：太宰府市体育複合施設新築工事作業所 

以上 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

作業所所員全員に「仕上げ検査」に対応した iPad を支給し、各種検査で活用した。従

来の手書きで作成する検査調書及び資料をデータ化することで、調書の一括管理が可能

になった。また資料をコピーしていた協力会社への指示書も簡易的に作成できるように

なった。 

その効果 

（120字以内） 

iPad導入前までは、9:00～17:00まで検査、17:00～22:00もしくは翌日も検査調書の作

成業務を行っていたが、導入後は検査中から調書の印刷が可能になり、作業終了時刻が

19:00と大幅な業務削減となった。当作業所においては各種検査が 20回以上あるのでか

なり有効であったと。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

受賞名 優秀賞 

作業所名 国際法務総合センター（仮称）B工区新営（建築）工事作業所 

会社名 松井建設株式会社 

作業所情報 発注者名 法務省大臣官房施設課 

  請負会社名 松井建設株式会社 東京支店 

  作業所長名 追川 順一 

  工期（自）～（至） 平成 26年 11月 25日 ～ 平成 29年 3月 31日 

  工事件名 国際法務総合センター（仮称）B工区新営（建築）工事 

  施工場所 東京都昭島市もくせいの杜 2丁目 1番 

 工事概要 共同住宅（4棟）、RC造、地上 9階、354戸、延面積 24275.08㎡ 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 
iPadの導入による業務短縮及びデッドラインを意識した業務改善 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

昨今世間において残業問題や労働環境改善について騒がれており、建

築業界に至っては予てから上記問題が顕著に見受けられ、弊社では全

社を上げてこの問題に取り組んでいた為、当作業所において上記テー

マを設定した。 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

実施事項② 

（120字以内） 

iPadに工事写真アプリ・新規入場者教育連動アプリ・図面閲覧アプリ等を導入し、デー

タの一括管理化及び情報共有に活用。また事務所以外の作業所にネットワークプリンタ

を導入し、その場その場で指示書の受け渡し等が可能な環境造りを行った。 

 

その効果 

（120字以内） 

事務所から現場への持ち出し書類や備品等が削減され、移動も容易になりそれが現場で

の安全性にもつながった。またこれまで事務所と現場を何回も往復していた作業が不要

となり省力化・生産性のアップによる業務改善につながった。 

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

別紙２添付 

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

・作業所用のフレッシュアップデーの設定→毎週水曜をフレッシュアップデーに設定し

職方を含め全員が 18:00に退場できる体制とした。 

・コアタイム（事務仕事を集中的に行う時間）の設定→14:00～15:00をコアタイムとし

て日中に内務を行うことで残業時間の短縮を図った。 

その効果 

（120字以内） 

各種業務の時間設定や各所員の意識が「少ない時間で効率的に」という思考に変化し、 

生産性もあがり業務に前向きに邁進できるようになった。また個々の余暇時間が増加し

リフレッシュできる環境となったことにより、より業務に対する集中力が向上した。 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

                              

 

作業所名：国際法務総合センター（仮称）B工区新営（建築）工事作業所 

以上 

コアタイムの決まり事 
・この時間(14:00～15:00)は会社から作業所へ電話をしない。 
・外部の対応は、事務員、所長が行う。 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

【魅力ある快適職場への取組み】 

① 『空調の効いた室内』において『ドラレコ映像を用いたＫＹ活動』を毎朝実施。 

② 数々の魅力ある『快適施設』を設置。 

③ 『過酷な夏場』に対する手厚い取組み。 

その効果 

（120字以内） 
① 作業員からより具体的な危険予測が出るようになり、安全意識の向上に寄与。 

② 職場環境の向上により、作業員ひとり一人の労働意欲の向上と女性技能者の増加。 

③ 過酷な夏場でも、熱中症の症状を出すことなく無災害を継続。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞名 特別賞 

作業所名 新東名岡崎東工事事務所 

会社名 鹿島建設株式会社 

作業所情報 発注者名 中日本高速道路㈱名古屋支社 

  請負会社名 鹿島建設株式会社 

  作業所長名 東 伸吉 

  工期（自）～（至） 平成 26年 10月 23日 ～ 平成 29年 6月 8日 

  工事件名 新東名高速道路岡崎東工事 

  施工場所 愛知県内 4箇所（岡崎市内 3箇所、豊川市内 1箇所） 

 工事概要 
新東名高速道路（本線）工事で発生し、別工事で仮置きされた残土  

（約 54 万㎥）を処分場まで運搬する工事である。 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 
【最先端のＩＴ/ＩＣＴを駆使した現場管理】と【魅力ある快適職場】 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

工事事務所と現場（4 箇所）が離れており、その特殊な施工環境を克服

するためＩＴ/ＩＣＴを駆使した現場管理を行い、また快適職場への取

組み・建設業が抱える直近の課題に対し様々な工夫を実施している。 

③過酷な夏場の取組み ①ドラレコ映像を用いた『見える化 KY』活動 ②魅力ある快適施設 

女性専用（快適）トイレ 

白を基調とした休憩所の内観 完全分煙化 

現場トイレの覆い 空調服提供 

ドリンク無償提供 

現場移動式休憩所 

ガードマン専用 
エアコン付き休憩所 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

実施事項② 

（120字以内） 

【ＩＴ/ＩＣＴの利活用】 

① 『Ｗｅｂカメラとタブレット端末』による現場管理を実施。 

② 『Ｓkype』を利用した遠隔地を結ぶ作業間連絡調整（プロジェクタ＆スクリーン）を実施。 

③ 『LOADLITE』付き油圧ショベルの採用、『ＵＡＶ』を用いた空撮土量測量を実施。 

その効果 

（120字以内） 

① 遠隔地から現場をチェック、メールチェック、図面格納による軽装化などＩＴ機器

を駆使して、現場職員の作業の効率化を図り『時短』を実現。 

② ネット会議をすることにより、職長など関係者の移動時間を省略し無駄を排除。 

③ ＩＣＴ建機・機器を積極的に採用し、作業効率の向上・生産性向上に寄与。 

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

【建設業界が直面している課題に対する取組み】 

① 『４週６閉所』の実施と『長期休暇取得』推進。 

② 災害防止協議会等において、協力会社に対し社会保険への加入指導。 

③ 女性が働きやすい職場環境の構築、誰もが働きやすい職場環境の構築推進。 

その効果 

（120字以内） 
① 計画的な休暇取得とライフ・ワークバランスを重視した職場環境を実現。 

② すべての協力会社（※全 104 社）において 100％社会保険加入を確認。（※適用除外を除く） 

③ 女性技能者の増加に伴い、職場の雰囲気が明るくなった。 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

作業所名：新東名岡崎東工事事務所 

以上 

①『Ｗｅｂカメラとタブレット端末』 

 

②『Skypeを利用したネット会議』 ③『LOADLITE』付き油圧ショベルと『UAV』測量 

①『４週６閉所』と『長期休暇取得推進』 ②『社会保険加入推進』 ③誰もが働きやすい職場環境の構築 

休暇予定を事務所に掲示 

2016/8 

2016/9 

長期休暇 

4 週 6閉所 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

【次世代の建設業界を担う若者への PR 活動と建設業界の就労環境の改善】 

①大学生の工事現場説明会と現場見学及び建設業界についての説明会の開催 

②快適な作業環境のつくりによる労働者の意欲向上 

③災防協や職長会を通じた社会保険加入の推進 

その効果 

（120字以内） 

①多くの学生に建設業の魅力を伝えることができた。（累計 95 名） 

②働く職場や宿舎の環境を整備することにより災害防止とやる気向上につながってい

る。③社会保険への加入について、会社だけでなくすべての労働者に促進することで、

現在当工事に入場しているすべての方が社会保険に加入している。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞名 特別賞 

作業所名 鳥取西道路気高第１トンネル西工事事務所 

会社名 鹿島建設株式会社 

作業所情報 発注者名 国土交通省中国地方整備局 

  請負会社名 鹿島建設株式会社 

  作業所長名 福住幸雄 

  工期（自）～（至） 平成 26年 10月 3日 ～ 平成 30年 5月 31日（見込） 

  工事件名 鳥取西道路気高第１トンネル西工事 

  施工場所 鳥取県鳥取市気高町地内 

 工事概要 
鳥取市気高町に構築する気高第１トンネル（全長 1,935ｍ）の内、西

側終点坑口から 1,158ｍを建設するものである。 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 
魅力ある職場の創出 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

当工事に従事するすべての労働者が安心とやる気を起こすような職場

を作り、その上で次世代の建設業を担う大学生や女性にも建設業に従

事したいという好感をもたれる職場を創出ことで、建設業発展に寄与

する。 

大学生を対象とした工事説明会・見学会等 工事事務所女性ﾄｲﾚ 

ｼｬﾜｰﾙｰﾑ 

粉じん除去装置 休憩所ﾜｰﾀｰｻｰﾊﾞｰ 社会保険加入促進 

ﾀﾞｸﾄ付集塵機 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

実施事項② 

（120字以内） 

【IT機器の活用による生産性向上】 

①ＷＥＢカメラ導入によるリアルタイムな施工状況の把握 

②タブレットによる品質管理 

③覆工コンクリートの養生温度と湿度の遠隔管理 

その効果 

（120字以内） 

①現場に行かなくても、いつでもどこでも切羽状況や坑内作業が把握できるため、安全

性と生産性が向上。②タブレットを現場に持ち込んでデータを入力するだけで品質管理

資料が作成できるため、時間効率が向上。③覆工コンクリートの養生温度と湿度を現場

にいなくても工事事務所でタイムリーに把握できるため時間効率が向上。 

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

【女性土木技術者推進活動】 

今後土木技術者を目指す女子学生や、現在土木技術者として活躍している女性たちにト

ンネル工事での作業について理解を深めてもらい、より幅広い作業場に女性技術者が進

出し活躍できるような推進活動を展開 

その効果 

（120字以内） 

①産官学合同の女性だけの現場見学会を開催し、現在当工事で従事している女子技術者

の業務内容や、トンネル工事の作業内容を理解して頂けた。 

②トンネル現場で活躍する技術者もいることを日建連等の業界誌に広報活動することに

より、女性技術者の幅広い活動を推進することができた。 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

作業所名：鳥取西道路気高第１トンネル西工事事務所 

以上 

女性だけの現場見学会 業界誌等の広報活動 

覆工養生温度・湿度管理 WEB カメラによる施工状況把握 タブレットによる品質出来形管理 

パソコンで スマホ・タブレットで 休憩所で 工事事務所で 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

【学生 140名を対象とした見学会・意見交換会の実施】 

将来建設業界を目指す就職を控えた学生に対し、業務内容・職場環境を肌で感じてもら

うため、見学会とともに各職域（公務員・コンサル・建設会社・女性技術者）に分かれ

た意見交換を実施した。 

その効果 

（120字以内） 

学生と各職域での社会的責任や業務内容を Q&A方式で議論し、これまでの建設業界、こ

れからの建設業界について意見を交わした。学生に加え就職担当の先生方からも好評

で、特に女性技術者を目指す学生にとって、将来展望の契機になったと実り多い会とな

った。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

  

 

受賞名 特別賞 

作業所名 福井護岸改良（その１）工事事務所 

会社名 五洋建設株式会社 

作業所情報 発注者名 国土交通省 北陸地方整備局 

  請負会社名 五洋建設株式会社 北陸支店 

  作業所長名 阿部 雅弘 

  工期（自）～（至） 平成２８年４月２５日 ～ 平成２８年１２月２２日 

  工事件名 福井港海岸（福井地区）護岸（改良）地盤改良工事（その１） 

）   施工場所 福井県坂井市三国町米納津地先 

 工事概要 
既設護岸背面を薬液注入工法による地盤改良を行い、既設ケーソン目

地部からの吸出し及び液状化対策を実施する。 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 

「先見性」、「勇気」、「スピード」をもって安全管理活動を実行し、

厳しい施工環境の工事を完成します 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

新しい視点で物事を見つめ直し、気づいたらこれまでのやり方・習慣

を見直し、独りよがりに陥ることなく、知らないことは人に聞きなが

らスピードを持って対応・実行する。 

そのための風通しの良い職場風土を構築する。 

新聞記事 実施写真 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

実施事項② 

（120字以内） 

【厳しい作業環境を克服するための職場環境づくり】 

周囲が構造物に囲まれ、かつ海象の影響を受ける作業環境の中、熱中症対策として、Color 

Gate System（NETIS:HR-14017-A）を活用した休憩取得・顔色管理と移動式の車載冷房室

及び車載簡易水洗トイレ（NETIS：CB-100037-V）を現場に備えた。 

その効果 

（120字以内） 

施工現場直近に設置した冷房室及び水洗トイレにより職場環境が向上することに加え

て、冷房室に設置した休憩取得管理システムにより、作業員のこまめな水分補給状況を

把握できたため、熱中症発症者を出すことなく快適な職場環境を提供できた。 

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

建設業界の取組みを社会へ PRするため、業界の垣根を越えた取組みとして、全国規模で

国民運動として展開する熱中症予防声かけプロジェクト主催の「ひと涼みアワード

2016」（今夏の熱中症予防啓発活動において積極的な取組みを実施した企業を表彰）に応

募した。 

その効果 

（120字以内） 

応募総数 652件、受賞 86団体のうち、本工事は『優秀賞』（声かけ賞：職場部門）を受

賞することができた。なお、建設業界からの受賞は、本工事を含め 3団体であった。 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

作業所名：福井護岸改良（その１）工事事務所 

以上 

カラーバーコード読み取り用ipad

カラーバーコード読み取り用ipad

の前に立つだけで自動的にWeb

サーバーに情報がアップされる

車載式冷房室 冷房室室内 車載式水洗トイレ Color Gate System 

授賞式 

取組概要 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

①個人のライフスタイルに合わせた労働時間管理 

業務内容の内訳や専門性を細分化し、それぞれ個人のスキルや生活環境に配慮した月間

行動予定表を作成しました。行動予定表をもとに、毎週の業務時間実行表にブレイクダ

ウンし、仕事の能率アップを図りました。 

その効果 

（120字以内） 

単身生活者や６５歳以上の高齢者、入社２年目未満の社員、幼年期を迎える家族を抱え

た女性など、それぞれ生活や家族との関わり方の違いに配慮し、２４時間勤務の内、働

ける時間を再分配することで、安心で働きやすい職場となりました。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

受賞名 特別賞 

作業所名 苅田港（本港地区）航路（－１３ｍ）浚渫［暫定－１２ｍ］工事 工事事務所 

会社名 五洋・本間特定建設工事共同企業体 

作業所情報 発注者名 国土交通省 九州地方整備局 

  請負会社名 五洋・本間特定建設工事共同企業体 

  作業所長名 秀嶋 雄輝 

  工期（自）～（至） 平成２８年 ６月 1日 ～ 平成 ２９年 ３月２４日 

  工事件名 苅田港（本港地区）航路（－１３m）浚渫［暫定－１２ｍ］工事 

  施工場所 福岡県京都郡苅田町港町地先及び鳥越町地先 

 工事概要 
本工事は苅田港（本港地区）航路(-13m)の潜水探査工、浚渫工、土捨

工及び撤去工を施工するものである。 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 

世代や性別の垣根を越えた、働きやすい、風通しのいい職場環境づく

り 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

厳しい２４時間施工環境下、高齢者と女性が４割以上を占めるＪＶ職

員と作業員が一丸となり、ものづくりへの共感を目指すとともに、各々

の相互理解と尊重の上に立ち、働く時間と職場環境づくりの形成 

全体集合写真 行動予定表 女性による作業船調整連絡 

月間 

週間スケジュール 

19



第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

実施事項② 

（120字以内） 

②２４時間大型作業船にケアマネージャーを配置 

２４時間勤務の大型作業船には、総勢３０数名もの船員や作業員が乗船し、遠方より単

身生活を送っているため、各々の身の回りの相談や生活の連絡係をするケアマネージャ

ーを配置しました。 

その効果 

（120字以内） 

ケアマネージャーを配置することで、家族への郵便や言伝、食生活の管理を安心して送

ることができ、集団生活によるストレスや心のケアを図ることができました。また、シ

ーマンシップ精神をもって、仕事と向き合うことができました。 

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

③「ＧＯＯＤ！」運動の実施 

模範となる行動や積極的な安全衛生活を実施した人に対し、「ＧＯＯＤ！」スマイル運動

を行いました。ＪＶ職員や関係請負者が相互に相手の行動に対し、プラス思考に相互理

解を図ることができました。 

その効果 

（120字以内） 

互いに模範となる行動をとることへの報酬として、「褒める」という身近な表現をステッ

カーにすることで、職場が明るくなりました。また、安全衛生活動にありがちな“注意”

や“是正行動”といったマイナスイメージを払しょくすることができました。 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

作業所名：苅田港（本港地区）航路（－１３m）浚渫［暫定－１２ｍ］工事 工事事務所 

以上 

ｽﾃｯｶｰ 

現場ステッカー 

 

ｽﾃｯｶｰ ｽﾃｯｶｰ 

船長との連絡確認 船長との連絡確認 朝礼前の点呼（声掛け） 

ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

代休取得率の向上への取り組みに向けた勤務計画の立案 

①代休取得率向上に向けた 1 か月の勤務計画表の早期作成 

②勤務管理担当者による取得状況フォローと工程管理 

③施工担当者同志の翌日作業ミーティングによる業務量の平準化の実施 

その効果 

（120字以内） 

上期取得率３９％に対し、下期取得率６０％となり約２０％の向上。 

代休取得日に向けた個人の勤務意欲の向上。所員同志が互いの勤務状況に配慮する気持

ちが生まれている。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

勤務計画表 

 

担当者ミーティング 

 

受賞名 特別賞 

作業所名 新東名高速道路 向畑高架橋（下部工）工事作業所 

会社名 清水建設・五洋建設特定建設工事共同企業体 

作業所情報 発注者名 中日本高速道路㈱ 

  請負会社名 清水建設・五洋建設特定建設工事共同企業体 

  作業所長名 伊藤 敏明 

  工期（自）～（至） 平成 26年 7月 9日 ～ 平成 30年 6月 17日 

  工事件名 新東名高速道路 向畑高架橋（下部工）工事 

  施工場所 神奈川県伊勢原市上粕屋 

 工事概要 
新東名と東名が交差する伊勢原JCTと先行受注した伊勢原北ICの中間

に位置する場所で橋梁下部工を施工する土木工事である。 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 
代休、効率化、ゆとり、の創出 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

労働環境改善が近年うたわれる現状において、代休取得率の向上や業

務の共有することによる平準化、現場と事務所との移動時間の短縮、

勤務時間中におけるゆとりの時間の創出を実践中である。 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

実施事項② 

（120字以内） 

タブレットの導入 

①メールに変わる伝達手段として活用。 

②イントラネット、図面等の共有資料を閲覧 

 

その効果 

（120字以内） 

①居所を気にせずに、伝えたい情報を伝えたい人にスピーディに伝達可能となった。 

②タブレットに搭載されたカメラ、またその編集アプリを使うことで、従来の携帯電話

と比較して現場の状況を正確に伝達できるようになった。 

③タブレットによる所員同志の連絡が容易になったことでＥメールの件数が削減した。 

KENNSUU  実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

タブレットでの伝達例  

 

実施項目③ 

（120字以内） 

充実した給茶施設の導入 

①勤務時間中に時間・季節を問わずに好きな飲み物が提供できるように、多種多様の飲

み物（お茶 3種、コーヒー、紅茶、味噌汁など）を用意し、気分転換に役立てる。 

その効果 

（120字以内） 

①休憩時、昼食時、残業時など時間を問わずに、必要な飲料が容易されていることで、

外部へ購入に行くわずらわしさを感じずに、勤務時間中の息抜きが出来るようになった。 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

 
給茶設備 

 

作業所名：新東名高速道路 向畑高架橋（下部工）工事作業所 

以上 

他作業所での同種災害事例を伝達した例 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

職員宿舎には、「大浴場」の他に「１人用の浴室」を複数設置し、プライベートな時間

が確保されることにより、気兼ねなくくつろげる入浴施設を確保した。 

その効果 

（120字以内） 

一人ひとりが上司、同僚に遠慮せず、ゆっくりと１日の仕事の疲れを取ることができる。

利用時間や順番に制限はなく自由に利用できる。入浴の都度、各自でお湯はりを行うた

め、残り湯が汚れてしまうなどの懸念がなく、衛生的で好評である。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

 

受賞名 特別賞 

作業所名 八ッ場ダム本体建設工事 

会社名 清水・鉄建・ＩＨＩ異工種建設工事共同企業体 

作業所情報 発注者名 国土交通省 関東地方整備局 

  請負会社名 清水・鉄建・ＩＨＩ異工種建設工事共同企業体 

  作業所長名 髙力 雅人 

  工期（自）～（至） 平成２６年８月２１日 ～ 平成３０年１０月１日 

  工事件名 八ッ場ダム本体建設工事 

  施工場所 群馬県吾妻郡長野原町大字川原畑字八ッ場地先（左岸）、大字川原湯字金花山地先（右岸、原石山） 

 工事概要 
重力式コンクリートダム 

堤高 116ｍ、堤頂長 290.8ｍ 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 

清潔で快適な住環境から仕事の充実を図り、一丸となって「美しいダ

ムを美しくつくる」 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

寝食を共にして全員が一丸となって進めていくダム工事現場では、昔

の「飯場」のイメージから脱却し、プライベート空間を尊重した快適

で清潔な住環境を確保することが、健康で充実した日々に仕事に結び

つく。 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

実施事項② 

（120字以内） 

作業員宿舎は、すべてエアコン付個室とし、共同のトイレ（大便器）はウォシュレット

付とした。乾燥機付き全自動洗濯機を完備、製氷機を準備している。 

 

その効果 

（120字以内） 

プライバシーが確保された個室で、作業員各自が気兼ねすることなく１日の仕事の疲れ

を取ることができる。またウォシュレットも快適で好評である。 

製氷機は、夏場の熱中症対策として出勤時に使用され、また日常的にも飲み物などに利

用されるなど好評である。 

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

作業員宿舎のトイレの照明は、人感センサーでＯＮ・ＯＦＦを行うものとした。 

浴室や洗面所の水栓は、１ハンドル式の集合栓を採用し、温度調整時の利便性を向上さ

せた。 

その効果 

（120字以内） 

みんなで使用するトイレなどは、こまめな消灯がなかなか徹底できないが、人感センサ

ーを採用することで無駄を押さえ、集合水栓は、温度調整時の湯水の無駄づかいの防止

効果が期待できる。 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

作業所名：八ッ場ダム本体建設工事 

以上 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

■地域に根差した社会貢献活動 

敷地外での活動として、暑い日の『打ち水』、地域と連携しての小学生登下校の見守り

を定期的に実施。また作業所敷地を開放し地域の方々にも声をかけての『献血』、さら

に老若男女幅広く招いての『夏祭り』を行った。 

その効果 

（120字以内） 

継続的な地域とのかかわりを持つ活動は、当初は懐疑的な見方をされていた近隣住民の

信頼を得ることとなり、作業所で働く者の自負にもなった。夏祭り等のイベントは、地

域にコミュニティとしての場を設けることにもなり、建設現場を身近に感じていただい

た。 

 実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

   

 

受賞名 特別賞 

作業所名 （仮称）上大岡東１丁目計画作業所 

会社名 株式会社竹中工務店 

作業所情報 発注者名 株式会社竹中工務店、野村不動産株式会社  

  請負会社名 株式会社竹中工務店 横浜支店 

  作業所長名 大塚博美 

  工期（自）～（至） 平成 28年 5月 20日 ～ 平成 30年 2月 20日 

  工事件名 （仮称）上大岡東１丁目計画 

  施工場所 横浜市港南区上大岡東１－２３－１ 

 工事概要 
用途：共同住宅  構造規模：RC造 地上 4階 4棟 99戸 

敷地面積：8,685.31㎡  延床面積：9,083.66㎡ 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 

築こう未来を！聖地上大岡で。 

地域への感謝の気持ちで快適職場づくり。 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

自社社宅のあった地にて自社分譲事業の新築工事を行うにあたり、皆

がいきいきと仕事ができる職場づくりを行うとともに、地域への感謝

と建設業の健全性と魅力を発信する活動を行っている。 

打ち水の状況 集団下校見守りの状況 夏祭りの状況（全景） 夏祭りの状況 

25



 

第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

実施事項② 

（120字以内） 

■建設現場の魅力づくりへ、創意工夫の様々な取り組み 

作業所で運営する畑を外周周りに配置。仮囲いには、地域の子供たちに建設業に関心を

持ってもらうための掲示物。近年の労働問題に対応しての社会保険加入状況の見える化、

外国人労働者のサークルを作った。 

その効果 

（120字以内） 

周辺学童にとって、日々変化する現場と畑の生育状況は、興味を引く対象であり、もの

つくりへの関心を持ってもらう一助にもなった。社会保険加入状況の見える化は、各社

の対応を促進させることに。外国人労働者は、今後の他現場にも活きる経験を積んでい

る。 

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

   

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

●作業所を活性化する様々な試み 

職長は、『安心俱楽部』と『快楽倶楽部』のどちらかに所属し安全衛生管理活動を行う。

『掲示板』では、貸与されたＩＴ機器を用い現場情報を写真投稿できる。また、畑で収

穫された作物は芋煮会等を開催し、皆に提供している。 

 その効果 

（120字以内） 

職長達は、「安心して働ける…」「快適で楽しい…」との明確な目的を持って安全衛生管

理活動を行っている。現場目線で好事例や改善点が投稿された『掲示板』は、全作業員

の意識向上に大きく寄与している。農作物使用のイベントは、節目の達成感として効果

的。 

 実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

    

 

作業所名：（仮称）上大岡東１丁目計画作業所 

以上 

安心して働ける現場つくり 

安心倶楽部 

快楽倶楽部 

快適で楽しい現場つくり 

外から見える畑 子供向け職業紹介の掲示物 社会保険の掲示物 

掲示板『気づきの小窓』の状況 芋煮会の状況 

クリスマスイルミネー
ションと仮囲いの掲示 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

【作業所内外の快適環境整備】 

作業場では危険度のカラー表示や所轄監督署の格言を掲示、共用部には葭簀や水サーバ

ー等を設置。近隣に対し、仮囲装飾で季節感の創出、近隣街区清掃の週 1 実施や、近隣

建屋内騒音振動の確認と工事計画への反映などを実施。 

その効果 

（120字以内） 

危険度 3 色表示や安全格言の掲示で、安全を作業員の潜在意識に働き掛け、災害防止に

大きな効果があった。共用部の環境整備ではモチベーションが向上し、施工効率が上が

った。また、近隣とは良好な関係が構築され、これまで近隣要望は 1 件も発生していな

い。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

受賞名 特別賞 

作業所名 浜松町社宅・芝弥生会館等解体工事作業所 

会社名 株式会社竹中工務店 

作業所情報 発注者名 東日本旅客鉄道株式会社 

  請負会社名 株式会社竹中工務店 

  作業所長名 土田 昇 

  工期（自）～（至） 平成 28 年 4 月 1 日 ～ 平成 29 年 5 月 26 日 

  工事件名 浜松町社宅・芝弥生会館等解体工事 

  施工場所 東京都港区海岸 1-10-27,29 

 工事概要 
浜松町社宅:地上 14 階 SRC 造、芝弥生会館:地上 12 階 SRC 造 

敷地面積:8,865 ㎡、建築面積:2,050 ㎡、延床面積:17,005 ㎡ 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 

「明るく楽しく一致団結、近隣みんなに優しい解体」 

 ～現場内外に好印象な解体現場を目指す～ 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

解体工事といえば、「騒音・振動・粉塵」がイメージされ、劣悪な環

境の代表格である。今後も増加する解体工事を見据え、このイメージ

を払拭し、中で働く人間にも、外で暮らす近隣にも快適な職場を実現

するため。 

作業場安全性向上【危険度の色表示】

通路=安全⇒緑

横断部手前=注意⇒黄

重機稼働ｴﾘｱ=危険⇒赤

近隣清掃所轄監督署安全の格言 季節感創出共用スペース快適化

ｻｰﾊﾞｰ 製氷機

葭簀日除け

周辺(毎日)

近隣(週1) 手作り！

仮囲装飾

現場表示
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

実施事項② 

（120字以内） 

【関係者の一体感醸成】 

立場を超え参加できる行事を開催。夏は BBQ、冬は鍋と季節感ある親睦会を手料理で、

かつ現場農園の収穫物で開催。元請担当者による冷しぼ(クールダウン用おしぼり)、ア

イスの配布や似顔絵イラストの掲示で親近感を創出。 

その効果 

（120字以内） 

自分達で育てた食材を共に調理し、同じ皿をつつくことで、単なる飲み会とは違う一体

感が醸成された。現場担当者から作業員への労いやイラストによるディフォルメによっ

て、距離が縮まり、なんでも相談できる環境が生まれ、安全や施工効率の向上に繋がっ

た。 

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

【作業員の心身ケア施策の実施】 

季節の野菜・果物の栽培(水やりや追肥、冬のビニールハウスの設置)を、管理者と作業

員が協業して行った。また、動物飼育も共同で行った。さらに、専門家によるストレッ

チ指導やメンタルチェックを実施した。 

 その効果 

（120字以内） 

フィトセラピー、アニマルセラピーという概念があるが、動植物との触れ合いで各々の

表情にゆとりが見られ、癒し効果が実感された。また世話を通じて立場を超えた共同意

識が生まれた。ストレッチ指導は、日々のラジオ体操の効果アップにも繋がった。 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

作業所名：浜松町社宅・芝弥生会館等解体工事作業所 

 

以上 

フィトセラピー アニマルセラピー 作業員心身健康向上活動

冬野菜 夏野菜

果実 メダカ

イヌ 体調管理訓話

ﾒﾝﾀﾙﾁｪｯｸ 標語募集

ｽﾄﾚｯﾁ指導熱中症注意喚起

季節感ある全体親睦会

冷しぼの日

元請と協力会社の一体感向上イベント

アイスの日

フライの日

BBQ 鴨鍋

ﾃﾞｨﾌｫﾙﾒ

自家栽培野菜 元請担当イラストや協力会社キャラの活用

28



第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

健康配慮の取組みとして、職員 4週 8休制を導入、時間外労働計画を立て毎月実績管理

を実施。ＡＥＤ講習会や新規入場時の体温・血圧測定により作業員の体調管理を実施。

場内は完全分煙を実施。ラジオ体操後には肩もみ運動を実施。 

その効果 

（120字以内） 

ラジオ体操後の肩もみ運動は、自然と会話が生まれコニュニケーションが図れること、

体調確認が行えること、整列するため朝礼がスムーズに行える効果があった。職員 4週

8休制の導入により長時間労働の抑制に繋がり、仕事と家庭の両立が実現できている。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

  

 

 

 

 

 

 

受賞名 特別賞 

作業所名 いわき工事事務所 

会社名 西松建設株式会社 

作業所情報 発注者名 イオンモール株式会社 

  請負会社名 西松建設株式会社 北日本支社 

  作業所長名 関根 義明 

  工期（自）～（至） 平成 28年 8月 22日 ～ 平成 30年 4月 25日 

  工事件名 （仮称）イオンモールいわき小名浜新築工事 

  施工場所 福島県いわき市小名浜字辰巳町 38-10他 

 工事概要 
（建築）物品販売業を営む店舗 構造Ｓ 地上 5階 地下 0階    

延床面積 93,103.19m2 敷地面積 25,834.20m2 

 

敷地面積：SC敷地 39,363㎡(11,907坪) 延床面積:93,172㎡ 

1階ﾋﾟﾛﾃｨｰ駐車場、2階〜4階 GMS･専門店、5階ｼﾈﾏ機械室、屋上駐車

場 

工期：2016年 8月〜2018年 7月 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 
働きやすい職場環境づくりと、人に優しい現場づくりを目指す 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

安全でみんなに喜ばれる現場として、地域住民・働く作業員・元請職

員が一体となって建物の完成を目指す環境づくりをしたい。 

休日取得の取組（4週 8休制） 作業員の健康管理（体温・血圧測定） 肩もみ運動 

ＡＥＤ講習

会 

喫煙所 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

実施事項② 

（120字以内） 

働きやすい職場環境づくりとして清潔さを保つ設備を整えた。男女共に水洗式ウォシュ

レットを設置し、女性専用の更衣休憩所を設けた。休憩所裏にカッパ置場を設け、整理

整頓できる環境を整備した。近隣への配慮として、泥落機器、長靴洗浄機を設置した。 

その効果 

（120字以内） 

トイレを清潔にすることで、作業員一人ひとりが清潔に使用する好循環ができた。また

女性専用の休憩所やトイレの設置で女性が働きやすい快適な職場環境となった。 

泥落機器やカッパ置場を設けたことで、場内外の汚れが減り清潔な職場環境になった。 

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

安全・環境への取組として、場内に現場ルール、職長安全宣言を掲示。新規入場時にＤ

ＶＤによる安全教育を実施。月１回の周辺道路清掃、ゲート前の植栽、仮囲パンチング

の指挟み防止ステッカーを掲示。津波対策として避難マップ・避難出入口を表示した。 

その効果 

（120字以内） 

作業所ルール・安全宣言・避難マップの掲示により、作業員一人ひとりに安全ルールが

周知された。指挟み防止ステッカーの掲示により子供の指挟みを未然に防止している。

清掃活動や植栽活動を通じて近隣の方々との親交が深まり円滑な施工が出来ている。 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

作業所名：いわき工事事務所 

以上 

現場トイレ ウォシュレットトイレ 女性作業員専用休憩所 泥落機器、長靴洗浄機 カッパ置場の設置 

現場ルール・職長安全宣言 新規ＤＶＤ教育 指挟み防止ステッカー、近隣清掃 

避難マップ 

避難出入口 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

【女性の目による建設現場の運営】 

・現場監督は全員女性（社員４名、派遣社員１名） 

・職長会会長に女性職長を選定（鉄筋工職長） 

・協力会社に女性技能者の積極的参画を依頼（１０社、２０名程度） 

その効果 

（120字以内） 

元請社員は全員女性、職長会の会長も女性が務め、更に多くの女性作業員（現在 10社、

20名程度）が働く事により、より細やかな作業環境整備（小段差スロープ処理、作業通

路の整理整頓 等）の実現が出来た。又、男性作業員の「安全・作業環境」に対する意

識改革にも大きな影響があった。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

受賞名 特別賞 

作業所名 （仮称）浦和駒場計画 新築工事 

会社名 株式会社長谷工コーポレーション 

作業所情報 発注者名 ㈱長谷工コーポレーション・大成有楽不動産㈱ 

  請負会社名 ㈱長谷工コーポレーション 

  作業所長名 早坂 淳子 

  工期（自）～（至） 平成 27年 10月 30日 ～ 平成 29年 3月 27日 

  工事件名 （仮称）浦和駒場計画 新築工事 

  施工場所 埼玉県さいたま市浦和区駒場 1-113-1 他 

 工事概要 構造規模ＲＣ造２棟７階  分譲マンション（１４６戸） 

応募事項 
テーマ名称 

（50字以内） 

『女性が働きやすい作業環境』を追究する事により、一歩上の『快適

職場』を目指す 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

体力では男性作業員に勝てない『女性作業員の目』から見た、女性作

業員が働きやすい作業環境を追究する事により、一歩上の『快適職場』

を目指す。 

職長会（中央が女性会長） 現場監督は全員女性 
現場で働く女性技能者 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

実施事項② 

（120字以内） 

【ソフト面（意識改革）とハード面（設備改善）の両面から環境整備】 

・女性が安心して利用できる設備の設置（トイレ・休憩所・更衣室） 

・子育てパパママ朝礼免除制度の試行（事前報告、個別朝礼の実施） 

・仮設設備に女性らしい装飾を設置（仮囲い外部・場内植栽、仮囲い掲示物 等） 

その効果 

（120字以内） 

「現場から直接デートに行こう」をコンセプトに休憩所をつくり、男性利用者からも「現

場の休憩所とは思えない」と大好評を得た。日頃ご迷惑をお掛けする近隣の皆様方に少

しでも和んで頂きたいと考え、場内外の各所に女性らしい装飾を施し、来訪者からも現

場の雰囲気が柔らかいと評価を受けた。 

にからも、作業所設備管理を充実する事ができた。 実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

   

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

【積極的に広報活動に参加し、女性が働く建設現場を外部へ発信】 

・女性技能者意見交換会（当社協力会社 女性技能者 約 25名） 

・女子学生現場見学会（日大 女子学生 約 25名） 

・親子現場見学会（日建連主催（約 20名）、現場主催（約 100名）） 

その効果 

（120字以内） 

女性が多く働く建設現場を一般の方に見学して頂く事で女性技能者の活躍を感じてもら

うと共に、建設 3Kのイメージを払拭出来た。現場で働く技能者の親子見学会では、子供

に働く現場（姿）を見せる事、又、その他多くの一般の方々を場内に迎え入れる機会を

増やす事により、作業環境の維持向上と共に安全・品質の向上も図れた。 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

作業所名：（仮称）浦和駒場計画 新築工事 

以上 

女性技能者意見交換

会 

女性用休憩所  

女子学生現場見学会 日建連親子現場見学

会 

現場主催 親子現場見学会 

女性活躍の掲示版 ゲート回を華やかに 緑を配置した休憩スペース 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

 

快適職場作りの実施事項とその効果（最大 3項目まで記載可） 

実施事項① 

（120字以内） 

■関係者全員の協力で実現する、毎月第２土曜日完全閉所 

①事務所・休憩所・打合せ室にポスターを掲示し、意識づけを行う。 

②安全衛生協議会等で周知し、当現場の土曜閉所日には他現場の応援に行かず、休養が

取得出来る環境をつくる。 

その効果 

（120字以内） 

建設業界はまだまだ土曜閉所日に対する理解が少ないが、この現場を通して『土曜日に

休んでもいいんだ』との意識改革による今後の建設業界における時短推進活動を加速化

させ常識化できる。今後は、４週６休の実現も視野に入れて取り組んでいく。 

実施事項①に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

受賞名 特別賞 

作業所名 石巻合庁作業所 

会社名 三井住友・深松・石堂特定建設工事共同企業体 

作業所情報 発注者名 宮城県 

  請負会社名 三井住友・深松・石堂 JV 

  作業所長名 中川 俊夫 

  工期（自）～（至） 平成 ２８年 ２月 １８日 ～ 平成 ３０年 １月 ３１日 

  工事件名 石巻合同庁舎新築工事 

  施工場所 宮城県石巻市蛇田字新沼田地内 

 工事概要 
用途：合同庁舎 

構造：鉄骨造 地上 6階 敷地面積：25,200㎡ 延べ床面積：14,693.13㎡ 

 

敷地面積：25,200m2  延べ床面積：14,693.13m2 
応募事項 

テーマ名称 

（50字以内） 

みんなの健康は家族あってこそ。 

実現しよう、毎月第２土曜日は完全閉所日！ 

  
テーマ設定の理

由（100字以内） 

現場で働く全員にとって、何よりも大事なのは『自分の身体』。 

毎月第２土曜日の完全閉所を実現することにより、当作業所に関わる

全ての関係者が、快適かつ安全に作業することが出来る環境づくりを

目指す。 

ポス

ター

作製 

ポス

ター

掲示 

協議

会等

での

アピ

ール 

ポス

ター

作製 

ポス

ター

掲示 

協議

会等

での

アピ

ール 
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第 7回（平成 28年度）日建連 快適職場表彰 受賞作業所 

 

 

 

実施事項② 

（120字以内） 

■ 快適に仕事ができる職場作り 

① 事務所内禁煙、作業員休憩所の分煙化   ② けんせつ小町活動の積極化 

③ 芋煮会開催など、季節毎のイベントの実施 

④ 朝礼台へのプランター設置、グリーンカーテン設置等、グリーン活動の推進 

 その効果 

（120字以内） 

事務所内禁煙及び作業員休憩所の分煙化による受動喫煙の排除 

男女別トイレの設置、更衣室設置等による、女性が働きやすい職場作り 

芋煮会などのイベント開催による、仲間意識及び現場愛の向上 

緑を増やすことによる、クリーンな現場イメージの形成 

実施事項②に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

 

実施項目③ 

（120字以内） 

■関係者一同が現場を作っていると感じられる現場環境の整備 

① 毎週木曜日の職長会パトロールを実施    

② 現場職員及び職長会メンバーの顔写真を安全掲示板に掲示 

③ 作業所長のスローガンを横断幕で掲示      ④  月１回の場外清掃への全員参加 

その効果 

（120字以内） 

顔写真の掲示、更に職長全員でパトロールすることで、当事者意識を高めて「自分たち

の現場」という気持ちの高揚に繋がる 

作業所長のスローガンを大々的に掲げることにより、この現場の方針を分かり易く表現

し、一体感が向上 

実施事項③に関連する写真・図等を貼付してください。 

 

 

作業所名：石巻合庁作業所 

以上 
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