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持続可能な成長という言葉を知っていますか？

一時の好不況に一喜一憂するのではなく、
長いスパンでグループ全体を含めた組織の成長を見据えて、
自らの社会的役割を考え、足元の課題を一つずつ克服しながら、
着実に企業価値を高め、目標に向かって一歩ずつ階段を上っていく。
それが青木あすなろ建設のChallengeです。

そのキーワードは「改革」「スピード」「ベクトル」。
グループ会社も含む従業員全員が、「明日の飛躍に向けて、間断なき改革を、
スピード感をもって断行していく」という一枚岩の決意を表します。

本冊子に登場する土木工事現場の所長はこう語ります。
「協力会社を含む色々なつながりが、ひとつの意志を持った大きな塊になると、会社の大
小は関係ない様に思えます。実際、今、他のエリアでも同様の工事が進行していますが、我々
のエリアが他社に先んじて完成に向かっている事もその証左です。」

青木あすなろ建設の社員数は単体で約1,000名。グループ全体でも約4,500名という、ゼネ
コンとしては比較的小さい規模ながら、近い距離感の中で、部署やグループの垣根を越え、
高い結束力を原動力として、私たちならではの存在感を発揮してきました。

建設業には29の業種と100以上の工種があり、あらゆる工程で「チーム力」が問われます。
最近、「集合天才collective genius」という考え方が注目されていますが、リーダーシップは
必要だけれども、チーム全体で最大の創造性を発揮することに私たちは最大の重きを置きます。

「一時の結果に一喜一憂するのではなく、長いスパンでの成長を見据え、一人ひとりのステップ
アップを仲間が皆でサポートしていく…」。「持続可能な成長」を尊重する考え方は、私たちの
人財育成方針にも通じています。「自分の中の“何か”が変わらなければ、成長できない」
と、いま、あなたが感じているとしたら、

私たち青木あすなろ建設には、その可能性を広げるフィールドがあります。

Challenge for Change!Challenge for Change!
「変化への挑戦」
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土木施工管理 建築施工管理

　松田さんが言うように、先々まで見通せない長期の大規模な
現場においては様々なトラブルが発生しますが、皆で話し合
いながら課題を解決し、前進するところに大きな喜びがありま
す。松田さんは、新入社員として配属されてきましたが、その頃
と比べると随分と逞しくなりました。自分の考えをしっかり持
ち、経験を積んで、大現場に相応しい調整能力も備わり、この3
年間で現場に無くてはならない存在になりました。若手社員に
“何事も必死に考え、行動する”ということがきちんと伝われ
ば、“第一段階”は卒業間近です。

　自分ではじめて施工計画書を作成できた時は嬉しかったで
す。関連書類・資料を調べ、分からない時は業者や上司、先輩に
教えてもらいながらの作業で時間はかかりましたが、正式な書
類として承認を得たときはやりがいを感じました。職場環境に
は意外とすぐに慣れました。作業所の皆さんはフラットに接し
てくださいますし、もちろん女性専用トイレ・更衣室も完備さ
れています。最低でも5年は現場で経験を積んで、その間に一級
建築士の資格を取得し、将来的には現場の経験を生かして、設
計の業務に携わりたいと思っています。

　以前は畑だったところに高さ10m以上のコンクリート構築
物が立ち並ぶ光景は壮観です。トラブルにも直面しますが、上
司や職人の協力を得て一つの構築物が計画通りに出来上がる
と達成感を感じます。それを皆で共有できるのもこの仕事な
らではです。基本的に屋外での仕事が多いですが、頭と体のバ
ランスがうまく取れて、体を動かすことのが好きな私にとって
合っている職場と思います。今の目標は一級土木施工管理技士
という国家資格の取得であり、それを第一歩として知識と経験
を積み、丸山所長のように将来は部下に適切な指導や教育がで
きる上司になりたいと思っています。

　建物は躯体工事や電気工事、内装工事など多くの専門工種が
関わって完成します。そこで部下の資質を見極め、若手であれ
ば成長を期待しつつ専門工種ごとに担当を決め、自分なりに考
えて責務を全うしてもらうことが私の仕事です。田原迫の良い
ところは、業務を指示すると、それを確実にこなすために業務内
容をしっかりと理解してから行動するところです。資格取得を
目指して勉強も頑張っているようですし、意志の強さを感じま
す。若手社員を指導して、成長する姿を垣間見られるのは上司と
してのやりがいでもあります。

2017年入社
　松田 裕太郎

1988年入社
作業所長　岩谷 由記雄

1989年入社
作業所長　丸山　浩  

2019年入社
田原迫 茉莉

知識と経験を積み、
一歩ずつ前進

若手には
“自分発信の仕事ぶり”に期待

“必死に考え、行動する”が
伝われば卒業間近

現場の経験を生かして、
将来は設計も

　施工計画を作成し、協力会社との信頼関係を築きなが
ら、安全・品質・工期管理を行って構造物を構築していく
のが施工管理の仕事です。松田が仕事をしているのは北
陸新幹線金沢～敦賀間の「橋梁工事」。測量をはじめ、仮
設・型枠・鉄筋工などの施工管理、安全管理、鉄筋や生コン
クリート等の品質管理が松田の業務内容です。100人近
い職人との日々の調整も大事な仕事です。

　田原迫が勤務する現場は地方庁舎の新築工事。配属時
は内装工事から担当しました。現在は各工事の品質、作業
手順・要領、管理等を記載する施工計画書の作成や、設計
図と施工図とを照合しつつ寸法・収まり等を確認する準
備作業を行っています。作業がスムーズに進むよう工事
が始まる前に、施主、建築士、監理者、各協力会社等との綿
密な打ち合わせを重ねるのも重要な仕事です。

土木施工管理の仕事 建築施工管理の仕事

先輩
社員

若手
社員

若手
社員

先輩
社員
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建築設計 研究開発

　建物にはひとつとして同じものがないので、毎回新しい発見
や課題が見つかり、新たなチャレンジが始まります。それら全
部を含めてやりがいを感じています。建物を完成させるために
は、チームの協力が不可欠です。大手ゼネコンと違って当社の
建築部門は一つの部屋で仕事をしているため、部門間の“垣根”
もなく、部署問わず気兼ねなく質問ができます。竹内課長から
「仕事が早くなった」と言っていただけたのも、こうした環境の
おかげかもしれません。もっと実力をつけて「大橋に任せたら
安心」と思っていただけるような構造設計者になりたいと思い
ます。

　当社の「折返しブレース」は、私が初めて開発した耐震技術
です。実用化まで3年を要しましたが、実用化への筋道が立っ
た時の昂揚感は今も忘れられません。当時は苦しい思いもし
ましたが、今となって振り返ると、難題にチャレンジさせてく
れた上司や先輩に、とても感謝しています。そういった経験も
踏まえ、後輩には自分が指導やフォローできる範囲であれば、
重要で難しい仕事でも積極的に任せるようにしています。彼
らも前向きにチャレンジし、フレッシュな発想で期待以上の
成果を上げてくれます。逆にこちらが学ぶことも多く、“頼り
になる仲間”と考えています。

　設計業務は計画から竣工までを見届けることができます。そ
こには多くの人が携わり、皆で一つの建物を完成させるモノづ
くりの素晴らしさがあります。建物が竣工すると、自分が設計
した建物が完成した喜びと共に、関係者への感謝の気持ちがこ
み上げてきます。後輩の指導に関しては、基本的なことを教え、
あとは自主的に学んでいくようサポートしています。入社1年
目の時の大橋さんとは専門用語を使っての会話も一苦労でし
たが、今や専門的な内容を施主に噛み砕いて説明できるまでに
なり、我が事の様に嬉しくなります。

　今あるものをより良いものにするために、地道に実験・検討
等を重ねながら未知の部分を解明していくのが研究開発とい
う仕事です。したがって分野外の知識が必要になることもあ
り、部署の垣根を越えて協力しあうこともありますが、先輩・上
司も話しかけやすく、尋ねたことについて丁寧に教えていただ
けるのでありがたいです。短期間で結果を出せるものは少な
く、私が入社時から携わっている研究開発もまだ途中段階なの
で、まだ本当の意味での達成感というものは味わっていません
が、長い時間をかけて開発した技術が実際の現場で使われる日
を信じて頑張ります。2006年入社

　設計課長　竹内 健一
2017年入社
林　晴佳

2017年入社
　大橋 亜美

2008年入社
主任研究員　波田 雅也

様々な“仲間”と
喜びを共有できる仕事

研究成果が
世の中の役に立つ日を信じて

「任せて安心」と言われる
構造設計者に

後輩と言うより、
「頼りになる仲間」

　建築設計の分野には間取りやデザインを行う「意匠設
計」、建物の骨組みを構成する「構造設計」、快適な室内空
間を作り出す「設備設計」があります。その中で、構造設計
を担当する大橋は、今共同住宅の物件を担当。意匠・設備
担当や作業現場など多くの関係者との打ち合わせを重ね
つつ、デザイン性や施工性、コストに配慮した設計を行っ
ていきます。

　技術研究所では、耐震技術や施工技術、環境・防災対応
やICT（情報通信技術）など建設分野における新技術の研
究開発のほか、作業現場が直面している技術的課題解決
の支援なども行っています。研究開発では一人あたり複
数のテーマを担当し、数名からなるチームで取り組んで
います。様々な共同研究も行われており、林は他社ゼネコ
ンと2テーマの共同研究に携わっています。

建築設計の仕事 研究開発の仕事

若手社員 先輩社員 先輩
社員

若手
社員
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営業

　公共工事の中には数百億円にも上る案件もありますが、どの
ような案件でもチャレンジして受注できれば「やった、会社に
貢献できた」という気持ちになります。しかし、本当の達成感は
しっかりとフォローアップができて竣工を迎えたとき。インフ
ラ整備等の公共工事は私たちの生活に直結するもので、受注プ
ロジェクトが地域の方たちに活用されている様子を実際に目
にすると、とてもこみあげてくるものがあります。当社のトッ
プクラスの営業マンである堀米課長は会社の顔だと思います。
そんな先輩に“一日でも早く追いつき、追い越す”のが今の私の
目標です。

　受注するためには、情報収集、分析力、技術力など我々の総合
力が求められます。設計段階から、情報収集や戦略的な案件選
別を行い、関連部署の協力を得ることで受注へと繋げます。樺
澤さんは、本当に努力家だと思います。受注に至るにはそれぞ
れ違った進め方があって構わないので、基本だけ抑え、“あとは
任せる”というスタンスで接してきました。そのなかで、彼は自
分で考え、先輩たちの話に真摯に耳を傾けながら成長してきま
した。私にはないアイデアを披露してくれることなどもあり、
嬉しく思います。これからも前向きな姿勢を変えずに頑張って
もらいたいですね。 2001年入社

営業課長　堀米　剛
2010年入社

　樺澤 弘之

これからも、
前向きな姿勢を変えずに

営業は
“会社の顔”であるべき

　営業職の仕事は、「官庁営業」と「民間営業」に分けられ、
「民間営業」は一般企業の営業と同様、会社の実績や実力
をアピールし、顧客のニーズやビジネスチャンスを的確
に捉えて受注に繋げる必要があります。「官庁営業」も入札
公告の公表前により多くの情報を収集して準備したり、
配置予定技術者をどのようにするかなど、しっかりと情
報収集のネットワーク力を培っておく必要があります。

営業の仕事

若手
社員

先輩
社員

研究開発

現場事務

設計

機電

営業

施工管理

設備

危険箇所等で緊急応急工事、復旧工事
を安全・迅速に施工するために、安全な
場所から建設機械や施工管理機器を遠
隔操作する技術です。

施主や協力会社との円滑なコミュニ
ケーションを図りつつ、適正な安全・品
質・コスト管理を行い、工期内の竣工を
目指します。

設計図書、施工要領書、施工図などの書
類をチェックしつつ、「電気設備（照明
など）」「空調設備」「衛生設備（給排水な
ど）」等の施工管理を行います。

見込み客先企業への訪問、不動産の調
査、事業収支の作成などを行いつつ、マ
ンションやオフィスビル等の新築・リ
ニューアル案件の提案を行います。

工事で使用する建設機械・設備の計画・
調達、工事現場への搬入・組立、稼働状
況の確認・点検、保守・メンテナンス、解
体・搬出等を一貫して行います。

工事現場の事務担当として、出納帳や
請求書のチェック、監督官庁への提出
書類作成など多岐に渡る業務を行い、
工事の円滑な進行をサポートします。

技術研究所では、耐震技術や施工技術
のほか、環境・防災対応やICT(情報通
信技術)といった建設分野全般に関す
る新技術の研究開発を行います。

役所等との打ち合わせを重ねつつ、関連
法規をクリアし、施主のご要望に適う建
物の設計を行います。施工段階での監理
業務も行い、完成まで見届けます。

無人化施工

私たちの仕事

Works 
at 

AokiAsunaro

Webサイトに詳細版を掲載しています

スイブルくん ©こもりまこと
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現 社 員 日場 1

現場事務所に着いて作業服に着
替え、コーヒーを飲みながらホッ
と一息。事務所内の掃除や整理整
頓をしたり、デスクで業界新聞を
読んだり、当日の業務を円滑に進
めるための準備をおこないます。

普段皆さんが見ることのない建設現場。
現場で働く人たちはどのような一日を
過ごしているのでしょうか。 協力業者の方々とともに、当日の作業の進捗状況や人員配置・

機材等の確認後、翌日以降の作業の流れや懸念事項等について
情報共有します。工程計画通りに安全な工事を進めるためには
とても重要な打ち合わせです。作業の指示に併せて、安全上注
意すべき事項や危険箇所等の状況も文書で記録に残します。

一日の始まりはラジオ体操から。全員が安全に作業
を行うために、十分に体をほぐして身も心も引き締
めます。朝礼時には担当ごとに、その日に行う作業
内容、予測される危険、作業員の配置、現場全体の安
全上の注意点などについて確認し合い、現場全体で
情報共有したうえで現場が稼働し始めます。

仮設図や施工図で状況を確認して各工区を巡回します。測
量や写真撮影等を行いながら、作業の品質管理や進捗状況
をチェックし、各職長への翌日の作業内容や手配機材等の確
認・調整のヒアリングを欠かさず行います。現場全体の工程
と個々の作業を確認しながら工程計画を進めることが大切
です。

朝早くから作業している職員にとって、食事の時間は一番の
楽しみともいえます。なかには炊事担当の方が美味しい食事
を低価格で提供してくださる現場もあり、リラックスし和や
かな雰囲気で食事をとっています。午後からの業務に備えて、
食事後は昼寝をしてリフレッシュする社員もいます。

終業後は職場の仲間と食事をしたり、趣味を楽しん
だりと、過ごし方は人によってさまざまですが、自
己研鑚として資格取得のために勉強する社員も少
なくありません。青木あすなろでは、大手資格予備
校との提携や報奨金制度の設置など、社員の資格取
得に向けて、手厚いサポートをしています。

事務所に戻って、一日のまとめ作業に入ります。現
場巡回でヒアリングした進捗状況や懸案事項をま
とめ、図面等を確認しながら翌日以降の工程計画の
見直し・確認作業をおこなうことも重要な業務のひ
とつです。また、社内に回覧する資料や施主から依
頼されている提出書類の作成等もおこないます。

出勤出勤

作業打ち合わせ作業打ち合わせ

朝礼・ラジオ体操朝礼・ラジオ体操
現場巡回現場巡回（工程管理）（工程管理）

昼休み昼休み

デスクワークデスクワーク

7:407:40 9:309:30 13:0013:00

8:008:00  

17:00 17:00 

12:00 12:00 14:00 14:00 19:00 19:00 

建設現場は、時には百人以上の作業員が働いており、安全管理は重要ポイン
トのひとつです。作業中の転倒や落下、または重機との接触事故などを未然
に防ぐため、作業員の配置状況や、足場・通路などを巡回して点検し、作業員
への声掛けを欠かさないよう心掛けています。また、夏場の熱中症防止対策
や健康管理にも十分に気を配ることが大切です。

現場巡回現場巡回（安全管理）（安全管理）

終業・自己研鑚終業・自己研鑚

の
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