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〒098-1205 北海道上川郡下川町⻄町88番地2
TEL 01655-4-2595 FAX 01655-4-2596
〒096-0012 北海道名寄市⻄2条南5丁目3番地
TEL 01654-8-7890 FAX 01654-2-0399
20,000,000円
代表取締役会⻑ 谷 一之
代表取締役社⻑ 谷 博之
常務取締役総務部⻑ 村松 善和
常務取締役 山口 司
取締役⼯事部⻑ 大池 敏
取締役 谷 美智子
北星信⽤⾦庫、北⾒信⽤⾦庫、北海道銀⾏、北洋銀⾏
土木、建築水道、管⼯事の設計・施⼯、
農業（農産物の生産、販売）農業関連事業
北海道知事許可（一般・特定－24）上第568号
平成24年7月16日
土木⼯事業、建築⼯事業、とび、土⼯⼯事業
管⼯事業、水道施設⼯事業
舗装⼯事業（平成25年９月18日許可、

北海道知事許可（特－25）上第568号）
役員（常勤）6名、事務職員3名、技術職員22名、
一般従業員15名

■本 社

■支 店

■資 本 ⾦
■役 員

■取引銀⾏
■業務内容

■建設業許可
■許可年月日
■許可業種

■従業員数

会 社 概 要
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創 業
木材業として登録
建設業谷組として登録
組織変更 株式会社谷組設⽴
資本⾦200万円 取締役社⻑に 谷 清
前社⻑死去に伴い、
専務取締役 谷 秀之 代表取締役社⻑に就任
資本⾦1,000万円増資（1,200万円）
資本⾦800万円増資（現在2,000万円）
谷組新社屋完成
専務取締役 谷 一之 代表取締役社⻑に就任、
谷 秀之 代表取締役会⻑に就任
専務取締役 谷 博之 代表取締役専務に就任
名寄支店 開設
農業経営へ参入（特定法人貸付事業より）
『フルーツとまと栽培』
北海道『新分野進出優良建設企業表彰』
ＩＳＯ9001:2000認証取得
名寄支店 移転（名寄市準市内業者認定）
北海道あったかファミリー応援企業登録
中⼩企業無災害記録授与（⾦賞4,050日）

昭和16年 ４月 １日
昭和21年12月 １日
昭和24年 ９月 １日
昭和32年 ６月14日

昭和42年 １月30日

昭和54年 ６月 ６日
昭和63年 ９月13日
平成 5 年10月25日
平成11年 １月10日

平成16年 ４月 １日

平成18年 ３月〜

平成20年 １月25日
平成20年 ５月21日
平成22年 ４月
平成23年 ９月12日
平成24年 ２月16日

平成24年 ３月26日
平成24年 ６月13日
平成24年10月25日
平成25年 ４月 １日
平成25年 ９月17日
平成25年10月19日
平成25年11月29日
平成26年 ５月 １日

厚生労働省無災害記録授与（第⼆種150万時間）
北海道景観づくりサポート企業登録
北海道環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ（HES）登録
北海道グリーン・ビズ認定制度登録
子育て応援団「北海道すきやき隊」登録
北海道あったまろうキャンペーン登録
北海道家庭教育サポート企業調印
代表取締役社⻑ 谷 一之 代表取締役会⻑に就任、
代表取締役専務 谷 博之 代表取締役社⻑に就任

沿 革

■ 北海道家庭教育サポート企業調印式の様子
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株式会社 谷組本社は平成５年10月に現在の場所に移し、
本社１階は⼯事部、総務部の事務所及びミーティングルーム、社
⻑室を備え、２階には会⻑室、休憩室、⼩会議室、大会議室な
どを備えています。
事務所内はＯＡ化が進んでおり、職員１人１台パソコンが支給

され、本社及び現場事務所、名寄支店など各拠点間を光回線で
結び、本社と同じ環境を現場事務所、名寄支店などで作業を⾏
う事ができます。

■ 谷組本社１階スペース全景

■ 谷組本社１階・⼯事部スペース■ 谷組本社２階・大会議室全景

オフィスツアー （谷組本社）
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オフィスツアー （名寄支店）

株式会社 谷組・名寄支店は、関連企業である有限会社アフ
ター名寄支店と兼ねて、平成22年４月にオープンいたしました。
谷組名寄支店では、名寄市発注の⼯事受注業務をはじめ、店

舗兼事務所が名寄市商店街にあることから、有限会社アフターが
主体となり、事務⽤品、天塩川流域特産品、子供⽤品の販売や
毎週⽕曜、⾦曜限定で下川町⽮内菓子舗のパンなどを販売し大
人気です。

■ 毎週⽕曜・⾦曜限定★下川町⽮内菓子舗のパン販売

■ 天塩川流域特産品、事務⽤品の販売スペース■ 名寄支店店舗の様子（有限会社アフター 名寄支店）
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株式会社 谷組は、官公庁（国・北海道・名寄市、下川町）
の公共土木⼯事を主体とし、道路⼯事をはじめ、河川改修⼯事、
農業基盤整備など社会基盤整備に従事しています。
また、国道２３９号（名寄市〜下川町）の維持⼯事を⾏って

おり、国道の清掃、除草や冬期間の除排雪業務を請け負っていま
す。

■ 農業基盤整備⼯事

■ 林道整備⼯事■ 河川樋門改修⼯事

現場施⼯実績
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■ 国道除草作業

■ 国道除排雪作業■ 道路新設⼯事

■ 農業基盤整備⼯事

現場施⼯実績
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株式会社 谷組では、品質方針を定め、世界標準規格である「品質マネジ
メントシステム ISO9001:2008」を取得し、信頼と満足の得られる品質を提
供しています。

品質方針（ISO9001:2008）

■品 質 方 針

「創意⼯夫と⾼い技術⼒で、顧客のニーズに応え、
信頼と満足の得られる品質を提供する」

一、顧客の満足を第一に考え地域社会に貢献します。
⼆、法令、規制事項を厳守し、顧客の要求事項を満たします。
三、常に環境保全に配慮すると共に省資源を⼼がけ、

現場での安全衛生を確実に実⾏します。
四、品質マネジメントシステムの有効性の継続的改善に努めます。
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株式会社 谷組では、環境方針を定め、北海道環境マネジメントシステムス
タンダードを取得し、環境に配慮した品質を提供しています。

環境方針（北海道環境マネジメント）

■品 質 方 針
１ 当社の業務活動、製品及びサービスに関わる環境への影響を常に認

識し、本社及び作業所において環境マネジメントシステムを継続的に改
善し、汚染の予防に努めます。

２ 環境に関する法的及び当社が同意するその他の要求事項を順守しま
す。

３ 当社の業務活動、製品及びサービスに関わる環境影響要因の中から
重点テーマを選択し、環境改善活動に取り組みます。

４ この環境に関する基本方針は、全要員が理解し、⾏動できるよう周知
徹底するとともに社外にも公表します。

この環境に関する基本方針を達成するために環境目的・目標を設定し、当
社の全要員が一丸となって環境改善活動を展開するとともに定期的に⾒
直しを実施します。
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株式会社 谷組は、1997年11月22日以来、14年６ケ月以上にわたり無災害記録を継続しています。2012年２月16日、無災害記録
4050日を達成し、中⼩企業無災害記録証授与制度（中央労働災害防⽌協会）の最⾼証となる第５種記録証（⾦賞）を授与いたしま
した。
また、2012年３月26日、延べ労働時間で150万時間無災害記録を達成し、名寄労働基準監督署より厚生労働省・無災害記録証第

２種を授与いたしました。現在も無災害記録を更新中です。

■ 中央労働災害防⽌協会 無災害記録 ⾦賞（第５種）■ 厚生労働省 無災害記録 第２種

無災害記録
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株式会社 谷組では、関係機関の登録・認証制度を積極的に取り入れ、様々な活動に参加しています。

育児や介護などと仕事の両⽴がで
きる制度など、男⼥が共に働きやす
い職場環境づくりに取り組んでいる
企業を登録する制度です。
【登録︓北海道】

環境保全活動の一環として「花や
樹木を育てる活動」及び「景観ス
ポットの維持保全活動」を積極的
に⾏っている企業を登録する制度
です。
【登録︓北海道】

環境に配慮した取組を自主的に
⾏っている事業主を登録する制度
で、2012年に取得した北海道環
境マネジメントシステムと合わせ環
境に配慮した取組を⾏っています。
【登録︓北海道】

子育て支援体制の充実、次代の
親づくりのための教育や専門的人
材の育成支援などについて、多くの
企業や団体の参加を促進していく
ための全道規模の組織です。
【登録︓北海道】

※その他、地域の子供や従業員の子育てを支援する活動「北海道家庭教育サポート企業」に登録しています。 【登録︓北海道教育局】

認証・登録
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株式会社 谷組は、地域貢献活動に⼒を入れており、⼩学生を
対象とした現場⾒学会「ほんわか教室」の開催をはじめ、交通安
全啓発活動や町道路⾯清掃活動など幅広い地域貢献活動を
⾏っております。
また、平成25年11月下川

町より永年の地域貢献活動
が評価され善⾏表彰を授与
いたしました。

■ 現場体験学習（ほんわか教室）の開催

■ ⼩学校へ北海道マップ寄贈■ 町道路⾯清掃活動

地域貢献活動
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株式会社 谷組では、北海道大学留学生及び株式会社ドット
ジェイピーによる議員インターンシップ生の受入などを⾏っております。
北海道大学留学生においては、⾔葉もあまり通じない中、⾝振

り⼿振りのジェスチャーで谷組職員と交流を図り、現場施⼯技術に
ついて熱⼼に学んでいました。このような、現場施⼯などを通じて
様々な方たちとの交流を深めていく取組を積極的に⾏っています。

■ 北海道大学留学生受入ミーティングの様子

■ 北海道大学留学生への現場説明の様子■ ドットジェイピーによる議員インターンシップ生のバイオ⾒学

インターンシップ
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株式会社 谷組は、平成17年「建設業ソフトランディング対策モ
デル事業」などの公的支援制度を利⽤して、下川町建設業者２
社と下川町「特定法人貸付事業」を活⽤し、町から農地を借り受
け、農業生産を開始いたしました。
現在は、下川町の特産品であるトマトジュース「ふるさとの元気」

の原材料であるフルーツトマトの生産を始め、路地アスパラ、きぬさ
やの栽培などに⼒を入れております。

■ 路地栽培（アスパラ）

■ きぬさや栽培■ フルーツトマトの栽培

バイオ事業
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株式会社 谷組では平成26年4月、名寄産業⾼等学校卒業
の２名が入社いたしました。上川北部地域で初となる⾼校卒業生
を対象とした土木及び測量基礎研修を上川北部人材開発セン
ターとタイアップ企画し、⾼卒２名について４月２日から１ケ月間、
土木基礎及び測量基礎を実施いたしました。
株式会社 谷組では、新卒者でも安⼼して働けるよう、このよう

な新卒者土木測量研修をはじめとした、様々な研修制度を⽤意
しております。

■ 測量基礎実習風景

■ 測量基礎実習風景■ 土木基礎実習風景

新入社員研修（土木基礎・測量基礎）
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■ ⼯事現場内での測量風景

■ 現場状況写真撮影風景

新入社員の声
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Ａ君︓自分の父親が建設業で働いていて、⼩さい頃から将来の夢は
「建設業で働く事」でした。自分の夢がかない、毎日解らないことだらけで
すが、優しい先輩の下で、日々勉強してがんばっています︕
入社した時は、建設業ってキツい仕事で、大変なんだろうなぁ〜と思っ

ていましたが、実際、⼯事現場で仕事をしてみると機械作業や、書類や
図⾯整理、測量計算などでパソコンを使った仕事が多く、考えていた建
設業のイメージとは全く違いました。
現場作業は大変ですが、物を作る喜びは最⾼です︕みなさんも一緒

に谷組で働きませんか︕ 毎日が楽しい職場ですよ★

Ｂ君︓初めての経験で、まだわからない事ばかりですが、自分にできる
事からコツコツ頑張っています。
自分が思っていた建設業のイメージとは違い、実際は明るくてキレイな

場所での作業が多く、PCのスキルも活かせるので、谷組での仕事はとても
やりがいがあります。
優しい先輩方と一緒に毎日楽しく働いています。大きな目標を持って⼯

事が完成した時の喜びをみなさんも一緒に味わってみませんか︕

株式会社谷組では、平成26年4月に２名の⾼校卒新入社員が入社
いたしました。土木測量基礎を学んだ後、⼯事現場に配属され１年が
経過した今の感想を聞きました。



〒098-1205 北海道上川郡下川町⻄町76番地3
TEL 01655-4-2574 FAX 01655-4-3911
〒096-0012 北海道名寄市⻄2条南5丁目3番地
TEL 01654-2-0388 FAX 01654-2-0399
平成２年５月１日
6,000,000円
代表取締役 谷 博之
・総合建設資材販売、建設機械器具賃貸
・各種メーカー文具 ・事務⽤機器販売（XEROX・RISO）
・介護⽤品販売、レンタル
・インターネットショッピング のーすもーる★北海道の森
（本店、Yahoo!店、楽天市場店）
http://www.northmall.jp

北星信⽤⾦庫、北⾒信⽤⾦庫、北海道銀⾏、北洋銀⾏
http://www.after.jp
info@after.jp

■本 社

■支 店

■創 業
■資 本 ⾦
■役 員
■業務内容

■取引銀⾏
■ホームページ
■メールアドレス

関連企業（有限会社アフター）
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株式会社 谷 組
〜 NEXT MIND 〜

情報や知識をフルに活⽤しながら知的創造を
⾏い、未来に向かって積極的に新しい可能性
を追求していく逞しい精神を持つ。

詳細については、弊社ホームページをご覧ください
http://www.tanigumi.co.jp

info@tanigumi.co.jp


