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令和２年度 企業説明会用資料



〒098-1205 北海道上川郡下川町西町88番地2
TEL 01655-4-2595 FAX 01655-4-2596
〒096-0012 北海道名寄市西2条南6丁目4番地
TEL 01654-8-7890 FAX 01654-2-0399
20,000,000円
代表取締役社長 谷 博之
専務取締役 山口 司
常務取締役総務部長 村松 善和
取締役工事部長 大池 敏
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－29）上第568号
平成29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29年7月16日許可、

北海道知事許可（特－29）上第568号）
役員（常勤）4名、事務職員4名、技術職員17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 取締役社長に 谷 清
前社長死去に伴い、
専務取締役 谷 秀之 代表取締役社長に就任
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 代表取締役社長に就任、
谷 秀之 代表取締役会長に就任
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

平成27年 3月31日
平成27年 8月17日
平成28年 4月 1日
平成28年 5月 1日
平成28年 5月13日
平成28年 6月 1日
平成28年10月28日
平成29年 7月24日
令和 元年12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
代表取締役専務 谷 博之、代表取締役社長に就任
代表取締役社長 谷 一之、代表取締役会長に就任
代表取締役会長 谷 一之、取締役 谷美智子辞任
北海道女性の活躍応援自主宣言登録
全国健康保険協会、健康事業所宣言登録
常務取締役 山口 司、専務取締役就任
北海道なでしこ応援企業認定登録
北海道がん対策サポート企業等認定登録
北海道おいしい空気の施設登録（分煙部門）
ISO9001:2000認証解除
北海道働き方改革推進企業（シルバー企業）登録

現在に至る

沿 革
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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、社長
室を備え、２階には社長室、施設管理課、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、グループ会社である有限会社ア
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、金曜限定で大人気の下川町矢内菓子舗のパンなどを
販売しています。
※令和元年5月20日、同市内（西2条南6丁目）に移転しました。

■ 毎週火曜・金曜限定★下川町矢内菓子舗のパン販売

■ 下川町特産「とまとジュース・ふるさとの元気」販売コーナー■ 名寄支店外観の様子（名寄市西2条南6丁目）
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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、通年を通して、国道
239号（名寄市～下川町）の維持工事（国道清掃、除草や
冬期間の除排雪業務）を請け負っています。
また、台風や吹雪などの自然災害発生時には真っ先に現場へ駆
けつけ災害復旧や人命救助などを行う重要な役割を建設業担っ
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

5



■ 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、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、平成27年11月名寄
市より、永年の地域貢献活動
が評価され善行表彰を授与
されました。

■ 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、そば栽
培などに力を入れております。また、コンストラクターサポート事業とし
て提携農家の麦・そば刈り（トラクター）を行っています。

■ 路地アスパラガス栽培■ 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、令和元年度より国が進める「働き方改革関連法」に基づき、従業員が
働きやすい職場環境整備を様々な角度から進めています。今回、北海道が認定する「北海道
働き方改革推進企業認定」において、株式会社谷組が取組を行っている事項について申請を
おこなったところ、上から２番目（上位認定から、ゴールド、シルバー、ブロンズ、ホワイ
トの４クラス）のシルバー認定を受けました。（令和元年12月13日付）
この北海道働き方改革推進企業認定（シルバー認定）については、道北管内（札幌市以

北）で株式会社谷組が初の認定となり、全道でも25社ほどしか認定を受けていないものとな
ります。株式会社谷組ではさらに働き方改革を進め、様々な角度から従業員が働きやすい環
境整備を進めていきたいと考えています。

「働き方改革」の取組について
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○ 若者の定着率向上の取組として、高卒新規雇用を対象とした土木・測量基礎講習派遣
○ 新規高卒離職率 ～ 0%（平成28年度から3ケ年）
○ 年次有給休暇取得率の向上の取組（計画的有休、有休推奨日を設定し、大型連休の有休

取得促進）
○ 平成30年度有休取得率 ～ 63.92%
○ 就業環境の整備(本社、現場事務所の分煙化の実施、現場環境改善・快適トイレの設置）
○ サービス付加価値向上の取組（ICTを活用した施工現場の実施）
○ 労働生産性向上につながる技術導入（全社員を対象とした社内SNSサービスの導入）

■ 株式会社谷組が認定を受けた主な取組内容



〒098-1205 北海道上川郡下川町西町76番地3
TEL 01655-4-2574 FAX 01655-4-3911
〒096-0012 北海道名寄市西2条南6丁目4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）
・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

http://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlid2013GettingStartedCntrPPT?clid=1041
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