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※お手数ですが、
校了の際はPDF 機能で校了日時・担当者様を明記いただき、ご返信の方お願いいたします。

本

社

〒474-0022 愛知県大府市若草町二丁目170番地
Tel：0562-48-2268 Fax：0562-46-8120

東郷営業所

〒470-0165 愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
Tel：0561-38-2317

豊明営業所

〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地
スパークシティ
・ポルト503 Tel：0562-98-1711

名高山事業所

〒474−0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
Tel：0562-38-5523 Fax：0562-38-5543
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12mm
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企業情報
会社概要

カ タ カ ナ「 ハ 」
「 ナ 」で 構 成 さ れ た 井 桁 マ ー ク
自然・お客様・協力会社・花井組（オレンジ）を４つの「ナ」で表してい

社

ジし、
右回りのデザインになっています。

本
社
営 業 所

ます。この４つのつながりを大切にして、経営の循環・持続をイメー

設
業
方

母なる大 地・土や水への畏敬の念を忘れずに、

132mm

名

人間の英知を融和させた建設土木の仕事。

立
種
針

資 本 金
社 員 数

当社は創業以来85年、地域の安全・安心を支える担い手として土木建設業に邁進して参りました。

沿革
1933年（昭和８年）８月
1949年（昭和24年）10月
1958年（昭和33年）８月

株式会社 花井組
愛知県大府市若草町 二丁目170番地
東 郷 営 業 所：愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
豊 明 営 業 所：愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
名高山事業所：愛知県大府市横根町名高山18-2

1974年（昭和49年）８月
1975年（昭和50年）10月
1996年（平成８年）３月
1996年（平成 ８年）４月

1958年（昭和33年）8月1日
土木・建築・舗装・造園・水道工事
【誠意・信頼】
安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、
地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。
5,000万円
47名（男性45名 女性2名）（2018年6月30日現在）

2001年（平成13年）11月
2003年（平成15年）６月
2006年（平成18年）４月
2010年（平成22年）６月
2011年（平成23年）７月
2017年（平成29年）６月

私たち建設業の仕事は決して華やかではありませんが、縁の下の力持ちのような存在です。道路や
河川、上下水道、橋梁、公園、宅地など、手掛けるものは多岐にわたり、こうした地域のインフラ整備や
組

維持管理に関する仕事を通じて地域社会の発展と人々の暮らしを支えていると自負しております。

地域社会─それはまさしく人々の暮らしの拠り所であり、地場産業など経済を支える場所。豊かで
幸福な地域社会を造り支えるために、私たちは品質の向上や技術の鍛練、先進技術の導入など、成長

社

長

会

長

主要取引先

図
常

務

技術・安全顧問
総務部

するための努力を怠りません。かつて伊勢湾台風の折に、現場から命からがら逃げる途中で多くの

営業部

人々を助けたというエピソードが当社に残されています。
これは仕事そのものの話ではありませんが、

工事部

"人々の役に立ったという喜び"こそが、私たちの仕事の原点となる魂だと、教訓として語り継がれて
います。

売上構成

自然は恩恵をもたらしてくれると同時に脅威となることもあります。自然に対し畏敬の念を持っ
て仕事にあたるのが、当社の信念であり、創業以来、変わることのない哲学です。

建

築

東郷営業所

名高山事業所

工事資格者

（2018 年現在）

一級建築士…………………………… 2 人

下請工事 8%

一級土木施工管理技士…………… ２４人

所在地
本

社

〒474-0022

柊山町一丁目

中央町一丁目

一級造園施工管理技士……………… ４人

大府市役所前

253

大倉公園

大府市役所
大倉公園南
市役所前

二級土木施工管理技士……………… ４人

向畑公園

二級建築施工管理技士……………… ３人

I.C

桃山町五丁目

155

大府郵便局
地蔵院前
瀬川
石ヶ

二級造園施工管理技士……………… ３人

大府駅前

東口

大府

西口

中央町三丁目

二級管工事施工管理技士…………… １人

消

グリーンプラザ大府

知多半島道路 大府 I.C より約 20 分

若草町三丁目

伊勢湾岸道路 豊明 I.C より約 15 分

246

国道 2 3 号線 共和 I.C より約 15 分

中央町７丁目

代表取締役 社長

営 業 所

花井 宏基

東郷営業所

愛知県愛知郡東郷町清水四丁目 3-10
TEL：0561-38-2317
豊 明 営 業 所 〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
TEL：0562-98-1711
名高山事業所 〒474-0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
TEL：0562-38-5523

所属団体
日本SPR工法協会
光硬化工法協会
7mm
5mm

HySPEED工法

http://hyspeed.co.jp/network/

http://www.lcr.gr.jp

〒470-0165

3

2

1

http://www.spr.gr.jp

JR 東海 大府駅より徒歩約５分
■お車をご利用の場合

50

中央町７町目北

■公共交通機関をご利用の場合

大府消防署

線
南
碧
屋
古
名

経験を活かし、地域社会に貢献したいと考えております。

大府市立大府小学校
文

文

愛知県立桃陵高校

一級管工事施工管理技士…………… １人
公共工事 73%

至有松 I.C

桃山二丁目

線
道本
東海

今後も社員が個々の能力を最大限発揮できる環境を整え、私たちが長年培ってきた優れた技術と

愛知県大府市若草町 二丁目 170 番地
TEL：0562-48-2268（代） FAX：0562-46-8120

至共和

一級建築施工管理技士……………… ５人
民間工事 19%

【民間団体】
愛知道路コンセッション（株）
日鉄エンジニアリング（株）
日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株）
（株）名機製作所
東洋インダストリー（株）
サーラ住宅（株）
積和建設中部（株）

至豊明

の推進など、花井組ならではの取り組みを進めております。

社

【地方公共団体】
愛知県 建設局 / 知多建設事務所 / 衣浦港務所 /
農林水産局 / 知多農林水産事務所 /
企業庁 / 愛知用水水道事務所 /
愛知県道路公社
大府市、東郷町
【公社、独立行政法人等】
愛知県道路公社 / 愛知用水土地改良区 /
水資源機構 愛知用水総合管理所 / 日本下水道事業団 /
あいち知多農業協同組合 / 愛知県経済農業協同組合連合会 /
大府市内及び近隣の土地区画整理組合

豊明営業所

（直近 3 年間平均）

衛生確保をはじめ、安心できる就業・雇用環境、人財育成、福利厚生の充実、ワーク・ライフ・バランス
132mm

木

本

直近 3 年間平均完工高（2018 年現在）

売上構成比率
年間完工高 23 億円

いい仕事をするためには、社員が心身ともに健康な状態であることが不可欠です。現場の安全・

土

…………………………………………………

その自負は、すべての社員の誇りとするところです。

織

花井郁次により花井組を創業
愛知県知事登録、建設業登録
組織変更し資本金1,000万円で株式会社花井組を設立
同年同月、花井勝美が代表取締役社長に就任
資本金を3,020万円に増資
株式会社花井組の本社社屋を大府市若草町に竣工
名古屋中小企業投資育成㈱より出資を受け資本金5,000万円に増資
花井廣海、代表取締役社長に就任
同年、花井勝美 会長就任
ISO 9001：1994を取得
ISO 9001：2000に移行
花井宏基 代表取締役社長に就任
同年、花井廣海が副会長就任
ISO 9001:2008に移行
ISO 14001：2000 取得
ISO 9001、ISO 14001を統合 ISO 2015へ移行
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5mm 7mm

5mm 7mm

12mm

土木事業

創業から花井組を支えてきた基幹事業です。

国土を整えて守り、
人々の暮らしや産業を支える
《縁の
下の力持ち》それが土木の仕事です。
当社もそんな思いか
ら始まり、小さな現場から大きな現場まで全力で取組み
85年、地域の生活向上と安全安心のために寄与してきま
した。
日本は地域の集合体で成り立っていますが、
花井組
はこの地域の守り手という自負を持つ技術者集団です。

舗装工事

土木の仕事は、道路、上下水道、河川、公園・宅地造成な
ど、地域経済や日々の生活を支える多くのインフラに携
わっています。
また、
防災や災害復旧など、
地域の安全な暮
らしを守るための重要な役割も担っています。
花井組は地
域のニーズに応えるべく、
技術向上や新たなノウハウ構築
に日々邁進しています。

Business Guide

新たな視点に立って、取り組んでいます。

土木事業に付帯・関連した建築ニーズの増加に応える
ため、建築の専門スタッフを更に充実させ、工場や事務
所、文化施設、公共施設などを手掛けています。
近年、特に公共施設において、社会的動向や地域ニー
ズに応えるため施設の在り方が変化しており、土木・建

築の垣根を越えて多種多様な施設・用途を複合的に整備
する機会が増えています。また、これらを機能性、効率性、
経済性を担保しながら実現していくことが同時に求めら
れています。当社もこれに応えるため、土木・建築の連携
を図りながら新たな視点で取り組んでいます。

完成年度：2011年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事 市道1016号線
工事場所：大府市共和町

132mm

進化する花井組の事業

建築事業

完成年度：2016年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）一般国道155号
（誰もが働きやすい現場環境整備工事）
工事場所：東海市加木屋町

河川工事

完成年度：2016年度 ※優良工事表彰
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：中小河川改良工事（交付金・全国防災）
2号工 二級河川 天白川
工事場所：東海市南柴田町

上下水道工事

一般土木工事

建築工事

完成年度：2018年度
発 注 者：地方共同法人 日本下水道事業団
工 事 名：みよし市福田第２雨水ポンプ場建設工事
（共同企業体）
工事場所：みよし市福田町

完成年度：2018年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：街路改良工事（交付金）3・3・18 大府東浦線
工事場所：大府市大府町

完成年度：2018年度（写真左側）
発注者：大府市水道事業
工事名：第2配水池耐震化工事 長草配水場
工事場所：大府市長草町
完成年度：2015年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）主要地方道
瀬戸大府東海線
工事場所：大府市北崎町

完成年度：2007年度（写真右側）
発注者：大府市水道事業
工事名：長草配水場建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市長草町

完成年度：2015年度
発 注 者：大府市
工 事 名：公共下水道事業管渠布設工事
雨水支線9001
（川池バイパス水路その1工事）
工事場所：大府市若草町

完成年度：2014年度
発 注 者：東部知多衛生組合
工 事 名：最終処分場土木施設建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市大東町（大東最終処分場）

完成年度：2009年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事
工事場所：大府市明成町
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完成年度：2018年度
発注者：日鉄エンジニアリング（株）
工事名：東部知多衛生組合
ごみ処理施設建設工事（共同企業体）
工事場所：東浦町大字森岡

完成年度：2018年度
発 注 者：大府市
工 事 名：大府市発達支援センターみのり建設工事

(建築) 発達支援センター「みのり」
工事場所：大府市森岡町

造成工事

市道明成深廻間線

7mm

6

完成年度：2011年度
発 注 者：愛知県企業庁
工 事 名：内陸用地造成事業
大府木の山地区整地工事
工事場所：大府市共和町

7

5mm

完成年度：2013年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：薬草園整備事業の内
薬草園建築・土木工事
工事場所：大府市吉田町

8
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2.5mm

5mm 7mm

7mm 5mm

12mm

PFI 事業

地域に貢献し、地域と共に成長を目指します。

PFI事業とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手
法です。当社が現在行っているPFI事業は「おおぶ文化交
流の杜図書館」です。
「おおぶ文化交流の杜図書館」整備・
運営事業には、当社を含む７社で立ち上げたグループ

その他事業

企業（SPC）として参画し、2011年の事業契約締結後、建
設工事とその後の15年間の運営に携わっています。
花井組は大府市に拠点を構え、常日頃から地域貢献、地
域づくりを理念とする企業です。このPFI事業を皮切りに
様々なPPP/PFI事業に参加したいと考えています。

今も、これからも、受け継がれていく花井組スピリット

将来を見据え、他の事業にも取り組んでいます。

当社は、土木・建築・PFI事業を主として手掛けていま
すが、将来を見据えて他の事業も取り組んでいます。
現在は「アスファルトプラント運営」
「 所有地の有効利
用」を展開しています。

これらの事業を通して、花井組の命題である“地域の安心・
安全・発展”にさらに貢献することができると確信しています。

30代で花井組に中途入社。花井組に決めた理由は、転勤が無く家族を側に置きながら、安定した仕
事ができるからです。私自身、他県から職場を変えましたが、新しい環境でも、不安もなく日々、仕

建設業界の仕事は決して楽なものではありません。責任も重大です。

事に集中できていると思います。これからはとにかく仕事を覚え、自分自身のモチベーションを上げ
るとともに、新しい資格を取得し、一日も早く現場を任され、責任ある仕事をしたいと思っています。

でも、だからこそ、大きなやりがいがあるのです。熱意と努力が生み出す結果は、

■アスファルトプラント運営
■所有地の有効利用

ここ大府に根を張って仕事が出来るって、家族みんなの笑顔になりますよね。それが入って一番感
謝していることですね。

地域社会や人々の基盤を支え、豊かな生活へつながっていくと信じています。

アスファルトプラント運営

入社：2018年1月

これからも安心して力を発揮できる職場を目指します。
8mm

長い年月をかけて培われた経験や技術を受け継ぎ、
「いい仕事」とともに「充実した人生を謳歌する」
、それが花井組の信念です。
花井組のスピリットを受け継ぐ精鋭の声を紹介します。

8.5mm

所有地の有効利用

完成年度：2016年度

完成年度：2014年度
発 注 者：大府市
事 業 名：おおぶ文化交流の杜 allobu
整備・運営事業
住
所：大府市柊山町

5mm

ハーベストムーン

9

完成年度：2015年度

完成年度：2017年度

ブルースター

10

父が営む会社は花井組の協力会社なので、花井組の仕事に興味があり入社しました。今は先輩方の

高校が土木関係だったので、就職は地元の土木会社にと決めており、学校の勧めもあって花井組に

下で勉強を重ねているところです。将来的には一級土木施工管理技士の資格をはじめ、水道関係すべ

入社しました。私は地元の土木で地域に貢献したいと思っていたので、地域密着型の花井組は理想的

ての資格を取りたいと考えています。花井組にいる間に区画整理や経験したことのない現場などを体

でした。私は人づきあいが得意ではありませんでしたが、花井組に入って25年、随分変わったと思い

験してノウハウを身に付けたいと思います。いつか実家の会社へ戻って、花井組と一緒に仕事するの

ます。現場での仕事をスムーズに進めるにはコミュニケーションが不可欠。私は現場第一と考えてい

が夢。現場はキツいですが、地元の役に立つという自負もあるし、やり遂げた時の達成感は格別です。

ますので、知らず知らずその中で鍛練されたのでしょう。原点は好きなものづくりへの情熱。それによっ

花井組に入って悔いはない、と断言できますね。

て育てられた仕事の「おかげさま」です。

T.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部
（土木）

め最初は困難なこともありましたが、周りに協力、応援していただきながら何とか乗り越えられました。
1年経ってようやく軌道にのることができたかな、と感じています。仕事のレベルが上がれば自分
自身のレベルアップもしなければなりませんから、日々勉強ですね。個々人の力が要求される仕事な
ので、いち早く一人前になれるように一生懸命頑張っています。この仕事には我慢強さとやる気が必要。
そんな気概を持って入ってくれる若者に期待！

H.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部（建築）

仕事以外でも家族みんなが笑顔になる地域密着型「わーくりい知多」の会員に登録しています。

新入社員を対象とした「就職前準備研修」を設けています。
社会人としての心構え、ビジネスマナーの習得をめざし

知多半島の中小企業勤労者の福利厚生を担う組織「わーくりい知多」は、「互

てもらうために、富士教育研修センターでの２泊３日の「就

助の精神」を基本理念とし、知多5市5町の行政、労働福祉団体などが協力して

職前準備研修」に参加していただいています。建設産業に

設立されたもので、当社も登録しており社員全員が利用できます。主に、福利

対する理解を深め、同世代の連帯感や入社前の不安を解消

厚生事業や共済給付事業などを提供しており、多くのサービスは社員の同居家

していただき、一日も早く現場で活躍できるよう本研修を

族も利用できる仕組みとなっています。利用サービスは、提携施設の利用助成、

取り入れています。

宿泊補助、コンサートや観劇、通信講座の割引など、多種多様です。

康診断専門施設として1986年に開設され、MRI、マンモグラフィ̶、内視鏡など様々な充実した検査機器を
揃え、信頼できる医師とスタッフが高精度の検査を行っています。
また解りやすい説明と必要な情報を提供しており、安心して検査が受けられ
ます。当社では社員全員が年に１度、このクリニックで人間ドックを受けてい
ます。たとえば脳ドックや癌検診など、メニューにはないものでもオプション
で受けることができます。

苦労は自分の

レベルアップにつながる︒

「社会人として働く意識を変えるきっかけになりました。」

地域・社会に貢献するための花井組の役割とは…。

も興味を持ちました。入社前でまだ何もわかっていない状態でしたから。2泊

「わーくりい知多」
： https://workly.jp/

3日での研修でしたが業種にはあまり関係なく、社会人としての基本的マナー

高級会員制リゾートホテル「リゾートトラスト」の会員です。

とは…というところから始まりました。仕事をする上での心構え・姿勢とかコ
ミュニケーションの大切さとか、みっちり3日間かけて教わりました。研修で

犯や交通安全に関する活動を行っています。さらに地域の美しい景観を守る取
組として、大府市の
「アダプトプログラム」に登録し、社員全員で清掃ボランティ

40以上の高級会員制リゾートホテル等を運営す

ですが、時間が経つにつれて打ち解け、いろんな話をするようになって楽し

アを行っています。また、愛知県、大府市、花井組の3者のパートナーシップに

る
「リゾートトラスト」の会員であり、社員とそ

かったですね。

より継続的に清掃美化活動を行う「愛・道路パートナーシップ事業」にも参加

の家族はこれらのホテル等を利用できます。

その仲間たちとは今もメールなどで連絡を取り合っていますよ。最終日に

災害に対する備えと災害時における被災箇所の素早い復旧は、地域社会に関わる花井組の最大の使命です。
また、平穏な日常を維持するための取組として、愛知県のパートナーシップ企業※としてパトロール等による防

当社は、
「エクシブシリーズ」を中心に全国

は話し合いをする場も設けられました。最初は緊張して会話も少なかったの

しています。

は将来の夢や展望を作文形式で提出。漠然とした自分の思いが見えてきて、今、
「リゾートトラスト」
：https://www.resorttrust.co.jp

※愛知県安全なまちづくり・交通安全パートナーシップ企業

地域活動やイベントも積極的に応援しています。
毎年開催される大府東浦花火大会や大府市産
業文化まつり等の地域活動やイベントにも積極

国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しています。

和気あいあいと

楽しくやっていける会社︒

的に協賛、参画しています。地域と共に歩む活

当社は、国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しており、若手

動は、今後も花井組の地域・社会貢献の大きな

社員を中心とした研修制度の一環として位置付けています。仲間たちとの出会

テーマであり、大府市の繁栄に向けて一歩一歩

いから始まり、未知の経験や熱い語らいの中で、コミュニケーション能力を磨

確実に取組んでいきます。

き、今後、苦難を乗り越える強さや生きる力を身につけるためのプログラムと
なっています。仕事に取り組む姿勢や人との関わり方など、社会人としての基

大府市等で開催される全国大学女子硬式野球選手権大会を応援しています。

礎を学び、今後光り輝く人財として成長していただくためのきっかけになるこ

「野球｣といえば男子のスポーツと思われがちですが、女子も男子に負けない

とを期待し、このような機会を設けています。

くらい熱く白球を追いかけています。当社では大府市で開催される全国大学女
子公式野球選手権大会を応援すると共に、地域のトップアスリートを目指す人

「会社のある地元の魅力に気づき、このまちで働く喜びを感じています。
」

達も応援することを目指しています。

入社して３年目で研修に参加。動機は単純に“海外に行ける” ということで
した。いざ参加してみると、知多半島のグループがあって船上でのチーム発表
でした。ダンスは踊ったこともなかったので一生懸命に皆と練習を重ねました。

当社は、ワーク・ライフ・バランス
（WLB）を推進する愛知県の
「ファミリー・フレ

なりましたね。

ける会社なんです。たとえば社長や上層部の方々が、楽しくできるような環境を作ってくれる。それ

航海中には教えてもらうことやお世話になることも多々あり、感謝の気持ち

当社は、本社を構える大府市内に社宅を充実させ、社員とその家族が安心し

は仕事場においても日々の会社生活においても、です。もちろん楽しくといっても仕事内容はいい意

が素直に表せるようになりました。船を下りてからも「ありがとう」という言

て豊かに暮らせる生活環境をサポートしています。ここ大府で暮らすことによ

味の緊張感を持って当たるのが鉄則。その上で楽しんで仕事ができるようになったら一人前ですね。

葉が自然に出てきます。感謝の大切さや人との関わり方など、大事なことに気

り職住近接が可能となり、子育て支援や医療、介護、福祉等、大府市の充実し

に気を配りながら無事に終えた時は万歳！ですよ。

M.N 経歴 入社：1988年3月 職種：工事部
（土木）課長

づかせてもらえた8日間だったと思います。この体験を忘れずに花井組で楽し

総務部

N.S さん

た行政サービスも受けることができます。今後も社員とその家族が将来に希望

く仲良く頑張っていきたいと思います。

を持ちながら暮らしていけるように取組を続けていきます。
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15

12mm

花井組が地域貢献するために大切にする４つの経営方針
Quality

品質

【 基本方針 】

環境

Environmental
【 基本理念 】

[ 誠意・信頼 ] 安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、

株式会社 花井組は、
「自然環境と調和した、安全で快適な社会基盤・生活 環境の実現」を目標に、常に安全・知識・

地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。

技術の向上に努め、環境負荷の低減・ 環境汚染の防止に配慮した事業活動を行い、地域社会に貢献し信頼される企
業として永続的に発展することを目指します。

【 年度品質目標 】

社員すべてが、ʻ建設サービスマンʼ としての自覚 を持ち、お客様のʻ生涯利益ʼ を最優先に考え、誠意ある仕事で
信頼を勝ち取るとともに価格競争力と提案力を鍛え、さらなる受注拡大を目指す。

【 基本方針 】
1. 環境の保全及び汚染防止を推進する為に、環境マネジメントシステムを構築・運用し、その継続的改善を図る。

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得
品質マネジメントシステム ISO9001取得

2. 事業活動における環境影響を評価し、資源・エネルギーの効率的な利用及び汚染の予防・防止を推進し、
環境負荷の低減に努める。
3. 環境に関連する法規則・協定及び当社が同意するその他の要求事項を遵守する。
4. 環境方針は、全社員及び協力会社に周知徹底すると共に、一般に公開する。
2011年 1月

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得

環境マネジメントシステム ISO14001取得

Health and Safety

安全衛生

Human Resources Development

人材育成

企業は継続的に利益をあげ、投資して改良につなげ、社会に付加価値を提供する、そこで企業の

【 基本理念 】

花井組は「人命の尊重」を最優先し、私たちが、地域社会に貢献するために営む日々の生産過程の中で、志を

存在価値が生まれます。より良い企業になるには何が必要か…花井組という組織を構成する基本

健康」の増進を計る為に、安全で明るく快適な職場環境を確立し、生産性の向上に資する。

はビジネスの基礎知識からセルフマネジメント、各分野の専門的スキルアップなど、いろいろな

同じくする仲間から労働災害による、加害者と被害者を決して作らず、働く一人ひとりの「こころとからだの

となるのは「人」です。人財あってこそ、完成度の高い仕事が成し得ると考えています。当社で
観点からの研修を行っており、今後も社員の育成に関わる人財投資を大切にしていきます。

【 基本方針 】

花井組は、当社の創る営みに携わる全ての人の幸せの為に、
「安全は、思いやりから。
」を基本理念とした安全衛

生活動を展開し、安全で明るく健康的な職場を確立し、生産性の向上に資することとする。ここに、安全衛生基
本方針を表明し実施する。

・一級土木施工管理技士

・二級建築施工管理技士

・二級土木施工管理技士

・一級管工事施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・給水装置工事主任技術者

3. 確実な作業手順を作成し、作業者への指示を徹底するとともに、質の高いＫＹ活動を実施し、労働災害

・一級建築士

・二級管工事施工管理技士 ・測量士

・業務用ドローン操縦士

・二級建築士

・一級造園施工管理技士

・測量士補

・車両系建設機械

・一級建築施工管理技士

・二級造園施工管理技士

・コンクリート技士

・大型特殊

（三大災害）防止に努める。三大災害
（①墜落・転落災害 ②建設機械・クレーン等災害③崩壊・倒壊災害 )

4. 交通ルールを遵守し、交通労働災害の防止に努める。

5mm 7mm

主な取得資格

1. 社員並びに協力会社が一体となり、安全衛生教育の一層の推進を計り、安全衛生意識の高揚に努める。
2. 関連法令・基本ルールを遵守し、店社安全衛生計画に基づき、日々の安全衛生活動を実施する。

2006年 4月

代表取締役 社長

花井

宏基

至学館大学

仕事と生活が調和できる職場環境を目指します。

船上のクラブ活動ではハンドベルをやりました。とても楽しく、いい思い出に

30年間の仕事の中で印象に残っているのは山を切り拓いて道路を拡幅する困難な現場です。安全第一

至学館大学
女子硬式野球部

ワーク・ライフ・バランスの推進

は“ダンスで表現する知多半島の魅力”。それが私にとっては地元の魅力再発見

私は大学の先生に勧められて花井組に入社しました。花井組をひと言でいうなら、楽しくやってい

「中京サテライトクリニック」
https://www.c-stc.or.jp

地域・社会貢献

就職が内定していた３月の初め頃、就職前の事前研修があると聞き、とて

T.N さん

高精度検査が可能な施設で、社員全員が年に１度の検診を行います。
当社が健診を提携しているのは「医療法人 九愛会 中京サテライトクリニック」です。このクリニックは健

社宅を充実させ、社員が家族と安心して暮らせる環境をサポートしています。
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職種：工事部（土木）

12

真剣に仕事に取り組めているのはこの研修に参加できたおかげだと思います。

5mm

入社：1993年4月

福利厚生

人財育成

工事部

7mm

経歴

5mm 7mm

私は2017年に入社しました。花井組の仕事は以前の会社とは違い、大きな責任を伴う仕事が多いた

132mm

S.S

11

5mm 7mm

132mm

ものづくりに興味がある人にとっては

この上なく楽しい場所です︒

経験を積むことで

達成できる夢がある︒

名高山ソーラー施設

中途採用でも仕事も伸び伸び︑

家族の笑顔も作ってくれる会社︒

その働き手をフォローする制度や福利厚生、研修制度を今後もさらに充実させ、

132mm

7mm

職種：工事部（土木）

ひとつとして同じものがない物造りは、生涯をかけて貫く価値がある仕事です。
花井組は地域に根ざす技術者集団であり、一人一人の人財こそが、花井組の誇りです。

132mm

J.S 経歴

・一級建設機械施工管理技士 ・コンクリート診断士

18

8

ンドリー企業」に登録しています。WLBとは、仕事と生活が調和することを意味す
るものです。働きがいのある仕事の実現と、
家事や育児、
趣味や学習、
地域活動といっ
た個々の生活スタイルがより良いバランスであることが、人生の価値を高めていく
ものと考えています。花井組では仕事と生活両面の環境を整え、多様な働き方の選
「大府市の子育て支援サイト」
http://www.city.obu.aichi.jp/

択肢を設けたり、多様な価値観の共有などに努め、WLBの推進を追求しています。

「ファミフレネットあいち」
https://famifure.pref.aichi.jp/index.php
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see table 2

see table 1

Left Type

今もこの先も

地域と共に歩み続けるために

HANAI_corporate_Magaziin

12 改稿

2019-0410

送信日時
①

12/17

16：45

②

1/28

11：51

③

10：00

③

2/1

18：00

④

2/12

10：00

④

2/19

16：00

⑤

2/21

12：00

⑥

2/26

15：00

⑦

3/5

10：00

⑧

3/12

14：00

⑨

⑤

2/25

9：40

⑥

3/6

12：00

⑦

3/12

17：21

⑧

3/13

16：50

⑨

3/13

10：20

⑩

3/15

⑩

3/26

11：50

⑪

3/27

11：00

⑫

⑪

4/4

10：30

⑪

4/10

12：30

追加修正・校正直し日時
①

1/17

17：15

校了日時

②

1/31

2/12

11：45

12：04

担当者様

※お手数ですが、
校了の際はPDF 機能で校了日時・担当者様を明記いただき、ご返信の方お願いいたします。

本

社

〒474-0022 愛知県大府市若草町二丁目170番地
Tel：0562-48-2268 Fax：0562-46-8120

東郷営業所

〒470-0165 愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
Tel：0561-38-2317

豊明営業所

〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地
スパークシティ
・ポルト503 Tel：0562-98-1711

名高山事業所

〒474−0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
Tel：0562-38-5523 Fax：0562-38-5543

20190419

24mm

12mm

24mm

企業情報
会社概要

カ タ カ ナ「 ハ 」
「 ナ 」で 構 成 さ れ た 井 桁 マ ー ク
自然・お客様・協力会社・花井組（オレンジ）を４つの「ナ」で表してい

社

ジし、
右回りのデザインになっています。

本
社
営 業 所

ます。この４つのつながりを大切にして、経営の循環・持続をイメー

設
業
方

母なる大 地・土や水への畏敬の念を忘れずに、

132mm

名

人間の英知を融和させた建設土木の仕事。

立
種
針

資 本 金
社 員 数

当社は創業以来85年、地域の安全・安心を支える担い手として土木建設業に邁進して参りました。

沿革
1933年（昭和８年）８月
1949年（昭和24年）10月
1958年（昭和33年）８月

株式会社 花井組
愛知県大府市若草町 二丁目170番地
東 郷 営 業 所：愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
豊 明 営 業 所：愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
名高山事業所：愛知県大府市横根町名高山18-2

1974年（昭和49年）８月
1975年（昭和50年）10月
1996年（平成８年）３月
1996年（平成 ８年）４月

1958年（昭和33年）8月1日
土木・建築・舗装・造園・水道工事
【誠意・信頼】
安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、
地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。
5,000万円
47名（男性45名 女性2名）（2018年6月30日現在）

2001年（平成13年）11月
2003年（平成15年）６月
2006年（平成18年）４月
2010年（平成22年）６月
2011年（平成23年）７月
2017年（平成29年）６月

私たち建設業の仕事は決して華やかではありませんが、縁の下の力持ちのような存在です。道路や
河川、上下水道、橋梁、公園、宅地など、手掛けるものは多岐にわたり、こうした地域のインフラ整備や
組

維持管理に関する仕事を通じて地域社会の発展と人々の暮らしを支えていると自負しております。

地域社会─それはまさしく人々の暮らしの拠り所であり、地場産業など経済を支える場所。豊かで
幸福な地域社会を造り支えるために、私たちは品質の向上や技術の鍛練、先進技術の導入など、成長

社

長

会

長

主要取引先

図
常

務

技術・安全顧問
総務部

するための努力を怠りません。かつて伊勢湾台風の折に、現場から命からがら逃げる途中で多くの

営業部

人々を助けたというエピソードが当社に残されています。
これは仕事そのものの話ではありませんが、

工事部

"人々の役に立ったという喜び"こそが、私たちの仕事の原点となる魂だと、教訓として語り継がれて
います。

売上構成

自然は恩恵をもたらしてくれると同時に脅威となることもあります。自然に対し畏敬の念を持っ
て仕事にあたるのが、当社の信念であり、創業以来、変わることのない哲学です。

建

築

東郷営業所

名高山事業所

工事資格者

（2018 年現在）

一級建築士…………………………… 2 人

下請工事 8%

一級土木施工管理技士…………… ２４人

所在地
本

社

〒474-0022

柊山町一丁目

中央町一丁目

一級造園施工管理技士……………… ４人

大府市役所前

253

大倉公園

大府市役所
大倉公園南
市役所前

二級土木施工管理技士……………… ４人

向畑公園

二級建築施工管理技士……………… ３人

I.C

桃山町五丁目

155

大府郵便局
地蔵院前
瀬川
石ヶ

二級造園施工管理技士……………… ３人

大府駅前

東口

大府

西口

中央町三丁目

二級管工事施工管理技士…………… １人

消

グリーンプラザ大府

知多半島道路 大府 I.C より約 20 分

若草町三丁目

伊勢湾岸道路 豊明 I.C より約 15 分

246

国道 2 3 号線 共和 I.C より約 15 分

中央町７丁目

代表取締役 社長

営 業 所

花井 宏基

東郷営業所

愛知県愛知郡東郷町清水四丁目 3-10
TEL：0561-38-2317
豊 明 営 業 所 〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
TEL：0562-98-1711
名高山事業所 〒474-0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
TEL：0562-38-5523

所属団体
日本SPR工法協会
光硬化工法協会
7mm
5mm

HySPEED工法

http://hyspeed.co.jp/network/

http://www.lcr.gr.jp

〒470-0165

3

2

1

http://www.spr.gr.jp

JR 東海 大府駅より徒歩約５分
■お車をご利用の場合

50

中央町７町目北

■公共交通機関をご利用の場合

大府消防署

線
南
碧
屋
古
名

経験を活かし、地域社会に貢献したいと考えております。

大府市立大府小学校
文

文

愛知県立桃陵高校

一級管工事施工管理技士…………… １人
公共工事 73%

至有松 I.C

桃山二丁目

線
道本
東海

今後も社員が個々の能力を最大限発揮できる環境を整え、私たちが長年培ってきた優れた技術と

愛知県大府市若草町 二丁目 170 番地
TEL：0562-48-2268（代） FAX：0562-46-8120

至共和

一級建築施工管理技士……………… ５人
民間工事 19%

【民間団体】
愛知道路コンセッション（株）
日鉄エンジニアリング（株）
日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株）
（株）名機製作所
東洋インダストリー（株）
サーラ住宅（株）
積和建設中部（株）

至豊明

の推進など、花井組ならではの取り組みを進めております。

社

【地方公共団体】
愛知県 建設局 / 知多建設事務所 / 衣浦港務所 /
農林水産局 / 知多農林水産事務所 /
企業庁 / 愛知用水水道事務所 /
愛知県道路公社
大府市、東郷町
【公社、独立行政法人等】
愛知県道路公社 / 愛知用水土地改良区 /
水資源機構 愛知用水総合管理所 / 日本下水道事業団 /
あいち知多農業協同組合 / 愛知県経済農業協同組合連合会 /
大府市内及び近隣の土地区画整理組合

豊明営業所

（直近 3 年間平均）

衛生確保をはじめ、安心できる就業・雇用環境、人財育成、福利厚生の充実、ワーク・ライフ・バランス
132mm

木

本

直近 3 年間平均完工高（2018 年現在）

売上構成比率
年間完工高 23 億円

いい仕事をするためには、社員が心身ともに健康な状態であることが不可欠です。現場の安全・

土

…………………………………………………

その自負は、すべての社員の誇りとするところです。

織

花井郁次により花井組を創業
愛知県知事登録、建設業登録
組織変更し資本金1,000万円で株式会社花井組を設立
同年同月、花井勝美が代表取締役社長に就任
資本金を3,020万円に増資
株式会社花井組の本社社屋を大府市若草町に竣工
名古屋中小企業投資育成㈱より出資を受け資本金5,000万円に増資
花井廣海、代表取締役社長に就任
同年、花井勝美 会長就任
ISO 9001：1994を取得
ISO 9001：2000に移行
花井宏基 代表取締役社長に就任
同年、花井廣海が副会長就任
ISO 9001:2008に移行
ISO 14001：2000 取得
ISO 9001、ISO 14001を統合 ISO 2015へ移行
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5mm 7mm

5mm 7mm

12mm

土木事業

創業から花井組を支えてきた基幹事業です。

国土を整えて守り、
人々の暮らしや産業を支える
《縁の
下の力持ち》それが土木の仕事です。
当社もそんな思いか
ら始まり、小さな現場から大きな現場まで全力で取組み
85年、地域の生活向上と安全安心のために寄与してきま
した。
日本は地域の集合体で成り立っていますが、
花井組
はこの地域の守り手という自負を持つ技術者集団です。

舗装工事

土木の仕事は、道路、上下水道、河川、公園・宅地造成な
ど、地域経済や日々の生活を支える多くのインフラに携
わっています。
また、
防災や災害復旧など、
地域の安全な暮
らしを守るための重要な役割も担っています。
花井組は地
域のニーズに応えるべく、
技術向上や新たなノウハウ構築
に日々邁進しています。

Business Guide

新たな視点に立って、取り組んでいます。

土木事業に付帯・関連した建築ニーズの増加に応える
ため、建築の専門スタッフを更に充実させ、工場や事務
所、文化施設、公共施設などを手掛けています。
近年、特に公共施設において、社会的動向や地域ニー
ズに応えるため施設の在り方が変化しており、土木・建

築の垣根を越えて多種多様な施設・用途を複合的に整備
する機会が増えています。また、これらを機能性、効率性、
経済性を担保しながら実現していくことが同時に求めら
れています。当社もこれに応えるため、土木・建築の連携
を図りながら新たな視点で取り組んでいます。

完成年度：2011年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事 市道1016号線
工事場所：大府市共和町

132mm

進化する花井組の事業

建築事業

完成年度：2016年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）一般国道155号
（誰もが働きやすい現場環境整備工事）
工事場所：東海市加木屋町

河川工事

完成年度：2016年度 ※優良工事表彰
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：中小河川改良工事（交付金・全国防災）
2号工 二級河川 天白川
工事場所：東海市南柴田町

上下水道工事

一般土木工事

建築工事

完成年度：2018年度
発 注 者：地方共同法人 日本下水道事業団
工 事 名：みよし市福田第２雨水ポンプ場建設工事
（共同企業体）
工事場所：みよし市福田町

完成年度：2018年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：街路改良工事（交付金）3・3・18 大府東浦線
工事場所：大府市大府町

完成年度：2018年度（写真左側）
発注者：大府市水道事業
工事名：第2配水池耐震化工事 長草配水場
工事場所：大府市長草町
完成年度：2015年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）主要地方道
瀬戸大府東海線
工事場所：大府市北崎町

完成年度：2007年度（写真右側）
発注者：大府市水道事業
工事名：長草配水場建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市長草町

完成年度：2015年度
発 注 者：大府市
工 事 名：公共下水道事業管渠布設工事
雨水支線9001
（川池バイパス水路その1工事）
工事場所：大府市若草町

完成年度：2014年度
発 注 者：東部知多衛生組合
工 事 名：最終処分場土木施設建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市大東町（大東最終処分場）

完成年度：2009年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事
工事場所：大府市明成町

5

完成年度：2018年度
発注者：日鉄エンジニアリング（株）
工事名：東部知多衛生組合
ごみ処理施設建設工事（共同企業体）
工事場所：東浦町大字森岡

完成年度：2018年度
発 注 者：大府市
工 事 名：大府市発達支援センターみのり建設工事

(建築) 発達支援センター「みのり」
工事場所：大府市森岡町

造成工事

市道明成深廻間線

7mm

6

完成年度：2011年度
発 注 者：愛知県企業庁
工 事 名：内陸用地造成事業
大府木の山地区整地工事
工事場所：大府市共和町

7

5mm

完成年度：2013年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：薬草園整備事業の内
薬草園建築・土木工事
工事場所：大府市吉田町

8

2.5mm

2.5mm

5mm 7mm

7mm 5mm

12mm

PFI 事業

地域に貢献し、地域と共に成長を目指します。

PFI事業とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手
法です。当社が現在行っているPFI事業は「おおぶ文化交
流の杜図書館」です。
「おおぶ文化交流の杜図書館」整備・
運営事業には、当社を含む７社で立ち上げたグループ

その他事業

企業（SPC）として参画し、2011年の事業契約締結後、建
設工事とその後の15年間の運営に携わっています。
花井組は大府市に拠点を構え、常日頃から地域貢献、地
域づくりを理念とする企業です。このPFI事業を皮切りに
様々なPPP/PFI事業に参加したいと考えています。

今も、これからも、受け継がれていく花井組スピリット

将来を見据え、他の事業にも取り組んでいます。

当社は、土木・建築・PFI事業を主として手掛けていま
すが、将来を見据えて他の事業も取り組んでいます。
現在は「アスファルトプラント運営」
「 所有地の有効利
用」を展開しています。

これらの事業を通して、花井組の命題である“地域の安心・
安全・発展”にさらに貢献することができると確信しています。

30代で花井組に中途入社。花井組に決めた理由は、転勤が無く家族を側に置きながら、安定した仕
事ができるからです。私自身、他県から職場を変えましたが、新しい環境でも、不安もなく日々、仕

建設業界の仕事は決して楽なものではありません。責任も重大です。

事に集中できていると思います。これからはとにかく仕事を覚え、自分自身のモチベーションを上げ
るとともに、新しい資格を取得し、一日も早く現場を任され、責任ある仕事をしたいと思っています。

でも、だからこそ、大きなやりがいがあるのです。熱意と努力が生み出す結果は、

■アスファルトプラント運営
■所有地の有効利用

ここ大府に根を張って仕事が出来るって、家族みんなの笑顔になりますよね。それが入って一番感
謝していることですね。

地域社会や人々の基盤を支え、豊かな生活へつながっていくと信じています。

アスファルトプラント運営

入社：2018年1月

これからも安心して力を発揮できる職場を目指します。
8mm

長い年月をかけて培われた経験や技術を受け継ぎ、
「いい仕事」とともに「充実した人生を謳歌する」
、それが花井組の信念です。
花井組のスピリットを受け継ぐ精鋭の声を紹介します。

8.5mm

所有地の有効利用

完成年度：2016年度

完成年度：2014年度
発 注 者：大府市
事 業 名：おおぶ文化交流の杜 allobu
整備・運営事業
住
所：大府市柊山町

5mm

ハーベストムーン

9

完成年度：2015年度

完成年度：2017年度

ブルースター

10

父が営む会社は花井組の協力会社なので、花井組の仕事に興味があり入社しました。今は先輩方の

高校が土木関係だったので、就職は地元の土木会社にと決めており、学校の勧めもあって花井組に

下で勉強を重ねているところです。将来的には一級土木施工管理技士の資格をはじめ、水道関係すべ

入社しました。私は地元の土木で地域に貢献したいと思っていたので、地域密着型の花井組は理想的

ての資格を取りたいと考えています。花井組にいる間に区画整理や経験したことのない現場などを体

でした。私は人づきあいが得意ではありませんでしたが、花井組に入って25年、随分変わったと思い

験してノウハウを身に付けたいと思います。いつか実家の会社へ戻って、花井組と一緒に仕事するの

ます。現場での仕事をスムーズに進めるにはコミュニケーションが不可欠。私は現場第一と考えてい

が夢。現場はキツいですが、地元の役に立つという自負もあるし、やり遂げた時の達成感は格別です。

ますので、知らず知らずその中で鍛練されたのでしょう。原点は好きなものづくりへの情熱。それによっ

花井組に入って悔いはない、と断言できますね。

て育てられた仕事の「おかげさま」です。

T.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部
（土木）

め最初は困難なこともありましたが、周りに協力、応援していただきながら何とか乗り越えられました。
1年経ってようやく軌道にのることができたかな、と感じています。仕事のレベルが上がれば自分
自身のレベルアップもしなければなりませんから、日々勉強ですね。個々人の力が要求される仕事な
ので、いち早く一人前になれるように一生懸命頑張っています。この仕事には我慢強さとやる気が必要。
そんな気概を持って入ってくれる若者に期待！

H.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部（建築）

仕事以外でも家族みんなが笑顔になる地域密着型「わーくりい知多」の会員に登録しています。

新入社員を対象とした「就職前準備研修」を設けています。
社会人としての心構え、ビジネスマナーの習得をめざし

知多半島の中小企業勤労者の福利厚生を担う組織「わーくりい知多」は、「互

てもらうために、富士教育研修センターでの２泊３日の「就

助の精神」を基本理念とし、知多5市5町の行政、労働福祉団体などが協力して

職前準備研修」に参加していただいています。建設産業に

設立されたもので、当社も登録しており社員全員が利用できます。主に、福利

対する理解を深め、同世代の連帯感や入社前の不安を解消

厚生事業や共済給付事業などを提供しており、多くのサービスは社員の同居家

していただき、一日も早く現場で活躍できるよう本研修を

族も利用できる仕組みとなっています。利用サービスは、提携施設の利用助成、

取り入れています。

宿泊補助、コンサートや観劇、通信講座の割引など、多種多様です。

康診断専門施設として1986年に開設され、MRI、マンモグラフィ̶、内視鏡など様々な充実した検査機器を
揃え、信頼できる医師とスタッフが高精度の検査を行っています。
また解りやすい説明と必要な情報を提供しており、安心して検査が受けられ
ます。当社では社員全員が年に１度、このクリニックで人間ドックを受けてい
ます。たとえば脳ドックや癌検診など、メニューにはないものでもオプション
で受けることができます。

苦労は自分の

レベルアップにつながる︒

「社会人として働く意識を変えるきっかけになりました。」

地域・社会に貢献するための花井組の役割とは…。

も興味を持ちました。入社前でまだ何もわかっていない状態でしたから。2泊

「わーくりい知多」
： https://workly.jp/

3日での研修でしたが業種にはあまり関係なく、社会人としての基本的マナー

高級会員制リゾートホテル「リゾートトラスト」の会員です。

とは…というところから始まりました。仕事をする上での心構え・姿勢とかコ
ミュニケーションの大切さとか、みっちり3日間かけて教わりました。研修で

犯や交通安全に関する活動を行っています。さらに地域の美しい景観を守る取
組として、大府市の
「アダプトプログラム」に登録し、社員全員で清掃ボランティ

40以上の高級会員制リゾートホテル等を運営す

ですが、時間が経つにつれて打ち解け、いろんな話をするようになって楽し

アを行っています。また、愛知県、大府市、花井組の3者のパートナーシップに

る
「リゾートトラスト」の会員であり、社員とそ

かったですね。

より継続的に清掃美化活動を行う「愛・道路パートナーシップ事業」にも参加

の家族はこれらのホテル等を利用できます。

その仲間たちとは今もメールなどで連絡を取り合っていますよ。最終日に

災害に対する備えと災害時における被災箇所の素早い復旧は、地域社会に関わる花井組の最大の使命です。
また、平穏な日常を維持するための取組として、愛知県のパートナーシップ企業※としてパトロール等による防

当社は、
「エクシブシリーズ」を中心に全国

は話し合いをする場も設けられました。最初は緊張して会話も少なかったの

しています。

は将来の夢や展望を作文形式で提出。漠然とした自分の思いが見えてきて、今、
「リゾートトラスト」
：https://www.resorttrust.co.jp

※愛知県安全なまちづくり・交通安全パートナーシップ企業

地域活動やイベントも積極的に応援しています。
毎年開催される大府東浦花火大会や大府市産
業文化まつり等の地域活動やイベントにも積極

国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しています。

和気あいあいと

楽しくやっていける会社︒

的に協賛、参画しています。地域と共に歩む活

当社は、国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しており、若手

動は、今後も花井組の地域・社会貢献の大きな

社員を中心とした研修制度の一環として位置付けています。仲間たちとの出会

テーマであり、大府市の繁栄に向けて一歩一歩

いから始まり、未知の経験や熱い語らいの中で、コミュニケーション能力を磨

確実に取組んでいきます。

き、今後、苦難を乗り越える強さや生きる力を身につけるためのプログラムと
なっています。仕事に取り組む姿勢や人との関わり方など、社会人としての基

大府市等で開催される全国大学女子硬式野球選手権大会を応援しています。

礎を学び、今後光り輝く人財として成長していただくためのきっかけになるこ

「野球｣といえば男子のスポーツと思われがちですが、女子も男子に負けない

とを期待し、このような機会を設けています。

くらい熱く白球を追いかけています。当社では大府市で開催される全国大学女
子公式野球選手権大会を応援すると共に、地域のトップアスリートを目指す人

「会社のある地元の魅力に気づき、このまちで働く喜びを感じています。
」

達も応援することを目指しています。

入社して３年目で研修に参加。動機は単純に“海外に行ける” ということで
した。いざ参加してみると、知多半島のグループがあって船上でのチーム発表
でした。ダンスは踊ったこともなかったので一生懸命に皆と練習を重ねました。

当社は、ワーク・ライフ・バランス
（WLB）を推進する愛知県の
「ファミリー・フレ

なりましたね。

ける会社なんです。たとえば社長や上層部の方々が、楽しくできるような環境を作ってくれる。それ

航海中には教えてもらうことやお世話になることも多々あり、感謝の気持ち

当社は、本社を構える大府市内に社宅を充実させ、社員とその家族が安心し

は仕事場においても日々の会社生活においても、です。もちろん楽しくといっても仕事内容はいい意

が素直に表せるようになりました。船を下りてからも「ありがとう」という言

て豊かに暮らせる生活環境をサポートしています。ここ大府で暮らすことによ

味の緊張感を持って当たるのが鉄則。その上で楽しんで仕事ができるようになったら一人前ですね。

葉が自然に出てきます。感謝の大切さや人との関わり方など、大事なことに気

り職住近接が可能となり、子育て支援や医療、介護、福祉等、大府市の充実し

に気を配りながら無事に終えた時は万歳！ですよ。

M.N 経歴 入社：1988年3月 職種：工事部
（土木）課長

づかせてもらえた8日間だったと思います。この体験を忘れずに花井組で楽し

総務部

N.S さん

た行政サービスも受けることができます。今後も社員とその家族が将来に希望

く仲良く頑張っていきたいと思います。

を持ちながら暮らしていけるように取組を続けていきます。
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12mm

花井組が地域貢献するために大切にする４つの経営方針
Quality

品質

【 基本方針 】

環境

Environmental
【 基本理念 】

[ 誠意・信頼 ] 安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、

株式会社 花井組は、
「自然環境と調和した、安全で快適な社会基盤・生活 環境の実現」を目標に、常に安全・知識・

地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。

技術の向上に努め、環境負荷の低減・ 環境汚染の防止に配慮した事業活動を行い、地域社会に貢献し信頼される企
業として永続的に発展することを目指します。

【 年度品質目標 】

社員すべてが、ʻ建設サービスマンʼ としての自覚 を持ち、お客様のʻ生涯利益ʼ を最優先に考え、誠意ある仕事で
信頼を勝ち取るとともに価格競争力と提案力を鍛え、さらなる受注拡大を目指す。

【 基本方針 】
1. 環境の保全及び汚染防止を推進する為に、環境マネジメントシステムを構築・運用し、その継続的改善を図る。

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得
品質マネジメントシステム ISO9001取得

2. 事業活動における環境影響を評価し、資源・エネルギーの効率的な利用及び汚染の予防・防止を推進し、
環境負荷の低減に努める。
3. 環境に関連する法規則・協定及び当社が同意するその他の要求事項を遵守する。
4. 環境方針は、全社員及び協力会社に周知徹底すると共に、一般に公開する。
2011年 1月

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得

環境マネジメントシステム ISO14001取得

Health and Safety

安全衛生

Human Resources Development

人材育成

企業は継続的に利益をあげ、投資して改良につなげ、社会に付加価値を提供する、そこで企業の

【 基本理念 】

花井組は「人命の尊重」を最優先し、私たちが、地域社会に貢献するために営む日々の生産過程の中で、志を

存在価値が生まれます。より良い企業になるには何が必要か…花井組という組織を構成する基本

健康」の増進を計る為に、安全で明るく快適な職場環境を確立し、生産性の向上に資する。

はビジネスの基礎知識からセルフマネジメント、各分野の専門的スキルアップなど、いろいろな

同じくする仲間から労働災害による、加害者と被害者を決して作らず、働く一人ひとりの「こころとからだの

となるのは「人」です。人財あってこそ、完成度の高い仕事が成し得ると考えています。当社で
観点からの研修を行っており、今後も社員の育成に関わる人財投資を大切にしていきます。

【 基本方針 】

花井組は、当社の創る営みに携わる全ての人の幸せの為に、
「安全は、思いやりから。
」を基本理念とした安全衛

生活動を展開し、安全で明るく健康的な職場を確立し、生産性の向上に資することとする。ここに、安全衛生基
本方針を表明し実施する。

・一級土木施工管理技士

・二級建築施工管理技士

・二級土木施工管理技士

・一級管工事施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・給水装置工事主任技術者

3. 確実な作業手順を作成し、作業者への指示を徹底するとともに、質の高いＫＹ活動を実施し、労働災害

・一級建築士

・二級管工事施工管理技士 ・測量士

・業務用ドローン操縦士

・二級建築士

・一級造園施工管理技士

・測量士補

・車両系建設機械

・一級建築施工管理技士

・二級造園施工管理技士

・コンクリート技士

・大型特殊

（三大災害）防止に努める。三大災害
（①墜落・転落災害 ②建設機械・クレーン等災害③崩壊・倒壊災害 )

4. 交通ルールを遵守し、交通労働災害の防止に努める。

5mm 7mm

主な取得資格

1. 社員並びに協力会社が一体となり、安全衛生教育の一層の推進を計り、安全衛生意識の高揚に努める。
2. 関連法令・基本ルールを遵守し、店社安全衛生計画に基づき、日々の安全衛生活動を実施する。

2006年 4月

代表取締役 社長

花井

宏基

至学館大学

仕事と生活が調和できる職場環境を目指します。

船上のクラブ活動ではハンドベルをやりました。とても楽しく、いい思い出に

30年間の仕事の中で印象に残っているのは山を切り拓いて道路を拡幅する困難な現場です。安全第一

至学館大学
女子硬式野球部

ワーク・ライフ・バランスの推進

は“ダンスで表現する知多半島の魅力”。それが私にとっては地元の魅力再発見

私は大学の先生に勧められて花井組に入社しました。花井組をひと言でいうなら、楽しくやってい

「中京サテライトクリニック」
https://www.c-stc.or.jp

地域・社会貢献

就職が内定していた３月の初め頃、就職前の事前研修があると聞き、とて

T.N さん

高精度検査が可能な施設で、社員全員が年に１度の検診を行います。
当社が健診を提携しているのは「医療法人 九愛会 中京サテライトクリニック」です。このクリニックは健

社宅を充実させ、社員が家族と安心して暮らせる環境をサポートしています。
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職種：工事部（土木）

12

真剣に仕事に取り組めているのはこの研修に参加できたおかげだと思います。

5mm

入社：1993年4月

福利厚生

人財育成

工事部

7mm

経歴

5mm 7mm

私は2017年に入社しました。花井組の仕事は以前の会社とは違い、大きな責任を伴う仕事が多いた

132mm

S.S

11

5mm 7mm

132mm

ものづくりに興味がある人にとっては

この上なく楽しい場所です︒

経験を積むことで

達成できる夢がある︒

名高山ソーラー施設

中途採用でも仕事も伸び伸び︑

家族の笑顔も作ってくれる会社︒

その働き手をフォローする制度や福利厚生、研修制度を今後もさらに充実させ、

132mm

7mm

職種：工事部（土木）

ひとつとして同じものがない物造りは、生涯をかけて貫く価値がある仕事です。
花井組は地域に根ざす技術者集団であり、一人一人の人財こそが、花井組の誇りです。

132mm

J.S 経歴

・一級建設機械施工管理技士 ・コンクリート診断士

18

8

ンドリー企業」に登録しています。WLBとは、仕事と生活が調和することを意味す
るものです。働きがいのある仕事の実現と、
家事や育児、
趣味や学習、
地域活動といっ
た個々の生活スタイルがより良いバランスであることが、人生の価値を高めていく
ものと考えています。花井組では仕事と生活両面の環境を整え、多様な働き方の選
「大府市の子育て支援サイト」
http://www.city.obu.aichi.jp/

択肢を設けたり、多様な価値観の共有などに努め、WLBの推進を追求しています。

「ファミフレネットあいち」
https://famifure.pref.aichi.jp/index.php
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see table 2

see table 1

Left Type

今もこの先も

地域と共に歩み続けるために

HANAI_corporate_Magaziin

12 改稿

2019-0410

送信日時
①

12/17

16：45

②

1/28

11：51

③

10：00

③

2/1

18：00

④

2/12

10：00

④

2/19

16：00

⑤

2/21

12：00

⑥

2/26

15：00

⑦

3/5

10：00

⑧

3/12

14：00

⑨

⑤

2/25

9：40

⑥

3/6

12：00

⑦

3/12

17：21

⑧

3/13

16：50

⑨

3/13

10：20

⑩

3/15

⑩

3/26

11：50

⑪

3/27

11：00

⑫

⑪

4/4

10：30

⑪

4/10

12：30

追加修正・校正直し日時
①

1/17

17：15

校了日時

②

1/31

2/12

11：45

12：04

担当者様

※お手数ですが、
校了の際はPDF 機能で校了日時・担当者様を明記いただき、ご返信の方お願いいたします。

本

社

〒474-0022 愛知県大府市若草町二丁目170番地
Tel：0562-48-2268 Fax：0562-46-8120

東郷営業所

〒470-0165 愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
Tel：0561-38-2317

豊明営業所

〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地
スパークシティ
・ポルト503 Tel：0562-98-1711

名高山事業所

〒474−0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
Tel：0562-38-5523 Fax：0562-38-5543

20190419

24mm

12mm

24mm

企業情報
会社概要

カ タ カ ナ「 ハ 」
「 ナ 」で 構 成 さ れ た 井 桁 マ ー ク
自然・お客様・協力会社・花井組（オレンジ）を４つの「ナ」で表してい

社

ジし、
右回りのデザインになっています。

本
社
営 業 所

ます。この４つのつながりを大切にして、経営の循環・持続をイメー

設
業
方

母なる大 地・土や水への畏敬の念を忘れずに、

132mm

名

人間の英知を融和させた建設土木の仕事。

立
種
針

資 本 金
社 員 数

当社は創業以来85年、地域の安全・安心を支える担い手として土木建設業に邁進して参りました。

沿革
1933年（昭和８年）８月
1949年（昭和24年）10月
1958年（昭和33年）８月

株式会社 花井組
愛知県大府市若草町 二丁目170番地
東 郷 営 業 所：愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
豊 明 営 業 所：愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
名高山事業所：愛知県大府市横根町名高山18-2

1974年（昭和49年）８月
1975年（昭和50年）10月
1996年（平成８年）３月
1996年（平成 ８年）４月

1958年（昭和33年）8月1日
土木・建築・舗装・造園・水道工事
【誠意・信頼】
安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、
地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。
5,000万円
47名（男性45名 女性2名）（2018年6月30日現在）

2001年（平成13年）11月
2003年（平成15年）６月
2006年（平成18年）４月
2010年（平成22年）６月
2011年（平成23年）７月
2017年（平成29年）６月

私たち建設業の仕事は決して華やかではありませんが、縁の下の力持ちのような存在です。道路や
河川、上下水道、橋梁、公園、宅地など、手掛けるものは多岐にわたり、こうした地域のインフラ整備や
組

維持管理に関する仕事を通じて地域社会の発展と人々の暮らしを支えていると自負しております。

地域社会─それはまさしく人々の暮らしの拠り所であり、地場産業など経済を支える場所。豊かで
幸福な地域社会を造り支えるために、私たちは品質の向上や技術の鍛練、先進技術の導入など、成長

社

長

会

長

主要取引先

図
常

務

技術・安全顧問
総務部

するための努力を怠りません。かつて伊勢湾台風の折に、現場から命からがら逃げる途中で多くの

営業部

人々を助けたというエピソードが当社に残されています。
これは仕事そのものの話ではありませんが、

工事部

"人々の役に立ったという喜び"こそが、私たちの仕事の原点となる魂だと、教訓として語り継がれて
います。

売上構成

自然は恩恵をもたらしてくれると同時に脅威となることもあります。自然に対し畏敬の念を持っ
て仕事にあたるのが、当社の信念であり、創業以来、変わることのない哲学です。

建

築

東郷営業所

名高山事業所

工事資格者

（2018 年現在）

一級建築士…………………………… 2 人

下請工事 8%

一級土木施工管理技士…………… ２４人

所在地
本

社

〒474-0022

柊山町一丁目

中央町一丁目

一級造園施工管理技士……………… ４人

大府市役所前

253

大倉公園

大府市役所
大倉公園南
市役所前

二級土木施工管理技士……………… ４人

向畑公園

二級建築施工管理技士……………… ３人

I.C

桃山町五丁目

155

大府郵便局
地蔵院前
瀬川
石ヶ

二級造園施工管理技士……………… ３人

大府駅前

東口

大府

西口

中央町三丁目

二級管工事施工管理技士…………… １人

消

グリーンプラザ大府

知多半島道路 大府 I.C より約 20 分

若草町三丁目

伊勢湾岸道路 豊明 I.C より約 15 分

246

国道 2 3 号線 共和 I.C より約 15 分

中央町７丁目

代表取締役 社長

営 業 所

花井 宏基

東郷営業所

愛知県愛知郡東郷町清水四丁目 3-10
TEL：0561-38-2317
豊 明 営 業 所 〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
TEL：0562-98-1711
名高山事業所 〒474-0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
TEL：0562-38-5523

所属団体
日本SPR工法協会
光硬化工法協会
7mm
5mm

HySPEED工法

http://hyspeed.co.jp/network/

http://www.lcr.gr.jp

〒470-0165

3

2

1

http://www.spr.gr.jp

JR 東海 大府駅より徒歩約５分
■お車をご利用の場合

50

中央町７町目北

■公共交通機関をご利用の場合

大府消防署

線
南
碧
屋
古
名

経験を活かし、地域社会に貢献したいと考えております。

大府市立大府小学校
文

文

愛知県立桃陵高校

一級管工事施工管理技士…………… １人
公共工事 73%

至有松 I.C

桃山二丁目

線
道本
東海

今後も社員が個々の能力を最大限発揮できる環境を整え、私たちが長年培ってきた優れた技術と

愛知県大府市若草町 二丁目 170 番地
TEL：0562-48-2268（代） FAX：0562-46-8120

至共和

一級建築施工管理技士……………… ５人
民間工事 19%

【民間団体】
愛知道路コンセッション（株）
日鉄エンジニアリング（株）
日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株）
（株）名機製作所
東洋インダストリー（株）
サーラ住宅（株）
積和建設中部（株）

至豊明

の推進など、花井組ならではの取り組みを進めております。

社

【地方公共団体】
愛知県 建設局 / 知多建設事務所 / 衣浦港務所 /
農林水産局 / 知多農林水産事務所 /
企業庁 / 愛知用水水道事務所 /
愛知県道路公社
大府市、東郷町
【公社、独立行政法人等】
愛知県道路公社 / 愛知用水土地改良区 /
水資源機構 愛知用水総合管理所 / 日本下水道事業団 /
あいち知多農業協同組合 / 愛知県経済農業協同組合連合会 /
大府市内及び近隣の土地区画整理組合

豊明営業所

（直近 3 年間平均）

衛生確保をはじめ、安心できる就業・雇用環境、人財育成、福利厚生の充実、ワーク・ライフ・バランス
132mm

木

本

直近 3 年間平均完工高（2018 年現在）

売上構成比率
年間完工高 23 億円

いい仕事をするためには、社員が心身ともに健康な状態であることが不可欠です。現場の安全・

土

…………………………………………………

その自負は、すべての社員の誇りとするところです。

織

花井郁次により花井組を創業
愛知県知事登録、建設業登録
組織変更し資本金1,000万円で株式会社花井組を設立
同年同月、花井勝美が代表取締役社長に就任
資本金を3,020万円に増資
株式会社花井組の本社社屋を大府市若草町に竣工
名古屋中小企業投資育成㈱より出資を受け資本金5,000万円に増資
花井廣海、代表取締役社長に就任
同年、花井勝美 会長就任
ISO 9001：1994を取得
ISO 9001：2000に移行
花井宏基 代表取締役社長に就任
同年、花井廣海が副会長就任
ISO 9001:2008に移行
ISO 14001：2000 取得
ISO 9001、ISO 14001を統合 ISO 2015へ移行
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5mm 7mm

5mm 7mm

12mm

土木事業

創業から花井組を支えてきた基幹事業です。

国土を整えて守り、
人々の暮らしや産業を支える
《縁の
下の力持ち》それが土木の仕事です。
当社もそんな思いか
ら始まり、小さな現場から大きな現場まで全力で取組み
85年、地域の生活向上と安全安心のために寄与してきま
した。
日本は地域の集合体で成り立っていますが、
花井組
はこの地域の守り手という自負を持つ技術者集団です。

舗装工事

土木の仕事は、道路、上下水道、河川、公園・宅地造成な
ど、地域経済や日々の生活を支える多くのインフラに携
わっています。
また、
防災や災害復旧など、
地域の安全な暮
らしを守るための重要な役割も担っています。
花井組は地
域のニーズに応えるべく、
技術向上や新たなノウハウ構築
に日々邁進しています。

Business Guide

新たな視点に立って、取り組んでいます。

土木事業に付帯・関連した建築ニーズの増加に応える
ため、建築の専門スタッフを更に充実させ、工場や事務
所、文化施設、公共施設などを手掛けています。
近年、特に公共施設において、社会的動向や地域ニー
ズに応えるため施設の在り方が変化しており、土木・建

築の垣根を越えて多種多様な施設・用途を複合的に整備
する機会が増えています。また、これらを機能性、効率性、
経済性を担保しながら実現していくことが同時に求めら
れています。当社もこれに応えるため、土木・建築の連携
を図りながら新たな視点で取り組んでいます。

完成年度：2011年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事 市道1016号線
工事場所：大府市共和町

132mm

進化する花井組の事業

建築事業

完成年度：2016年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）一般国道155号
（誰もが働きやすい現場環境整備工事）
工事場所：東海市加木屋町

河川工事

完成年度：2016年度 ※優良工事表彰
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：中小河川改良工事（交付金・全国防災）
2号工 二級河川 天白川
工事場所：東海市南柴田町

上下水道工事

一般土木工事

建築工事

完成年度：2018年度
発 注 者：地方共同法人 日本下水道事業団
工 事 名：みよし市福田第２雨水ポンプ場建設工事
（共同企業体）
工事場所：みよし市福田町

完成年度：2018年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：街路改良工事（交付金）3・3・18 大府東浦線
工事場所：大府市大府町

完成年度：2018年度（写真左側）
発注者：大府市水道事業
工事名：第2配水池耐震化工事 長草配水場
工事場所：大府市長草町
完成年度：2015年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）主要地方道
瀬戸大府東海線
工事場所：大府市北崎町

完成年度：2007年度（写真右側）
発注者：大府市水道事業
工事名：長草配水場建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市長草町

完成年度：2015年度
発 注 者：大府市
工 事 名：公共下水道事業管渠布設工事
雨水支線9001
（川池バイパス水路その1工事）
工事場所：大府市若草町

完成年度：2014年度
発 注 者：東部知多衛生組合
工 事 名：最終処分場土木施設建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市大東町（大東最終処分場）

完成年度：2009年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事
工事場所：大府市明成町

5

完成年度：2018年度
発注者：日鉄エンジニアリング（株）
工事名：東部知多衛生組合
ごみ処理施設建設工事（共同企業体）
工事場所：東浦町大字森岡

完成年度：2018年度
発 注 者：大府市
工 事 名：大府市発達支援センターみのり建設工事

(建築) 発達支援センター「みのり」
工事場所：大府市森岡町

造成工事

市道明成深廻間線

7mm

6

完成年度：2011年度
発 注 者：愛知県企業庁
工 事 名：内陸用地造成事業
大府木の山地区整地工事
工事場所：大府市共和町

7

5mm

完成年度：2013年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：薬草園整備事業の内
薬草園建築・土木工事
工事場所：大府市吉田町

8

2.5mm

2.5mm

5mm 7mm

7mm 5mm

12mm

PFI 事業

地域に貢献し、地域と共に成長を目指します。

PFI事業とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手
法です。当社が現在行っているPFI事業は「おおぶ文化交
流の杜図書館」です。
「おおぶ文化交流の杜図書館」整備・
運営事業には、当社を含む７社で立ち上げたグループ

その他事業

企業（SPC）として参画し、2011年の事業契約締結後、建
設工事とその後の15年間の運営に携わっています。
花井組は大府市に拠点を構え、常日頃から地域貢献、地
域づくりを理念とする企業です。このPFI事業を皮切りに
様々なPPP/PFI事業に参加したいと考えています。

今も、これからも、受け継がれていく花井組スピリット

将来を見据え、他の事業にも取り組んでいます。

当社は、土木・建築・PFI事業を主として手掛けていま
すが、将来を見据えて他の事業も取り組んでいます。
現在は「アスファルトプラント運営」
「 所有地の有効利
用」を展開しています。

これらの事業を通して、花井組の命題である“地域の安心・
安全・発展”にさらに貢献することができると確信しています。

30代で花井組に中途入社。花井組に決めた理由は、転勤が無く家族を側に置きながら、安定した仕
事ができるからです。私自身、他県から職場を変えましたが、新しい環境でも、不安もなく日々、仕

建設業界の仕事は決して楽なものではありません。責任も重大です。

事に集中できていると思います。これからはとにかく仕事を覚え、自分自身のモチベーションを上げ
るとともに、新しい資格を取得し、一日も早く現場を任され、責任ある仕事をしたいと思っています。

でも、だからこそ、大きなやりがいがあるのです。熱意と努力が生み出す結果は、

■アスファルトプラント運営
■所有地の有効利用

ここ大府に根を張って仕事が出来るって、家族みんなの笑顔になりますよね。それが入って一番感
謝していることですね。

地域社会や人々の基盤を支え、豊かな生活へつながっていくと信じています。

アスファルトプラント運営

入社：2018年1月

これからも安心して力を発揮できる職場を目指します。
8mm

長い年月をかけて培われた経験や技術を受け継ぎ、
「いい仕事」とともに「充実した人生を謳歌する」
、それが花井組の信念です。
花井組のスピリットを受け継ぐ精鋭の声を紹介します。

8.5mm

所有地の有効利用

完成年度：2016年度

完成年度：2014年度
発 注 者：大府市
事 業 名：おおぶ文化交流の杜 allobu
整備・運営事業
住
所：大府市柊山町

5mm

ハーベストムーン

9

完成年度：2015年度

完成年度：2017年度

ブルースター

10

父が営む会社は花井組の協力会社なので、花井組の仕事に興味があり入社しました。今は先輩方の

高校が土木関係だったので、就職は地元の土木会社にと決めており、学校の勧めもあって花井組に

下で勉強を重ねているところです。将来的には一級土木施工管理技士の資格をはじめ、水道関係すべ

入社しました。私は地元の土木で地域に貢献したいと思っていたので、地域密着型の花井組は理想的

ての資格を取りたいと考えています。花井組にいる間に区画整理や経験したことのない現場などを体

でした。私は人づきあいが得意ではありませんでしたが、花井組に入って25年、随分変わったと思い

験してノウハウを身に付けたいと思います。いつか実家の会社へ戻って、花井組と一緒に仕事するの

ます。現場での仕事をスムーズに進めるにはコミュニケーションが不可欠。私は現場第一と考えてい

が夢。現場はキツいですが、地元の役に立つという自負もあるし、やり遂げた時の達成感は格別です。

ますので、知らず知らずその中で鍛練されたのでしょう。原点は好きなものづくりへの情熱。それによっ

花井組に入って悔いはない、と断言できますね。

て育てられた仕事の「おかげさま」です。

T.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部
（土木）

め最初は困難なこともありましたが、周りに協力、応援していただきながら何とか乗り越えられました。
1年経ってようやく軌道にのることができたかな、と感じています。仕事のレベルが上がれば自分
自身のレベルアップもしなければなりませんから、日々勉強ですね。個々人の力が要求される仕事な
ので、いち早く一人前になれるように一生懸命頑張っています。この仕事には我慢強さとやる気が必要。
そんな気概を持って入ってくれる若者に期待！

H.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部（建築）

仕事以外でも家族みんなが笑顔になる地域密着型「わーくりい知多」の会員に登録しています。

新入社員を対象とした「就職前準備研修」を設けています。
社会人としての心構え、ビジネスマナーの習得をめざし

知多半島の中小企業勤労者の福利厚生を担う組織「わーくりい知多」は、「互

てもらうために、富士教育研修センターでの２泊３日の「就

助の精神」を基本理念とし、知多5市5町の行政、労働福祉団体などが協力して

職前準備研修」に参加していただいています。建設産業に

設立されたもので、当社も登録しており社員全員が利用できます。主に、福利

対する理解を深め、同世代の連帯感や入社前の不安を解消

厚生事業や共済給付事業などを提供しており、多くのサービスは社員の同居家

していただき、一日も早く現場で活躍できるよう本研修を

族も利用できる仕組みとなっています。利用サービスは、提携施設の利用助成、

取り入れています。

宿泊補助、コンサートや観劇、通信講座の割引など、多種多様です。

康診断専門施設として1986年に開設され、MRI、マンモグラフィ̶、内視鏡など様々な充実した検査機器を
揃え、信頼できる医師とスタッフが高精度の検査を行っています。
また解りやすい説明と必要な情報を提供しており、安心して検査が受けられ
ます。当社では社員全員が年に１度、このクリニックで人間ドックを受けてい
ます。たとえば脳ドックや癌検診など、メニューにはないものでもオプション
で受けることができます。

苦労は自分の

レベルアップにつながる︒

「社会人として働く意識を変えるきっかけになりました。」

地域・社会に貢献するための花井組の役割とは…。

も興味を持ちました。入社前でまだ何もわかっていない状態でしたから。2泊

「わーくりい知多」
： https://workly.jp/

3日での研修でしたが業種にはあまり関係なく、社会人としての基本的マナー

高級会員制リゾートホテル「リゾートトラスト」の会員です。

とは…というところから始まりました。仕事をする上での心構え・姿勢とかコ
ミュニケーションの大切さとか、みっちり3日間かけて教わりました。研修で

犯や交通安全に関する活動を行っています。さらに地域の美しい景観を守る取
組として、大府市の
「アダプトプログラム」に登録し、社員全員で清掃ボランティ

40以上の高級会員制リゾートホテル等を運営す

ですが、時間が経つにつれて打ち解け、いろんな話をするようになって楽し

アを行っています。また、愛知県、大府市、花井組の3者のパートナーシップに

る
「リゾートトラスト」の会員であり、社員とそ

かったですね。

より継続的に清掃美化活動を行う「愛・道路パートナーシップ事業」にも参加

の家族はこれらのホテル等を利用できます。

その仲間たちとは今もメールなどで連絡を取り合っていますよ。最終日に

災害に対する備えと災害時における被災箇所の素早い復旧は、地域社会に関わる花井組の最大の使命です。
また、平穏な日常を維持するための取組として、愛知県のパートナーシップ企業※としてパトロール等による防

当社は、
「エクシブシリーズ」を中心に全国

は話し合いをする場も設けられました。最初は緊張して会話も少なかったの

しています。

は将来の夢や展望を作文形式で提出。漠然とした自分の思いが見えてきて、今、
「リゾートトラスト」
：https://www.resorttrust.co.jp

※愛知県安全なまちづくり・交通安全パートナーシップ企業

地域活動やイベントも積極的に応援しています。
毎年開催される大府東浦花火大会や大府市産
業文化まつり等の地域活動やイベントにも積極

国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しています。

和気あいあいと

楽しくやっていける会社︒

的に協賛、参画しています。地域と共に歩む活

当社は、国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しており、若手

動は、今後も花井組の地域・社会貢献の大きな

社員を中心とした研修制度の一環として位置付けています。仲間たちとの出会

テーマであり、大府市の繁栄に向けて一歩一歩

いから始まり、未知の経験や熱い語らいの中で、コミュニケーション能力を磨

確実に取組んでいきます。

き、今後、苦難を乗り越える強さや生きる力を身につけるためのプログラムと
なっています。仕事に取り組む姿勢や人との関わり方など、社会人としての基

大府市等で開催される全国大学女子硬式野球選手権大会を応援しています。

礎を学び、今後光り輝く人財として成長していただくためのきっかけになるこ

「野球｣といえば男子のスポーツと思われがちですが、女子も男子に負けない

とを期待し、このような機会を設けています。

くらい熱く白球を追いかけています。当社では大府市で開催される全国大学女
子公式野球選手権大会を応援すると共に、地域のトップアスリートを目指す人

「会社のある地元の魅力に気づき、このまちで働く喜びを感じています。
」

達も応援することを目指しています。

入社して３年目で研修に参加。動機は単純に“海外に行ける” ということで
した。いざ参加してみると、知多半島のグループがあって船上でのチーム発表
でした。ダンスは踊ったこともなかったので一生懸命に皆と練習を重ねました。

当社は、ワーク・ライフ・バランス
（WLB）を推進する愛知県の
「ファミリー・フレ

なりましたね。

ける会社なんです。たとえば社長や上層部の方々が、楽しくできるような環境を作ってくれる。それ

航海中には教えてもらうことやお世話になることも多々あり、感謝の気持ち

当社は、本社を構える大府市内に社宅を充実させ、社員とその家族が安心し

は仕事場においても日々の会社生活においても、です。もちろん楽しくといっても仕事内容はいい意

が素直に表せるようになりました。船を下りてからも「ありがとう」という言

て豊かに暮らせる生活環境をサポートしています。ここ大府で暮らすことによ

味の緊張感を持って当たるのが鉄則。その上で楽しんで仕事ができるようになったら一人前ですね。

葉が自然に出てきます。感謝の大切さや人との関わり方など、大事なことに気

り職住近接が可能となり、子育て支援や医療、介護、福祉等、大府市の充実し

に気を配りながら無事に終えた時は万歳！ですよ。

M.N 経歴 入社：1988年3月 職種：工事部
（土木）課長

づかせてもらえた8日間だったと思います。この体験を忘れずに花井組で楽し

総務部

N.S さん

た行政サービスも受けることができます。今後も社員とその家族が将来に希望

く仲良く頑張っていきたいと思います。

を持ちながら暮らしていけるように取組を続けていきます。
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14

15

12mm

花井組が地域貢献するために大切にする４つの経営方針
Quality

品質

【 基本方針 】

環境

Environmental
【 基本理念 】

[ 誠意・信頼 ] 安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、

株式会社 花井組は、
「自然環境と調和した、安全で快適な社会基盤・生活 環境の実現」を目標に、常に安全・知識・

地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。

技術の向上に努め、環境負荷の低減・ 環境汚染の防止に配慮した事業活動を行い、地域社会に貢献し信頼される企
業として永続的に発展することを目指します。

【 年度品質目標 】

社員すべてが、ʻ建設サービスマンʼ としての自覚 を持ち、お客様のʻ生涯利益ʼ を最優先に考え、誠意ある仕事で
信頼を勝ち取るとともに価格競争力と提案力を鍛え、さらなる受注拡大を目指す。

【 基本方針 】
1. 環境の保全及び汚染防止を推進する為に、環境マネジメントシステムを構築・運用し、その継続的改善を図る。

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得
品質マネジメントシステム ISO9001取得

2. 事業活動における環境影響を評価し、資源・エネルギーの効率的な利用及び汚染の予防・防止を推進し、
環境負荷の低減に努める。
3. 環境に関連する法規則・協定及び当社が同意するその他の要求事項を遵守する。
4. 環境方針は、全社員及び協力会社に周知徹底すると共に、一般に公開する。
2011年 1月

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得

環境マネジメントシステム ISO14001取得

Health and Safety

安全衛生

Human Resources Development

人材育成

企業は継続的に利益をあげ、投資して改良につなげ、社会に付加価値を提供する、そこで企業の

【 基本理念 】

花井組は「人命の尊重」を最優先し、私たちが、地域社会に貢献するために営む日々の生産過程の中で、志を

存在価値が生まれます。より良い企業になるには何が必要か…花井組という組織を構成する基本

健康」の増進を計る為に、安全で明るく快適な職場環境を確立し、生産性の向上に資する。

はビジネスの基礎知識からセルフマネジメント、各分野の専門的スキルアップなど、いろいろな

同じくする仲間から労働災害による、加害者と被害者を決して作らず、働く一人ひとりの「こころとからだの

となるのは「人」です。人財あってこそ、完成度の高い仕事が成し得ると考えています。当社で
観点からの研修を行っており、今後も社員の育成に関わる人財投資を大切にしていきます。

【 基本方針 】

花井組は、当社の創る営みに携わる全ての人の幸せの為に、
「安全は、思いやりから。
」を基本理念とした安全衛

生活動を展開し、安全で明るく健康的な職場を確立し、生産性の向上に資することとする。ここに、安全衛生基
本方針を表明し実施する。

・一級土木施工管理技士

・二級建築施工管理技士

・二級土木施工管理技士

・一級管工事施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・給水装置工事主任技術者

3. 確実な作業手順を作成し、作業者への指示を徹底するとともに、質の高いＫＹ活動を実施し、労働災害

・一級建築士

・二級管工事施工管理技士 ・測量士

・業務用ドローン操縦士

・二級建築士

・一級造園施工管理技士

・測量士補

・車両系建設機械

・一級建築施工管理技士

・二級造園施工管理技士

・コンクリート技士

・大型特殊

（三大災害）防止に努める。三大災害
（①墜落・転落災害 ②建設機械・クレーン等災害③崩壊・倒壊災害 )

4. 交通ルールを遵守し、交通労働災害の防止に努める。

5mm 7mm

主な取得資格

1. 社員並びに協力会社が一体となり、安全衛生教育の一層の推進を計り、安全衛生意識の高揚に努める。
2. 関連法令・基本ルールを遵守し、店社安全衛生計画に基づき、日々の安全衛生活動を実施する。

2006年 4月

代表取締役 社長

花井

宏基

至学館大学

仕事と生活が調和できる職場環境を目指します。

船上のクラブ活動ではハンドベルをやりました。とても楽しく、いい思い出に

30年間の仕事の中で印象に残っているのは山を切り拓いて道路を拡幅する困難な現場です。安全第一

至学館大学
女子硬式野球部

ワーク・ライフ・バランスの推進

は“ダンスで表現する知多半島の魅力”。それが私にとっては地元の魅力再発見

私は大学の先生に勧められて花井組に入社しました。花井組をひと言でいうなら、楽しくやってい

「中京サテライトクリニック」
https://www.c-stc.or.jp

地域・社会貢献

就職が内定していた３月の初め頃、就職前の事前研修があると聞き、とて

T.N さん

高精度検査が可能な施設で、社員全員が年に１度の検診を行います。
当社が健診を提携しているのは「医療法人 九愛会 中京サテライトクリニック」です。このクリニックは健

社宅を充実させ、社員が家族と安心して暮らせる環境をサポートしています。
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職種：工事部（土木）

12

真剣に仕事に取り組めているのはこの研修に参加できたおかげだと思います。

5mm

入社：1993年4月

福利厚生

人財育成

工事部

7mm

経歴

5mm 7mm

私は2017年に入社しました。花井組の仕事は以前の会社とは違い、大きな責任を伴う仕事が多いた

132mm

S.S

11

5mm 7mm

132mm

ものづくりに興味がある人にとっては

この上なく楽しい場所です︒

経験を積むことで

達成できる夢がある︒

名高山ソーラー施設

中途採用でも仕事も伸び伸び︑

家族の笑顔も作ってくれる会社︒

その働き手をフォローする制度や福利厚生、研修制度を今後もさらに充実させ、

132mm

7mm

職種：工事部（土木）

ひとつとして同じものがない物造りは、生涯をかけて貫く価値がある仕事です。
花井組は地域に根ざす技術者集団であり、一人一人の人財こそが、花井組の誇りです。

132mm

J.S 経歴

・一級建設機械施工管理技士 ・コンクリート診断士

18

8

ンドリー企業」に登録しています。WLBとは、仕事と生活が調和することを意味す
るものです。働きがいのある仕事の実現と、
家事や育児、
趣味や学習、
地域活動といっ
た個々の生活スタイルがより良いバランスであることが、人生の価値を高めていく
ものと考えています。花井組では仕事と生活両面の環境を整え、多様な働き方の選
「大府市の子育て支援サイト」
http://www.city.obu.aichi.jp/

択肢を設けたり、多様な価値観の共有などに努め、WLBの推進を追求しています。

「ファミフレネットあいち」
https://famifure.pref.aichi.jp/index.php
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see table 2

see table 1

Left Type

今もこの先も

地域と共に歩み続けるために

HANAI_corporate_Magaziin

12 改稿

2019-0410

送信日時
①

12/17

16：45

②

1/28

11：51

③

10：00

③

2/1

18：00

④

2/12

10：00

④

2/19

16：00

⑤

2/21

12：00

⑥

2/26

15：00

⑦

3/5

10：00

⑧

3/12

14：00

⑨

⑤

2/25

9：40

⑥

3/6

12：00

⑦

3/12

17：21

⑧

3/13

16：50

⑨

3/13

10：20

⑩

3/15

⑩

3/26

11：50

⑪

3/27

11：00

⑫

⑪

4/4

10：30

⑪

4/10

12：30

追加修正・校正直し日時
①

1/17

17：15

校了日時

②

1/31

2/12

11：45

12：04

担当者様

※お手数ですが、
校了の際はPDF 機能で校了日時・担当者様を明記いただき、ご返信の方お願いいたします。

本

社

〒474-0022 愛知県大府市若草町二丁目170番地
Tel：0562-48-2268 Fax：0562-46-8120

東郷営業所

〒470-0165 愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
Tel：0561-38-2317

豊明営業所

〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地
スパークシティ
・ポルト503 Tel：0562-98-1711

名高山事業所

〒474−0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
Tel：0562-38-5523 Fax：0562-38-5543

20190419

24mm

12mm

24mm

企業情報
会社概要

カ タ カ ナ「 ハ 」
「 ナ 」で 構 成 さ れ た 井 桁 マ ー ク
自然・お客様・協力会社・花井組（オレンジ）を４つの「ナ」で表してい

社

ジし、
右回りのデザインになっています。

本
社
営 業 所

ます。この４つのつながりを大切にして、経営の循環・持続をイメー

設
業
方

母なる大 地・土や水への畏敬の念を忘れずに、

132mm

名

人間の英知を融和させた建設土木の仕事。

立
種
針

資 本 金
社 員 数

当社は創業以来85年、地域の安全・安心を支える担い手として土木建設業に邁進して参りました。

沿革
1933年（昭和８年）８月
1949年（昭和24年）10月
1958年（昭和33年）８月

株式会社 花井組
愛知県大府市若草町 二丁目170番地
東 郷 営 業 所：愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
豊 明 営 業 所：愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
名高山事業所：愛知県大府市横根町名高山18-2

1974年（昭和49年）８月
1975年（昭和50年）10月
1996年（平成８年）３月
1996年（平成 ８年）４月

1958年（昭和33年）8月1日
土木・建築・舗装・造園・水道工事
【誠意・信頼】
安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、
地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。
5,000万円
47名（男性45名 女性2名）（2018年6月30日現在）

2001年（平成13年）11月
2003年（平成15年）６月
2006年（平成18年）４月
2010年（平成22年）６月
2011年（平成23年）７月
2017年（平成29年）６月

私たち建設業の仕事は決して華やかではありませんが、縁の下の力持ちのような存在です。道路や
河川、上下水道、橋梁、公園、宅地など、手掛けるものは多岐にわたり、こうした地域のインフラ整備や
組

維持管理に関する仕事を通じて地域社会の発展と人々の暮らしを支えていると自負しております。

地域社会─それはまさしく人々の暮らしの拠り所であり、地場産業など経済を支える場所。豊かで
幸福な地域社会を造り支えるために、私たちは品質の向上や技術の鍛練、先進技術の導入など、成長

社

長

会

長

主要取引先

図
常

務

技術・安全顧問
総務部

するための努力を怠りません。かつて伊勢湾台風の折に、現場から命からがら逃げる途中で多くの

営業部

人々を助けたというエピソードが当社に残されています。
これは仕事そのものの話ではありませんが、

工事部

"人々の役に立ったという喜び"こそが、私たちの仕事の原点となる魂だと、教訓として語り継がれて
います。

売上構成

自然は恩恵をもたらしてくれると同時に脅威となることもあります。自然に対し畏敬の念を持っ
て仕事にあたるのが、当社の信念であり、創業以来、変わることのない哲学です。

建

築

東郷営業所

名高山事業所

工事資格者

（2018 年現在）

一級建築士…………………………… 2 人

下請工事 8%

一級土木施工管理技士…………… ２４人

所在地
本

社

〒474-0022

柊山町一丁目

中央町一丁目

一級造園施工管理技士……………… ４人

大府市役所前

253

大倉公園

大府市役所
大倉公園南
市役所前

二級土木施工管理技士……………… ４人

向畑公園

二級建築施工管理技士……………… ３人

I.C

桃山町五丁目

155

大府郵便局
地蔵院前
瀬川
石ヶ

二級造園施工管理技士……………… ３人

大府駅前

東口

大府

西口

中央町三丁目

二級管工事施工管理技士…………… １人

消

グリーンプラザ大府

知多半島道路 大府 I.C より約 20 分

若草町三丁目

伊勢湾岸道路 豊明 I.C より約 15 分

246

国道 2 3 号線 共和 I.C より約 15 分

中央町７丁目

代表取締役 社長

営 業 所

花井 宏基

東郷営業所

愛知県愛知郡東郷町清水四丁目 3-10
TEL：0561-38-2317
豊 明 営 業 所 〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
TEL：0562-98-1711
名高山事業所 〒474-0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
TEL：0562-38-5523

所属団体
日本SPR工法協会
光硬化工法協会
7mm
5mm

HySPEED工法

http://hyspeed.co.jp/network/

http://www.lcr.gr.jp

〒470-0165

3

2

1

http://www.spr.gr.jp

JR 東海 大府駅より徒歩約５分
■お車をご利用の場合

50

中央町７町目北

■公共交通機関をご利用の場合

大府消防署

線
南
碧
屋
古
名

経験を活かし、地域社会に貢献したいと考えております。

大府市立大府小学校
文

文

愛知県立桃陵高校

一級管工事施工管理技士…………… １人
公共工事 73%

至有松 I.C

桃山二丁目

線
道本
東海

今後も社員が個々の能力を最大限発揮できる環境を整え、私たちが長年培ってきた優れた技術と

愛知県大府市若草町 二丁目 170 番地
TEL：0562-48-2268（代） FAX：0562-46-8120

至共和

一級建築施工管理技士……………… ５人
民間工事 19%

【民間団体】
愛知道路コンセッション（株）
日鉄エンジニアリング（株）
日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株）
（株）名機製作所
東洋インダストリー（株）
サーラ住宅（株）
積和建設中部（株）

至豊明

の推進など、花井組ならではの取り組みを進めております。

社

【地方公共団体】
愛知県 建設局 / 知多建設事務所 / 衣浦港務所 /
農林水産局 / 知多農林水産事務所 /
企業庁 / 愛知用水水道事務所 /
愛知県道路公社
大府市、東郷町
【公社、独立行政法人等】
愛知県道路公社 / 愛知用水土地改良区 /
水資源機構 愛知用水総合管理所 / 日本下水道事業団 /
あいち知多農業協同組合 / 愛知県経済農業協同組合連合会 /
大府市内及び近隣の土地区画整理組合

豊明営業所

（直近 3 年間平均）

衛生確保をはじめ、安心できる就業・雇用環境、人財育成、福利厚生の充実、ワーク・ライフ・バランス
132mm

木

本

直近 3 年間平均完工高（2018 年現在）

売上構成比率
年間完工高 23 億円

いい仕事をするためには、社員が心身ともに健康な状態であることが不可欠です。現場の安全・

土

…………………………………………………

その自負は、すべての社員の誇りとするところです。

織

花井郁次により花井組を創業
愛知県知事登録、建設業登録
組織変更し資本金1,000万円で株式会社花井組を設立
同年同月、花井勝美が代表取締役社長に就任
資本金を3,020万円に増資
株式会社花井組の本社社屋を大府市若草町に竣工
名古屋中小企業投資育成㈱より出資を受け資本金5,000万円に増資
花井廣海、代表取締役社長に就任
同年、花井勝美 会長就任
ISO 9001：1994を取得
ISO 9001：2000に移行
花井宏基 代表取締役社長に就任
同年、花井廣海が副会長就任
ISO 9001:2008に移行
ISO 14001：2000 取得
ISO 9001、ISO 14001を統合 ISO 2015へ移行
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5mm 7mm

5mm 7mm

12mm

土木事業

創業から花井組を支えてきた基幹事業です。

国土を整えて守り、
人々の暮らしや産業を支える
《縁の
下の力持ち》それが土木の仕事です。
当社もそんな思いか
ら始まり、小さな現場から大きな現場まで全力で取組み
85年、地域の生活向上と安全安心のために寄与してきま
した。
日本は地域の集合体で成り立っていますが、
花井組
はこの地域の守り手という自負を持つ技術者集団です。

舗装工事

土木の仕事は、道路、上下水道、河川、公園・宅地造成な
ど、地域経済や日々の生活を支える多くのインフラに携
わっています。
また、
防災や災害復旧など、
地域の安全な暮
らしを守るための重要な役割も担っています。
花井組は地
域のニーズに応えるべく、
技術向上や新たなノウハウ構築
に日々邁進しています。

Business Guide

新たな視点に立って、取り組んでいます。

土木事業に付帯・関連した建築ニーズの増加に応える
ため、建築の専門スタッフを更に充実させ、工場や事務
所、文化施設、公共施設などを手掛けています。
近年、特に公共施設において、社会的動向や地域ニー
ズに応えるため施設の在り方が変化しており、土木・建

築の垣根を越えて多種多様な施設・用途を複合的に整備
する機会が増えています。また、これらを機能性、効率性、
経済性を担保しながら実現していくことが同時に求めら
れています。当社もこれに応えるため、土木・建築の連携
を図りながら新たな視点で取り組んでいます。

完成年度：2011年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事 市道1016号線
工事場所：大府市共和町

132mm

進化する花井組の事業

建築事業

完成年度：2016年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）一般国道155号
（誰もが働きやすい現場環境整備工事）
工事場所：東海市加木屋町

河川工事

完成年度：2016年度 ※優良工事表彰
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：中小河川改良工事（交付金・全国防災）
2号工 二級河川 天白川
工事場所：東海市南柴田町

上下水道工事

一般土木工事

建築工事

完成年度：2018年度
発 注 者：地方共同法人 日本下水道事業団
工 事 名：みよし市福田第２雨水ポンプ場建設工事
（共同企業体）
工事場所：みよし市福田町

完成年度：2018年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：街路改良工事（交付金）3・3・18 大府東浦線
工事場所：大府市大府町

完成年度：2018年度（写真左側）
発注者：大府市水道事業
工事名：第2配水池耐震化工事 長草配水場
工事場所：大府市長草町
完成年度：2015年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）主要地方道
瀬戸大府東海線
工事場所：大府市北崎町

完成年度：2007年度（写真右側）
発注者：大府市水道事業
工事名：長草配水場建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市長草町

完成年度：2015年度
発 注 者：大府市
工 事 名：公共下水道事業管渠布設工事
雨水支線9001
（川池バイパス水路その1工事）
工事場所：大府市若草町

完成年度：2014年度
発 注 者：東部知多衛生組合
工 事 名：最終処分場土木施設建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市大東町（大東最終処分場）

完成年度：2009年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事
工事場所：大府市明成町

5

完成年度：2018年度
発注者：日鉄エンジニアリング（株）
工事名：東部知多衛生組合
ごみ処理施設建設工事（共同企業体）
工事場所：東浦町大字森岡

完成年度：2018年度
発 注 者：大府市
工 事 名：大府市発達支援センターみのり建設工事

(建築) 発達支援センター「みのり」
工事場所：大府市森岡町

造成工事

市道明成深廻間線

7mm

6

完成年度：2011年度
発 注 者：愛知県企業庁
工 事 名：内陸用地造成事業
大府木の山地区整地工事
工事場所：大府市共和町

7

5mm

完成年度：2013年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：薬草園整備事業の内
薬草園建築・土木工事
工事場所：大府市吉田町
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2.5mm

2.5mm

5mm 7mm

7mm 5mm

12mm

PFI 事業

地域に貢献し、地域と共に成長を目指します。

PFI事業とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手
法です。当社が現在行っているPFI事業は「おおぶ文化交
流の杜図書館」です。
「おおぶ文化交流の杜図書館」整備・
運営事業には、当社を含む７社で立ち上げたグループ

その他事業

企業（SPC）として参画し、2011年の事業契約締結後、建
設工事とその後の15年間の運営に携わっています。
花井組は大府市に拠点を構え、常日頃から地域貢献、地
域づくりを理念とする企業です。このPFI事業を皮切りに
様々なPPP/PFI事業に参加したいと考えています。

今も、これからも、受け継がれていく花井組スピリット

将来を見据え、他の事業にも取り組んでいます。

当社は、土木・建築・PFI事業を主として手掛けていま
すが、将来を見据えて他の事業も取り組んでいます。
現在は「アスファルトプラント運営」
「 所有地の有効利
用」を展開しています。

これらの事業を通して、花井組の命題である“地域の安心・
安全・発展”にさらに貢献することができると確信しています。

30代で花井組に中途入社。花井組に決めた理由は、転勤が無く家族を側に置きながら、安定した仕
事ができるからです。私自身、他県から職場を変えましたが、新しい環境でも、不安もなく日々、仕

建設業界の仕事は決して楽なものではありません。責任も重大です。

事に集中できていると思います。これからはとにかく仕事を覚え、自分自身のモチベーションを上げ
るとともに、新しい資格を取得し、一日も早く現場を任され、責任ある仕事をしたいと思っています。

でも、だからこそ、大きなやりがいがあるのです。熱意と努力が生み出す結果は、

■アスファルトプラント運営
■所有地の有効利用

ここ大府に根を張って仕事が出来るって、家族みんなの笑顔になりますよね。それが入って一番感
謝していることですね。

地域社会や人々の基盤を支え、豊かな生活へつながっていくと信じています。

アスファルトプラント運営

入社：2018年1月

これからも安心して力を発揮できる職場を目指します。
8mm

長い年月をかけて培われた経験や技術を受け継ぎ、
「いい仕事」とともに「充実した人生を謳歌する」
、それが花井組の信念です。
花井組のスピリットを受け継ぐ精鋭の声を紹介します。

8.5mm

所有地の有効利用

完成年度：2016年度

完成年度：2014年度
発 注 者：大府市
事 業 名：おおぶ文化交流の杜 allobu
整備・運営事業
住
所：大府市柊山町

5mm

ハーベストムーン

9

完成年度：2015年度

完成年度：2017年度

ブルースター

10

父が営む会社は花井組の協力会社なので、花井組の仕事に興味があり入社しました。今は先輩方の

高校が土木関係だったので、就職は地元の土木会社にと決めており、学校の勧めもあって花井組に

下で勉強を重ねているところです。将来的には一級土木施工管理技士の資格をはじめ、水道関係すべ

入社しました。私は地元の土木で地域に貢献したいと思っていたので、地域密着型の花井組は理想的

ての資格を取りたいと考えています。花井組にいる間に区画整理や経験したことのない現場などを体

でした。私は人づきあいが得意ではありませんでしたが、花井組に入って25年、随分変わったと思い

験してノウハウを身に付けたいと思います。いつか実家の会社へ戻って、花井組と一緒に仕事するの

ます。現場での仕事をスムーズに進めるにはコミュニケーションが不可欠。私は現場第一と考えてい

が夢。現場はキツいですが、地元の役に立つという自負もあるし、やり遂げた時の達成感は格別です。

ますので、知らず知らずその中で鍛練されたのでしょう。原点は好きなものづくりへの情熱。それによっ

花井組に入って悔いはない、と断言できますね。

て育てられた仕事の「おかげさま」です。

T.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部
（土木）

め最初は困難なこともありましたが、周りに協力、応援していただきながら何とか乗り越えられました。
1年経ってようやく軌道にのることができたかな、と感じています。仕事のレベルが上がれば自分
自身のレベルアップもしなければなりませんから、日々勉強ですね。個々人の力が要求される仕事な
ので、いち早く一人前になれるように一生懸命頑張っています。この仕事には我慢強さとやる気が必要。
そんな気概を持って入ってくれる若者に期待！

H.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部（建築）

仕事以外でも家族みんなが笑顔になる地域密着型「わーくりい知多」の会員に登録しています。

新入社員を対象とした「就職前準備研修」を設けています。
社会人としての心構え、ビジネスマナーの習得をめざし

知多半島の中小企業勤労者の福利厚生を担う組織「わーくりい知多」は、「互

てもらうために、富士教育研修センターでの２泊３日の「就

助の精神」を基本理念とし、知多5市5町の行政、労働福祉団体などが協力して

職前準備研修」に参加していただいています。建設産業に

設立されたもので、当社も登録しており社員全員が利用できます。主に、福利

対する理解を深め、同世代の連帯感や入社前の不安を解消

厚生事業や共済給付事業などを提供しており、多くのサービスは社員の同居家

していただき、一日も早く現場で活躍できるよう本研修を

族も利用できる仕組みとなっています。利用サービスは、提携施設の利用助成、

取り入れています。

宿泊補助、コンサートや観劇、通信講座の割引など、多種多様です。

康診断専門施設として1986年に開設され、MRI、マンモグラフィ̶、内視鏡など様々な充実した検査機器を
揃え、信頼できる医師とスタッフが高精度の検査を行っています。
また解りやすい説明と必要な情報を提供しており、安心して検査が受けられ
ます。当社では社員全員が年に１度、このクリニックで人間ドックを受けてい
ます。たとえば脳ドックや癌検診など、メニューにはないものでもオプション
で受けることができます。

苦労は自分の

レベルアップにつながる︒

「社会人として働く意識を変えるきっかけになりました。」

地域・社会に貢献するための花井組の役割とは…。

も興味を持ちました。入社前でまだ何もわかっていない状態でしたから。2泊

「わーくりい知多」
： https://workly.jp/

3日での研修でしたが業種にはあまり関係なく、社会人としての基本的マナー

高級会員制リゾートホテル「リゾートトラスト」の会員です。

とは…というところから始まりました。仕事をする上での心構え・姿勢とかコ
ミュニケーションの大切さとか、みっちり3日間かけて教わりました。研修で

犯や交通安全に関する活動を行っています。さらに地域の美しい景観を守る取
組として、大府市の
「アダプトプログラム」に登録し、社員全員で清掃ボランティ

40以上の高級会員制リゾートホテル等を運営す

ですが、時間が経つにつれて打ち解け、いろんな話をするようになって楽し

アを行っています。また、愛知県、大府市、花井組の3者のパートナーシップに

る
「リゾートトラスト」の会員であり、社員とそ

かったですね。

より継続的に清掃美化活動を行う「愛・道路パートナーシップ事業」にも参加

の家族はこれらのホテル等を利用できます。

その仲間たちとは今もメールなどで連絡を取り合っていますよ。最終日に

災害に対する備えと災害時における被災箇所の素早い復旧は、地域社会に関わる花井組の最大の使命です。
また、平穏な日常を維持するための取組として、愛知県のパートナーシップ企業※としてパトロール等による防

当社は、
「エクシブシリーズ」を中心に全国

は話し合いをする場も設けられました。最初は緊張して会話も少なかったの

しています。

は将来の夢や展望を作文形式で提出。漠然とした自分の思いが見えてきて、今、
「リゾートトラスト」
：https://www.resorttrust.co.jp

※愛知県安全なまちづくり・交通安全パートナーシップ企業

地域活動やイベントも積極的に応援しています。
毎年開催される大府東浦花火大会や大府市産
業文化まつり等の地域活動やイベントにも積極

国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しています。

和気あいあいと

楽しくやっていける会社︒

的に協賛、参画しています。地域と共に歩む活

当社は、国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しており、若手

動は、今後も花井組の地域・社会貢献の大きな

社員を中心とした研修制度の一環として位置付けています。仲間たちとの出会

テーマであり、大府市の繁栄に向けて一歩一歩

いから始まり、未知の経験や熱い語らいの中で、コミュニケーション能力を磨

確実に取組んでいきます。

き、今後、苦難を乗り越える強さや生きる力を身につけるためのプログラムと
なっています。仕事に取り組む姿勢や人との関わり方など、社会人としての基

大府市等で開催される全国大学女子硬式野球選手権大会を応援しています。

礎を学び、今後光り輝く人財として成長していただくためのきっかけになるこ

「野球｣といえば男子のスポーツと思われがちですが、女子も男子に負けない

とを期待し、このような機会を設けています。

くらい熱く白球を追いかけています。当社では大府市で開催される全国大学女
子公式野球選手権大会を応援すると共に、地域のトップアスリートを目指す人

「会社のある地元の魅力に気づき、このまちで働く喜びを感じています。
」

達も応援することを目指しています。

入社して３年目で研修に参加。動機は単純に“海外に行ける” ということで
した。いざ参加してみると、知多半島のグループがあって船上でのチーム発表
でした。ダンスは踊ったこともなかったので一生懸命に皆と練習を重ねました。

当社は、ワーク・ライフ・バランス
（WLB）を推進する愛知県の
「ファミリー・フレ

なりましたね。

ける会社なんです。たとえば社長や上層部の方々が、楽しくできるような環境を作ってくれる。それ

航海中には教えてもらうことやお世話になることも多々あり、感謝の気持ち

当社は、本社を構える大府市内に社宅を充実させ、社員とその家族が安心し

は仕事場においても日々の会社生活においても、です。もちろん楽しくといっても仕事内容はいい意

が素直に表せるようになりました。船を下りてからも「ありがとう」という言

て豊かに暮らせる生活環境をサポートしています。ここ大府で暮らすことによ

味の緊張感を持って当たるのが鉄則。その上で楽しんで仕事ができるようになったら一人前ですね。

葉が自然に出てきます。感謝の大切さや人との関わり方など、大事なことに気

り職住近接が可能となり、子育て支援や医療、介護、福祉等、大府市の充実し

に気を配りながら無事に終えた時は万歳！ですよ。

M.N 経歴 入社：1988年3月 職種：工事部
（土木）課長

づかせてもらえた8日間だったと思います。この体験を忘れずに花井組で楽し

総務部

N.S さん

た行政サービスも受けることができます。今後も社員とその家族が将来に希望

く仲良く頑張っていきたいと思います。

を持ちながら暮らしていけるように取組を続けていきます。
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14

15

12mm

花井組が地域貢献するために大切にする４つの経営方針
Quality

品質

【 基本方針 】

環境

Environmental
【 基本理念 】

[ 誠意・信頼 ] 安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、

株式会社 花井組は、
「自然環境と調和した、安全で快適な社会基盤・生活 環境の実現」を目標に、常に安全・知識・

地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。

技術の向上に努め、環境負荷の低減・ 環境汚染の防止に配慮した事業活動を行い、地域社会に貢献し信頼される企
業として永続的に発展することを目指します。

【 年度品質目標 】

社員すべてが、ʻ建設サービスマンʼ としての自覚 を持ち、お客様のʻ生涯利益ʼ を最優先に考え、誠意ある仕事で
信頼を勝ち取るとともに価格競争力と提案力を鍛え、さらなる受注拡大を目指す。

【 基本方針 】
1. 環境の保全及び汚染防止を推進する為に、環境マネジメントシステムを構築・運用し、その継続的改善を図る。

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得
品質マネジメントシステム ISO9001取得

2. 事業活動における環境影響を評価し、資源・エネルギーの効率的な利用及び汚染の予防・防止を推進し、
環境負荷の低減に努める。
3. 環境に関連する法規則・協定及び当社が同意するその他の要求事項を遵守する。
4. 環境方針は、全社員及び協力会社に周知徹底すると共に、一般に公開する。
2011年 1月

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得

環境マネジメントシステム ISO14001取得

Health and Safety

安全衛生

Human Resources Development

人材育成

企業は継続的に利益をあげ、投資して改良につなげ、社会に付加価値を提供する、そこで企業の

【 基本理念 】

花井組は「人命の尊重」を最優先し、私たちが、地域社会に貢献するために営む日々の生産過程の中で、志を

存在価値が生まれます。より良い企業になるには何が必要か…花井組という組織を構成する基本

健康」の増進を計る為に、安全で明るく快適な職場環境を確立し、生産性の向上に資する。

はビジネスの基礎知識からセルフマネジメント、各分野の専門的スキルアップなど、いろいろな

同じくする仲間から労働災害による、加害者と被害者を決して作らず、働く一人ひとりの「こころとからだの

となるのは「人」です。人財あってこそ、完成度の高い仕事が成し得ると考えています。当社で
観点からの研修を行っており、今後も社員の育成に関わる人財投資を大切にしていきます。

【 基本方針 】

花井組は、当社の創る営みに携わる全ての人の幸せの為に、
「安全は、思いやりから。
」を基本理念とした安全衛

生活動を展開し、安全で明るく健康的な職場を確立し、生産性の向上に資することとする。ここに、安全衛生基
本方針を表明し実施する。

・一級土木施工管理技士

・二級建築施工管理技士

・二級土木施工管理技士

・一級管工事施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・給水装置工事主任技術者

3. 確実な作業手順を作成し、作業者への指示を徹底するとともに、質の高いＫＹ活動を実施し、労働災害

・一級建築士

・二級管工事施工管理技士 ・測量士

・業務用ドローン操縦士

・二級建築士

・一級造園施工管理技士

・測量士補

・車両系建設機械

・一級建築施工管理技士

・二級造園施工管理技士

・コンクリート技士

・大型特殊

（三大災害）防止に努める。三大災害
（①墜落・転落災害 ②建設機械・クレーン等災害③崩壊・倒壊災害 )

4. 交通ルールを遵守し、交通労働災害の防止に努める。

5mm 7mm

主な取得資格

1. 社員並びに協力会社が一体となり、安全衛生教育の一層の推進を計り、安全衛生意識の高揚に努める。
2. 関連法令・基本ルールを遵守し、店社安全衛生計画に基づき、日々の安全衛生活動を実施する。

2006年 4月

代表取締役 社長

花井

宏基

至学館大学

仕事と生活が調和できる職場環境を目指します。

船上のクラブ活動ではハンドベルをやりました。とても楽しく、いい思い出に

30年間の仕事の中で印象に残っているのは山を切り拓いて道路を拡幅する困難な現場です。安全第一

至学館大学
女子硬式野球部

ワーク・ライフ・バランスの推進

は“ダンスで表現する知多半島の魅力”。それが私にとっては地元の魅力再発見

私は大学の先生に勧められて花井組に入社しました。花井組をひと言でいうなら、楽しくやってい

「中京サテライトクリニック」
https://www.c-stc.or.jp

地域・社会貢献

就職が内定していた３月の初め頃、就職前の事前研修があると聞き、とて

T.N さん

高精度検査が可能な施設で、社員全員が年に１度の検診を行います。
当社が健診を提携しているのは「医療法人 九愛会 中京サテライトクリニック」です。このクリニックは健

社宅を充実させ、社員が家族と安心して暮らせる環境をサポートしています。
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職種：工事部（土木）

12

真剣に仕事に取り組めているのはこの研修に参加できたおかげだと思います。

5mm

入社：1993年4月

福利厚生

人財育成

工事部

7mm

経歴

5mm 7mm

私は2017年に入社しました。花井組の仕事は以前の会社とは違い、大きな責任を伴う仕事が多いた

132mm

S.S

11

5mm 7mm

132mm

ものづくりに興味がある人にとっては

この上なく楽しい場所です︒

経験を積むことで

達成できる夢がある︒

名高山ソーラー施設

中途採用でも仕事も伸び伸び︑

家族の笑顔も作ってくれる会社︒

その働き手をフォローする制度や福利厚生、研修制度を今後もさらに充実させ、

132mm

7mm

職種：工事部（土木）

ひとつとして同じものがない物造りは、生涯をかけて貫く価値がある仕事です。
花井組は地域に根ざす技術者集団であり、一人一人の人財こそが、花井組の誇りです。

132mm

J.S 経歴

・一級建設機械施工管理技士 ・コンクリート診断士

18

8

ンドリー企業」に登録しています。WLBとは、仕事と生活が調和することを意味す
るものです。働きがいのある仕事の実現と、
家事や育児、
趣味や学習、
地域活動といっ
た個々の生活スタイルがより良いバランスであることが、人生の価値を高めていく
ものと考えています。花井組では仕事と生活両面の環境を整え、多様な働き方の選
「大府市の子育て支援サイト」
http://www.city.obu.aichi.jp/

択肢を設けたり、多様な価値観の共有などに努め、WLBの推進を追求しています。

「ファミフレネットあいち」
https://famifure.pref.aichi.jp/index.php
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see table 2

see table 1

Left Type

今もこの先も

地域と共に歩み続けるために

HANAI_corporate_Magaziin

12 改稿

2019-0410

送信日時
①

12/17

16：45

②

1/28

11：51

③

10：00

③

2/1

18：00

④

2/12

10：00

④

2/19

16：00

⑤

2/21

12：00

⑥

2/26

15：00

⑦

3/5

10：00

⑧

3/12

14：00

⑨

⑤

2/25

9：40

⑥

3/6

12：00

⑦

3/12

17：21

⑧

3/13

16：50

⑨

3/13

10：20

⑩

3/15

⑩

3/26

11：50

⑪

3/27

11：00

⑫

⑪

4/4

10：30

⑪

4/10

12：30

追加修正・校正直し日時
①

1/17

17：15

校了日時

②

1/31

2/12

11：45

12：04

担当者様

※お手数ですが、
校了の際はPDF 機能で校了日時・担当者様を明記いただき、ご返信の方お願いいたします。

本

社

〒474-0022 愛知県大府市若草町二丁目170番地
Tel：0562-48-2268 Fax：0562-46-8120

東郷営業所

〒470-0165 愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
Tel：0561-38-2317

豊明営業所

〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地
スパークシティ
・ポルト503 Tel：0562-98-1711

名高山事業所

〒474−0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
Tel：0562-38-5523 Fax：0562-38-5543

20190419

24mm

12mm

24mm

企業情報
会社概要

カ タ カ ナ「 ハ 」
「 ナ 」で 構 成 さ れ た 井 桁 マ ー ク
自然・お客様・協力会社・花井組（オレンジ）を４つの「ナ」で表してい

社

ジし、
右回りのデザインになっています。

本
社
営 業 所

ます。この４つのつながりを大切にして、経営の循環・持続をイメー

設
業
方

母なる大 地・土や水への畏敬の念を忘れずに、

132mm

名

人間の英知を融和させた建設土木の仕事。

立
種
針

資 本 金
社 員 数

当社は創業以来85年、地域の安全・安心を支える担い手として土木建設業に邁進して参りました。

沿革
1933年（昭和８年）８月
1949年（昭和24年）10月
1958年（昭和33年）８月

株式会社 花井組
愛知県大府市若草町 二丁目170番地
東 郷 営 業 所：愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
豊 明 営 業 所：愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
名高山事業所：愛知県大府市横根町名高山18-2

1974年（昭和49年）８月
1975年（昭和50年）10月
1996年（平成８年）３月
1996年（平成 ８年）４月

1958年（昭和33年）8月1日
土木・建築・舗装・造園・水道工事
【誠意・信頼】
安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、
地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。
5,000万円
47名（男性45名 女性2名）（2018年6月30日現在）

2001年（平成13年）11月
2003年（平成15年）６月
2006年（平成18年）４月
2010年（平成22年）６月
2011年（平成23年）７月
2017年（平成29年）６月

私たち建設業の仕事は決して華やかではありませんが、縁の下の力持ちのような存在です。道路や
河川、上下水道、橋梁、公園、宅地など、手掛けるものは多岐にわたり、こうした地域のインフラ整備や
組

維持管理に関する仕事を通じて地域社会の発展と人々の暮らしを支えていると自負しております。

地域社会─それはまさしく人々の暮らしの拠り所であり、地場産業など経済を支える場所。豊かで
幸福な地域社会を造り支えるために、私たちは品質の向上や技術の鍛練、先進技術の導入など、成長

社

長

会

長

主要取引先

図
常

務

技術・安全顧問
総務部

するための努力を怠りません。かつて伊勢湾台風の折に、現場から命からがら逃げる途中で多くの

営業部

人々を助けたというエピソードが当社に残されています。
これは仕事そのものの話ではありませんが、

工事部

"人々の役に立ったという喜び"こそが、私たちの仕事の原点となる魂だと、教訓として語り継がれて
います。

売上構成

自然は恩恵をもたらしてくれると同時に脅威となることもあります。自然に対し畏敬の念を持っ
て仕事にあたるのが、当社の信念であり、創業以来、変わることのない哲学です。

建

築

東郷営業所

名高山事業所

工事資格者

（2018 年現在）

一級建築士…………………………… 2 人

下請工事 8%

一級土木施工管理技士…………… ２４人

所在地
本

社

〒474-0022

柊山町一丁目

中央町一丁目

一級造園施工管理技士……………… ４人

大府市役所前

253

大倉公園

大府市役所
大倉公園南
市役所前

二級土木施工管理技士……………… ４人

向畑公園

二級建築施工管理技士……………… ３人

I.C

桃山町五丁目

155

大府郵便局
地蔵院前
瀬川
石ヶ

二級造園施工管理技士……………… ３人

大府駅前

東口

大府

西口

中央町三丁目

二級管工事施工管理技士…………… １人

消

グリーンプラザ大府

知多半島道路 大府 I.C より約 20 分

若草町三丁目

伊勢湾岸道路 豊明 I.C より約 15 分

246

国道 2 3 号線 共和 I.C より約 15 分

中央町７丁目

代表取締役 社長

営 業 所

花井 宏基

東郷営業所

愛知県愛知郡東郷町清水四丁目 3-10
TEL：0561-38-2317
豊 明 営 業 所 〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
TEL：0562-98-1711
名高山事業所 〒474-0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
TEL：0562-38-5523

所属団体
日本SPR工法協会
光硬化工法協会
7mm
5mm

HySPEED工法

http://hyspeed.co.jp/network/

http://www.lcr.gr.jp

〒470-0165

3

2

1

http://www.spr.gr.jp

JR 東海 大府駅より徒歩約５分
■お車をご利用の場合

50

中央町７町目北

■公共交通機関をご利用の場合

大府消防署

線
南
碧
屋
古
名

経験を活かし、地域社会に貢献したいと考えております。

大府市立大府小学校
文

文

愛知県立桃陵高校

一級管工事施工管理技士…………… １人
公共工事 73%

至有松 I.C

桃山二丁目

線
道本
東海

今後も社員が個々の能力を最大限発揮できる環境を整え、私たちが長年培ってきた優れた技術と

愛知県大府市若草町 二丁目 170 番地
TEL：0562-48-2268（代） FAX：0562-46-8120

至共和

一級建築施工管理技士……………… ５人
民間工事 19%

【民間団体】
愛知道路コンセッション（株）
日鉄エンジニアリング（株）
日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株）
（株）名機製作所
東洋インダストリー（株）
サーラ住宅（株）
積和建設中部（株）

至豊明

の推進など、花井組ならではの取り組みを進めております。

社

【地方公共団体】
愛知県 建設局 / 知多建設事務所 / 衣浦港務所 /
農林水産局 / 知多農林水産事務所 /
企業庁 / 愛知用水水道事務所 /
愛知県道路公社
大府市、東郷町
【公社、独立行政法人等】
愛知県道路公社 / 愛知用水土地改良区 /
水資源機構 愛知用水総合管理所 / 日本下水道事業団 /
あいち知多農業協同組合 / 愛知県経済農業協同組合連合会 /
大府市内及び近隣の土地区画整理組合

豊明営業所

（直近 3 年間平均）

衛生確保をはじめ、安心できる就業・雇用環境、人財育成、福利厚生の充実、ワーク・ライフ・バランス
132mm

木

本

直近 3 年間平均完工高（2018 年現在）

売上構成比率
年間完工高 23 億円

いい仕事をするためには、社員が心身ともに健康な状態であることが不可欠です。現場の安全・

土

…………………………………………………

その自負は、すべての社員の誇りとするところです。

織

花井郁次により花井組を創業
愛知県知事登録、建設業登録
組織変更し資本金1,000万円で株式会社花井組を設立
同年同月、花井勝美が代表取締役社長に就任
資本金を3,020万円に増資
株式会社花井組の本社社屋を大府市若草町に竣工
名古屋中小企業投資育成㈱より出資を受け資本金5,000万円に増資
花井廣海、代表取締役社長に就任
同年、花井勝美 会長就任
ISO 9001：1994を取得
ISO 9001：2000に移行
花井宏基 代表取締役社長に就任
同年、花井廣海が副会長就任
ISO 9001:2008に移行
ISO 14001：2000 取得
ISO 9001、ISO 14001を統合 ISO 2015へ移行
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5mm 7mm

5mm 7mm

12mm

土木事業

創業から花井組を支えてきた基幹事業です。

国土を整えて守り、
人々の暮らしや産業を支える
《縁の
下の力持ち》それが土木の仕事です。
当社もそんな思いか
ら始まり、小さな現場から大きな現場まで全力で取組み
85年、地域の生活向上と安全安心のために寄与してきま
した。
日本は地域の集合体で成り立っていますが、
花井組
はこの地域の守り手という自負を持つ技術者集団です。

舗装工事

土木の仕事は、道路、上下水道、河川、公園・宅地造成な
ど、地域経済や日々の生活を支える多くのインフラに携
わっています。
また、
防災や災害復旧など、
地域の安全な暮
らしを守るための重要な役割も担っています。
花井組は地
域のニーズに応えるべく、
技術向上や新たなノウハウ構築
に日々邁進しています。

Business Guide

新たな視点に立って、取り組んでいます。

土木事業に付帯・関連した建築ニーズの増加に応える
ため、建築の専門スタッフを更に充実させ、工場や事務
所、文化施設、公共施設などを手掛けています。
近年、特に公共施設において、社会的動向や地域ニー
ズに応えるため施設の在り方が変化しており、土木・建

築の垣根を越えて多種多様な施設・用途を複合的に整備
する機会が増えています。また、これらを機能性、効率性、
経済性を担保しながら実現していくことが同時に求めら
れています。当社もこれに応えるため、土木・建築の連携
を図りながら新たな視点で取り組んでいます。

完成年度：2011年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事 市道1016号線
工事場所：大府市共和町

132mm

進化する花井組の事業

建築事業

完成年度：2016年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）一般国道155号
（誰もが働きやすい現場環境整備工事）
工事場所：東海市加木屋町

河川工事

完成年度：2016年度 ※優良工事表彰
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：中小河川改良工事（交付金・全国防災）
2号工 二級河川 天白川
工事場所：東海市南柴田町

上下水道工事

一般土木工事

建築工事

完成年度：2018年度
発 注 者：地方共同法人 日本下水道事業団
工 事 名：みよし市福田第２雨水ポンプ場建設工事
（共同企業体）
工事場所：みよし市福田町

完成年度：2018年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：街路改良工事（交付金）3・3・18 大府東浦線
工事場所：大府市大府町

完成年度：2018年度（写真左側）
発注者：大府市水道事業
工事名：第2配水池耐震化工事 長草配水場
工事場所：大府市長草町
完成年度：2015年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）主要地方道
瀬戸大府東海線
工事場所：大府市北崎町

完成年度：2007年度（写真右側）
発注者：大府市水道事業
工事名：長草配水場建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市長草町

完成年度：2015年度
発 注 者：大府市
工 事 名：公共下水道事業管渠布設工事
雨水支線9001
（川池バイパス水路その1工事）
工事場所：大府市若草町

完成年度：2014年度
発 注 者：東部知多衛生組合
工 事 名：最終処分場土木施設建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市大東町（大東最終処分場）

完成年度：2009年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事
工事場所：大府市明成町
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完成年度：2018年度
発注者：日鉄エンジニアリング（株）
工事名：東部知多衛生組合
ごみ処理施設建設工事（共同企業体）
工事場所：東浦町大字森岡

完成年度：2018年度
発 注 者：大府市
工 事 名：大府市発達支援センターみのり建設工事

(建築) 発達支援センター「みのり」
工事場所：大府市森岡町

造成工事

市道明成深廻間線

7mm

6

完成年度：2011年度
発 注 者：愛知県企業庁
工 事 名：内陸用地造成事業
大府木の山地区整地工事
工事場所：大府市共和町

7

5mm

完成年度：2013年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：薬草園整備事業の内
薬草園建築・土木工事
工事場所：大府市吉田町
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5mm 7mm

7mm 5mm

12mm

PFI 事業

地域に貢献し、地域と共に成長を目指します。

PFI事業とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手
法です。当社が現在行っているPFI事業は「おおぶ文化交
流の杜図書館」です。
「おおぶ文化交流の杜図書館」整備・
運営事業には、当社を含む７社で立ち上げたグループ

その他事業

企業（SPC）として参画し、2011年の事業契約締結後、建
設工事とその後の15年間の運営に携わっています。
花井組は大府市に拠点を構え、常日頃から地域貢献、地
域づくりを理念とする企業です。このPFI事業を皮切りに
様々なPPP/PFI事業に参加したいと考えています。

今も、これからも、受け継がれていく花井組スピリット

将来を見据え、他の事業にも取り組んでいます。

当社は、土木・建築・PFI事業を主として手掛けていま
すが、将来を見据えて他の事業も取り組んでいます。
現在は「アスファルトプラント運営」
「 所有地の有効利
用」を展開しています。

これらの事業を通して、花井組の命題である“地域の安心・
安全・発展”にさらに貢献することができると確信しています。

30代で花井組に中途入社。花井組に決めた理由は、転勤が無く家族を側に置きながら、安定した仕
事ができるからです。私自身、他県から職場を変えましたが、新しい環境でも、不安もなく日々、仕

建設業界の仕事は決して楽なものではありません。責任も重大です。

事に集中できていると思います。これからはとにかく仕事を覚え、自分自身のモチベーションを上げ
るとともに、新しい資格を取得し、一日も早く現場を任され、責任ある仕事をしたいと思っています。

でも、だからこそ、大きなやりがいがあるのです。熱意と努力が生み出す結果は、

■アスファルトプラント運営
■所有地の有効利用

ここ大府に根を張って仕事が出来るって、家族みんなの笑顔になりますよね。それが入って一番感
謝していることですね。

地域社会や人々の基盤を支え、豊かな生活へつながっていくと信じています。

アスファルトプラント運営

入社：2018年1月

これからも安心して力を発揮できる職場を目指します。
8mm

長い年月をかけて培われた経験や技術を受け継ぎ、
「いい仕事」とともに「充実した人生を謳歌する」
、それが花井組の信念です。
花井組のスピリットを受け継ぐ精鋭の声を紹介します。

8.5mm

所有地の有効利用

完成年度：2016年度

完成年度：2014年度
発 注 者：大府市
事 業 名：おおぶ文化交流の杜 allobu
整備・運営事業
住
所：大府市柊山町

5mm

ハーベストムーン
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完成年度：2015年度

完成年度：2017年度

ブルースター
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父が営む会社は花井組の協力会社なので、花井組の仕事に興味があり入社しました。今は先輩方の

高校が土木関係だったので、就職は地元の土木会社にと決めており、学校の勧めもあって花井組に

下で勉強を重ねているところです。将来的には一級土木施工管理技士の資格をはじめ、水道関係すべ

入社しました。私は地元の土木で地域に貢献したいと思っていたので、地域密着型の花井組は理想的

ての資格を取りたいと考えています。花井組にいる間に区画整理や経験したことのない現場などを体

でした。私は人づきあいが得意ではありませんでしたが、花井組に入って25年、随分変わったと思い

験してノウハウを身に付けたいと思います。いつか実家の会社へ戻って、花井組と一緒に仕事するの

ます。現場での仕事をスムーズに進めるにはコミュニケーションが不可欠。私は現場第一と考えてい

が夢。現場はキツいですが、地元の役に立つという自負もあるし、やり遂げた時の達成感は格別です。

ますので、知らず知らずその中で鍛練されたのでしょう。原点は好きなものづくりへの情熱。それによっ

花井組に入って悔いはない、と断言できますね。

て育てられた仕事の「おかげさま」です。

T.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部
（土木）

め最初は困難なこともありましたが、周りに協力、応援していただきながら何とか乗り越えられました。
1年経ってようやく軌道にのることができたかな、と感じています。仕事のレベルが上がれば自分
自身のレベルアップもしなければなりませんから、日々勉強ですね。個々人の力が要求される仕事な
ので、いち早く一人前になれるように一生懸命頑張っています。この仕事には我慢強さとやる気が必要。
そんな気概を持って入ってくれる若者に期待！

H.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部（建築）

仕事以外でも家族みんなが笑顔になる地域密着型「わーくりい知多」の会員に登録しています。

新入社員を対象とした「就職前準備研修」を設けています。
社会人としての心構え、ビジネスマナーの習得をめざし

知多半島の中小企業勤労者の福利厚生を担う組織「わーくりい知多」は、「互

てもらうために、富士教育研修センターでの２泊３日の「就

助の精神」を基本理念とし、知多5市5町の行政、労働福祉団体などが協力して

職前準備研修」に参加していただいています。建設産業に

設立されたもので、当社も登録しており社員全員が利用できます。主に、福利

対する理解を深め、同世代の連帯感や入社前の不安を解消

厚生事業や共済給付事業などを提供しており、多くのサービスは社員の同居家

していただき、一日も早く現場で活躍できるよう本研修を

族も利用できる仕組みとなっています。利用サービスは、提携施設の利用助成、

取り入れています。

宿泊補助、コンサートや観劇、通信講座の割引など、多種多様です。

康診断専門施設として1986年に開設され、MRI、マンモグラフィ̶、内視鏡など様々な充実した検査機器を
揃え、信頼できる医師とスタッフが高精度の検査を行っています。
また解りやすい説明と必要な情報を提供しており、安心して検査が受けられ
ます。当社では社員全員が年に１度、このクリニックで人間ドックを受けてい
ます。たとえば脳ドックや癌検診など、メニューにはないものでもオプション
で受けることができます。

苦労は自分の

レベルアップにつながる︒

「社会人として働く意識を変えるきっかけになりました。」

地域・社会に貢献するための花井組の役割とは…。

も興味を持ちました。入社前でまだ何もわかっていない状態でしたから。2泊

「わーくりい知多」
： https://workly.jp/

3日での研修でしたが業種にはあまり関係なく、社会人としての基本的マナー

高級会員制リゾートホテル「リゾートトラスト」の会員です。

とは…というところから始まりました。仕事をする上での心構え・姿勢とかコ
ミュニケーションの大切さとか、みっちり3日間かけて教わりました。研修で

犯や交通安全に関する活動を行っています。さらに地域の美しい景観を守る取
組として、大府市の
「アダプトプログラム」に登録し、社員全員で清掃ボランティ

40以上の高級会員制リゾートホテル等を運営す

ですが、時間が経つにつれて打ち解け、いろんな話をするようになって楽し

アを行っています。また、愛知県、大府市、花井組の3者のパートナーシップに

る
「リゾートトラスト」の会員であり、社員とそ

かったですね。

より継続的に清掃美化活動を行う「愛・道路パートナーシップ事業」にも参加

の家族はこれらのホテル等を利用できます。

その仲間たちとは今もメールなどで連絡を取り合っていますよ。最終日に

災害に対する備えと災害時における被災箇所の素早い復旧は、地域社会に関わる花井組の最大の使命です。
また、平穏な日常を維持するための取組として、愛知県のパートナーシップ企業※としてパトロール等による防

当社は、
「エクシブシリーズ」を中心に全国

は話し合いをする場も設けられました。最初は緊張して会話も少なかったの

しています。

は将来の夢や展望を作文形式で提出。漠然とした自分の思いが見えてきて、今、
「リゾートトラスト」
：https://www.resorttrust.co.jp

※愛知県安全なまちづくり・交通安全パートナーシップ企業

地域活動やイベントも積極的に応援しています。
毎年開催される大府東浦花火大会や大府市産
業文化まつり等の地域活動やイベントにも積極

国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しています。

和気あいあいと

楽しくやっていける会社︒

的に協賛、参画しています。地域と共に歩む活

当社は、国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しており、若手

動は、今後も花井組の地域・社会貢献の大きな

社員を中心とした研修制度の一環として位置付けています。仲間たちとの出会

テーマであり、大府市の繁栄に向けて一歩一歩

いから始まり、未知の経験や熱い語らいの中で、コミュニケーション能力を磨

確実に取組んでいきます。

き、今後、苦難を乗り越える強さや生きる力を身につけるためのプログラムと
なっています。仕事に取り組む姿勢や人との関わり方など、社会人としての基

大府市等で開催される全国大学女子硬式野球選手権大会を応援しています。

礎を学び、今後光り輝く人財として成長していただくためのきっかけになるこ

「野球｣といえば男子のスポーツと思われがちですが、女子も男子に負けない

とを期待し、このような機会を設けています。

くらい熱く白球を追いかけています。当社では大府市で開催される全国大学女
子公式野球選手権大会を応援すると共に、地域のトップアスリートを目指す人

「会社のある地元の魅力に気づき、このまちで働く喜びを感じています。
」

達も応援することを目指しています。

入社して３年目で研修に参加。動機は単純に“海外に行ける” ということで
した。いざ参加してみると、知多半島のグループがあって船上でのチーム発表
でした。ダンスは踊ったこともなかったので一生懸命に皆と練習を重ねました。

当社は、ワーク・ライフ・バランス
（WLB）を推進する愛知県の
「ファミリー・フレ

なりましたね。

ける会社なんです。たとえば社長や上層部の方々が、楽しくできるような環境を作ってくれる。それ

航海中には教えてもらうことやお世話になることも多々あり、感謝の気持ち

当社は、本社を構える大府市内に社宅を充実させ、社員とその家族が安心し

は仕事場においても日々の会社生活においても、です。もちろん楽しくといっても仕事内容はいい意

が素直に表せるようになりました。船を下りてからも「ありがとう」という言

て豊かに暮らせる生活環境をサポートしています。ここ大府で暮らすことによ

味の緊張感を持って当たるのが鉄則。その上で楽しんで仕事ができるようになったら一人前ですね。

葉が自然に出てきます。感謝の大切さや人との関わり方など、大事なことに気

り職住近接が可能となり、子育て支援や医療、介護、福祉等、大府市の充実し

に気を配りながら無事に終えた時は万歳！ですよ。

M.N 経歴 入社：1988年3月 職種：工事部
（土木）課長

づかせてもらえた8日間だったと思います。この体験を忘れずに花井組で楽し

総務部

N.S さん

た行政サービスも受けることができます。今後も社員とその家族が将来に希望

く仲良く頑張っていきたいと思います。

を持ちながら暮らしていけるように取組を続けていきます。
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12mm

花井組が地域貢献するために大切にする４つの経営方針
Quality

品質

【 基本方針 】

環境

Environmental
【 基本理念 】

[ 誠意・信頼 ] 安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、

株式会社 花井組は、
「自然環境と調和した、安全で快適な社会基盤・生活 環境の実現」を目標に、常に安全・知識・

地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。

技術の向上に努め、環境負荷の低減・ 環境汚染の防止に配慮した事業活動を行い、地域社会に貢献し信頼される企
業として永続的に発展することを目指します。

【 年度品質目標 】

社員すべてが、ʻ建設サービスマンʼ としての自覚 を持ち、お客様のʻ生涯利益ʼ を最優先に考え、誠意ある仕事で
信頼を勝ち取るとともに価格競争力と提案力を鍛え、さらなる受注拡大を目指す。

【 基本方針 】
1. 環境の保全及び汚染防止を推進する為に、環境マネジメントシステムを構築・運用し、その継続的改善を図る。

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得
品質マネジメントシステム ISO9001取得

2. 事業活動における環境影響を評価し、資源・エネルギーの効率的な利用及び汚染の予防・防止を推進し、
環境負荷の低減に努める。
3. 環境に関連する法規則・協定及び当社が同意するその他の要求事項を遵守する。
4. 環境方針は、全社員及び協力会社に周知徹底すると共に、一般に公開する。
2011年 1月

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得

環境マネジメントシステム ISO14001取得

Health and Safety

安全衛生

Human Resources Development

人材育成

企業は継続的に利益をあげ、投資して改良につなげ、社会に付加価値を提供する、そこで企業の

【 基本理念 】

花井組は「人命の尊重」を最優先し、私たちが、地域社会に貢献するために営む日々の生産過程の中で、志を

存在価値が生まれます。より良い企業になるには何が必要か…花井組という組織を構成する基本

健康」の増進を計る為に、安全で明るく快適な職場環境を確立し、生産性の向上に資する。

はビジネスの基礎知識からセルフマネジメント、各分野の専門的スキルアップなど、いろいろな

同じくする仲間から労働災害による、加害者と被害者を決して作らず、働く一人ひとりの「こころとからだの

となるのは「人」です。人財あってこそ、完成度の高い仕事が成し得ると考えています。当社で
観点からの研修を行っており、今後も社員の育成に関わる人財投資を大切にしていきます。

【 基本方針 】

花井組は、当社の創る営みに携わる全ての人の幸せの為に、
「安全は、思いやりから。
」を基本理念とした安全衛

生活動を展開し、安全で明るく健康的な職場を確立し、生産性の向上に資することとする。ここに、安全衛生基
本方針を表明し実施する。

・一級土木施工管理技士

・二級建築施工管理技士

・二級土木施工管理技士

・一級管工事施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・給水装置工事主任技術者

3. 確実な作業手順を作成し、作業者への指示を徹底するとともに、質の高いＫＹ活動を実施し、労働災害

・一級建築士

・二級管工事施工管理技士 ・測量士

・業務用ドローン操縦士

・二級建築士

・一級造園施工管理技士

・測量士補

・車両系建設機械

・一級建築施工管理技士

・二級造園施工管理技士

・コンクリート技士

・大型特殊

（三大災害）防止に努める。三大災害
（①墜落・転落災害 ②建設機械・クレーン等災害③崩壊・倒壊災害 )

4. 交通ルールを遵守し、交通労働災害の防止に努める。

5mm 7mm

主な取得資格

1. 社員並びに協力会社が一体となり、安全衛生教育の一層の推進を計り、安全衛生意識の高揚に努める。
2. 関連法令・基本ルールを遵守し、店社安全衛生計画に基づき、日々の安全衛生活動を実施する。

2006年 4月

代表取締役 社長

花井

宏基

至学館大学

仕事と生活が調和できる職場環境を目指します。

船上のクラブ活動ではハンドベルをやりました。とても楽しく、いい思い出に

30年間の仕事の中で印象に残っているのは山を切り拓いて道路を拡幅する困難な現場です。安全第一

至学館大学
女子硬式野球部

ワーク・ライフ・バランスの推進

は“ダンスで表現する知多半島の魅力”。それが私にとっては地元の魅力再発見

私は大学の先生に勧められて花井組に入社しました。花井組をひと言でいうなら、楽しくやってい

「中京サテライトクリニック」
https://www.c-stc.or.jp

地域・社会貢献

就職が内定していた３月の初め頃、就職前の事前研修があると聞き、とて

T.N さん

高精度検査が可能な施設で、社員全員が年に１度の検診を行います。
当社が健診を提携しているのは「医療法人 九愛会 中京サテライトクリニック」です。このクリニックは健

社宅を充実させ、社員が家族と安心して暮らせる環境をサポートしています。
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職種：工事部（土木）

12

真剣に仕事に取り組めているのはこの研修に参加できたおかげだと思います。

5mm

入社：1993年4月

福利厚生

人財育成

工事部

7mm

経歴

5mm 7mm

私は2017年に入社しました。花井組の仕事は以前の会社とは違い、大きな責任を伴う仕事が多いた

132mm

S.S

11

5mm 7mm

132mm

ものづくりに興味がある人にとっては

この上なく楽しい場所です︒

経験を積むことで

達成できる夢がある︒

名高山ソーラー施設

中途採用でも仕事も伸び伸び︑

家族の笑顔も作ってくれる会社︒

その働き手をフォローする制度や福利厚生、研修制度を今後もさらに充実させ、

132mm

7mm

職種：工事部（土木）

ひとつとして同じものがない物造りは、生涯をかけて貫く価値がある仕事です。
花井組は地域に根ざす技術者集団であり、一人一人の人財こそが、花井組の誇りです。

132mm

J.S 経歴

・一級建設機械施工管理技士 ・コンクリート診断士

18

8

ンドリー企業」に登録しています。WLBとは、仕事と生活が調和することを意味す
るものです。働きがいのある仕事の実現と、
家事や育児、
趣味や学習、
地域活動といっ
た個々の生活スタイルがより良いバランスであることが、人生の価値を高めていく
ものと考えています。花井組では仕事と生活両面の環境を整え、多様な働き方の選
「大府市の子育て支援サイト」
http://www.city.obu.aichi.jp/

択肢を設けたり、多様な価値観の共有などに努め、WLBの推進を追求しています。

「ファミフレネットあいち」
https://famifure.pref.aichi.jp/index.php

16

see table 2

see table 1

Left Type

今もこの先も

地域と共に歩み続けるために

HANAI_corporate_Magaziin

12 改稿

2019-0410

送信日時
①

12/17

16：45

②

1/28

11：51

③

10：00

③

2/1

18：00

④

2/12

10：00

④

2/19

16：00

⑤

2/21

12：00

⑥

2/26

15：00

⑦

3/5

10：00

⑧

3/12

14：00

⑨

⑤

2/25

9：40

⑥

3/6

12：00

⑦

3/12

17：21

⑧

3/13

16：50

⑨

3/13

10：20

⑩

3/15

⑩

3/26

11：50

⑪

3/27

11：00

⑫

⑪

4/4

10：30

⑪

4/10

12：30

追加修正・校正直し日時
①

1/17

17：15

校了日時

②

1/31

2/12

11：45

12：04

担当者様

※お手数ですが、
校了の際はPDF 機能で校了日時・担当者様を明記いただき、ご返信の方お願いいたします。

本

社

〒474-0022 愛知県大府市若草町二丁目170番地
Tel：0562-48-2268 Fax：0562-46-8120

東郷営業所

〒470-0165 愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
Tel：0561-38-2317

豊明営業所

〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地
スパークシティ
・ポルト503 Tel：0562-98-1711

名高山事業所

〒474−0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
Tel：0562-38-5523 Fax：0562-38-5543

20190419

24mm

12mm

24mm

企業情報
会社概要

カ タ カ ナ「 ハ 」
「 ナ 」で 構 成 さ れ た 井 桁 マ ー ク
自然・お客様・協力会社・花井組（オレンジ）を４つの「ナ」で表してい

社

ジし、
右回りのデザインになっています。

本
社
営 業 所

ます。この４つのつながりを大切にして、経営の循環・持続をイメー

設
業
方

母なる大 地・土や水への畏敬の念を忘れずに、

132mm

名

人間の英知を融和させた建設土木の仕事。

立
種
針

資 本 金
社 員 数

当社は創業以来85年、地域の安全・安心を支える担い手として土木建設業に邁進して参りました。

沿革
1933年（昭和８年）８月
1949年（昭和24年）10月
1958年（昭和33年）８月

株式会社 花井組
愛知県大府市若草町 二丁目170番地
東 郷 営 業 所：愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
豊 明 営 業 所：愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
名高山事業所：愛知県大府市横根町名高山18-2

1974年（昭和49年）８月
1975年（昭和50年）10月
1996年（平成８年）３月
1996年（平成 ８年）４月

1958年（昭和33年）8月1日
土木・建築・舗装・造園・水道工事
【誠意・信頼】
安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、
地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。
5,000万円
47名（男性45名 女性2名）（2018年6月30日現在）

2001年（平成13年）11月
2003年（平成15年）６月
2006年（平成18年）４月
2010年（平成22年）６月
2011年（平成23年）７月
2017年（平成29年）６月

私たち建設業の仕事は決して華やかではありませんが、縁の下の力持ちのような存在です。道路や
河川、上下水道、橋梁、公園、宅地など、手掛けるものは多岐にわたり、こうした地域のインフラ整備や
組

維持管理に関する仕事を通じて地域社会の発展と人々の暮らしを支えていると自負しております。

地域社会─それはまさしく人々の暮らしの拠り所であり、地場産業など経済を支える場所。豊かで
幸福な地域社会を造り支えるために、私たちは品質の向上や技術の鍛練、先進技術の導入など、成長

社

長

会

長

主要取引先

図
常

務

技術・安全顧問
総務部

するための努力を怠りません。かつて伊勢湾台風の折に、現場から命からがら逃げる途中で多くの

営業部

人々を助けたというエピソードが当社に残されています。
これは仕事そのものの話ではありませんが、

工事部

"人々の役に立ったという喜び"こそが、私たちの仕事の原点となる魂だと、教訓として語り継がれて
います。

売上構成

自然は恩恵をもたらしてくれると同時に脅威となることもあります。自然に対し畏敬の念を持っ
て仕事にあたるのが、当社の信念であり、創業以来、変わることのない哲学です。

建

築

東郷営業所

名高山事業所

工事資格者

（2018 年現在）

一級建築士…………………………… 2 人

下請工事 8%

一級土木施工管理技士…………… ２４人

所在地
本

社

〒474-0022

柊山町一丁目

中央町一丁目

一級造園施工管理技士……………… ４人

大府市役所前

253

大倉公園

大府市役所
大倉公園南
市役所前

二級土木施工管理技士……………… ４人

向畑公園

二級建築施工管理技士……………… ３人

I.C

桃山町五丁目

155

大府郵便局
地蔵院前
瀬川
石ヶ

二級造園施工管理技士……………… ３人

大府駅前

東口

大府

西口

中央町三丁目

二級管工事施工管理技士…………… １人

消

グリーンプラザ大府

知多半島道路 大府 I.C より約 20 分

若草町三丁目

伊勢湾岸道路 豊明 I.C より約 15 分

246

国道 2 3 号線 共和 I.C より約 15 分

中央町７丁目

代表取締役 社長

営 業 所

花井 宏基

東郷営業所

愛知県愛知郡東郷町清水四丁目 3-10
TEL：0561-38-2317
豊 明 営 業 所 〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
TEL：0562-98-1711
名高山事業所 〒474-0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
TEL：0562-38-5523

所属団体
日本SPR工法協会
光硬化工法協会
7mm
5mm

HySPEED工法

http://hyspeed.co.jp/network/

http://www.lcr.gr.jp

〒470-0165

3

2

1

http://www.spr.gr.jp

JR 東海 大府駅より徒歩約５分
■お車をご利用の場合

50

中央町７町目北

■公共交通機関をご利用の場合

大府消防署

線
南
碧
屋
古
名

経験を活かし、地域社会に貢献したいと考えております。

大府市立大府小学校
文

文

愛知県立桃陵高校

一級管工事施工管理技士…………… １人
公共工事 73%

至有松 I.C

桃山二丁目

線
道本
東海

今後も社員が個々の能力を最大限発揮できる環境を整え、私たちが長年培ってきた優れた技術と

愛知県大府市若草町 二丁目 170 番地
TEL：0562-48-2268（代） FAX：0562-46-8120

至共和

一級建築施工管理技士……………… ５人
民間工事 19%

【民間団体】
愛知道路コンセッション（株）
日鉄エンジニアリング（株）
日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株）
（株）名機製作所
東洋インダストリー（株）
サーラ住宅（株）
積和建設中部（株）

至豊明

の推進など、花井組ならではの取り組みを進めております。

社

【地方公共団体】
愛知県 建設局 / 知多建設事務所 / 衣浦港務所 /
農林水産局 / 知多農林水産事務所 /
企業庁 / 愛知用水水道事務所 /
愛知県道路公社
大府市、東郷町
【公社、独立行政法人等】
愛知県道路公社 / 愛知用水土地改良区 /
水資源機構 愛知用水総合管理所 / 日本下水道事業団 /
あいち知多農業協同組合 / 愛知県経済農業協同組合連合会 /
大府市内及び近隣の土地区画整理組合

豊明営業所

（直近 3 年間平均）

衛生確保をはじめ、安心できる就業・雇用環境、人財育成、福利厚生の充実、ワーク・ライフ・バランス
132mm

木

本

直近 3 年間平均完工高（2018 年現在）

売上構成比率
年間完工高 23 億円

いい仕事をするためには、社員が心身ともに健康な状態であることが不可欠です。現場の安全・

土

…………………………………………………

その自負は、すべての社員の誇りとするところです。

織

花井郁次により花井組を創業
愛知県知事登録、建設業登録
組織変更し資本金1,000万円で株式会社花井組を設立
同年同月、花井勝美が代表取締役社長に就任
資本金を3,020万円に増資
株式会社花井組の本社社屋を大府市若草町に竣工
名古屋中小企業投資育成㈱より出資を受け資本金5,000万円に増資
花井廣海、代表取締役社長に就任
同年、花井勝美 会長就任
ISO 9001：1994を取得
ISO 9001：2000に移行
花井宏基 代表取締役社長に就任
同年、花井廣海が副会長就任
ISO 9001:2008に移行
ISO 14001：2000 取得
ISO 9001、ISO 14001を統合 ISO 2015へ移行

4

5mm 7mm

5mm 7mm

12mm

土木事業

創業から花井組を支えてきた基幹事業です。

国土を整えて守り、
人々の暮らしや産業を支える
《縁の
下の力持ち》それが土木の仕事です。
当社もそんな思いか
ら始まり、小さな現場から大きな現場まで全力で取組み
85年、地域の生活向上と安全安心のために寄与してきま
した。
日本は地域の集合体で成り立っていますが、
花井組
はこの地域の守り手という自負を持つ技術者集団です。

舗装工事

土木の仕事は、道路、上下水道、河川、公園・宅地造成な
ど、地域経済や日々の生活を支える多くのインフラに携
わっています。
また、
防災や災害復旧など、
地域の安全な暮
らしを守るための重要な役割も担っています。
花井組は地
域のニーズに応えるべく、
技術向上や新たなノウハウ構築
に日々邁進しています。

Business Guide

新たな視点に立って、取り組んでいます。

土木事業に付帯・関連した建築ニーズの増加に応える
ため、建築の専門スタッフを更に充実させ、工場や事務
所、文化施設、公共施設などを手掛けています。
近年、特に公共施設において、社会的動向や地域ニー
ズに応えるため施設の在り方が変化しており、土木・建

築の垣根を越えて多種多様な施設・用途を複合的に整備
する機会が増えています。また、これらを機能性、効率性、
経済性を担保しながら実現していくことが同時に求めら
れています。当社もこれに応えるため、土木・建築の連携
を図りながら新たな視点で取り組んでいます。

完成年度：2011年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事 市道1016号線
工事場所：大府市共和町

132mm

進化する花井組の事業

建築事業

完成年度：2016年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）一般国道155号
（誰もが働きやすい現場環境整備工事）
工事場所：東海市加木屋町

河川工事

完成年度：2016年度 ※優良工事表彰
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：中小河川改良工事（交付金・全国防災）
2号工 二級河川 天白川
工事場所：東海市南柴田町

上下水道工事

一般土木工事

建築工事

完成年度：2018年度
発 注 者：地方共同法人 日本下水道事業団
工 事 名：みよし市福田第２雨水ポンプ場建設工事
（共同企業体）
工事場所：みよし市福田町

完成年度：2018年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：街路改良工事（交付金）3・3・18 大府東浦線
工事場所：大府市大府町

完成年度：2018年度（写真左側）
発注者：大府市水道事業
工事名：第2配水池耐震化工事 長草配水場
工事場所：大府市長草町
完成年度：2015年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）主要地方道
瀬戸大府東海線
工事場所：大府市北崎町

完成年度：2007年度（写真右側）
発注者：大府市水道事業
工事名：長草配水場建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市長草町

完成年度：2015年度
発 注 者：大府市
工 事 名：公共下水道事業管渠布設工事
雨水支線9001
（川池バイパス水路その1工事）
工事場所：大府市若草町

完成年度：2014年度
発 注 者：東部知多衛生組合
工 事 名：最終処分場土木施設建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市大東町（大東最終処分場）

完成年度：2009年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事
工事場所：大府市明成町

5

完成年度：2018年度
発注者：日鉄エンジニアリング（株）
工事名：東部知多衛生組合
ごみ処理施設建設工事（共同企業体）
工事場所：東浦町大字森岡

完成年度：2018年度
発 注 者：大府市
工 事 名：大府市発達支援センターみのり建設工事

(建築) 発達支援センター「みのり」
工事場所：大府市森岡町

造成工事

市道明成深廻間線

7mm

6

完成年度：2011年度
発 注 者：愛知県企業庁
工 事 名：内陸用地造成事業
大府木の山地区整地工事
工事場所：大府市共和町

7

5mm

完成年度：2013年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：薬草園整備事業の内
薬草園建築・土木工事
工事場所：大府市吉田町

8

2.5mm

2.5mm

5mm 7mm

7mm 5mm

12mm

PFI 事業

地域に貢献し、地域と共に成長を目指します。

PFI事業とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手
法です。当社が現在行っているPFI事業は「おおぶ文化交
流の杜図書館」です。
「おおぶ文化交流の杜図書館」整備・
運営事業には、当社を含む７社で立ち上げたグループ

その他事業

企業（SPC）として参画し、2011年の事業契約締結後、建
設工事とその後の15年間の運営に携わっています。
花井組は大府市に拠点を構え、常日頃から地域貢献、地
域づくりを理念とする企業です。このPFI事業を皮切りに
様々なPPP/PFI事業に参加したいと考えています。

今も、これからも、受け継がれていく花井組スピリット

将来を見据え、他の事業にも取り組んでいます。

当社は、土木・建築・PFI事業を主として手掛けていま
すが、将来を見据えて他の事業も取り組んでいます。
現在は「アスファルトプラント運営」
「 所有地の有効利
用」を展開しています。

これらの事業を通して、花井組の命題である“地域の安心・
安全・発展”にさらに貢献することができると確信しています。

30代で花井組に中途入社。花井組に決めた理由は、転勤が無く家族を側に置きながら、安定した仕
事ができるからです。私自身、他県から職場を変えましたが、新しい環境でも、不安もなく日々、仕

建設業界の仕事は決して楽なものではありません。責任も重大です。

事に集中できていると思います。これからはとにかく仕事を覚え、自分自身のモチベーションを上げ
るとともに、新しい資格を取得し、一日も早く現場を任され、責任ある仕事をしたいと思っています。

でも、だからこそ、大きなやりがいがあるのです。熱意と努力が生み出す結果は、

■アスファルトプラント運営
■所有地の有効利用

ここ大府に根を張って仕事が出来るって、家族みんなの笑顔になりますよね。それが入って一番感
謝していることですね。

地域社会や人々の基盤を支え、豊かな生活へつながっていくと信じています。

アスファルトプラント運営

入社：2018年1月

これからも安心して力を発揮できる職場を目指します。
8mm

長い年月をかけて培われた経験や技術を受け継ぎ、
「いい仕事」とともに「充実した人生を謳歌する」
、それが花井組の信念です。
花井組のスピリットを受け継ぐ精鋭の声を紹介します。

8.5mm

所有地の有効利用

完成年度：2016年度

完成年度：2014年度
発 注 者：大府市
事 業 名：おおぶ文化交流の杜 allobu
整備・運営事業
住
所：大府市柊山町

5mm

ハーベストムーン

9

完成年度：2015年度

完成年度：2017年度

ブルースター

10

父が営む会社は花井組の協力会社なので、花井組の仕事に興味があり入社しました。今は先輩方の

高校が土木関係だったので、就職は地元の土木会社にと決めており、学校の勧めもあって花井組に

下で勉強を重ねているところです。将来的には一級土木施工管理技士の資格をはじめ、水道関係すべ

入社しました。私は地元の土木で地域に貢献したいと思っていたので、地域密着型の花井組は理想的

ての資格を取りたいと考えています。花井組にいる間に区画整理や経験したことのない現場などを体

でした。私は人づきあいが得意ではありませんでしたが、花井組に入って25年、随分変わったと思い

験してノウハウを身に付けたいと思います。いつか実家の会社へ戻って、花井組と一緒に仕事するの

ます。現場での仕事をスムーズに進めるにはコミュニケーションが不可欠。私は現場第一と考えてい

が夢。現場はキツいですが、地元の役に立つという自負もあるし、やり遂げた時の達成感は格別です。

ますので、知らず知らずその中で鍛練されたのでしょう。原点は好きなものづくりへの情熱。それによっ

花井組に入って悔いはない、と断言できますね。

て育てられた仕事の「おかげさま」です。

T.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部
（土木）

め最初は困難なこともありましたが、周りに協力、応援していただきながら何とか乗り越えられました。
1年経ってようやく軌道にのることができたかな、と感じています。仕事のレベルが上がれば自分
自身のレベルアップもしなければなりませんから、日々勉強ですね。個々人の力が要求される仕事な
ので、いち早く一人前になれるように一生懸命頑張っています。この仕事には我慢強さとやる気が必要。
そんな気概を持って入ってくれる若者に期待！

H.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部（建築）

仕事以外でも家族みんなが笑顔になる地域密着型「わーくりい知多」の会員に登録しています。

新入社員を対象とした「就職前準備研修」を設けています。
社会人としての心構え、ビジネスマナーの習得をめざし

知多半島の中小企業勤労者の福利厚生を担う組織「わーくりい知多」は、「互

てもらうために、富士教育研修センターでの２泊３日の「就

助の精神」を基本理念とし、知多5市5町の行政、労働福祉団体などが協力して

職前準備研修」に参加していただいています。建設産業に

設立されたもので、当社も登録しており社員全員が利用できます。主に、福利

対する理解を深め、同世代の連帯感や入社前の不安を解消

厚生事業や共済給付事業などを提供しており、多くのサービスは社員の同居家

していただき、一日も早く現場で活躍できるよう本研修を

族も利用できる仕組みとなっています。利用サービスは、提携施設の利用助成、

取り入れています。

宿泊補助、コンサートや観劇、通信講座の割引など、多種多様です。

康診断専門施設として1986年に開設され、MRI、マンモグラフィ̶、内視鏡など様々な充実した検査機器を
揃え、信頼できる医師とスタッフが高精度の検査を行っています。
また解りやすい説明と必要な情報を提供しており、安心して検査が受けられ
ます。当社では社員全員が年に１度、このクリニックで人間ドックを受けてい
ます。たとえば脳ドックや癌検診など、メニューにはないものでもオプション
で受けることができます。

苦労は自分の

レベルアップにつながる︒

「社会人として働く意識を変えるきっかけになりました。」

地域・社会に貢献するための花井組の役割とは…。

も興味を持ちました。入社前でまだ何もわかっていない状態でしたから。2泊

「わーくりい知多」
： https://workly.jp/

3日での研修でしたが業種にはあまり関係なく、社会人としての基本的マナー

高級会員制リゾートホテル「リゾートトラスト」の会員です。

とは…というところから始まりました。仕事をする上での心構え・姿勢とかコ
ミュニケーションの大切さとか、みっちり3日間かけて教わりました。研修で

犯や交通安全に関する活動を行っています。さらに地域の美しい景観を守る取
組として、大府市の
「アダプトプログラム」に登録し、社員全員で清掃ボランティ

40以上の高級会員制リゾートホテル等を運営す

ですが、時間が経つにつれて打ち解け、いろんな話をするようになって楽し

アを行っています。また、愛知県、大府市、花井組の3者のパートナーシップに

る
「リゾートトラスト」の会員であり、社員とそ

かったですね。

より継続的に清掃美化活動を行う「愛・道路パートナーシップ事業」にも参加

の家族はこれらのホテル等を利用できます。

その仲間たちとは今もメールなどで連絡を取り合っていますよ。最終日に

災害に対する備えと災害時における被災箇所の素早い復旧は、地域社会に関わる花井組の最大の使命です。
また、平穏な日常を維持するための取組として、愛知県のパートナーシップ企業※としてパトロール等による防

当社は、
「エクシブシリーズ」を中心に全国

は話し合いをする場も設けられました。最初は緊張して会話も少なかったの

しています。

は将来の夢や展望を作文形式で提出。漠然とした自分の思いが見えてきて、今、
「リゾートトラスト」
：https://www.resorttrust.co.jp

※愛知県安全なまちづくり・交通安全パートナーシップ企業

地域活動やイベントも積極的に応援しています。
毎年開催される大府東浦花火大会や大府市産
業文化まつり等の地域活動やイベントにも積極

国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しています。

和気あいあいと

楽しくやっていける会社︒

的に協賛、参画しています。地域と共に歩む活

当社は、国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しており、若手

動は、今後も花井組の地域・社会貢献の大きな

社員を中心とした研修制度の一環として位置付けています。仲間たちとの出会

テーマであり、大府市の繁栄に向けて一歩一歩

いから始まり、未知の経験や熱い語らいの中で、コミュニケーション能力を磨

確実に取組んでいきます。

き、今後、苦難を乗り越える強さや生きる力を身につけるためのプログラムと
なっています。仕事に取り組む姿勢や人との関わり方など、社会人としての基

大府市等で開催される全国大学女子硬式野球選手権大会を応援しています。

礎を学び、今後光り輝く人財として成長していただくためのきっかけになるこ

「野球｣といえば男子のスポーツと思われがちですが、女子も男子に負けない

とを期待し、このような機会を設けています。

くらい熱く白球を追いかけています。当社では大府市で開催される全国大学女
子公式野球選手権大会を応援すると共に、地域のトップアスリートを目指す人

「会社のある地元の魅力に気づき、このまちで働く喜びを感じています。
」

達も応援することを目指しています。

入社して３年目で研修に参加。動機は単純に“海外に行ける” ということで
した。いざ参加してみると、知多半島のグループがあって船上でのチーム発表
でした。ダンスは踊ったこともなかったので一生懸命に皆と練習を重ねました。

当社は、ワーク・ライフ・バランス
（WLB）を推進する愛知県の
「ファミリー・フレ

なりましたね。

ける会社なんです。たとえば社長や上層部の方々が、楽しくできるような環境を作ってくれる。それ

航海中には教えてもらうことやお世話になることも多々あり、感謝の気持ち

当社は、本社を構える大府市内に社宅を充実させ、社員とその家族が安心し

は仕事場においても日々の会社生活においても、です。もちろん楽しくといっても仕事内容はいい意

が素直に表せるようになりました。船を下りてからも「ありがとう」という言

て豊かに暮らせる生活環境をサポートしています。ここ大府で暮らすことによ

味の緊張感を持って当たるのが鉄則。その上で楽しんで仕事ができるようになったら一人前ですね。

葉が自然に出てきます。感謝の大切さや人との関わり方など、大事なことに気

り職住近接が可能となり、子育て支援や医療、介護、福祉等、大府市の充実し

に気を配りながら無事に終えた時は万歳！ですよ。

M.N 経歴 入社：1988年3月 職種：工事部
（土木）課長

づかせてもらえた8日間だったと思います。この体験を忘れずに花井組で楽し

総務部

N.S さん

た行政サービスも受けることができます。今後も社員とその家族が将来に希望

く仲良く頑張っていきたいと思います。

を持ちながら暮らしていけるように取組を続けていきます。
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12mm

花井組が地域貢献するために大切にする４つの経営方針
Quality

品質

【 基本方針 】

環境

Environmental
【 基本理念 】

[ 誠意・信頼 ] 安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、

株式会社 花井組は、
「自然環境と調和した、安全で快適な社会基盤・生活 環境の実現」を目標に、常に安全・知識・

地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。

技術の向上に努め、環境負荷の低減・ 環境汚染の防止に配慮した事業活動を行い、地域社会に貢献し信頼される企
業として永続的に発展することを目指します。

【 年度品質目標 】

社員すべてが、ʻ建設サービスマンʼ としての自覚 を持ち、お客様のʻ生涯利益ʼ を最優先に考え、誠意ある仕事で
信頼を勝ち取るとともに価格競争力と提案力を鍛え、さらなる受注拡大を目指す。

【 基本方針 】
1. 環境の保全及び汚染防止を推進する為に、環境マネジメントシステムを構築・運用し、その継続的改善を図る。

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得
品質マネジメントシステム ISO9001取得

2. 事業活動における環境影響を評価し、資源・エネルギーの効率的な利用及び汚染の予防・防止を推進し、
環境負荷の低減に努める。
3. 環境に関連する法規則・協定及び当社が同意するその他の要求事項を遵守する。
4. 環境方針は、全社員及び協力会社に周知徹底すると共に、一般に公開する。
2011年 1月

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得

環境マネジメントシステム ISO14001取得

Health and Safety

安全衛生

Human Resources Development

人材育成

企業は継続的に利益をあげ、投資して改良につなげ、社会に付加価値を提供する、そこで企業の

【 基本理念 】

花井組は「人命の尊重」を最優先し、私たちが、地域社会に貢献するために営む日々の生産過程の中で、志を

存在価値が生まれます。より良い企業になるには何が必要か…花井組という組織を構成する基本

健康」の増進を計る為に、安全で明るく快適な職場環境を確立し、生産性の向上に資する。

はビジネスの基礎知識からセルフマネジメント、各分野の専門的スキルアップなど、いろいろな

同じくする仲間から労働災害による、加害者と被害者を決して作らず、働く一人ひとりの「こころとからだの

となるのは「人」です。人財あってこそ、完成度の高い仕事が成し得ると考えています。当社で
観点からの研修を行っており、今後も社員の育成に関わる人財投資を大切にしていきます。

【 基本方針 】

花井組は、当社の創る営みに携わる全ての人の幸せの為に、
「安全は、思いやりから。
」を基本理念とした安全衛

生活動を展開し、安全で明るく健康的な職場を確立し、生産性の向上に資することとする。ここに、安全衛生基
本方針を表明し実施する。

・一級土木施工管理技士

・二級建築施工管理技士

・二級土木施工管理技士

・一級管工事施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・給水装置工事主任技術者

3. 確実な作業手順を作成し、作業者への指示を徹底するとともに、質の高いＫＹ活動を実施し、労働災害

・一級建築士

・二級管工事施工管理技士 ・測量士

・業務用ドローン操縦士

・二級建築士

・一級造園施工管理技士

・測量士補

・車両系建設機械

・一級建築施工管理技士

・二級造園施工管理技士

・コンクリート技士

・大型特殊

（三大災害）防止に努める。三大災害
（①墜落・転落災害 ②建設機械・クレーン等災害③崩壊・倒壊災害 )

4. 交通ルールを遵守し、交通労働災害の防止に努める。

5mm 7mm

主な取得資格

1. 社員並びに協力会社が一体となり、安全衛生教育の一層の推進を計り、安全衛生意識の高揚に努める。
2. 関連法令・基本ルールを遵守し、店社安全衛生計画に基づき、日々の安全衛生活動を実施する。

2006年 4月

代表取締役 社長

花井

宏基

至学館大学

仕事と生活が調和できる職場環境を目指します。

船上のクラブ活動ではハンドベルをやりました。とても楽しく、いい思い出に

30年間の仕事の中で印象に残っているのは山を切り拓いて道路を拡幅する困難な現場です。安全第一

至学館大学
女子硬式野球部

ワーク・ライフ・バランスの推進

は“ダンスで表現する知多半島の魅力”。それが私にとっては地元の魅力再発見

私は大学の先生に勧められて花井組に入社しました。花井組をひと言でいうなら、楽しくやってい

「中京サテライトクリニック」
https://www.c-stc.or.jp

地域・社会貢献

就職が内定していた３月の初め頃、就職前の事前研修があると聞き、とて

T.N さん

高精度検査が可能な施設で、社員全員が年に１度の検診を行います。
当社が健診を提携しているのは「医療法人 九愛会 中京サテライトクリニック」です。このクリニックは健

社宅を充実させ、社員が家族と安心して暮らせる環境をサポートしています。
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職種：工事部（土木）

12

真剣に仕事に取り組めているのはこの研修に参加できたおかげだと思います。

5mm

入社：1993年4月

福利厚生

人財育成

工事部

7mm

経歴

5mm 7mm

私は2017年に入社しました。花井組の仕事は以前の会社とは違い、大きな責任を伴う仕事が多いた

132mm

S.S

11

5mm 7mm

132mm

ものづくりに興味がある人にとっては

この上なく楽しい場所です︒

経験を積むことで

達成できる夢がある︒

名高山ソーラー施設

中途採用でも仕事も伸び伸び︑

家族の笑顔も作ってくれる会社︒

その働き手をフォローする制度や福利厚生、研修制度を今後もさらに充実させ、

132mm

7mm

職種：工事部（土木）

ひとつとして同じものがない物造りは、生涯をかけて貫く価値がある仕事です。
花井組は地域に根ざす技術者集団であり、一人一人の人財こそが、花井組の誇りです。

132mm

J.S 経歴

・一級建設機械施工管理技士 ・コンクリート診断士

18

8

ンドリー企業」に登録しています。WLBとは、仕事と生活が調和することを意味す
るものです。働きがいのある仕事の実現と、
家事や育児、
趣味や学習、
地域活動といっ
た個々の生活スタイルがより良いバランスであることが、人生の価値を高めていく
ものと考えています。花井組では仕事と生活両面の環境を整え、多様な働き方の選
「大府市の子育て支援サイト」
http://www.city.obu.aichi.jp/

択肢を設けたり、多様な価値観の共有などに努め、WLBの推進を追求しています。

「ファミフレネットあいち」
https://famifure.pref.aichi.jp/index.php
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see table 2

see table 1

Left Type

今もこの先も

地域と共に歩み続けるために

HANAI_corporate_Magaziin

12 改稿

2019-0410

送信日時
①

12/17

16：45

②

1/28

11：51

③

10：00

③

2/1

18：00

④

2/12

10：00

④

2/19

16：00

⑤

2/21

12：00

⑥

2/26

15：00

⑦

3/5

10：00

⑧

3/12

14：00

⑨

⑤

2/25

9：40

⑥

3/6

12：00

⑦

3/12

17：21

⑧

3/13

16：50

⑨

3/13

10：20

⑩

3/15

⑩

3/26

11：50

⑪

3/27

11：00

⑫

⑪

4/4

10：30

⑪

4/10

12：30

追加修正・校正直し日時
①

1/17

17：15

校了日時

②

1/31

2/12

11：45

12：04

担当者様

※お手数ですが、
校了の際はPDF 機能で校了日時・担当者様を明記いただき、ご返信の方お願いいたします。

本

社

〒474-0022 愛知県大府市若草町二丁目170番地
Tel：0562-48-2268 Fax：0562-46-8120

東郷営業所

〒470-0165 愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
Tel：0561-38-2317

豊明営業所

〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地
スパークシティ
・ポルト503 Tel：0562-98-1711

名高山事業所

〒474−0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
Tel：0562-38-5523 Fax：0562-38-5543

20190419

24mm

12mm

24mm

企業情報
会社概要

カ タ カ ナ「 ハ 」
「 ナ 」で 構 成 さ れ た 井 桁 マ ー ク
自然・お客様・協力会社・花井組（オレンジ）を４つの「ナ」で表してい

社

ジし、
右回りのデザインになっています。

本
社
営 業 所

ます。この４つのつながりを大切にして、経営の循環・持続をイメー

設
業
方

母なる大 地・土や水への畏敬の念を忘れずに、

132mm

名

人間の英知を融和させた建設土木の仕事。

立
種
針

資 本 金
社 員 数

当社は創業以来85年、地域の安全・安心を支える担い手として土木建設業に邁進して参りました。

沿革
1933年（昭和８年）８月
1949年（昭和24年）10月
1958年（昭和33年）８月

株式会社 花井組
愛知県大府市若草町 二丁目170番地
東 郷 営 業 所：愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
豊 明 営 業 所：愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
名高山事業所：愛知県大府市横根町名高山18-2

1974年（昭和49年）８月
1975年（昭和50年）10月
1996年（平成８年）３月
1996年（平成 ８年）４月

1958年（昭和33年）8月1日
土木・建築・舗装・造園・水道工事
【誠意・信頼】
安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、
地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。
5,000万円
47名（男性45名 女性2名）（2018年6月30日現在）

2001年（平成13年）11月
2003年（平成15年）６月
2006年（平成18年）４月
2010年（平成22年）６月
2011年（平成23年）７月
2017年（平成29年）６月

私たち建設業の仕事は決して華やかではありませんが、縁の下の力持ちのような存在です。道路や
河川、上下水道、橋梁、公園、宅地など、手掛けるものは多岐にわたり、こうした地域のインフラ整備や
組

維持管理に関する仕事を通じて地域社会の発展と人々の暮らしを支えていると自負しております。

地域社会─それはまさしく人々の暮らしの拠り所であり、地場産業など経済を支える場所。豊かで
幸福な地域社会を造り支えるために、私たちは品質の向上や技術の鍛練、先進技術の導入など、成長

社

長

会

長

主要取引先

図
常

務

技術・安全顧問
総務部

するための努力を怠りません。かつて伊勢湾台風の折に、現場から命からがら逃げる途中で多くの

営業部

人々を助けたというエピソードが当社に残されています。
これは仕事そのものの話ではありませんが、

工事部

"人々の役に立ったという喜び"こそが、私たちの仕事の原点となる魂だと、教訓として語り継がれて
います。

売上構成

自然は恩恵をもたらしてくれると同時に脅威となることもあります。自然に対し畏敬の念を持っ
て仕事にあたるのが、当社の信念であり、創業以来、変わることのない哲学です。

建

築

東郷営業所

名高山事業所

工事資格者

（2018 年現在）

一級建築士…………………………… 2 人

下請工事 8%

一級土木施工管理技士…………… ２４人

所在地
本

社

〒474-0022

柊山町一丁目

中央町一丁目

一級造園施工管理技士……………… ４人

大府市役所前

253

大倉公園

大府市役所
大倉公園南
市役所前

二級土木施工管理技士……………… ４人

向畑公園

二級建築施工管理技士……………… ３人

I.C

桃山町五丁目

155

大府郵便局
地蔵院前
瀬川
石ヶ

二級造園施工管理技士……………… ３人

大府駅前

東口

大府

西口

中央町三丁目

二級管工事施工管理技士…………… １人

消

グリーンプラザ大府

知多半島道路 大府 I.C より約 20 分

若草町三丁目

伊勢湾岸道路 豊明 I.C より約 15 分

246

国道 2 3 号線 共和 I.C より約 15 分

中央町７丁目

代表取締役 社長

営 業 所

花井 宏基

東郷営業所

愛知県愛知郡東郷町清水四丁目 3-10
TEL：0561-38-2317
豊 明 営 業 所 〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
TEL：0562-98-1711
名高山事業所 〒474-0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
TEL：0562-38-5523

所属団体
日本SPR工法協会
光硬化工法協会
7mm
5mm

HySPEED工法

http://hyspeed.co.jp/network/

http://www.lcr.gr.jp

〒470-0165

3

2

1

http://www.spr.gr.jp

JR 東海 大府駅より徒歩約５分
■お車をご利用の場合

50

中央町７町目北

■公共交通機関をご利用の場合

大府消防署

線
南
碧
屋
古
名

経験を活かし、地域社会に貢献したいと考えております。

大府市立大府小学校
文

文

愛知県立桃陵高校

一級管工事施工管理技士…………… １人
公共工事 73%

至有松 I.C

桃山二丁目

線
道本
東海

今後も社員が個々の能力を最大限発揮できる環境を整え、私たちが長年培ってきた優れた技術と

愛知県大府市若草町 二丁目 170 番地
TEL：0562-48-2268（代） FAX：0562-46-8120

至共和

一級建築施工管理技士……………… ５人
民間工事 19%

【民間団体】
愛知道路コンセッション（株）
日鉄エンジニアリング（株）
日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株）
（株）名機製作所
東洋インダストリー（株）
サーラ住宅（株）
積和建設中部（株）

至豊明

の推進など、花井組ならではの取り組みを進めております。

社

【地方公共団体】
愛知県 建設局 / 知多建設事務所 / 衣浦港務所 /
農林水産局 / 知多農林水産事務所 /
企業庁 / 愛知用水水道事務所 /
愛知県道路公社
大府市、東郷町
【公社、独立行政法人等】
愛知県道路公社 / 愛知用水土地改良区 /
水資源機構 愛知用水総合管理所 / 日本下水道事業団 /
あいち知多農業協同組合 / 愛知県経済農業協同組合連合会 /
大府市内及び近隣の土地区画整理組合

豊明営業所

（直近 3 年間平均）

衛生確保をはじめ、安心できる就業・雇用環境、人財育成、福利厚生の充実、ワーク・ライフ・バランス
132mm

木

本

直近 3 年間平均完工高（2018 年現在）

売上構成比率
年間完工高 23 億円

いい仕事をするためには、社員が心身ともに健康な状態であることが不可欠です。現場の安全・

土

…………………………………………………

その自負は、すべての社員の誇りとするところです。

織

花井郁次により花井組を創業
愛知県知事登録、建設業登録
組織変更し資本金1,000万円で株式会社花井組を設立
同年同月、花井勝美が代表取締役社長に就任
資本金を3,020万円に増資
株式会社花井組の本社社屋を大府市若草町に竣工
名古屋中小企業投資育成㈱より出資を受け資本金5,000万円に増資
花井廣海、代表取締役社長に就任
同年、花井勝美 会長就任
ISO 9001：1994を取得
ISO 9001：2000に移行
花井宏基 代表取締役社長に就任
同年、花井廣海が副会長就任
ISO 9001:2008に移行
ISO 14001：2000 取得
ISO 9001、ISO 14001を統合 ISO 2015へ移行

4

5mm 7mm

5mm 7mm

12mm

土木事業

創業から花井組を支えてきた基幹事業です。

国土を整えて守り、
人々の暮らしや産業を支える
《縁の
下の力持ち》それが土木の仕事です。
当社もそんな思いか
ら始まり、小さな現場から大きな現場まで全力で取組み
85年、地域の生活向上と安全安心のために寄与してきま
した。
日本は地域の集合体で成り立っていますが、
花井組
はこの地域の守り手という自負を持つ技術者集団です。

舗装工事

土木の仕事は、道路、上下水道、河川、公園・宅地造成な
ど、地域経済や日々の生活を支える多くのインフラに携
わっています。
また、
防災や災害復旧など、
地域の安全な暮
らしを守るための重要な役割も担っています。
花井組は地
域のニーズに応えるべく、
技術向上や新たなノウハウ構築
に日々邁進しています。

Business Guide

新たな視点に立って、取り組んでいます。

土木事業に付帯・関連した建築ニーズの増加に応える
ため、建築の専門スタッフを更に充実させ、工場や事務
所、文化施設、公共施設などを手掛けています。
近年、特に公共施設において、社会的動向や地域ニー
ズに応えるため施設の在り方が変化しており、土木・建

築の垣根を越えて多種多様な施設・用途を複合的に整備
する機会が増えています。また、これらを機能性、効率性、
経済性を担保しながら実現していくことが同時に求めら
れています。当社もこれに応えるため、土木・建築の連携
を図りながら新たな視点で取り組んでいます。

完成年度：2011年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事 市道1016号線
工事場所：大府市共和町

132mm

進化する花井組の事業

建築事業

完成年度：2016年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）一般国道155号
（誰もが働きやすい現場環境整備工事）
工事場所：東海市加木屋町

河川工事

完成年度：2016年度 ※優良工事表彰
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：中小河川改良工事（交付金・全国防災）
2号工 二級河川 天白川
工事場所：東海市南柴田町

上下水道工事

一般土木工事

建築工事

完成年度：2018年度
発 注 者：地方共同法人 日本下水道事業団
工 事 名：みよし市福田第２雨水ポンプ場建設工事
（共同企業体）
工事場所：みよし市福田町

完成年度：2018年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：街路改良工事（交付金）3・3・18 大府東浦線
工事場所：大府市大府町

完成年度：2018年度（写真左側）
発注者：大府市水道事業
工事名：第2配水池耐震化工事 長草配水場
工事場所：大府市長草町
完成年度：2015年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）主要地方道
瀬戸大府東海線
工事場所：大府市北崎町

完成年度：2007年度（写真右側）
発注者：大府市水道事業
工事名：長草配水場建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市長草町

完成年度：2015年度
発 注 者：大府市
工 事 名：公共下水道事業管渠布設工事
雨水支線9001
（川池バイパス水路その1工事）
工事場所：大府市若草町

完成年度：2014年度
発 注 者：東部知多衛生組合
工 事 名：最終処分場土木施設建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市大東町（大東最終処分場）

完成年度：2009年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事
工事場所：大府市明成町

5

完成年度：2018年度
発注者：日鉄エンジニアリング（株）
工事名：東部知多衛生組合
ごみ処理施設建設工事（共同企業体）
工事場所：東浦町大字森岡

完成年度：2018年度
発 注 者：大府市
工 事 名：大府市発達支援センターみのり建設工事

(建築) 発達支援センター「みのり」
工事場所：大府市森岡町

造成工事

市道明成深廻間線

7mm

6

完成年度：2011年度
発 注 者：愛知県企業庁
工 事 名：内陸用地造成事業
大府木の山地区整地工事
工事場所：大府市共和町

7

5mm

完成年度：2013年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：薬草園整備事業の内
薬草園建築・土木工事
工事場所：大府市吉田町

8

2.5mm

2.5mm

5mm 7mm

7mm 5mm

12mm

PFI 事業

地域に貢献し、地域と共に成長を目指します。

PFI事業とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手
法です。当社が現在行っているPFI事業は「おおぶ文化交
流の杜図書館」です。
「おおぶ文化交流の杜図書館」整備・
運営事業には、当社を含む７社で立ち上げたグループ

その他事業

企業（SPC）として参画し、2011年の事業契約締結後、建
設工事とその後の15年間の運営に携わっています。
花井組は大府市に拠点を構え、常日頃から地域貢献、地
域づくりを理念とする企業です。このPFI事業を皮切りに
様々なPPP/PFI事業に参加したいと考えています。

今も、これからも、受け継がれていく花井組スピリット

将来を見据え、他の事業にも取り組んでいます。

当社は、土木・建築・PFI事業を主として手掛けていま
すが、将来を見据えて他の事業も取り組んでいます。
現在は「アスファルトプラント運営」
「 所有地の有効利
用」を展開しています。

これらの事業を通して、花井組の命題である“地域の安心・
安全・発展”にさらに貢献することができると確信しています。

30代で花井組に中途入社。花井組に決めた理由は、転勤が無く家族を側に置きながら、安定した仕
事ができるからです。私自身、他県から職場を変えましたが、新しい環境でも、不安もなく日々、仕

建設業界の仕事は決して楽なものではありません。責任も重大です。

事に集中できていると思います。これからはとにかく仕事を覚え、自分自身のモチベーションを上げ
るとともに、新しい資格を取得し、一日も早く現場を任され、責任ある仕事をしたいと思っています。

でも、だからこそ、大きなやりがいがあるのです。熱意と努力が生み出す結果は、

■アスファルトプラント運営
■所有地の有効利用

ここ大府に根を張って仕事が出来るって、家族みんなの笑顔になりますよね。それが入って一番感
謝していることですね。

地域社会や人々の基盤を支え、豊かな生活へつながっていくと信じています。

アスファルトプラント運営

入社：2018年1月

これからも安心して力を発揮できる職場を目指します。
8mm

長い年月をかけて培われた経験や技術を受け継ぎ、
「いい仕事」とともに「充実した人生を謳歌する」
、それが花井組の信念です。
花井組のスピリットを受け継ぐ精鋭の声を紹介します。

8.5mm

所有地の有効利用

完成年度：2016年度

完成年度：2014年度
発 注 者：大府市
事 業 名：おおぶ文化交流の杜 allobu
整備・運営事業
住
所：大府市柊山町

5mm

ハーベストムーン

9

完成年度：2015年度

完成年度：2017年度

ブルースター

10

父が営む会社は花井組の協力会社なので、花井組の仕事に興味があり入社しました。今は先輩方の

高校が土木関係だったので、就職は地元の土木会社にと決めており、学校の勧めもあって花井組に

下で勉強を重ねているところです。将来的には一級土木施工管理技士の資格をはじめ、水道関係すべ

入社しました。私は地元の土木で地域に貢献したいと思っていたので、地域密着型の花井組は理想的

ての資格を取りたいと考えています。花井組にいる間に区画整理や経験したことのない現場などを体

でした。私は人づきあいが得意ではありませんでしたが、花井組に入って25年、随分変わったと思い

験してノウハウを身に付けたいと思います。いつか実家の会社へ戻って、花井組と一緒に仕事するの

ます。現場での仕事をスムーズに進めるにはコミュニケーションが不可欠。私は現場第一と考えてい

が夢。現場はキツいですが、地元の役に立つという自負もあるし、やり遂げた時の達成感は格別です。

ますので、知らず知らずその中で鍛練されたのでしょう。原点は好きなものづくりへの情熱。それによっ

花井組に入って悔いはない、と断言できますね。

て育てられた仕事の「おかげさま」です。

T.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部
（土木）

め最初は困難なこともありましたが、周りに協力、応援していただきながら何とか乗り越えられました。
1年経ってようやく軌道にのることができたかな、と感じています。仕事のレベルが上がれば自分
自身のレベルアップもしなければなりませんから、日々勉強ですね。個々人の力が要求される仕事な
ので、いち早く一人前になれるように一生懸命頑張っています。この仕事には我慢強さとやる気が必要。
そんな気概を持って入ってくれる若者に期待！

H.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部（建築）

仕事以外でも家族みんなが笑顔になる地域密着型「わーくりい知多」の会員に登録しています。

新入社員を対象とした「就職前準備研修」を設けています。
社会人としての心構え、ビジネスマナーの習得をめざし

知多半島の中小企業勤労者の福利厚生を担う組織「わーくりい知多」は、「互

てもらうために、富士教育研修センターでの２泊３日の「就

助の精神」を基本理念とし、知多5市5町の行政、労働福祉団体などが協力して

職前準備研修」に参加していただいています。建設産業に

設立されたもので、当社も登録しており社員全員が利用できます。主に、福利

対する理解を深め、同世代の連帯感や入社前の不安を解消

厚生事業や共済給付事業などを提供しており、多くのサービスは社員の同居家

していただき、一日も早く現場で活躍できるよう本研修を

族も利用できる仕組みとなっています。利用サービスは、提携施設の利用助成、

取り入れています。

宿泊補助、コンサートや観劇、通信講座の割引など、多種多様です。

康診断専門施設として1986年に開設され、MRI、マンモグラフィ̶、内視鏡など様々な充実した検査機器を
揃え、信頼できる医師とスタッフが高精度の検査を行っています。
また解りやすい説明と必要な情報を提供しており、安心して検査が受けられ
ます。当社では社員全員が年に１度、このクリニックで人間ドックを受けてい
ます。たとえば脳ドックや癌検診など、メニューにはないものでもオプション
で受けることができます。

苦労は自分の

レベルアップにつながる︒

「社会人として働く意識を変えるきっかけになりました。」

地域・社会に貢献するための花井組の役割とは…。

も興味を持ちました。入社前でまだ何もわかっていない状態でしたから。2泊

「わーくりい知多」
： https://workly.jp/

3日での研修でしたが業種にはあまり関係なく、社会人としての基本的マナー

高級会員制リゾートホテル「リゾートトラスト」の会員です。

とは…というところから始まりました。仕事をする上での心構え・姿勢とかコ
ミュニケーションの大切さとか、みっちり3日間かけて教わりました。研修で

犯や交通安全に関する活動を行っています。さらに地域の美しい景観を守る取
組として、大府市の
「アダプトプログラム」に登録し、社員全員で清掃ボランティ

40以上の高級会員制リゾートホテル等を運営す

ですが、時間が経つにつれて打ち解け、いろんな話をするようになって楽し

アを行っています。また、愛知県、大府市、花井組の3者のパートナーシップに

る
「リゾートトラスト」の会員であり、社員とそ

かったですね。

より継続的に清掃美化活動を行う「愛・道路パートナーシップ事業」にも参加

の家族はこれらのホテル等を利用できます。

その仲間たちとは今もメールなどで連絡を取り合っていますよ。最終日に

災害に対する備えと災害時における被災箇所の素早い復旧は、地域社会に関わる花井組の最大の使命です。
また、平穏な日常を維持するための取組として、愛知県のパートナーシップ企業※としてパトロール等による防

当社は、
「エクシブシリーズ」を中心に全国

は話し合いをする場も設けられました。最初は緊張して会話も少なかったの

しています。

は将来の夢や展望を作文形式で提出。漠然とした自分の思いが見えてきて、今、
「リゾートトラスト」
：https://www.resorttrust.co.jp

※愛知県安全なまちづくり・交通安全パートナーシップ企業

地域活動やイベントも積極的に応援しています。
毎年開催される大府東浦花火大会や大府市産
業文化まつり等の地域活動やイベントにも積極

国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しています。

和気あいあいと

楽しくやっていける会社︒

的に協賛、参画しています。地域と共に歩む活

当社は、国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しており、若手

動は、今後も花井組の地域・社会貢献の大きな

社員を中心とした研修制度の一環として位置付けています。仲間たちとの出会

テーマであり、大府市の繁栄に向けて一歩一歩

いから始まり、未知の経験や熱い語らいの中で、コミュニケーション能力を磨

確実に取組んでいきます。

き、今後、苦難を乗り越える強さや生きる力を身につけるためのプログラムと
なっています。仕事に取り組む姿勢や人との関わり方など、社会人としての基

大府市等で開催される全国大学女子硬式野球選手権大会を応援しています。

礎を学び、今後光り輝く人財として成長していただくためのきっかけになるこ

「野球｣といえば男子のスポーツと思われがちですが、女子も男子に負けない

とを期待し、このような機会を設けています。

くらい熱く白球を追いかけています。当社では大府市で開催される全国大学女
子公式野球選手権大会を応援すると共に、地域のトップアスリートを目指す人

「会社のある地元の魅力に気づき、このまちで働く喜びを感じています。
」

達も応援することを目指しています。

入社して３年目で研修に参加。動機は単純に“海外に行ける” ということで
した。いざ参加してみると、知多半島のグループがあって船上でのチーム発表
でした。ダンスは踊ったこともなかったので一生懸命に皆と練習を重ねました。

当社は、ワーク・ライフ・バランス
（WLB）を推進する愛知県の
「ファミリー・フレ

なりましたね。

ける会社なんです。たとえば社長や上層部の方々が、楽しくできるような環境を作ってくれる。それ

航海中には教えてもらうことやお世話になることも多々あり、感謝の気持ち

当社は、本社を構える大府市内に社宅を充実させ、社員とその家族が安心し

は仕事場においても日々の会社生活においても、です。もちろん楽しくといっても仕事内容はいい意

が素直に表せるようになりました。船を下りてからも「ありがとう」という言

て豊かに暮らせる生活環境をサポートしています。ここ大府で暮らすことによ

味の緊張感を持って当たるのが鉄則。その上で楽しんで仕事ができるようになったら一人前ですね。

葉が自然に出てきます。感謝の大切さや人との関わり方など、大事なことに気

り職住近接が可能となり、子育て支援や医療、介護、福祉等、大府市の充実し

に気を配りながら無事に終えた時は万歳！ですよ。

M.N 経歴 入社：1988年3月 職種：工事部
（土木）課長

づかせてもらえた8日間だったと思います。この体験を忘れずに花井組で楽し

総務部

N.S さん

た行政サービスも受けることができます。今後も社員とその家族が将来に希望

く仲良く頑張っていきたいと思います。

を持ちながら暮らしていけるように取組を続けていきます。
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14

15

12mm

花井組が地域貢献するために大切にする４つの経営方針
Quality

品質

【 基本方針 】

環境

Environmental
【 基本理念 】

[ 誠意・信頼 ] 安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、

株式会社 花井組は、
「自然環境と調和した、安全で快適な社会基盤・生活 環境の実現」を目標に、常に安全・知識・

地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。

技術の向上に努め、環境負荷の低減・ 環境汚染の防止に配慮した事業活動を行い、地域社会に貢献し信頼される企
業として永続的に発展することを目指します。

【 年度品質目標 】

社員すべてが、ʻ建設サービスマンʼ としての自覚 を持ち、お客様のʻ生涯利益ʼ を最優先に考え、誠意ある仕事で
信頼を勝ち取るとともに価格競争力と提案力を鍛え、さらなる受注拡大を目指す。

【 基本方針 】
1. 環境の保全及び汚染防止を推進する為に、環境マネジメントシステムを構築・運用し、その継続的改善を図る。

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得
品質マネジメントシステム ISO9001取得

2. 事業活動における環境影響を評価し、資源・エネルギーの効率的な利用及び汚染の予防・防止を推進し、
環境負荷の低減に努める。
3. 環境に関連する法規則・協定及び当社が同意するその他の要求事項を遵守する。
4. 環境方針は、全社員及び協力会社に周知徹底すると共に、一般に公開する。
2011年 1月

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得

環境マネジメントシステム ISO14001取得

Health and Safety

安全衛生

Human Resources Development

人材育成

企業は継続的に利益をあげ、投資して改良につなげ、社会に付加価値を提供する、そこで企業の

【 基本理念 】

花井組は「人命の尊重」を最優先し、私たちが、地域社会に貢献するために営む日々の生産過程の中で、志を

存在価値が生まれます。より良い企業になるには何が必要か…花井組という組織を構成する基本

健康」の増進を計る為に、安全で明るく快適な職場環境を確立し、生産性の向上に資する。

はビジネスの基礎知識からセルフマネジメント、各分野の専門的スキルアップなど、いろいろな

同じくする仲間から労働災害による、加害者と被害者を決して作らず、働く一人ひとりの「こころとからだの

となるのは「人」です。人財あってこそ、完成度の高い仕事が成し得ると考えています。当社で
観点からの研修を行っており、今後も社員の育成に関わる人財投資を大切にしていきます。

【 基本方針 】

花井組は、当社の創る営みに携わる全ての人の幸せの為に、
「安全は、思いやりから。
」を基本理念とした安全衛

生活動を展開し、安全で明るく健康的な職場を確立し、生産性の向上に資することとする。ここに、安全衛生基
本方針を表明し実施する。

・一級土木施工管理技士

・二級建築施工管理技士

・二級土木施工管理技士

・一級管工事施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・給水装置工事主任技術者

3. 確実な作業手順を作成し、作業者への指示を徹底するとともに、質の高いＫＹ活動を実施し、労働災害

・一級建築士

・二級管工事施工管理技士 ・測量士

・業務用ドローン操縦士

・二級建築士

・一級造園施工管理技士

・測量士補

・車両系建設機械

・一級建築施工管理技士

・二級造園施工管理技士

・コンクリート技士

・大型特殊

（三大災害）防止に努める。三大災害
（①墜落・転落災害 ②建設機械・クレーン等災害③崩壊・倒壊災害 )

4. 交通ルールを遵守し、交通労働災害の防止に努める。

5mm 7mm

主な取得資格

1. 社員並びに協力会社が一体となり、安全衛生教育の一層の推進を計り、安全衛生意識の高揚に努める。
2. 関連法令・基本ルールを遵守し、店社安全衛生計画に基づき、日々の安全衛生活動を実施する。

2006年 4月

代表取締役 社長

花井

宏基

至学館大学

仕事と生活が調和できる職場環境を目指します。

船上のクラブ活動ではハンドベルをやりました。とても楽しく、いい思い出に

30年間の仕事の中で印象に残っているのは山を切り拓いて道路を拡幅する困難な現場です。安全第一

至学館大学
女子硬式野球部

ワーク・ライフ・バランスの推進

は“ダンスで表現する知多半島の魅力”。それが私にとっては地元の魅力再発見

私は大学の先生に勧められて花井組に入社しました。花井組をひと言でいうなら、楽しくやってい

「中京サテライトクリニック」
https://www.c-stc.or.jp

地域・社会貢献

就職が内定していた３月の初め頃、就職前の事前研修があると聞き、とて

T.N さん

高精度検査が可能な施設で、社員全員が年に１度の検診を行います。
当社が健診を提携しているのは「医療法人 九愛会 中京サテライトクリニック」です。このクリニックは健

社宅を充実させ、社員が家族と安心して暮らせる環境をサポートしています。
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職種：工事部（土木）

12

真剣に仕事に取り組めているのはこの研修に参加できたおかげだと思います。

5mm

入社：1993年4月

福利厚生

人財育成

工事部

7mm

経歴

5mm 7mm

私は2017年に入社しました。花井組の仕事は以前の会社とは違い、大きな責任を伴う仕事が多いた

132mm

S.S

11

5mm 7mm

132mm

ものづくりに興味がある人にとっては

この上なく楽しい場所です︒

経験を積むことで

達成できる夢がある︒

名高山ソーラー施設

中途採用でも仕事も伸び伸び︑

家族の笑顔も作ってくれる会社︒

その働き手をフォローする制度や福利厚生、研修制度を今後もさらに充実させ、

132mm

7mm

職種：工事部（土木）

ひとつとして同じものがない物造りは、生涯をかけて貫く価値がある仕事です。
花井組は地域に根ざす技術者集団であり、一人一人の人財こそが、花井組の誇りです。

132mm

J.S 経歴

・一級建設機械施工管理技士 ・コンクリート診断士

18

8

ンドリー企業」に登録しています。WLBとは、仕事と生活が調和することを意味す
るものです。働きがいのある仕事の実現と、
家事や育児、
趣味や学習、
地域活動といっ
た個々の生活スタイルがより良いバランスであることが、人生の価値を高めていく
ものと考えています。花井組では仕事と生活両面の環境を整え、多様な働き方の選
「大府市の子育て支援サイト」
http://www.city.obu.aichi.jp/

択肢を設けたり、多様な価値観の共有などに努め、WLBの推進を追求しています。

「ファミフレネットあいち」
https://famifure.pref.aichi.jp/index.php
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see table 2

see table 1

Left Type

今もこの先も

地域と共に歩み続けるために

HANAI_corporate_Magaziin

12 改稿

2019-0410

送信日時
①

12/17

16：45

②

1/28

11：51

③

10：00

③

2/1

18：00

④

2/12

10：00

④

2/19

16：00

⑤

2/21

12：00

⑥

2/26

15：00

⑦

3/5

10：00

⑧

3/12

14：00

⑨

⑤

2/25

9：40

⑥

3/6

12：00

⑦

3/12

17：21

⑧

3/13

16：50

⑨

3/13

10：20

⑩

3/15

⑩

3/26

11：50

⑪

3/27

11：00

⑫

⑪

4/4

10：30

⑪

4/10

12：30

追加修正・校正直し日時
①

1/17

17：15

校了日時

②

1/31

2/12

11：45

12：04

担当者様

※お手数ですが、
校了の際はPDF 機能で校了日時・担当者様を明記いただき、ご返信の方お願いいたします。

本

社

〒474-0022 愛知県大府市若草町二丁目170番地
Tel：0562-48-2268 Fax：0562-46-8120

東郷営業所

〒470-0165 愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
Tel：0561-38-2317

豊明営業所

〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地
スパークシティ
・ポルト503 Tel：0562-98-1711

名高山事業所

〒474−0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
Tel：0562-38-5523 Fax：0562-38-5543

20190419

24mm

12mm

24mm

企業情報
会社概要

カ タ カ ナ「 ハ 」
「 ナ 」で 構 成 さ れ た 井 桁 マ ー ク
自然・お客様・協力会社・花井組（オレンジ）を４つの「ナ」で表してい

社

ジし、
右回りのデザインになっています。

本
社
営 業 所

ます。この４つのつながりを大切にして、経営の循環・持続をイメー

設
業
方

母なる大 地・土や水への畏敬の念を忘れずに、

132mm

名

人間の英知を融和させた建設土木の仕事。

立
種
針

資 本 金
社 員 数

当社は創業以来85年、地域の安全・安心を支える担い手として土木建設業に邁進して参りました。

沿革
1933年（昭和８年）８月
1949年（昭和24年）10月
1958年（昭和33年）８月

株式会社 花井組
愛知県大府市若草町 二丁目170番地
東 郷 営 業 所：愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
豊 明 営 業 所：愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
名高山事業所：愛知県大府市横根町名高山18-2

1974年（昭和49年）８月
1975年（昭和50年）10月
1996年（平成８年）３月
1996年（平成 ８年）４月

1958年（昭和33年）8月1日
土木・建築・舗装・造園・水道工事
【誠意・信頼】
安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、
地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。
5,000万円
47名（男性45名 女性2名）（2018年6月30日現在）

2001年（平成13年）11月
2003年（平成15年）６月
2006年（平成18年）４月
2010年（平成22年）６月
2011年（平成23年）７月
2017年（平成29年）６月

私たち建設業の仕事は決して華やかではありませんが、縁の下の力持ちのような存在です。道路や
河川、上下水道、橋梁、公園、宅地など、手掛けるものは多岐にわたり、こうした地域のインフラ整備や
組

維持管理に関する仕事を通じて地域社会の発展と人々の暮らしを支えていると自負しております。

地域社会─それはまさしく人々の暮らしの拠り所であり、地場産業など経済を支える場所。豊かで
幸福な地域社会を造り支えるために、私たちは品質の向上や技術の鍛練、先進技術の導入など、成長

社

長

会

長

主要取引先

図
常

務

技術・安全顧問
総務部

するための努力を怠りません。かつて伊勢湾台風の折に、現場から命からがら逃げる途中で多くの

営業部

人々を助けたというエピソードが当社に残されています。
これは仕事そのものの話ではありませんが、

工事部

"人々の役に立ったという喜び"こそが、私たちの仕事の原点となる魂だと、教訓として語り継がれて
います。

売上構成

自然は恩恵をもたらしてくれると同時に脅威となることもあります。自然に対し畏敬の念を持っ
て仕事にあたるのが、当社の信念であり、創業以来、変わることのない哲学です。

建

築

東郷営業所

名高山事業所

工事資格者

（2018 年現在）

一級建築士…………………………… 2 人

下請工事 8%

一級土木施工管理技士…………… ２４人

所在地
本

社

〒474-0022

柊山町一丁目

中央町一丁目

一級造園施工管理技士……………… ４人

大府市役所前

253

大倉公園

大府市役所
大倉公園南
市役所前

二級土木施工管理技士……………… ４人

向畑公園

二級建築施工管理技士……………… ３人

I.C

桃山町五丁目

155

大府郵便局
地蔵院前
瀬川
石ヶ

二級造園施工管理技士……………… ３人

大府駅前

東口

大府

西口

中央町三丁目

二級管工事施工管理技士…………… １人

消

グリーンプラザ大府

知多半島道路 大府 I.C より約 20 分

若草町三丁目

伊勢湾岸道路 豊明 I.C より約 15 分

246

国道 2 3 号線 共和 I.C より約 15 分

中央町７丁目

代表取締役 社長

営 業 所

花井 宏基

東郷営業所

愛知県愛知郡東郷町清水四丁目 3-10
TEL：0561-38-2317
豊 明 営 業 所 〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
TEL：0562-98-1711
名高山事業所 〒474-0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
TEL：0562-38-5523

所属団体
日本SPR工法協会
光硬化工法協会
7mm
5mm

HySPEED工法

http://hyspeed.co.jp/network/

http://www.lcr.gr.jp

〒470-0165

3

2

1

http://www.spr.gr.jp

JR 東海 大府駅より徒歩約５分
■お車をご利用の場合

50

中央町７町目北

■公共交通機関をご利用の場合

大府消防署

線
南
碧
屋
古
名

経験を活かし、地域社会に貢献したいと考えております。

大府市立大府小学校
文

文

愛知県立桃陵高校

一級管工事施工管理技士…………… １人
公共工事 73%

至有松 I.C

桃山二丁目

線
道本
東海

今後も社員が個々の能力を最大限発揮できる環境を整え、私たちが長年培ってきた優れた技術と

愛知県大府市若草町 二丁目 170 番地
TEL：0562-48-2268（代） FAX：0562-46-8120

至共和

一級建築施工管理技士……………… ５人
民間工事 19%

【民間団体】
愛知道路コンセッション（株）
日鉄エンジニアリング（株）
日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株）
（株）名機製作所
東洋インダストリー（株）
サーラ住宅（株）
積和建設中部（株）

至豊明

の推進など、花井組ならではの取り組みを進めております。

社

【地方公共団体】
愛知県 建設局 / 知多建設事務所 / 衣浦港務所 /
農林水産局 / 知多農林水産事務所 /
企業庁 / 愛知用水水道事務所 /
愛知県道路公社
大府市、東郷町
【公社、独立行政法人等】
愛知県道路公社 / 愛知用水土地改良区 /
水資源機構 愛知用水総合管理所 / 日本下水道事業団 /
あいち知多農業協同組合 / 愛知県経済農業協同組合連合会 /
大府市内及び近隣の土地区画整理組合

豊明営業所

（直近 3 年間平均）

衛生確保をはじめ、安心できる就業・雇用環境、人財育成、福利厚生の充実、ワーク・ライフ・バランス
132mm

木

本

直近 3 年間平均完工高（2018 年現在）

売上構成比率
年間完工高 23 億円

いい仕事をするためには、社員が心身ともに健康な状態であることが不可欠です。現場の安全・

土

…………………………………………………

その自負は、すべての社員の誇りとするところです。

織

花井郁次により花井組を創業
愛知県知事登録、建設業登録
組織変更し資本金1,000万円で株式会社花井組を設立
同年同月、花井勝美が代表取締役社長に就任
資本金を3,020万円に増資
株式会社花井組の本社社屋を大府市若草町に竣工
名古屋中小企業投資育成㈱より出資を受け資本金5,000万円に増資
花井廣海、代表取締役社長に就任
同年、花井勝美 会長就任
ISO 9001：1994を取得
ISO 9001：2000に移行
花井宏基 代表取締役社長に就任
同年、花井廣海が副会長就任
ISO 9001:2008に移行
ISO 14001：2000 取得
ISO 9001、ISO 14001を統合 ISO 2015へ移行
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5mm 7mm

5mm 7mm

12mm

土木事業

創業から花井組を支えてきた基幹事業です。

国土を整えて守り、
人々の暮らしや産業を支える
《縁の
下の力持ち》それが土木の仕事です。
当社もそんな思いか
ら始まり、小さな現場から大きな現場まで全力で取組み
85年、地域の生活向上と安全安心のために寄与してきま
した。
日本は地域の集合体で成り立っていますが、
花井組
はこの地域の守り手という自負を持つ技術者集団です。

舗装工事

土木の仕事は、道路、上下水道、河川、公園・宅地造成な
ど、地域経済や日々の生活を支える多くのインフラに携
わっています。
また、
防災や災害復旧など、
地域の安全な暮
らしを守るための重要な役割も担っています。
花井組は地
域のニーズに応えるべく、
技術向上や新たなノウハウ構築
に日々邁進しています。

Business Guide

新たな視点に立って、取り組んでいます。

土木事業に付帯・関連した建築ニーズの増加に応える
ため、建築の専門スタッフを更に充実させ、工場や事務
所、文化施設、公共施設などを手掛けています。
近年、特に公共施設において、社会的動向や地域ニー
ズに応えるため施設の在り方が変化しており、土木・建

築の垣根を越えて多種多様な施設・用途を複合的に整備
する機会が増えています。また、これらを機能性、効率性、
経済性を担保しながら実現していくことが同時に求めら
れています。当社もこれに応えるため、土木・建築の連携
を図りながら新たな視点で取り組んでいます。

完成年度：2011年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事 市道1016号線
工事場所：大府市共和町

132mm

進化する花井組の事業

建築事業

完成年度：2016年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）一般国道155号
（誰もが働きやすい現場環境整備工事）
工事場所：東海市加木屋町

河川工事

完成年度：2016年度 ※優良工事表彰
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：中小河川改良工事（交付金・全国防災）
2号工 二級河川 天白川
工事場所：東海市南柴田町

上下水道工事

一般土木工事

建築工事

完成年度：2018年度
発 注 者：地方共同法人 日本下水道事業団
工 事 名：みよし市福田第２雨水ポンプ場建設工事
（共同企業体）
工事場所：みよし市福田町

完成年度：2018年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：街路改良工事（交付金）3・3・18 大府東浦線
工事場所：大府市大府町

完成年度：2018年度（写真左側）
発注者：大府市水道事業
工事名：第2配水池耐震化工事 長草配水場
工事場所：大府市長草町
完成年度：2015年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）主要地方道
瀬戸大府東海線
工事場所：大府市北崎町

完成年度：2007年度（写真右側）
発注者：大府市水道事業
工事名：長草配水場建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市長草町

完成年度：2015年度
発 注 者：大府市
工 事 名：公共下水道事業管渠布設工事
雨水支線9001
（川池バイパス水路その1工事）
工事場所：大府市若草町

完成年度：2014年度
発 注 者：東部知多衛生組合
工 事 名：最終処分場土木施設建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市大東町（大東最終処分場）

完成年度：2009年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事
工事場所：大府市明成町

5

完成年度：2018年度
発注者：日鉄エンジニアリング（株）
工事名：東部知多衛生組合
ごみ処理施設建設工事（共同企業体）
工事場所：東浦町大字森岡

完成年度：2018年度
発 注 者：大府市
工 事 名：大府市発達支援センターみのり建設工事

(建築) 発達支援センター「みのり」
工事場所：大府市森岡町

造成工事

市道明成深廻間線

7mm

6

完成年度：2011年度
発 注 者：愛知県企業庁
工 事 名：内陸用地造成事業
大府木の山地区整地工事
工事場所：大府市共和町

7

5mm

完成年度：2013年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：薬草園整備事業の内
薬草園建築・土木工事
工事場所：大府市吉田町

8

2.5mm

2.5mm

5mm 7mm

7mm 5mm

12mm

PFI 事業

地域に貢献し、地域と共に成長を目指します。

PFI事業とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手
法です。当社が現在行っているPFI事業は「おおぶ文化交
流の杜図書館」です。
「おおぶ文化交流の杜図書館」整備・
運営事業には、当社を含む７社で立ち上げたグループ

その他事業

企業（SPC）として参画し、2011年の事業契約締結後、建
設工事とその後の15年間の運営に携わっています。
花井組は大府市に拠点を構え、常日頃から地域貢献、地
域づくりを理念とする企業です。このPFI事業を皮切りに
様々なPPP/PFI事業に参加したいと考えています。

今も、これからも、受け継がれていく花井組スピリット

将来を見据え、他の事業にも取り組んでいます。

当社は、土木・建築・PFI事業を主として手掛けていま
すが、将来を見据えて他の事業も取り組んでいます。
現在は「アスファルトプラント運営」
「 所有地の有効利
用」を展開しています。

これらの事業を通して、花井組の命題である“地域の安心・
安全・発展”にさらに貢献することができると確信しています。

30代で花井組に中途入社。花井組に決めた理由は、転勤が無く家族を側に置きながら、安定した仕
事ができるからです。私自身、他県から職場を変えましたが、新しい環境でも、不安もなく日々、仕

建設業界の仕事は決して楽なものではありません。責任も重大です。

事に集中できていると思います。これからはとにかく仕事を覚え、自分自身のモチベーションを上げ
るとともに、新しい資格を取得し、一日も早く現場を任され、責任ある仕事をしたいと思っています。

でも、だからこそ、大きなやりがいがあるのです。熱意と努力が生み出す結果は、

■アスファルトプラント運営
■所有地の有効利用

ここ大府に根を張って仕事が出来るって、家族みんなの笑顔になりますよね。それが入って一番感
謝していることですね。

地域社会や人々の基盤を支え、豊かな生活へつながっていくと信じています。

アスファルトプラント運営

入社：2018年1月

これからも安心して力を発揮できる職場を目指します。
8mm

長い年月をかけて培われた経験や技術を受け継ぎ、
「いい仕事」とともに「充実した人生を謳歌する」
、それが花井組の信念です。
花井組のスピリットを受け継ぐ精鋭の声を紹介します。

8.5mm

所有地の有効利用

完成年度：2016年度

完成年度：2014年度
発 注 者：大府市
事 業 名：おおぶ文化交流の杜 allobu
整備・運営事業
住
所：大府市柊山町

5mm

ハーベストムーン
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完成年度：2015年度

完成年度：2017年度

ブルースター

10

父が営む会社は花井組の協力会社なので、花井組の仕事に興味があり入社しました。今は先輩方の

高校が土木関係だったので、就職は地元の土木会社にと決めており、学校の勧めもあって花井組に

下で勉強を重ねているところです。将来的には一級土木施工管理技士の資格をはじめ、水道関係すべ

入社しました。私は地元の土木で地域に貢献したいと思っていたので、地域密着型の花井組は理想的

ての資格を取りたいと考えています。花井組にいる間に区画整理や経験したことのない現場などを体

でした。私は人づきあいが得意ではありませんでしたが、花井組に入って25年、随分変わったと思い

験してノウハウを身に付けたいと思います。いつか実家の会社へ戻って、花井組と一緒に仕事するの

ます。現場での仕事をスムーズに進めるにはコミュニケーションが不可欠。私は現場第一と考えてい

が夢。現場はキツいですが、地元の役に立つという自負もあるし、やり遂げた時の達成感は格別です。

ますので、知らず知らずその中で鍛練されたのでしょう。原点は好きなものづくりへの情熱。それによっ

花井組に入って悔いはない、と断言できますね。

て育てられた仕事の「おかげさま」です。

T.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部
（土木）

め最初は困難なこともありましたが、周りに協力、応援していただきながら何とか乗り越えられました。
1年経ってようやく軌道にのることができたかな、と感じています。仕事のレベルが上がれば自分
自身のレベルアップもしなければなりませんから、日々勉強ですね。個々人の力が要求される仕事な
ので、いち早く一人前になれるように一生懸命頑張っています。この仕事には我慢強さとやる気が必要。
そんな気概を持って入ってくれる若者に期待！

H.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部（建築）

仕事以外でも家族みんなが笑顔になる地域密着型「わーくりい知多」の会員に登録しています。

新入社員を対象とした「就職前準備研修」を設けています。
社会人としての心構え、ビジネスマナーの習得をめざし

知多半島の中小企業勤労者の福利厚生を担う組織「わーくりい知多」は、「互

てもらうために、富士教育研修センターでの２泊３日の「就

助の精神」を基本理念とし、知多5市5町の行政、労働福祉団体などが協力して

職前準備研修」に参加していただいています。建設産業に

設立されたもので、当社も登録しており社員全員が利用できます。主に、福利

対する理解を深め、同世代の連帯感や入社前の不安を解消

厚生事業や共済給付事業などを提供しており、多くのサービスは社員の同居家

していただき、一日も早く現場で活躍できるよう本研修を

族も利用できる仕組みとなっています。利用サービスは、提携施設の利用助成、

取り入れています。

宿泊補助、コンサートや観劇、通信講座の割引など、多種多様です。

康診断専門施設として1986年に開設され、MRI、マンモグラフィ̶、内視鏡など様々な充実した検査機器を
揃え、信頼できる医師とスタッフが高精度の検査を行っています。
また解りやすい説明と必要な情報を提供しており、安心して検査が受けられ
ます。当社では社員全員が年に１度、このクリニックで人間ドックを受けてい
ます。たとえば脳ドックや癌検診など、メニューにはないものでもオプション
で受けることができます。

苦労は自分の

レベルアップにつながる︒

「社会人として働く意識を変えるきっかけになりました。」

地域・社会に貢献するための花井組の役割とは…。

も興味を持ちました。入社前でまだ何もわかっていない状態でしたから。2泊

「わーくりい知多」
： https://workly.jp/

3日での研修でしたが業種にはあまり関係なく、社会人としての基本的マナー

高級会員制リゾートホテル「リゾートトラスト」の会員です。

とは…というところから始まりました。仕事をする上での心構え・姿勢とかコ
ミュニケーションの大切さとか、みっちり3日間かけて教わりました。研修で

犯や交通安全に関する活動を行っています。さらに地域の美しい景観を守る取
組として、大府市の
「アダプトプログラム」に登録し、社員全員で清掃ボランティ

40以上の高級会員制リゾートホテル等を運営す

ですが、時間が経つにつれて打ち解け、いろんな話をするようになって楽し

アを行っています。また、愛知県、大府市、花井組の3者のパートナーシップに

る
「リゾートトラスト」の会員であり、社員とそ

かったですね。

より継続的に清掃美化活動を行う「愛・道路パートナーシップ事業」にも参加

の家族はこれらのホテル等を利用できます。

その仲間たちとは今もメールなどで連絡を取り合っていますよ。最終日に

災害に対する備えと災害時における被災箇所の素早い復旧は、地域社会に関わる花井組の最大の使命です。
また、平穏な日常を維持するための取組として、愛知県のパートナーシップ企業※としてパトロール等による防

当社は、
「エクシブシリーズ」を中心に全国

は話し合いをする場も設けられました。最初は緊張して会話も少なかったの

しています。

は将来の夢や展望を作文形式で提出。漠然とした自分の思いが見えてきて、今、
「リゾートトラスト」
：https://www.resorttrust.co.jp

※愛知県安全なまちづくり・交通安全パートナーシップ企業

地域活動やイベントも積極的に応援しています。
毎年開催される大府東浦花火大会や大府市産
業文化まつり等の地域活動やイベントにも積極

国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しています。

和気あいあいと

楽しくやっていける会社︒

的に協賛、参画しています。地域と共に歩む活

当社は、国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しており、若手

動は、今後も花井組の地域・社会貢献の大きな

社員を中心とした研修制度の一環として位置付けています。仲間たちとの出会

テーマであり、大府市の繁栄に向けて一歩一歩

いから始まり、未知の経験や熱い語らいの中で、コミュニケーション能力を磨

確実に取組んでいきます。

き、今後、苦難を乗り越える強さや生きる力を身につけるためのプログラムと
なっています。仕事に取り組む姿勢や人との関わり方など、社会人としての基

大府市等で開催される全国大学女子硬式野球選手権大会を応援しています。

礎を学び、今後光り輝く人財として成長していただくためのきっかけになるこ

「野球｣といえば男子のスポーツと思われがちですが、女子も男子に負けない

とを期待し、このような機会を設けています。

くらい熱く白球を追いかけています。当社では大府市で開催される全国大学女
子公式野球選手権大会を応援すると共に、地域のトップアスリートを目指す人

「会社のある地元の魅力に気づき、このまちで働く喜びを感じています。
」

達も応援することを目指しています。

入社して３年目で研修に参加。動機は単純に“海外に行ける” ということで
した。いざ参加してみると、知多半島のグループがあって船上でのチーム発表
でした。ダンスは踊ったこともなかったので一生懸命に皆と練習を重ねました。

当社は、ワーク・ライフ・バランス
（WLB）を推進する愛知県の
「ファミリー・フレ

なりましたね。

ける会社なんです。たとえば社長や上層部の方々が、楽しくできるような環境を作ってくれる。それ

航海中には教えてもらうことやお世話になることも多々あり、感謝の気持ち

当社は、本社を構える大府市内に社宅を充実させ、社員とその家族が安心し

は仕事場においても日々の会社生活においても、です。もちろん楽しくといっても仕事内容はいい意

が素直に表せるようになりました。船を下りてからも「ありがとう」という言

て豊かに暮らせる生活環境をサポートしています。ここ大府で暮らすことによ

味の緊張感を持って当たるのが鉄則。その上で楽しんで仕事ができるようになったら一人前ですね。

葉が自然に出てきます。感謝の大切さや人との関わり方など、大事なことに気

り職住近接が可能となり、子育て支援や医療、介護、福祉等、大府市の充実し

に気を配りながら無事に終えた時は万歳！ですよ。

M.N 経歴 入社：1988年3月 職種：工事部
（土木）課長

づかせてもらえた8日間だったと思います。この体験を忘れずに花井組で楽し

総務部

N.S さん

た行政サービスも受けることができます。今後も社員とその家族が将来に希望

く仲良く頑張っていきたいと思います。

を持ちながら暮らしていけるように取組を続けていきます。
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12mm

花井組が地域貢献するために大切にする４つの経営方針
Quality

品質

【 基本方針 】

環境

Environmental
【 基本理念 】

[ 誠意・信頼 ] 安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、

株式会社 花井組は、
「自然環境と調和した、安全で快適な社会基盤・生活 環境の実現」を目標に、常に安全・知識・

地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。

技術の向上に努め、環境負荷の低減・ 環境汚染の防止に配慮した事業活動を行い、地域社会に貢献し信頼される企
業として永続的に発展することを目指します。

【 年度品質目標 】

社員すべてが、ʻ建設サービスマンʼ としての自覚 を持ち、お客様のʻ生涯利益ʼ を最優先に考え、誠意ある仕事で
信頼を勝ち取るとともに価格競争力と提案力を鍛え、さらなる受注拡大を目指す。

【 基本方針 】
1. 環境の保全及び汚染防止を推進する為に、環境マネジメントシステムを構築・運用し、その継続的改善を図る。

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得
品質マネジメントシステム ISO9001取得

2. 事業活動における環境影響を評価し、資源・エネルギーの効率的な利用及び汚染の予防・防止を推進し、
環境負荷の低減に努める。
3. 環境に関連する法規則・協定及び当社が同意するその他の要求事項を遵守する。
4. 環境方針は、全社員及び協力会社に周知徹底すると共に、一般に公開する。
2011年 1月

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得

環境マネジメントシステム ISO14001取得

Health and Safety

安全衛生

Human Resources Development

人材育成

企業は継続的に利益をあげ、投資して改良につなげ、社会に付加価値を提供する、そこで企業の

【 基本理念 】

花井組は「人命の尊重」を最優先し、私たちが、地域社会に貢献するために営む日々の生産過程の中で、志を

存在価値が生まれます。より良い企業になるには何が必要か…花井組という組織を構成する基本

健康」の増進を計る為に、安全で明るく快適な職場環境を確立し、生産性の向上に資する。

はビジネスの基礎知識からセルフマネジメント、各分野の専門的スキルアップなど、いろいろな

同じくする仲間から労働災害による、加害者と被害者を決して作らず、働く一人ひとりの「こころとからだの

となるのは「人」です。人財あってこそ、完成度の高い仕事が成し得ると考えています。当社で
観点からの研修を行っており、今後も社員の育成に関わる人財投資を大切にしていきます。

【 基本方針 】

花井組は、当社の創る営みに携わる全ての人の幸せの為に、
「安全は、思いやりから。
」を基本理念とした安全衛

生活動を展開し、安全で明るく健康的な職場を確立し、生産性の向上に資することとする。ここに、安全衛生基
本方針を表明し実施する。

・一級土木施工管理技士

・二級建築施工管理技士

・二級土木施工管理技士

・一級管工事施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・給水装置工事主任技術者

3. 確実な作業手順を作成し、作業者への指示を徹底するとともに、質の高いＫＹ活動を実施し、労働災害

・一級建築士

・二級管工事施工管理技士 ・測量士

・業務用ドローン操縦士

・二級建築士

・一級造園施工管理技士

・測量士補

・車両系建設機械

・一級建築施工管理技士

・二級造園施工管理技士

・コンクリート技士

・大型特殊

（三大災害）防止に努める。三大災害
（①墜落・転落災害 ②建設機械・クレーン等災害③崩壊・倒壊災害 )

4. 交通ルールを遵守し、交通労働災害の防止に努める。

5mm 7mm

主な取得資格

1. 社員並びに協力会社が一体となり、安全衛生教育の一層の推進を計り、安全衛生意識の高揚に努める。
2. 関連法令・基本ルールを遵守し、店社安全衛生計画に基づき、日々の安全衛生活動を実施する。

2006年 4月

代表取締役 社長

花井

宏基

至学館大学

仕事と生活が調和できる職場環境を目指します。

船上のクラブ活動ではハンドベルをやりました。とても楽しく、いい思い出に

30年間の仕事の中で印象に残っているのは山を切り拓いて道路を拡幅する困難な現場です。安全第一

至学館大学
女子硬式野球部

ワーク・ライフ・バランスの推進

は“ダンスで表現する知多半島の魅力”。それが私にとっては地元の魅力再発見

私は大学の先生に勧められて花井組に入社しました。花井組をひと言でいうなら、楽しくやってい

「中京サテライトクリニック」
https://www.c-stc.or.jp

地域・社会貢献

就職が内定していた３月の初め頃、就職前の事前研修があると聞き、とて

T.N さん

高精度検査が可能な施設で、社員全員が年に１度の検診を行います。
当社が健診を提携しているのは「医療法人 九愛会 中京サテライトクリニック」です。このクリニックは健

社宅を充実させ、社員が家族と安心して暮らせる環境をサポートしています。
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職種：工事部（土木）

12

真剣に仕事に取り組めているのはこの研修に参加できたおかげだと思います。

5mm

入社：1993年4月

福利厚生

人財育成

工事部

7mm

経歴

5mm 7mm

私は2017年に入社しました。花井組の仕事は以前の会社とは違い、大きな責任を伴う仕事が多いた

132mm

S.S

11

5mm 7mm

132mm

ものづくりに興味がある人にとっては

この上なく楽しい場所です︒

経験を積むことで

達成できる夢がある︒

名高山ソーラー施設

中途採用でも仕事も伸び伸び︑

家族の笑顔も作ってくれる会社︒

その働き手をフォローする制度や福利厚生、研修制度を今後もさらに充実させ、

132mm

7mm

職種：工事部（土木）

ひとつとして同じものがない物造りは、生涯をかけて貫く価値がある仕事です。
花井組は地域に根ざす技術者集団であり、一人一人の人財こそが、花井組の誇りです。

132mm

J.S 経歴

・一級建設機械施工管理技士 ・コンクリート診断士
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8

ンドリー企業」に登録しています。WLBとは、仕事と生活が調和することを意味す
るものです。働きがいのある仕事の実現と、
家事や育児、
趣味や学習、
地域活動といっ
た個々の生活スタイルがより良いバランスであることが、人生の価値を高めていく
ものと考えています。花井組では仕事と生活両面の環境を整え、多様な働き方の選
「大府市の子育て支援サイト」
http://www.city.obu.aichi.jp/

択肢を設けたり、多様な価値観の共有などに努め、WLBの推進を追求しています。

「ファミフレネットあいち」
https://famifure.pref.aichi.jp/index.php
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see table 2

see table 1

Left Type

今もこの先も

地域と共に歩み続けるために

HANAI_corporate_Magaziin

12 改稿

2019-0410

送信日時
①

12/17

16：45

②

1/28

11：51

③

10：00

③

2/1

18：00

④

2/12

10：00

④

2/19

16：00

⑤

2/21

12：00

⑥

2/26

15：00

⑦

3/5

10：00

⑧

3/12

14：00

⑨

⑤

2/25

9：40

⑥

3/6

12：00

⑦

3/12

17：21

⑧

3/13

16：50

⑨

3/13

10：20

⑩

3/15

⑩

3/26

11：50

⑪

3/27

11：00

⑫

⑪

4/4

10：30

⑪

4/10

12：30

追加修正・校正直し日時
①

1/17

17：15

校了日時

②

1/31

2/12

11：45

12：04

担当者様

※お手数ですが、
校了の際はPDF 機能で校了日時・担当者様を明記いただき、ご返信の方お願いいたします。

本

社

〒474-0022 愛知県大府市若草町二丁目170番地
Tel：0562-48-2268 Fax：0562-46-8120

東郷営業所

〒470-0165 愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
Tel：0561-38-2317

豊明営業所

〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地
スパークシティ
・ポルト503 Tel：0562-98-1711

名高山事業所

〒474−0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
Tel：0562-38-5523 Fax：0562-38-5543

20190419

24mm

12mm

24mm

企業情報
会社概要

カ タ カ ナ「 ハ 」
「 ナ 」で 構 成 さ れ た 井 桁 マ ー ク
自然・お客様・協力会社・花井組（オレンジ）を４つの「ナ」で表してい

社

ジし、
右回りのデザインになっています。

本
社
営 業 所

ます。この４つのつながりを大切にして、経営の循環・持続をイメー

設
業
方

母なる大 地・土や水への畏敬の念を忘れずに、

132mm

名

人間の英知を融和させた建設土木の仕事。

立
種
針

資 本 金
社 員 数

当社は創業以来85年、地域の安全・安心を支える担い手として土木建設業に邁進して参りました。

沿革
1933年（昭和８年）８月
1949年（昭和24年）10月
1958年（昭和33年）８月

株式会社 花井組
愛知県大府市若草町 二丁目170番地
東 郷 営 業 所：愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
豊 明 営 業 所：愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
名高山事業所：愛知県大府市横根町名高山18-2

1974年（昭和49年）８月
1975年（昭和50年）10月
1996年（平成８年）３月
1996年（平成 ８年）４月

1958年（昭和33年）8月1日
土木・建築・舗装・造園・水道工事
【誠意・信頼】
安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、
地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。
5,000万円
47名（男性45名 女性2名）（2018年6月30日現在）

2001年（平成13年）11月
2003年（平成15年）６月
2006年（平成18年）４月
2010年（平成22年）６月
2011年（平成23年）７月
2017年（平成29年）６月

私たち建設業の仕事は決して華やかではありませんが、縁の下の力持ちのような存在です。道路や
河川、上下水道、橋梁、公園、宅地など、手掛けるものは多岐にわたり、こうした地域のインフラ整備や
組

維持管理に関する仕事を通じて地域社会の発展と人々の暮らしを支えていると自負しております。

地域社会─それはまさしく人々の暮らしの拠り所であり、地場産業など経済を支える場所。豊かで
幸福な地域社会を造り支えるために、私たちは品質の向上や技術の鍛練、先進技術の導入など、成長

社

長

会

長

主要取引先

図
常

務

技術・安全顧問
総務部

するための努力を怠りません。かつて伊勢湾台風の折に、現場から命からがら逃げる途中で多くの

営業部

人々を助けたというエピソードが当社に残されています。
これは仕事そのものの話ではありませんが、

工事部

"人々の役に立ったという喜び"こそが、私たちの仕事の原点となる魂だと、教訓として語り継がれて
います。

売上構成

自然は恩恵をもたらしてくれると同時に脅威となることもあります。自然に対し畏敬の念を持っ
て仕事にあたるのが、当社の信念であり、創業以来、変わることのない哲学です。

建

築

東郷営業所

名高山事業所

工事資格者

（2018 年現在）

一級建築士…………………………… 2 人

下請工事 8%

一級土木施工管理技士…………… ２４人

所在地
本

社

〒474-0022

柊山町一丁目

中央町一丁目

一級造園施工管理技士……………… ４人

大府市役所前

253

大倉公園

大府市役所
大倉公園南
市役所前

二級土木施工管理技士……………… ４人

向畑公園

二級建築施工管理技士……………… ３人

I.C

桃山町五丁目

155

大府郵便局
地蔵院前
瀬川
石ヶ

二級造園施工管理技士……………… ３人

大府駅前

東口

大府

西口

中央町三丁目

二級管工事施工管理技士…………… １人

消

グリーンプラザ大府

知多半島道路 大府 I.C より約 20 分

若草町三丁目

伊勢湾岸道路 豊明 I.C より約 15 分

246

国道 2 3 号線 共和 I.C より約 15 分

中央町７丁目

代表取締役 社長

営 業 所

花井 宏基

東郷営業所

愛知県愛知郡東郷町清水四丁目 3-10
TEL：0561-38-2317
豊 明 営 業 所 〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
TEL：0562-98-1711
名高山事業所 〒474-0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
TEL：0562-38-5523

所属団体
日本SPR工法協会
光硬化工法協会
7mm
5mm

HySPEED工法

http://hyspeed.co.jp/network/

http://www.lcr.gr.jp

〒470-0165

3

2

1

http://www.spr.gr.jp

JR 東海 大府駅より徒歩約５分
■お車をご利用の場合

50

中央町７町目北

■公共交通機関をご利用の場合

大府消防署

線
南
碧
屋
古
名

経験を活かし、地域社会に貢献したいと考えております。

大府市立大府小学校
文

文

愛知県立桃陵高校

一級管工事施工管理技士…………… １人
公共工事 73%

至有松 I.C

桃山二丁目

線
道本
東海

今後も社員が個々の能力を最大限発揮できる環境を整え、私たちが長年培ってきた優れた技術と

愛知県大府市若草町 二丁目 170 番地
TEL：0562-48-2268（代） FAX：0562-46-8120

至共和

一級建築施工管理技士……………… ５人
民間工事 19%

【民間団体】
愛知道路コンセッション（株）
日鉄エンジニアリング（株）
日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株）
（株）名機製作所
東洋インダストリー（株）
サーラ住宅（株）
積和建設中部（株）

至豊明

の推進など、花井組ならではの取り組みを進めております。

社

【地方公共団体】
愛知県 建設局 / 知多建設事務所 / 衣浦港務所 /
農林水産局 / 知多農林水産事務所 /
企業庁 / 愛知用水水道事務所 /
愛知県道路公社
大府市、東郷町
【公社、独立行政法人等】
愛知県道路公社 / 愛知用水土地改良区 /
水資源機構 愛知用水総合管理所 / 日本下水道事業団 /
あいち知多農業協同組合 / 愛知県経済農業協同組合連合会 /
大府市内及び近隣の土地区画整理組合

豊明営業所

（直近 3 年間平均）

衛生確保をはじめ、安心できる就業・雇用環境、人財育成、福利厚生の充実、ワーク・ライフ・バランス
132mm

木

本

直近 3 年間平均完工高（2018 年現在）

売上構成比率
年間完工高 23 億円

いい仕事をするためには、社員が心身ともに健康な状態であることが不可欠です。現場の安全・

土

…………………………………………………

その自負は、すべての社員の誇りとするところです。

織

花井郁次により花井組を創業
愛知県知事登録、建設業登録
組織変更し資本金1,000万円で株式会社花井組を設立
同年同月、花井勝美が代表取締役社長に就任
資本金を3,020万円に増資
株式会社花井組の本社社屋を大府市若草町に竣工
名古屋中小企業投資育成㈱より出資を受け資本金5,000万円に増資
花井廣海、代表取締役社長に就任
同年、花井勝美 会長就任
ISO 9001：1994を取得
ISO 9001：2000に移行
花井宏基 代表取締役社長に就任
同年、花井廣海が副会長就任
ISO 9001:2008に移行
ISO 14001：2000 取得
ISO 9001、ISO 14001を統合 ISO 2015へ移行
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5mm 7mm

5mm 7mm

12mm

土木事業

創業から花井組を支えてきた基幹事業です。

国土を整えて守り、
人々の暮らしや産業を支える
《縁の
下の力持ち》それが土木の仕事です。
当社もそんな思いか
ら始まり、小さな現場から大きな現場まで全力で取組み
85年、地域の生活向上と安全安心のために寄与してきま
した。
日本は地域の集合体で成り立っていますが、
花井組
はこの地域の守り手という自負を持つ技術者集団です。

舗装工事

土木の仕事は、道路、上下水道、河川、公園・宅地造成な
ど、地域経済や日々の生活を支える多くのインフラに携
わっています。
また、
防災や災害復旧など、
地域の安全な暮
らしを守るための重要な役割も担っています。
花井組は地
域のニーズに応えるべく、
技術向上や新たなノウハウ構築
に日々邁進しています。

Business Guide

新たな視点に立って、取り組んでいます。

土木事業に付帯・関連した建築ニーズの増加に応える
ため、建築の専門スタッフを更に充実させ、工場や事務
所、文化施設、公共施設などを手掛けています。
近年、特に公共施設において、社会的動向や地域ニー
ズに応えるため施設の在り方が変化しており、土木・建

築の垣根を越えて多種多様な施設・用途を複合的に整備
する機会が増えています。また、これらを機能性、効率性、
経済性を担保しながら実現していくことが同時に求めら
れています。当社もこれに応えるため、土木・建築の連携
を図りながら新たな視点で取り組んでいます。

完成年度：2011年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事 市道1016号線
工事場所：大府市共和町

132mm

進化する花井組の事業

建築事業

完成年度：2016年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）一般国道155号
（誰もが働きやすい現場環境整備工事）
工事場所：東海市加木屋町

河川工事

完成年度：2016年度 ※優良工事表彰
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：中小河川改良工事（交付金・全国防災）
2号工 二級河川 天白川
工事場所：東海市南柴田町

上下水道工事

一般土木工事

建築工事

完成年度：2018年度
発 注 者：地方共同法人 日本下水道事業団
工 事 名：みよし市福田第２雨水ポンプ場建設工事
（共同企業体）
工事場所：みよし市福田町

完成年度：2018年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：街路改良工事（交付金）3・3・18 大府東浦線
工事場所：大府市大府町

完成年度：2018年度（写真左側）
発注者：大府市水道事業
工事名：第2配水池耐震化工事 長草配水場
工事場所：大府市長草町
完成年度：2015年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）主要地方道
瀬戸大府東海線
工事場所：大府市北崎町

完成年度：2007年度（写真右側）
発注者：大府市水道事業
工事名：長草配水場建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市長草町

完成年度：2015年度
発 注 者：大府市
工 事 名：公共下水道事業管渠布設工事
雨水支線9001
（川池バイパス水路その1工事）
工事場所：大府市若草町

完成年度：2014年度
発 注 者：東部知多衛生組合
工 事 名：最終処分場土木施設建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市大東町（大東最終処分場）

完成年度：2009年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事
工事場所：大府市明成町

5

完成年度：2018年度
発注者：日鉄エンジニアリング（株）
工事名：東部知多衛生組合
ごみ処理施設建設工事（共同企業体）
工事場所：東浦町大字森岡

完成年度：2018年度
発 注 者：大府市
工 事 名：大府市発達支援センターみのり建設工事

(建築) 発達支援センター「みのり」
工事場所：大府市森岡町

造成工事

市道明成深廻間線

7mm

6

完成年度：2011年度
発 注 者：愛知県企業庁
工 事 名：内陸用地造成事業
大府木の山地区整地工事
工事場所：大府市共和町

7

5mm

完成年度：2013年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：薬草園整備事業の内
薬草園建築・土木工事
工事場所：大府市吉田町

8

2.5mm

2.5mm

5mm 7mm

7mm 5mm

12mm

PFI 事業

地域に貢献し、地域と共に成長を目指します。

PFI事業とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手
法です。当社が現在行っているPFI事業は「おおぶ文化交
流の杜図書館」です。
「おおぶ文化交流の杜図書館」整備・
運営事業には、当社を含む７社で立ち上げたグループ

その他事業

企業（SPC）として参画し、2011年の事業契約締結後、建
設工事とその後の15年間の運営に携わっています。
花井組は大府市に拠点を構え、常日頃から地域貢献、地
域づくりを理念とする企業です。このPFI事業を皮切りに
様々なPPP/PFI事業に参加したいと考えています。

今も、これからも、受け継がれていく花井組スピリット

将来を見据え、他の事業にも取り組んでいます。

当社は、土木・建築・PFI事業を主として手掛けていま
すが、将来を見据えて他の事業も取り組んでいます。
現在は「アスファルトプラント運営」
「 所有地の有効利
用」を展開しています。

これらの事業を通して、花井組の命題である“地域の安心・
安全・発展”にさらに貢献することができると確信しています。

30代で花井組に中途入社。花井組に決めた理由は、転勤が無く家族を側に置きながら、安定した仕
事ができるからです。私自身、他県から職場を変えましたが、新しい環境でも、不安もなく日々、仕

建設業界の仕事は決して楽なものではありません。責任も重大です。

事に集中できていると思います。これからはとにかく仕事を覚え、自分自身のモチベーションを上げ
るとともに、新しい資格を取得し、一日も早く現場を任され、責任ある仕事をしたいと思っています。

でも、だからこそ、大きなやりがいがあるのです。熱意と努力が生み出す結果は、

■アスファルトプラント運営
■所有地の有効利用

ここ大府に根を張って仕事が出来るって、家族みんなの笑顔になりますよね。それが入って一番感
謝していることですね。

地域社会や人々の基盤を支え、豊かな生活へつながっていくと信じています。

アスファルトプラント運営

入社：2018年1月

これからも安心して力を発揮できる職場を目指します。
8mm

長い年月をかけて培われた経験や技術を受け継ぎ、
「いい仕事」とともに「充実した人生を謳歌する」
、それが花井組の信念です。
花井組のスピリットを受け継ぐ精鋭の声を紹介します。

8.5mm

所有地の有効利用

完成年度：2016年度

完成年度：2014年度
発 注 者：大府市
事 業 名：おおぶ文化交流の杜 allobu
整備・運営事業
住
所：大府市柊山町

5mm

ハーベストムーン

9

完成年度：2015年度

完成年度：2017年度

ブルースター

10

父が営む会社は花井組の協力会社なので、花井組の仕事に興味があり入社しました。今は先輩方の

高校が土木関係だったので、就職は地元の土木会社にと決めており、学校の勧めもあって花井組に

下で勉強を重ねているところです。将来的には一級土木施工管理技士の資格をはじめ、水道関係すべ

入社しました。私は地元の土木で地域に貢献したいと思っていたので、地域密着型の花井組は理想的

ての資格を取りたいと考えています。花井組にいる間に区画整理や経験したことのない現場などを体

でした。私は人づきあいが得意ではありませんでしたが、花井組に入って25年、随分変わったと思い

験してノウハウを身に付けたいと思います。いつか実家の会社へ戻って、花井組と一緒に仕事するの

ます。現場での仕事をスムーズに進めるにはコミュニケーションが不可欠。私は現場第一と考えてい

が夢。現場はキツいですが、地元の役に立つという自負もあるし、やり遂げた時の達成感は格別です。

ますので、知らず知らずその中で鍛練されたのでしょう。原点は好きなものづくりへの情熱。それによっ

花井組に入って悔いはない、と断言できますね。

て育てられた仕事の「おかげさま」です。

T.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部
（土木）

め最初は困難なこともありましたが、周りに協力、応援していただきながら何とか乗り越えられました。
1年経ってようやく軌道にのることができたかな、と感じています。仕事のレベルが上がれば自分
自身のレベルアップもしなければなりませんから、日々勉強ですね。個々人の力が要求される仕事な
ので、いち早く一人前になれるように一生懸命頑張っています。この仕事には我慢強さとやる気が必要。
そんな気概を持って入ってくれる若者に期待！

H.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部（建築）

仕事以外でも家族みんなが笑顔になる地域密着型「わーくりい知多」の会員に登録しています。

新入社員を対象とした「就職前準備研修」を設けています。
社会人としての心構え、ビジネスマナーの習得をめざし

知多半島の中小企業勤労者の福利厚生を担う組織「わーくりい知多」は、「互

てもらうために、富士教育研修センターでの２泊３日の「就

助の精神」を基本理念とし、知多5市5町の行政、労働福祉団体などが協力して

職前準備研修」に参加していただいています。建設産業に

設立されたもので、当社も登録しており社員全員が利用できます。主に、福利

対する理解を深め、同世代の連帯感や入社前の不安を解消

厚生事業や共済給付事業などを提供しており、多くのサービスは社員の同居家

していただき、一日も早く現場で活躍できるよう本研修を

族も利用できる仕組みとなっています。利用サービスは、提携施設の利用助成、

取り入れています。

宿泊補助、コンサートや観劇、通信講座の割引など、多種多様です。

康診断専門施設として1986年に開設され、MRI、マンモグラフィ̶、内視鏡など様々な充実した検査機器を
揃え、信頼できる医師とスタッフが高精度の検査を行っています。
また解りやすい説明と必要な情報を提供しており、安心して検査が受けられ
ます。当社では社員全員が年に１度、このクリニックで人間ドックを受けてい
ます。たとえば脳ドックや癌検診など、メニューにはないものでもオプション
で受けることができます。

苦労は自分の

レベルアップにつながる︒

「社会人として働く意識を変えるきっかけになりました。」

地域・社会に貢献するための花井組の役割とは…。

も興味を持ちました。入社前でまだ何もわかっていない状態でしたから。2泊

「わーくりい知多」
： https://workly.jp/

3日での研修でしたが業種にはあまり関係なく、社会人としての基本的マナー

高級会員制リゾートホテル「リゾートトラスト」の会員です。

とは…というところから始まりました。仕事をする上での心構え・姿勢とかコ
ミュニケーションの大切さとか、みっちり3日間かけて教わりました。研修で

犯や交通安全に関する活動を行っています。さらに地域の美しい景観を守る取
組として、大府市の
「アダプトプログラム」に登録し、社員全員で清掃ボランティ

40以上の高級会員制リゾートホテル等を運営す

ですが、時間が経つにつれて打ち解け、いろんな話をするようになって楽し

アを行っています。また、愛知県、大府市、花井組の3者のパートナーシップに

る
「リゾートトラスト」の会員であり、社員とそ

かったですね。

より継続的に清掃美化活動を行う「愛・道路パートナーシップ事業」にも参加

の家族はこれらのホテル等を利用できます。

その仲間たちとは今もメールなどで連絡を取り合っていますよ。最終日に

災害に対する備えと災害時における被災箇所の素早い復旧は、地域社会に関わる花井組の最大の使命です。
また、平穏な日常を維持するための取組として、愛知県のパートナーシップ企業※としてパトロール等による防

当社は、
「エクシブシリーズ」を中心に全国

は話し合いをする場も設けられました。最初は緊張して会話も少なかったの

しています。

は将来の夢や展望を作文形式で提出。漠然とした自分の思いが見えてきて、今、
「リゾートトラスト」
：https://www.resorttrust.co.jp

※愛知県安全なまちづくり・交通安全パートナーシップ企業

地域活動やイベントも積極的に応援しています。
毎年開催される大府東浦花火大会や大府市産
業文化まつり等の地域活動やイベントにも積極

国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しています。

和気あいあいと

楽しくやっていける会社︒

的に協賛、参画しています。地域と共に歩む活

当社は、国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しており、若手

動は、今後も花井組の地域・社会貢献の大きな

社員を中心とした研修制度の一環として位置付けています。仲間たちとの出会

テーマであり、大府市の繁栄に向けて一歩一歩

いから始まり、未知の経験や熱い語らいの中で、コミュニケーション能力を磨

確実に取組んでいきます。

き、今後、苦難を乗り越える強さや生きる力を身につけるためのプログラムと
なっています。仕事に取り組む姿勢や人との関わり方など、社会人としての基

大府市等で開催される全国大学女子硬式野球選手権大会を応援しています。

礎を学び、今後光り輝く人財として成長していただくためのきっかけになるこ

「野球｣といえば男子のスポーツと思われがちですが、女子も男子に負けない

とを期待し、このような機会を設けています。

くらい熱く白球を追いかけています。当社では大府市で開催される全国大学女
子公式野球選手権大会を応援すると共に、地域のトップアスリートを目指す人

「会社のある地元の魅力に気づき、このまちで働く喜びを感じています。
」

達も応援することを目指しています。

入社して３年目で研修に参加。動機は単純に“海外に行ける” ということで
した。いざ参加してみると、知多半島のグループがあって船上でのチーム発表
でした。ダンスは踊ったこともなかったので一生懸命に皆と練習を重ねました。

当社は、ワーク・ライフ・バランス
（WLB）を推進する愛知県の
「ファミリー・フレ

なりましたね。

ける会社なんです。たとえば社長や上層部の方々が、楽しくできるような環境を作ってくれる。それ

航海中には教えてもらうことやお世話になることも多々あり、感謝の気持ち

当社は、本社を構える大府市内に社宅を充実させ、社員とその家族が安心し

は仕事場においても日々の会社生活においても、です。もちろん楽しくといっても仕事内容はいい意

が素直に表せるようになりました。船を下りてからも「ありがとう」という言

て豊かに暮らせる生活環境をサポートしています。ここ大府で暮らすことによ

味の緊張感を持って当たるのが鉄則。その上で楽しんで仕事ができるようになったら一人前ですね。

葉が自然に出てきます。感謝の大切さや人との関わり方など、大事なことに気

り職住近接が可能となり、子育て支援や医療、介護、福祉等、大府市の充実し

に気を配りながら無事に終えた時は万歳！ですよ。

M.N 経歴 入社：1988年3月 職種：工事部
（土木）課長

づかせてもらえた8日間だったと思います。この体験を忘れずに花井組で楽し

総務部

N.S さん

た行政サービスも受けることができます。今後も社員とその家族が将来に希望

く仲良く頑張っていきたいと思います。

を持ちながら暮らしていけるように取組を続けていきます。
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12mm

花井組が地域貢献するために大切にする４つの経営方針
Quality

品質

【 基本方針 】

環境

Environmental
【 基本理念 】

[ 誠意・信頼 ] 安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、

株式会社 花井組は、
「自然環境と調和した、安全で快適な社会基盤・生活 環境の実現」を目標に、常に安全・知識・

地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。

技術の向上に努め、環境負荷の低減・ 環境汚染の防止に配慮した事業活動を行い、地域社会に貢献し信頼される企
業として永続的に発展することを目指します。

【 年度品質目標 】

社員すべてが、ʻ建設サービスマンʼ としての自覚 を持ち、お客様のʻ生涯利益ʼ を最優先に考え、誠意ある仕事で
信頼を勝ち取るとともに価格競争力と提案力を鍛え、さらなる受注拡大を目指す。

【 基本方針 】
1. 環境の保全及び汚染防止を推進する為に、環境マネジメントシステムを構築・運用し、その継続的改善を図る。

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得
品質マネジメントシステム ISO9001取得

2. 事業活動における環境影響を評価し、資源・エネルギーの効率的な利用及び汚染の予防・防止を推進し、
環境負荷の低減に努める。
3. 環境に関連する法規則・協定及び当社が同意するその他の要求事項を遵守する。
4. 環境方針は、全社員及び協力会社に周知徹底すると共に、一般に公開する。
2011年 1月

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得

環境マネジメントシステム ISO14001取得

Health and Safety

安全衛生

Human Resources Development

人材育成

企業は継続的に利益をあげ、投資して改良につなげ、社会に付加価値を提供する、そこで企業の

【 基本理念 】

花井組は「人命の尊重」を最優先し、私たちが、地域社会に貢献するために営む日々の生産過程の中で、志を

存在価値が生まれます。より良い企業になるには何が必要か…花井組という組織を構成する基本

健康」の増進を計る為に、安全で明るく快適な職場環境を確立し、生産性の向上に資する。

はビジネスの基礎知識からセルフマネジメント、各分野の専門的スキルアップなど、いろいろな

同じくする仲間から労働災害による、加害者と被害者を決して作らず、働く一人ひとりの「こころとからだの

となるのは「人」です。人財あってこそ、完成度の高い仕事が成し得ると考えています。当社で
観点からの研修を行っており、今後も社員の育成に関わる人財投資を大切にしていきます。

【 基本方針 】

花井組は、当社の創る営みに携わる全ての人の幸せの為に、
「安全は、思いやりから。
」を基本理念とした安全衛

生活動を展開し、安全で明るく健康的な職場を確立し、生産性の向上に資することとする。ここに、安全衛生基
本方針を表明し実施する。

・一級土木施工管理技士

・二級建築施工管理技士

・二級土木施工管理技士

・一級管工事施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・給水装置工事主任技術者

3. 確実な作業手順を作成し、作業者への指示を徹底するとともに、質の高いＫＹ活動を実施し、労働災害

・一級建築士

・二級管工事施工管理技士 ・測量士

・業務用ドローン操縦士

・二級建築士

・一級造園施工管理技士

・測量士補

・車両系建設機械

・一級建築施工管理技士

・二級造園施工管理技士

・コンクリート技士

・大型特殊

（三大災害）防止に努める。三大災害
（①墜落・転落災害 ②建設機械・クレーン等災害③崩壊・倒壊災害 )

4. 交通ルールを遵守し、交通労働災害の防止に努める。

5mm 7mm

主な取得資格

1. 社員並びに協力会社が一体となり、安全衛生教育の一層の推進を計り、安全衛生意識の高揚に努める。
2. 関連法令・基本ルールを遵守し、店社安全衛生計画に基づき、日々の安全衛生活動を実施する。

2006年 4月

代表取締役 社長

花井

宏基

至学館大学

仕事と生活が調和できる職場環境を目指します。

船上のクラブ活動ではハンドベルをやりました。とても楽しく、いい思い出に

30年間の仕事の中で印象に残っているのは山を切り拓いて道路を拡幅する困難な現場です。安全第一

至学館大学
女子硬式野球部

ワーク・ライフ・バランスの推進

は“ダンスで表現する知多半島の魅力”。それが私にとっては地元の魅力再発見

私は大学の先生に勧められて花井組に入社しました。花井組をひと言でいうなら、楽しくやってい

「中京サテライトクリニック」
https://www.c-stc.or.jp

地域・社会貢献

就職が内定していた３月の初め頃、就職前の事前研修があると聞き、とて

T.N さん

高精度検査が可能な施設で、社員全員が年に１度の検診を行います。
当社が健診を提携しているのは「医療法人 九愛会 中京サテライトクリニック」です。このクリニックは健

社宅を充実させ、社員が家族と安心して暮らせる環境をサポートしています。
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職種：工事部（土木）

12

真剣に仕事に取り組めているのはこの研修に参加できたおかげだと思います。

5mm

入社：1993年4月

福利厚生

人財育成

工事部

7mm

経歴

5mm 7mm

私は2017年に入社しました。花井組の仕事は以前の会社とは違い、大きな責任を伴う仕事が多いた

132mm

S.S

11

5mm 7mm

132mm

ものづくりに興味がある人にとっては

この上なく楽しい場所です︒

経験を積むことで

達成できる夢がある︒

名高山ソーラー施設

中途採用でも仕事も伸び伸び︑

家族の笑顔も作ってくれる会社︒

その働き手をフォローする制度や福利厚生、研修制度を今後もさらに充実させ、

132mm

7mm

職種：工事部（土木）

ひとつとして同じものがない物造りは、生涯をかけて貫く価値がある仕事です。
花井組は地域に根ざす技術者集団であり、一人一人の人財こそが、花井組の誇りです。

132mm

J.S 経歴

・一級建設機械施工管理技士 ・コンクリート診断士

18

8

ンドリー企業」に登録しています。WLBとは、仕事と生活が調和することを意味す
るものです。働きがいのある仕事の実現と、
家事や育児、
趣味や学習、
地域活動といっ
た個々の生活スタイルがより良いバランスであることが、人生の価値を高めていく
ものと考えています。花井組では仕事と生活両面の環境を整え、多様な働き方の選
「大府市の子育て支援サイト」
http://www.city.obu.aichi.jp/

択肢を設けたり、多様な価値観の共有などに努め、WLBの推進を追求しています。

「ファミフレネットあいち」
https://famifure.pref.aichi.jp/index.php
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see table 2

see table 1

Left Type

今もこの先も

地域と共に歩み続けるために

HANAI_corporate_Magaziin

12 改稿

2019-0410

送信日時
①

12/17

16：45

②

1/28

11：51

③

10：00

③

2/1

18：00

④

2/12

10：00

④

2/19

16：00

⑤

2/21

12：00

⑥

2/26

15：00

⑦

3/5

10：00

⑧

3/12

14：00

⑨

⑤

2/25

9：40

⑥

3/6

12：00

⑦

3/12

17：21

⑧

3/13

16：50

⑨

3/13

10：20

⑩

3/15

⑩

3/26

11：50

⑪

3/27

11：00

⑫

⑪

4/4

10：30

⑪

4/10

12：30

追加修正・校正直し日時
①

1/17

17：15

校了日時

②

1/31

2/12

11：45

12：04

担当者様

※お手数ですが、
校了の際はPDF 機能で校了日時・担当者様を明記いただき、ご返信の方お願いいたします。

本

社

〒474-0022 愛知県大府市若草町二丁目170番地
Tel：0562-48-2268 Fax：0562-46-8120

東郷営業所

〒470-0165 愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
Tel：0561-38-2317

豊明営業所

〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地
スパークシティ
・ポルト503 Tel：0562-98-1711

名高山事業所

〒474−0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
Tel：0562-38-5523 Fax：0562-38-5543

20190419

24mm

12mm

24mm

企業情報
会社概要

カ タ カ ナ「 ハ 」
「 ナ 」で 構 成 さ れ た 井 桁 マ ー ク
自然・お客様・協力会社・花井組（オレンジ）を４つの「ナ」で表してい

社

ジし、
右回りのデザインになっています。

本
社
営 業 所

ます。この４つのつながりを大切にして、経営の循環・持続をイメー

設
業
方

母なる大 地・土や水への畏敬の念を忘れずに、

132mm

名

人間の英知を融和させた建設土木の仕事。

立
種
針

資 本 金
社 員 数

当社は創業以来85年、地域の安全・安心を支える担い手として土木建設業に邁進して参りました。

沿革
1933年（昭和８年）８月
1949年（昭和24年）10月
1958年（昭和33年）８月

株式会社 花井組
愛知県大府市若草町 二丁目170番地
東 郷 営 業 所：愛知県愛知郡東郷町清水四丁目3-10
豊 明 営 業 所：愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
名高山事業所：愛知県大府市横根町名高山18-2

1974年（昭和49年）８月
1975年（昭和50年）10月
1996年（平成８年）３月
1996年（平成 ８年）４月

1958年（昭和33年）8月1日
土木・建築・舗装・造園・水道工事
【誠意・信頼】
安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、
地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。
5,000万円
47名（男性45名 女性2名）（2018年6月30日現在）

2001年（平成13年）11月
2003年（平成15年）６月
2006年（平成18年）４月
2010年（平成22年）６月
2011年（平成23年）７月
2017年（平成29年）６月

私たち建設業の仕事は決して華やかではありませんが、縁の下の力持ちのような存在です。道路や
河川、上下水道、橋梁、公園、宅地など、手掛けるものは多岐にわたり、こうした地域のインフラ整備や
組

維持管理に関する仕事を通じて地域社会の発展と人々の暮らしを支えていると自負しております。

地域社会─それはまさしく人々の暮らしの拠り所であり、地場産業など経済を支える場所。豊かで
幸福な地域社会を造り支えるために、私たちは品質の向上や技術の鍛練、先進技術の導入など、成長

社

長

会

長

主要取引先

図
常

務

技術・安全顧問
総務部

するための努力を怠りません。かつて伊勢湾台風の折に、現場から命からがら逃げる途中で多くの

営業部

人々を助けたというエピソードが当社に残されています。
これは仕事そのものの話ではありませんが、

工事部

"人々の役に立ったという喜び"こそが、私たちの仕事の原点となる魂だと、教訓として語り継がれて
います。

売上構成

自然は恩恵をもたらしてくれると同時に脅威となることもあります。自然に対し畏敬の念を持っ
て仕事にあたるのが、当社の信念であり、創業以来、変わることのない哲学です。

建

築

東郷営業所

名高山事業所

工事資格者

（2018 年現在）

一級建築士…………………………… 2 人

下請工事 8%

一級土木施工管理技士…………… ２４人

所在地
本

社

〒474-0022

柊山町一丁目

中央町一丁目

一級造園施工管理技士……………… ４人

大府市役所前

253

大倉公園

大府市役所
大倉公園南
市役所前

二級土木施工管理技士……………… ４人

向畑公園

二級建築施工管理技士……………… ３人

I.C

桃山町五丁目

155

大府郵便局
地蔵院前
瀬川
石ヶ

二級造園施工管理技士……………… ３人

大府駅前

東口

大府

西口

中央町三丁目

二級管工事施工管理技士…………… １人

消

グリーンプラザ大府

知多半島道路 大府 I.C より約 20 分

若草町三丁目

伊勢湾岸道路 豊明 I.C より約 15 分

246

国道 2 3 号線 共和 I.C より約 15 分

中央町７丁目

代表取締役 社長

営 業 所

花井 宏基

東郷営業所

愛知県愛知郡東郷町清水四丁目 3-10
TEL：0561-38-2317
豊 明 営 業 所 〒470-1161 愛知県豊明市栄町元屋敷55番地 スパークシティ・ポルト503
TEL：0562-98-1711
名高山事業所 〒474-0011 愛知県大府市横根町名高山18-2
TEL：0562-38-5523

所属団体
日本SPR工法協会
光硬化工法協会
7mm
5mm

HySPEED工法

http://hyspeed.co.jp/network/

http://www.lcr.gr.jp

〒470-0165

3

2

1

http://www.spr.gr.jp

JR 東海 大府駅より徒歩約５分
■お車をご利用の場合

50

中央町７町目北

■公共交通機関をご利用の場合

大府消防署

線
南
碧
屋
古
名

経験を活かし、地域社会に貢献したいと考えております。

大府市立大府小学校
文

文

愛知県立桃陵高校

一級管工事施工管理技士…………… １人
公共工事 73%

至有松 I.C

桃山二丁目

線
道本
東海

今後も社員が個々の能力を最大限発揮できる環境を整え、私たちが長年培ってきた優れた技術と

愛知県大府市若草町 二丁目 170 番地
TEL：0562-48-2268（代） FAX：0562-46-8120

至共和

一級建築施工管理技士……………… ５人
民間工事 19%

【民間団体】
愛知道路コンセッション（株）
日鉄エンジニアリング（株）
日鉄パイプライン＆エンジニアリング（株）
（株）名機製作所
東洋インダストリー（株）
サーラ住宅（株）
積和建設中部（株）

至豊明

の推進など、花井組ならではの取り組みを進めております。

社

【地方公共団体】
愛知県 建設局 / 知多建設事務所 / 衣浦港務所 /
農林水産局 / 知多農林水産事務所 /
企業庁 / 愛知用水水道事務所 /
愛知県道路公社
大府市、東郷町
【公社、独立行政法人等】
愛知県道路公社 / 愛知用水土地改良区 /
水資源機構 愛知用水総合管理所 / 日本下水道事業団 /
あいち知多農業協同組合 / 愛知県経済農業協同組合連合会 /
大府市内及び近隣の土地区画整理組合

豊明営業所

（直近 3 年間平均）

衛生確保をはじめ、安心できる就業・雇用環境、人財育成、福利厚生の充実、ワーク・ライフ・バランス
132mm

木

本

直近 3 年間平均完工高（2018 年現在）

売上構成比率
年間完工高 23 億円

いい仕事をするためには、社員が心身ともに健康な状態であることが不可欠です。現場の安全・

土

…………………………………………………

その自負は、すべての社員の誇りとするところです。

織

花井郁次により花井組を創業
愛知県知事登録、建設業登録
組織変更し資本金1,000万円で株式会社花井組を設立
同年同月、花井勝美が代表取締役社長に就任
資本金を3,020万円に増資
株式会社花井組の本社社屋を大府市若草町に竣工
名古屋中小企業投資育成㈱より出資を受け資本金5,000万円に増資
花井廣海、代表取締役社長に就任
同年、花井勝美 会長就任
ISO 9001：1994を取得
ISO 9001：2000に移行
花井宏基 代表取締役社長に就任
同年、花井廣海が副会長就任
ISO 9001:2008に移行
ISO 14001：2000 取得
ISO 9001、ISO 14001を統合 ISO 2015へ移行

4

5mm 7mm

5mm 7mm

12mm

土木事業

創業から花井組を支えてきた基幹事業です。

国土を整えて守り、
人々の暮らしや産業を支える
《縁の
下の力持ち》それが土木の仕事です。
当社もそんな思いか
ら始まり、小さな現場から大きな現場まで全力で取組み
85年、地域の生活向上と安全安心のために寄与してきま
した。
日本は地域の集合体で成り立っていますが、
花井組
はこの地域の守り手という自負を持つ技術者集団です。

舗装工事

土木の仕事は、道路、上下水道、河川、公園・宅地造成な
ど、地域経済や日々の生活を支える多くのインフラに携
わっています。
また、
防災や災害復旧など、
地域の安全な暮
らしを守るための重要な役割も担っています。
花井組は地
域のニーズに応えるべく、
技術向上や新たなノウハウ構築
に日々邁進しています。

Business Guide

新たな視点に立って、取り組んでいます。

土木事業に付帯・関連した建築ニーズの増加に応える
ため、建築の専門スタッフを更に充実させ、工場や事務
所、文化施設、公共施設などを手掛けています。
近年、特に公共施設において、社会的動向や地域ニー
ズに応えるため施設の在り方が変化しており、土木・建

築の垣根を越えて多種多様な施設・用途を複合的に整備
する機会が増えています。また、これらを機能性、効率性、
経済性を担保しながら実現していくことが同時に求めら
れています。当社もこれに応えるため、土木・建築の連携
を図りながら新たな視点で取り組んでいます。

完成年度：2011年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事 市道1016号線
工事場所：大府市共和町

132mm

進化する花井組の事業

建築事業

完成年度：2016年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）一般国道155号
（誰もが働きやすい現場環境整備工事）
工事場所：東海市加木屋町

河川工事

完成年度：2016年度 ※優良工事表彰
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：中小河川改良工事（交付金・全国防災）
2号工 二級河川 天白川
工事場所：東海市南柴田町

上下水道工事

一般土木工事

建築工事

完成年度：2018年度
発 注 者：地方共同法人 日本下水道事業団
工 事 名：みよし市福田第２雨水ポンプ場建設工事
（共同企業体）
工事場所：みよし市福田町

完成年度：2018年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：街路改良工事（交付金）3・3・18 大府東浦線
工事場所：大府市大府町

完成年度：2018年度（写真左側）
発注者：大府市水道事業
工事名：第2配水池耐震化工事 長草配水場
工事場所：大府市長草町
完成年度：2015年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：道路改良工事（交付金）主要地方道
瀬戸大府東海線
工事場所：大府市北崎町

完成年度：2007年度（写真右側）
発注者：大府市水道事業
工事名：長草配水場建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市長草町

完成年度：2015年度
発 注 者：大府市
工 事 名：公共下水道事業管渠布設工事
雨水支線9001
（川池バイパス水路その1工事）
工事場所：大府市若草町

完成年度：2014年度
発 注 者：東部知多衛生組合
工 事 名：最終処分場土木施設建設工事 （共同企業体）
工事場所：大府市大東町（大東最終処分場）

完成年度：2009年度
発 注 者：大府市
工 事 名：道路改良工事
工事場所：大府市明成町

5

完成年度：2018年度
発注者：日鉄エンジニアリング（株）
工事名：東部知多衛生組合
ごみ処理施設建設工事（共同企業体）
工事場所：東浦町大字森岡

完成年度：2018年度
発 注 者：大府市
工 事 名：大府市発達支援センターみのり建設工事

(建築) 発達支援センター「みのり」
工事場所：大府市森岡町

造成工事

市道明成深廻間線

7mm

6

完成年度：2011年度
発 注 者：愛知県企業庁
工 事 名：内陸用地造成事業
大府木の山地区整地工事
工事場所：大府市共和町

7

5mm

完成年度：2013年度
発 注 者：愛知県知多建設事務所
工 事 名：薬草園整備事業の内
薬草園建築・土木工事
工事場所：大府市吉田町

8

2.5mm

2.5mm

5mm 7mm

7mm 5mm

12mm

PFI 事業

地域に貢献し、地域と共に成長を目指します。

PFI事業とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を
民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手
法です。当社が現在行っているPFI事業は「おおぶ文化交
流の杜図書館」です。
「おおぶ文化交流の杜図書館」整備・
運営事業には、当社を含む７社で立ち上げたグループ

その他事業

企業（SPC）として参画し、2011年の事業契約締結後、建
設工事とその後の15年間の運営に携わっています。
花井組は大府市に拠点を構え、常日頃から地域貢献、地
域づくりを理念とする企業です。このPFI事業を皮切りに
様々なPPP/PFI事業に参加したいと考えています。

今も、これからも、受け継がれていく花井組スピリット

将来を見据え、他の事業にも取り組んでいます。

当社は、土木・建築・PFI事業を主として手掛けていま
すが、将来を見据えて他の事業も取り組んでいます。
現在は「アスファルトプラント運営」
「 所有地の有効利
用」を展開しています。

これらの事業を通して、花井組の命題である“地域の安心・
安全・発展”にさらに貢献することができると確信しています。

30代で花井組に中途入社。花井組に決めた理由は、転勤が無く家族を側に置きながら、安定した仕
事ができるからです。私自身、他県から職場を変えましたが、新しい環境でも、不安もなく日々、仕

建設業界の仕事は決して楽なものではありません。責任も重大です。

事に集中できていると思います。これからはとにかく仕事を覚え、自分自身のモチベーションを上げ
るとともに、新しい資格を取得し、一日も早く現場を任され、責任ある仕事をしたいと思っています。

でも、だからこそ、大きなやりがいがあるのです。熱意と努力が生み出す結果は、

■アスファルトプラント運営
■所有地の有効利用

ここ大府に根を張って仕事が出来るって、家族みんなの笑顔になりますよね。それが入って一番感
謝していることですね。

地域社会や人々の基盤を支え、豊かな生活へつながっていくと信じています。

アスファルトプラント運営

入社：2018年1月

これからも安心して力を発揮できる職場を目指します。
8mm

長い年月をかけて培われた経験や技術を受け継ぎ、
「いい仕事」とともに「充実した人生を謳歌する」
、それが花井組の信念です。
花井組のスピリットを受け継ぐ精鋭の声を紹介します。

8.5mm

所有地の有効利用

完成年度：2016年度

完成年度：2014年度
発 注 者：大府市
事 業 名：おおぶ文化交流の杜 allobu
整備・運営事業
住
所：大府市柊山町

5mm

ハーベストムーン

9

完成年度：2015年度

完成年度：2017年度

ブルースター

10

父が営む会社は花井組の協力会社なので、花井組の仕事に興味があり入社しました。今は先輩方の

高校が土木関係だったので、就職は地元の土木会社にと決めており、学校の勧めもあって花井組に

下で勉強を重ねているところです。将来的には一級土木施工管理技士の資格をはじめ、水道関係すべ

入社しました。私は地元の土木で地域に貢献したいと思っていたので、地域密着型の花井組は理想的

ての資格を取りたいと考えています。花井組にいる間に区画整理や経験したことのない現場などを体

でした。私は人づきあいが得意ではありませんでしたが、花井組に入って25年、随分変わったと思い

験してノウハウを身に付けたいと思います。いつか実家の会社へ戻って、花井組と一緒に仕事するの

ます。現場での仕事をスムーズに進めるにはコミュニケーションが不可欠。私は現場第一と考えてい

が夢。現場はキツいですが、地元の役に立つという自負もあるし、やり遂げた時の達成感は格別です。

ますので、知らず知らずその中で鍛練されたのでしょう。原点は好きなものづくりへの情熱。それによっ

花井組に入って悔いはない、と断言できますね。

て育てられた仕事の「おかげさま」です。

T.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部
（土木）

め最初は困難なこともありましたが、周りに協力、応援していただきながら何とか乗り越えられました。
1年経ってようやく軌道にのることができたかな、と感じています。仕事のレベルが上がれば自分
自身のレベルアップもしなければなりませんから、日々勉強ですね。個々人の力が要求される仕事な
ので、いち早く一人前になれるように一生懸命頑張っています。この仕事には我慢強さとやる気が必要。
そんな気概を持って入ってくれる若者に期待！

H.T

経歴

入社：2017年4月

職種：工事部（建築）

仕事以外でも家族みんなが笑顔になる地域密着型「わーくりい知多」の会員に登録しています。

新入社員を対象とした「就職前準備研修」を設けています。
社会人としての心構え、ビジネスマナーの習得をめざし

知多半島の中小企業勤労者の福利厚生を担う組織「わーくりい知多」は、「互

てもらうために、富士教育研修センターでの２泊３日の「就

助の精神」を基本理念とし、知多5市5町の行政、労働福祉団体などが協力して

職前準備研修」に参加していただいています。建設産業に

設立されたもので、当社も登録しており社員全員が利用できます。主に、福利

対する理解を深め、同世代の連帯感や入社前の不安を解消

厚生事業や共済給付事業などを提供しており、多くのサービスは社員の同居家

していただき、一日も早く現場で活躍できるよう本研修を

族も利用できる仕組みとなっています。利用サービスは、提携施設の利用助成、

取り入れています。

宿泊補助、コンサートや観劇、通信講座の割引など、多種多様です。

康診断専門施設として1986年に開設され、MRI、マンモグラフィ̶、内視鏡など様々な充実した検査機器を
揃え、信頼できる医師とスタッフが高精度の検査を行っています。
また解りやすい説明と必要な情報を提供しており、安心して検査が受けられ
ます。当社では社員全員が年に１度、このクリニックで人間ドックを受けてい
ます。たとえば脳ドックや癌検診など、メニューにはないものでもオプション
で受けることができます。

苦労は自分の

レベルアップにつながる︒

「社会人として働く意識を変えるきっかけになりました。」

地域・社会に貢献するための花井組の役割とは…。

も興味を持ちました。入社前でまだ何もわかっていない状態でしたから。2泊

「わーくりい知多」
： https://workly.jp/

3日での研修でしたが業種にはあまり関係なく、社会人としての基本的マナー

高級会員制リゾートホテル「リゾートトラスト」の会員です。

とは…というところから始まりました。仕事をする上での心構え・姿勢とかコ
ミュニケーションの大切さとか、みっちり3日間かけて教わりました。研修で

犯や交通安全に関する活動を行っています。さらに地域の美しい景観を守る取
組として、大府市の
「アダプトプログラム」に登録し、社員全員で清掃ボランティ

40以上の高級会員制リゾートホテル等を運営す

ですが、時間が経つにつれて打ち解け、いろんな話をするようになって楽し

アを行っています。また、愛知県、大府市、花井組の3者のパートナーシップに

る
「リゾートトラスト」の会員であり、社員とそ

かったですね。

より継続的に清掃美化活動を行う「愛・道路パートナーシップ事業」にも参加

の家族はこれらのホテル等を利用できます。

その仲間たちとは今もメールなどで連絡を取り合っていますよ。最終日に

災害に対する備えと災害時における被災箇所の素早い復旧は、地域社会に関わる花井組の最大の使命です。
また、平穏な日常を維持するための取組として、愛知県のパートナーシップ企業※としてパトロール等による防

当社は、
「エクシブシリーズ」を中心に全国

は話し合いをする場も設けられました。最初は緊張して会話も少なかったの

しています。

は将来の夢や展望を作文形式で提出。漠然とした自分の思いが見えてきて、今、
「リゾートトラスト」
：https://www.resorttrust.co.jp

※愛知県安全なまちづくり・交通安全パートナーシップ企業

地域活動やイベントも積極的に応援しています。
毎年開催される大府東浦花火大会や大府市産
業文化まつり等の地域活動やイベントにも積極

国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しています。

和気あいあいと

楽しくやっていける会社︒

的に協賛、参画しています。地域と共に歩む活

当社は、国内最大級の研修船「とうかい号」の研修事業に参加しており、若手

動は、今後も花井組の地域・社会貢献の大きな

社員を中心とした研修制度の一環として位置付けています。仲間たちとの出会

テーマであり、大府市の繁栄に向けて一歩一歩

いから始まり、未知の経験や熱い語らいの中で、コミュニケーション能力を磨

確実に取組んでいきます。

き、今後、苦難を乗り越える強さや生きる力を身につけるためのプログラムと
なっています。仕事に取り組む姿勢や人との関わり方など、社会人としての基

大府市等で開催される全国大学女子硬式野球選手権大会を応援しています。

礎を学び、今後光り輝く人財として成長していただくためのきっかけになるこ

「野球｣といえば男子のスポーツと思われがちですが、女子も男子に負けない

とを期待し、このような機会を設けています。

くらい熱く白球を追いかけています。当社では大府市で開催される全国大学女
子公式野球選手権大会を応援すると共に、地域のトップアスリートを目指す人

「会社のある地元の魅力に気づき、このまちで働く喜びを感じています。
」

達も応援することを目指しています。

入社して３年目で研修に参加。動機は単純に“海外に行ける” ということで
した。いざ参加してみると、知多半島のグループがあって船上でのチーム発表
でした。ダンスは踊ったこともなかったので一生懸命に皆と練習を重ねました。

当社は、ワーク・ライフ・バランス
（WLB）を推進する愛知県の
「ファミリー・フレ

なりましたね。

ける会社なんです。たとえば社長や上層部の方々が、楽しくできるような環境を作ってくれる。それ

航海中には教えてもらうことやお世話になることも多々あり、感謝の気持ち

当社は、本社を構える大府市内に社宅を充実させ、社員とその家族が安心し

は仕事場においても日々の会社生活においても、です。もちろん楽しくといっても仕事内容はいい意

が素直に表せるようになりました。船を下りてからも「ありがとう」という言

て豊かに暮らせる生活環境をサポートしています。ここ大府で暮らすことによ

味の緊張感を持って当たるのが鉄則。その上で楽しんで仕事ができるようになったら一人前ですね。

葉が自然に出てきます。感謝の大切さや人との関わり方など、大事なことに気

り職住近接が可能となり、子育て支援や医療、介護、福祉等、大府市の充実し

に気を配りながら無事に終えた時は万歳！ですよ。

M.N 経歴 入社：1988年3月 職種：工事部
（土木）課長

づかせてもらえた8日間だったと思います。この体験を忘れずに花井組で楽し

総務部

N.S さん

た行政サービスも受けることができます。今後も社員とその家族が将来に希望

く仲良く頑張っていきたいと思います。

を持ちながら暮らしていけるように取組を続けていきます。
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12mm

花井組が地域貢献するために大切にする４つの経営方針
Quality

品質

【 基本方針 】

環境

Environmental
【 基本理念 】

[ 誠意・信頼 ] 安全・知識・技術を先取りし、誠意ある仕事で、お客様の信頼と満足を勝ち取り、

株式会社 花井組は、
「自然環境と調和した、安全で快適な社会基盤・生活 環境の実現」を目標に、常に安全・知識・

地域社会への貢献とともに、企業の永続的な発展を目指す。

技術の向上に努め、環境負荷の低減・ 環境汚染の防止に配慮した事業活動を行い、地域社会に貢献し信頼される企
業として永続的に発展することを目指します。

【 年度品質目標 】

社員すべてが、ʻ建設サービスマンʼ としての自覚 を持ち、お客様のʻ生涯利益ʼ を最優先に考え、誠意ある仕事で
信頼を勝ち取るとともに価格競争力と提案力を鍛え、さらなる受注拡大を目指す。

【 基本方針 】
1. 環境の保全及び汚染防止を推進する為に、環境マネジメントシステムを構築・運用し、その継続的改善を図る。

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得
品質マネジメントシステム ISO9001取得

2. 事業活動における環境影響を評価し、資源・エネルギーの効率的な利用及び汚染の予防・防止を推進し、
環境負荷の低減に努める。
3. 環境に関連する法規則・協定及び当社が同意するその他の要求事項を遵守する。
4. 環境方針は、全社員及び協力会社に周知徹底すると共に、一般に公開する。
2011年 1月

代表取締役 社長

花井

宏基

ISOマネジメントシステム規格の認証取得

環境マネジメントシステム ISO14001取得

Health and Safety

安全衛生

Human Resources Development

人材育成

企業は継続的に利益をあげ、投資して改良につなげ、社会に付加価値を提供する、そこで企業の

【 基本理念 】

花井組は「人命の尊重」を最優先し、私たちが、地域社会に貢献するために営む日々の生産過程の中で、志を

存在価値が生まれます。より良い企業になるには何が必要か…花井組という組織を構成する基本

健康」の増進を計る為に、安全で明るく快適な職場環境を確立し、生産性の向上に資する。

はビジネスの基礎知識からセルフマネジメント、各分野の専門的スキルアップなど、いろいろな

同じくする仲間から労働災害による、加害者と被害者を決して作らず、働く一人ひとりの「こころとからだの

となるのは「人」です。人財あってこそ、完成度の高い仕事が成し得ると考えています。当社で
観点からの研修を行っており、今後も社員の育成に関わる人財投資を大切にしていきます。

【 基本方針 】

花井組は、当社の創る営みに携わる全ての人の幸せの為に、
「安全は、思いやりから。
」を基本理念とした安全衛

生活動を展開し、安全で明るく健康的な職場を確立し、生産性の向上に資することとする。ここに、安全衛生基
本方針を表明し実施する。

・一級土木施工管理技士

・二級建築施工管理技士

・二級土木施工管理技士

・一級管工事施工管理技士 ・二級建設機械施工管理技士 ・給水装置工事主任技術者

3. 確実な作業手順を作成し、作業者への指示を徹底するとともに、質の高いＫＹ活動を実施し、労働災害

・一級建築士

・二級管工事施工管理技士 ・測量士

・業務用ドローン操縦士

・二級建築士

・一級造園施工管理技士

・測量士補

・車両系建設機械

・一級建築施工管理技士

・二級造園施工管理技士

・コンクリート技士

・大型特殊

（三大災害）防止に努める。三大災害
（①墜落・転落災害 ②建設機械・クレーン等災害③崩壊・倒壊災害 )

4. 交通ルールを遵守し、交通労働災害の防止に努める。

5mm 7mm

主な取得資格

1. 社員並びに協力会社が一体となり、安全衛生教育の一層の推進を計り、安全衛生意識の高揚に努める。
2. 関連法令・基本ルールを遵守し、店社安全衛生計画に基づき、日々の安全衛生活動を実施する。

2006年 4月

代表取締役 社長

花井

宏基

至学館大学

仕事と生活が調和できる職場環境を目指します。

船上のクラブ活動ではハンドベルをやりました。とても楽しく、いい思い出に

30年間の仕事の中で印象に残っているのは山を切り拓いて道路を拡幅する困難な現場です。安全第一

至学館大学
女子硬式野球部

ワーク・ライフ・バランスの推進

は“ダンスで表現する知多半島の魅力”。それが私にとっては地元の魅力再発見

私は大学の先生に勧められて花井組に入社しました。花井組をひと言でいうなら、楽しくやってい

「中京サテライトクリニック」
https://www.c-stc.or.jp

地域・社会貢献

就職が内定していた３月の初め頃、就職前の事前研修があると聞き、とて

T.N さん

高精度検査が可能な施設で、社員全員が年に１度の検診を行います。
当社が健診を提携しているのは「医療法人 九愛会 中京サテライトクリニック」です。このクリニックは健

社宅を充実させ、社員が家族と安心して暮らせる環境をサポートしています。
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職種：工事部（土木）

12

真剣に仕事に取り組めているのはこの研修に参加できたおかげだと思います。

5mm

入社：1993年4月

福利厚生

人財育成

工事部

7mm

経歴

5mm 7mm

私は2017年に入社しました。花井組の仕事は以前の会社とは違い、大きな責任を伴う仕事が多いた

132mm

S.S

11

5mm 7mm

132mm

ものづくりに興味がある人にとっては

この上なく楽しい場所です︒

経験を積むことで

達成できる夢がある︒

名高山ソーラー施設

中途採用でも仕事も伸び伸び︑

家族の笑顔も作ってくれる会社︒

その働き手をフォローする制度や福利厚生、研修制度を今後もさらに充実させ、

132mm

7mm

職種：工事部（土木）

ひとつとして同じものがない物造りは、生涯をかけて貫く価値がある仕事です。
花井組は地域に根ざす技術者集団であり、一人一人の人財こそが、花井組の誇りです。

132mm

J.S 経歴

・一級建設機械施工管理技士 ・コンクリート診断士
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8

ンドリー企業」に登録しています。WLBとは、仕事と生活が調和することを意味す
るものです。働きがいのある仕事の実現と、
家事や育児、
趣味や学習、
地域活動といっ
た個々の生活スタイルがより良いバランスであることが、人生の価値を高めていく
ものと考えています。花井組では仕事と生活両面の環境を整え、多様な働き方の選
「大府市の子育て支援サイト」
http://www.city.obu.aichi.jp/

択肢を設けたり、多様な価値観の共有などに努め、WLBの推進を追求しています。

「ファミフレネットあいち」
https://famifure.pref.aichi.jp/index.php
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