再生紙を使用しています

代表者より
亀井組は、明治39年10月に創業以来、「お客様に喜んでいただけるものを提供する」
という思
いで100余年に亘って地元の総合建設業として歩んでまいりました。これもひとえに皆様方の格別
なるご愛顧の賜物と深く感謝いたしております。
私共は単に工事を完成させるだけではなく、お引渡しをしてからが「お客様と亀井組の本当の
お付き合いが始まる」をモットーに、お引渡し後もお客様に満足していただく事に力を注ぎ、お客様
とのご縁を大切にすることで世代に亘る関係を築いていくことを目指しております。
今後とも皆様方のより一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社 亀井組
代表取締役 朝野

企業理念

佳伸

「地域の安全を守り地域の基盤を支えていることを誇りに思い、
社会的責任を果たすために常に成長し革新的であり続ける。」
「安心・安全な建物づくりを通じてお客様と喜びを分かち合い、

経営理念

しあわせな暮らしを創造する。」

「人づくり 建物づくり 街づくり」

「お客様の満足と共に社員の成長と会社の繁栄を追求する。」
「100年後の世代や地域に誇れる社会を目指し、地球環境に
やさしい活動を行う。」

行動方針
「お客さまの立場に立つ姿勢」
「自己のレベルアップを図る」

eco friendly

「地域貢献を行う」

「人に優しい、地域に優しい、地球に優しい環境づくり」
株式会社亀井組は100年以上の間、土木、建築、住宅事業
を通じて、その時代が求める環境を築いて参りました。
それは無から有を生み出す技術であり、時には雨露をしの
ぐための住居であり、企業活動のための事務所や工場であ
り、地域の利便性や効率を求めて道路や橋などのインフラを
構築することでした。また、利便性から快適性、省エネ性と

従来の地元ゼネコン（general contractor）
から

グリーンコンストラクションカンパニ への変革

求める価値が時代と共に付加されていき、さらに我々が捉え
グリーンコンストラクションカンパニー（green construction company）
る環境というものの範囲も個人から地域へ現在は地球規模ま
で視野が広がり、時代と共に大きな変化を遂げています。
ただ、亀井組の活動は、お客様の満足と地域の発展をテーマ
に、変化をしたとしても常に時代が求める環境を築くことで

へと
従来の地元ゼネコン（general contractor）
亀井組は変革して参ります。

から

グリーンコンストラクションカンパニー（green construction company）へ

あり、この考え方は昔から変わることなく今の時代に受け継
がれております。
これからの時代が求めるものは、環境に負荷を与えない、環
境に優しいものを築いていくことであると思います。

グリーンコンストラクションカンパニーとは、100年後の
世代や地域にできるだけ良い環境を残していくために、100年

地球環境を守ることが私たちの地域の環境、私たち自身の

の歴史の中で培った土木、建築、住宅のものづくり技術をベー

環境を守ることに繋がり、100年後の世代や地域にできるだけ

スとして、プラス地球環境に与える負荷を低減し持続可能な地

良い環境を残していくことを目指して参ります。

域社会を創造していく活動を行う亀井組の目指すべき新たな姿
です。

株式会社亀井組

1906年10月 (明治39)

亀井組として創業

6

1953年10月 (昭和28)

株式会社亀井組として組織変更

1972年10月 (昭和47)

株式会社亀井組を現在地に移転

1997年10月 (平成９)

徳島本店開設

2004年９月 (平成16)

徳島ヴォルティスとアドボードスポンサー契約を締結

2004年12月 (平成16)

パナソニック電工株式会社と提携
ナショナルビルダーズ・グループ入会

2008年５月 (平成20)

感動ハウスVC加盟

64 (役員含む)

2009年３月 (平成21)

ＩＫＥＡキッチン正規取扱店

四国銀行鳴門支店/阿波銀行鳴門東支店

2009年６月 (平成21)

リフォームプラザ亀井開設

徳島銀行本店/徳島信用金庫鳴門支店

2009年12月 (平成21)

サンテックパワージャパン株式会社とPV提携

建設業許可 徳島県知事 ( 特 -27 ) 第 75027 号

2011年２月 (平成23)

㈱カメイホーム及び㈱アトリエEEDと合併

建築士事務所登録 (株) 亀井組一級建築士事務所 第11098号

2012年５月 (平成24)

鳴門本社リニューアル

2012年12月 (平成24)

㈱日立パワーソリューションズと
自然エネルギー事業に関する業務提携

2014年７月 (平成26)

亀井組太陽光実験センター設置

2015年６月 (平成27)

株式会社サイエンスと提携

32

2016

宅地建物取引業許可 徳島県知事 (3) 第 2640 号

鳴門本社

土木部

株式会社 亀井組

土木営業部

徳島本店

工務一官公庁・民間
営業一官公庁

建築部

工務一民間・官公庁

設計室

建築設計

建築部

工務一民間・官公庁

建築営業部

営業一民間・官公庁

環境推進室

太陽光発電・LED

住まいと暮らし
事業部

新築住宅部門
広報

安全危機管理

事務局

土木工事業 ( 道路、河川、港湾、下水道、他 )
建築工事業 ( 病院、神社仏閣、工場、商業施設、マンション、他 )
住

宅

業 ( 新築、
リフォーム、お客様サービス)

ISO9001 品質マネジメント・システム 登録証番号 11966

9

17

14

1

18

3
2

管理本部

企画室

総務

5

経理

1

経営企画

4
4

8
5
3

リフォームプラザ
亀井

住まいと暮らし
事業部

住宅リフォーム部門

お客様
サービス室

アフターサービス

9
3
4 ( 第２種 )
2017.5

土木部

洪水や崖崩れなどの自然災害を防ぎ、道をつくり、橋を架け、便利・安全・安心な国や地
域の基盤そのものを造るのが土木の仕事です。
土木部では、打てば響く明るい健康的な作業環境の中、柔軟な知能と強靭な足腰を駆使
し、協調性のある現場力を発揮して社会資本となる土木構造物を構築しております。
人と自然が調和する環境のためにこれからも今まで以上に、確かな技術力で安心・安全
な社会の基盤づくりに取り組んで参ります。

大須防災工事

最近３年間の土木工事実績
■ 平成26年度実績
平成25−26年度 11・28・55号維持工事 ……………………… 204,579,300円
平成25−26年度 三軒屋橋下部耐震補強工事 ………………… 104,544,000円
平成26年度 上岩脇改良（その1）工事 …………………………… 116,424,000円
平成26年度 徳長堤防耐震対策（その2）工事 …………………… 282,204,000円
姫田第2・第3太陽光発電施設建設工事 ……………………………… 90,072,000円
■ 平成25年度実績
平成24−25年度 大木改良工事 ………………………………… 108,150,000円
平成24−25年度 池田出張所管内橋梁補修工事 ………………… 89,880,000円
平成25年度 長原堤防耐震対策工事 ……………………………… 282,345,000円
鳴門太陽光発電所建設工事 …………………………………………… 84,002,400円
津田太陽光発電施設建設工事 ………………………………………… 67,000,000円
■ 平成24年度実績
平成23−24年度 笹木野堤防耐震対策（その1）工事…………… 225,435,000円
平成24年度 11・28・55号維持工事 ……………………………… 73,815,000円
斉田高島幹線他管渠築造工事 ……………………………………… 150,843,000円
H24鳴土 鳴門海岸 鳴・鳴門土佐泊浦海岸災害復旧工事（3）…… 51,789,150円
里浦太陽光発電設備構築工事 ……………………………………… 155,790,000円
市場町太陽光発電所建設工事（低圧・高圧）………………………… 140,000,000円

長原堤防耐震対策工事

最近の表彰実績等
■
■
■
■
■

国土交通省
国土交通省
国土交通省
国土交通省
国土交通省

鳴門土佐泊浦海岸災害復旧工事

優良工事

平成25−26年度 １１
・28・55号維持工事
平成24−25年度 池田出張所管内橋梁補修工事
平成23年度 徳島池田出張所管内橋梁補修工事
優良工事 平成21年度 １１
・
２８
・
５５号維持工事
四国地方整備局 四国建設業BCP等審査会
事業継続計画等の事業継続力の認定証
（H26.03.18）
■ 特定非営利活動法人 事業継続推進機構 BCAOアワード2014 優秀実践賞
「東日本大震災後のBCPの見直しと社員の意識改革」
旧吉野川幹線建設工事

鳴門ウチノ海総合公園

土佐泊浦高架橋

小鳴門大橋

2015.10

建築部

官公庁工事
要求されたものを的確に応える豊富な知識

建築部では百有余年におよぶ建設事業を通じて
官公庁の工事から神社仏閣、民間工事まで多岐
トリーデなると

にわたり
「安心・安全・快適」
な建物をご提供させて
頂けるように常に心がけて参りました。
建築という多種にわたる工事をまとめ、お客様
のニーズを的確にとらえご提案させて頂きます。
お客様にご満足いただけるよう、
「確かな技術・
きめの細かいサービス・柔軟な知識」
で対応させ
て頂き、工事完成後も安心なサポート体制をとり、
長いお付き合いをさせて頂けるように努力して
参ります。

徳島県立鳴門高校 体育館

あすたむらんど徳島 四季彩館

神社仏閣
豊富な経験と確かな技術

円徳寺

護国神社

霊山寺

大師堂

民間工事
時代のニーズに対応できるフレキシブルな感覚

リバレインマンション勝占

ビーンスターク保育園 とくしま

コレクティブハウスなじみ

2017.5

和風住宅「悠久の住まい」
伝統の技と最新設備が融合
徳島の気候風土に寄り添った日本家屋。
細やかなつくりが居心地の良さを実現しています。
変化への対応は住む人へのやさしさ。
安心して住める工夫を凝らしています。

1 自然の風利用
2
3
4
6
7
8
9

冷暖房設備計画

できる限り自然エネルギーを活用します。

給湯設備計画

5

夏期の夜間や中間期（春秋）に外気を取り入れ、
屋内を涼しく保ちます。

昼光利用
昼間の明るさを室内に取り入れ人工照明の利用を
減らします。

太陽光発電
日中に太陽光で発電を行い、消費する電力を
自己生産します。

地中熱利用

床下の温度は大気の温度変化の影響をうけにくく、
１年を通して温度をほぼ一定に保ちます。

日射遮蔽方法
夏期や中間期に室内に進入する日射を遮り涼しく
保ちます。

適切な熱源方法を選定し、高効率な給湯設備を導入
します。

換気設備計画

住宅の気密性を考慮し高効率な換気方法を選択して
います。

照明設備計画
適切な照明配置を行い、器具を選定します。

10

雨水の有効利用

11

地域資源の活用

雨水貯水タンクを設置し、花壇の水やりや洗車などに
再利用します。また非常時にはトイレの排水としても
使えます。

地域の森林資源を活用することにより、森林が守られ、
水源涵養や土砂の流出防止など、森林保全に役立ち
ます。

太陽の光も自然の風も、
全てを味方につけた住まいです。

住まいと暮らし事業部

快適な住環境空間を
創造・提供する

快適な住環境空間を提供することにより、安全で安心な生活をして頂く事が、
亀井組に出来る地域社会への大きな貢献だと考えています。
住宅部は3部門で構成され、人生の大きな岐路である新築工事から、ライフス
タイルや家族構成の変化に対応するリフォーム・増改築、そして住宅品質を維持し
続ける為に必要なアフターメンテナンスまで、お客様のライフサイクルを常に手
厚くサポート出来る体制となっています。
各部門専任のスタッフが、より付加価値の高い住生活を創造します。

新築住宅
地域に密着し、
「ご家族の
笑顔を守る家」
を目指して、お
客様の家づくりを全力でサポート
します。土地の選定から資金計画
の相談まで、家づくりのパートナー
として
『建ててよかった！選 んでよ
かった！』
と言って頂ける事を目標と
しています。
構造には耐震性能に優れた木造
と鉄骨の両方のメリットを活かした
Panasonic「テクノストラクチャー
工法」
を採用し、全棟個別の構
造計算による根拠ある安心・
安全な住宅を提供してい
ます。

リフォーム・増改築
広い常設ショールームで、各メーカーの最新住
宅設備や、耐震改修やバリアフリー改修等のコー
ナー展示を体感出来ます。
ちょっとした不便の解消から水まわりや屋根、
外壁の改修、さらには大規模な耐震改修や二世
帯化増築工事、太陽光パネルの設置、IKEAキッ
チンを使ったリノベーションまで、ライフスタイル
や家族構成の変化に応じたあらゆる住宅リフォー
ム・増改築を提供しています。

お客様サービス室
亀井組で住宅工事をして頂いたお客様に、末永く安
心して生活を送って頂き、また住宅価値を生涯維持す
るための中心部門として、アフターサポート専任のスタッ
フが常時対応しています。
新築されたお客様のお宅への定期点検訪問をはじめ、
日々生まれるお客様からの多様な要望に迅速に対応し、
様々なサービスでお客様をサポートする事で、安心・満
足な住生活を提供しています。

2016.4

エコ事業

Green, construction, company

環境推進室では、低炭素社会の実現に向けて、地域のみなさまとともに一歩ずつ歩んで参ります。
主な活動は、自然エネルギーの導入や省エネ診断による地球温暖化の防止から、事業所におけるエミッションをゼロにする取り組みを行いエネ
ルギーの地産地消に努めて行きます。
自然エネルギー導入では、太陽光発電等、リーズナブルな価格で高品質な施工、安心できるアフターサービスを提供し、省エネ診断では、
創業100年の建物作りで培ってきた、設備導入・更新実績のノウハウに基づき、省エネ・省コストを意識した最良のパッケージをご提案します。
また、弊社では、
ＬＥＤ設備更新事業や、グリーン電力販売、国内クレジットを活用したサービス等、カーボン・オフセット事業にも取り組んでいき、
環境とエネルギーのコンサルティング事業を通じて、環境に優しい豊かな社会を実現し、環境と経済の好循環のまちづくりを推進します。

太陽光発電事業

省エネ診断

Photovoltaic

Energy,Service,Company

法人・個人の皆様が所有されている建物等
に太陽光発電を設置し再生可能エネルギー

省エネ診断事業は、ホテル・オフィス・老人保健施
設・工場等あらゆる現場で培った設備導入・更新実

の時代を切り拓いていきます。

績、エネルギーコンサルティングのノウハウに基づ
き、最新機器の導入や設備更新に関して、
省エネ・省コ
ストを意識した最良のパッケージをご提案します。

ＬＥＤ照明設備更新

カーボン・オフセット

Light Emitting Diode

carbon offset

日本が誇る世界のＬＥＤメーカー、日亜化学工業
の最新・最高品質のセラミックパッケージＬＥＤを使

弊社では今後、グリーン電力証書の販売、証書
を活用したサービス、国内クレジット制度での申

用した商品を扱っています。

請サービス等に取組んでいきます。

Green
Power

Green
Power

Green
Power

Green
Power

WATER

WIND

BIOMASS

新電力事業
「はなカメくん電気」

木づなの森

