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- Who we are -

しあわせづくり応援企業

日本が今、超高齢化社会を迎える中、

高齢者がしあわせに生活を送るためには、

住環境の整備が必要ですが、

それだけでは解決できません。

高齢者の生活には介護による支えが必要となります。

私たち野田グループは高齢者住宅の企画、建築や運営、

ユニバーサルデザイン家具の開発を行うと同時に、

介護サービスに自社で取り組むことによって、

高齢者にとってしあわせな生活をどう実現するのかの

ノウハウを蓄積しています。

また、高齢者だけでなく日本に住む人々が

しあわせに生活を送るためには、

お客様・社会・社員の人生の豊かさを創り出す事を目標とし

建設事業者として住み良い街を創ってゆくことに

貢献する会社でなければなりません。

あらゆる人がしあわせな生活を実現できるよう、

より良い生活環境の新たな創造を目指し、

私たち野田グループはこれからも

「しあわせづくり応援企業」であり続けます。

私たち野田グループの存在意義

〜 Happiness Making Support Company 〜



私たち野田グループは昭和33年の創業以来、お客様・社会・従業員の人生の豊かさを
創造することを経営理念に掲げ、より良い生活環境の実現に取り組んでまいりました。
目標は、地域の住まいのお悩みをワンストップで解決できる、

“住まいのコンビニエンス・ストア”になること。
住まいに関わるどんな場面でも、地域の皆様のお悩みに寄り添い、
ともに考え、ともに解決していく存在を目指し、
一人ひとりが情熱を持って働いています。
時代と共にしあわせのカタチ・住まいのカタチは変わり続け、
同時に私たち野田グループも変革を続けます。

これからの日本の未来を明るくする、しあわせづくり応援企業で
一緒にしあわせをつくりませんか？

しあわせづくり応援企業である、
野田グループの使命の仕事とは

株式会社野田建設　代表取締役

野田  康彦

代表取締役　野田 康彦

創業から今に至るまでのストーリー

CEO Message

History of  Noda group

1958年5月、戦後13年が経ち岐阜県の復興と共に高度経
済成長期を迎える日本において、一級建築士の資格を保有
する建築業に従事するものは当時少なく、その技術を用い
て岐阜県復興のために会社を創業しました。

創業者：野田 豪一

1．創業のきっかけ

創業者より言い伝えられてきた私たちの大切な価値観「モノやお金
などに頼ることなく、お客様と向き合う姿勢を大切にしながら行
動することが大切」この価値観は私たち野田グループ社員全員が大
切にする価値観です。令和を迎えた日本はモノに溢れ、創業当時
求めていた生活の豊かさの物差しは変わってきました。モノがあ
ることが豊かな証拠ではなく、モノやお金は手段と変わり、どの
ような出来事（人生のイベント）があるのかが人生の豊かさの指標へと変わってきています。
野田グループが創業当時から変わらないことは、モノを届けることではなく、お客様や地域の方々が
しあわせになるために向き合う姿勢を大切に行動を続け、人々から必要とされる存在であり続けるこ
となのです。

2．創業の精神
　「お客様と向き合う姿勢と行動」

建築業から始まった野田建設は、時代の変化と共にお
客様から求められるしあわせの姿を追い求めてカタチ
を変え続けてきました。今では、建築業以外にも、土
木事業・住宅事業・リフォーム事業・環境エネルギー
事業・土地活用事業と建設業を中心として幅広く事業
を展開しています。
事業展開の背景には、地域の方々の住まいのお悩みを
ワンストップで解決できる“住まいのコンビニエンス・
ストア”となるため。そのために、私たちは常にお客様
のお悩みを解決し、しあわせづくりを応援する地域一番
の企業を目指しています。

3．しあわせの姿を追い求めて
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Mission
野田グループのミッション

〜何のために働くのか〜

【経営理念】

お客様・社会・従業員の
人生の豊かさを創造すること

Mission

私たちが経営する目的、私たちが達成すべきこと。
会社を経営するということは、仕事を継続することによってお客様・地域に対して
私たちが果たすべき使命を果たすということです。

「地域の方々の住まいのお悩みをワンストップで解決し、
しあわせづくりを応援する」

それこそが私たちの使命であり、果たさなければならない約束です。
しあわせの形は時代とともに変わり、私たちの姿も時代と共に変わり続けます。
しかし、如何なる時代にも人々が生きる限り、住まいのお悩みは続きます。
人々が生きる限り、しあわせを追い求める人が尽きることもありません。
だからこそ私たち野田グループは必要とされ続け、地域の方々と共生しているのです。

ミッション

Vision

“しあわせづくり応援企業”となること
創業以来、「お客様・社会・従業員の人生の豊かさを創造すること」を
経営理念に掲げ、より良い生活環境の実現に取り組んでまいりました。
そして経営理念の先にはお客様・社会が求めるしあわせの姿があります。
だからこそ、地域の皆様のお悩みに寄り添い、ともに考え、ともに解決していく存在
を目指し、野田グループの一人ひとりの社員が“しあわせづくり”を応援しています。
しあわせづくり応援企業という目指すべきビジョン達成に向けて、
常に変化・挑戦し続けていきます。

ビジョン

Value

真剣に目の前のことを取り組んでいれば、必ず行き詰まる。それでも一心に
なって取り組むことで、行き詰まっていた道が通じ始めます。
通じないのは真剣さが足りていないということ。

時代の流れがあっという間に過ぎていく現代において、行き詰まることは
よくあることです。一社会人として仕事をしていくと行き詰まる機会に遭遇しますが、
それは私たちに課された試練であり、真剣さ、誠意と努力を持って
初めてその先の道が拓けます。
私たちがお客様・社会の豊かさを創造するために提供する価値は
私たちの真剣さ、誠意と努力によって生み出されるものだと確信しています。

“窮して変じ、変じて通ず”
バリュー
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デジタルトランスフォーメー
ションとは、進化したデジタ
ル技術を浸透させることで
人々の生活をより良いものへ
と変革することを指します。
建設業という古くから地域を
支える業界において、いち早
くデジタルへの取り組みを推
進しています。

ビジネスの根幹であるマーケティン
グをデジタルへ転換し、これまでア
ナログだったビジネスから、デジタ
ルを駆使し、より顧客が利用しやす
く、社員も働きやすいマーケティン
グ戦略を実践しています。

建築分野での計画・調査・設計段階
から3次元モデルを導入し、事業プ
ロセスに関わる情報を共有します。
一連の建設生産システムの効率化·
高度化を図ることを目的とした取り
組みです。

Construction Information Modeling/Building Information Modeling
CIM/BIM

i-construction Digital Transformation

Digital Marketing

デジタルトランスフォーメーション 建設DXとはデータやデジタル技術を計画・設計・施工・管理といった各段階で取り
入れ、生産性の向上や技術の高度化によりビジネスモデルの変革をもたらすことが
期待されている取り組み

野田建設がこれから取り組む建設DX

i-constructionとは、国交省
が掲げる20個の生産性革命プ
ロジェクトのうちの1つです。
建設業における事業プロセス
でICTを導入し、建設生産シ
ステム全体の生産性向上を目
指す取り組みです。

—  野田建設の建設DX  —

Digital transformation
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都市の新しい形・ビジネスの出発点つくり

　建築事業は、公共性の高い建築物から教育施設、
医療施設、福祉施設、レジャー施設など設計から施
工に至るまで、野田建設が手掛ける建築物は多岐に
わたります。
　地域の建物を建築することから、そこに住む地域
住民の方の生活や地域社会の活性化に貢献していま
す。生まれた建築物は都市の新しい表情をつくり出
し、都市に新しい魅力を付加し続けています。

建築事業
　土木事業は、一般の土木工事をはじめ、舗装工事・
橋梁工事・公園緑地工事まで広がっています。
　地域社会の活動をスムーズに遅滞なく機能させ、
人々の生活の効率化・利便性の確保に土木事業は大
きな役割を担っています。地域社会に幅広く貢献し、
地域の皆様の快適な生活を維持し続けることができ
るように日々邁進しています。

土木事業

人々の生活・地域社会への貢献

Our Works
—  野田建設の仕事  —

大規模木造建築プロ集団

工場・倉庫建築プロ集団
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家族の想いがつまった家づくり

　野田建設では、企画型住宅と注文住宅の2種類を
設計施工で取り扱っています。
　企画型住宅は「NDstyle.Home」、注文住宅は

「郷
さと

の家」という商品を展開しています。
　家族の想いがいっぱいつまったお住まいを実現す
るために、資金計画・土地選び、使いやすい導線、
ここちよく快適に暮らすための工夫、色や形・材質
にもこだわって、設計から施工までお客様の満足に
おこたえしています。

住宅事業
　リフォーム事業「しあわせリフォーム」は、営業方
針に地域密着のサービスを掲げています。対応エリ
アを自社から30分圏内とすることによりお客様か
らのお問い合わせやご相談に対する素早い対応を実
現しています。
　また定期的に協力業者会と呼ばれる勉強会を開催
するなど、働く人の教育にも力を入れています。

リフォーム事業

地域密着のスピード対応×施工レベル

Our Works
—  野田建設の仕事  —
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持続可能な社会への取り組み 資産活用で企業・地域・人々への貢献

営農型太陽光
情報提供システム.com

岐阜不動産情報バンク

土地活用相続対策研究会

Our Works
—  野田建設の仕事  —

　土地活用とは、所有している土地を有効に活用す
ることで、毎月一定の収入が得られる収益不動産に
することです。土地活用はコミュニティーの生活や
仕事の場などの提供につながり、所有者はもちろん
ですが、活用の先にいる人たちにも生活の安定やし
あわせをもたらしてます。
　土地活用は多くの人々に役立つことで、収入以外
の大切な気持ちも受け取ることができる事業と考えて
います。

土地活用事業
　野田建設では、産業用の太陽光パネル設置事業を
行っています。農業とエネルギー問題を同時に解決
する営農型太陽光発電（ソーラーシェアリング）や、
平地から施設屋根の上に至るまで、あらゆる広さ・
形状に対応してきた実績があります。
　また、個人向けの太陽光パネル設置事業も行って
おり、見積から提案までの無料の迅速対応、充実し
たアフターサービスの提供などにより、高い満足度
を実現しています。

環境エネルギー事業
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01. 環境デー 05. 社宅制度

03. 新年互礼会 07. 家族手当

02. SDGsの取り組み 06. 各種手当

04. 夕涼み会 08. 新入社員研修

地域貢献

全社イベント

福利厚生

Environment
—  働く環境  —
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—  野田建設フォトギャラリー  —

Photo gallery
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