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コー ポレート
シンボル

コ ー ポレートシンボルは 、スクエアのフォルムを
横切るように大きな流れが渦を巻き、堅実さと躍動
感 、力強さを同時に表現しています。
安定感のあるスクエアフォルムは 、これまでの歴
史の中で培った豊富な実績や信頼 、そしてお客様本
位の誠実な姿勢を表します。
また、大きな渦には 、安藤ハザマがそれらの価値
を大切にしつつ、枠に収まらない新たな挑戦を果敢
に続け、新しい価値を創造していこうという思いを
託しています。
そして、動きを感じさせるデザインによって、安藤
ハザマが特定の型に留まらず、常に進化し 、拡大し
続ける姿を示しています。

メモリアルストー ン
ダム建設では 、コンクリートの材料として
石を用います。これに見 学の皆 様からメッ
セージをいただき、
「メモリアルストーン」
とし
て埋納しています。
未 来 への 思 いがこもった 、温 かいメッ
セージに励まされつつ 、日々、作業にまい進
しています。
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東京大学（本郷 ）総合研究棟 (2014 ／東京都）

編集方針
本報告書は、ステークホルダー の皆様とのコミュニケーション
ツールとして、また、経営統合二年目を迎える当社グループ社員の

CSRに対する認識共有のツールとして、多様に展開する当社グループ
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社会と安藤ハザマを結ぶ、
私たちの思い

Our
Business
Vision
and

社会に貢献し、社会に求められ続ける存在であるためには、どうあるべきか？
私たち安藤ハザマは、常に考え、行動します。
日本で、世界で、幅広く事業展開する企業としての理念・ビジョンは、
私たち一人ひとりの、社会に対する思いそのものです。

土木事業
人々が安全安心・快適に暮らせるよう、生活の基盤である
道路などのインフラ整備、上下水道・電気などのライフライン、
エネルギー施設など、社会資本の整備を担っています。さら
に、土壌汚染修復などの環境対策から防災滅災を含めた社会
資本の維持更新など社会のニーズに応えていきます。

建築事業
計画段階から設計 、施工 、メンテナンス、リニューアルまで、
建物のライフサイクルすべてにわたってサポートいたします。
お客様のニーズ・条件にあった建物の仕様・工期・コストをプ
ランニングし、安全・品質・工程管理はもちろん、近隣や環境
に配慮した施工により、お客様にとって最適な建物、サービス
を提供いたします。

海外事業
海外でのインフラ整備や、海外進出をお考えのお客様への
トータルサポートなど、各国の社会の発展に寄与していきます。
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Scene 01

新武岡トンネル（ 2013 ／鹿児島県 ）
Scene 02

新百合ヶ丘総合病院（ 2012 ／神奈川県）

社会に浸透し、日常を支える
Create Resilient Society
たとえば、雨の日も晴れの日も家路を急ぐあなたを見守るトンネルづくり。たと
えば、あなたの「もしも」に日々備える病院づくり。土木・建築の第一の使命は、
日常社会の基盤となるインフラをつくることです。

企業理念1

もの づくりを通して、

社会の発展に寄与します。

日々安心できる 、しなやかな社会インフラの実現に関心が集まる現在、私た
ち安藤ハザマは 、ものづくりを通して皆様の生活を支え、レジリエントな社会
の構築に貢献します。

Scene 01

Scene 02
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Scene 03

上段左から 、インドネシア、タイ、日本 、ラオス
の工事現場（ 2013 年〜 2014 年）

安全に、イノベー ティブに、確かな品質をお客様へ
Safer, Better, and More Innovative
ものづくりの基本は 、安全第一であること。そして、お客様に満足いただけ
ること。いつの時代にも不変な使命を果たすため 、私たちの事業の現場には 、
常に、技術の研鑽と情熱があります。
経済のグロー バル化 、社会の IT 化が進む中 、私たちには 、社会を変えるイ
ノベーション
（ 技術革新 ）の創出が期待されています。皆様の期待を背に受け、
私たちは日々現場に臨みます。

Scene 03
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企業理念2

確か な技術と情熱で、

お客様満足を追求します。

Scene 04

シンズリ道路第 3 工区（ 2012 ／ ネパール）
Scene 05

名古屋城（ 1959 ／愛知県 ）

Scene 04

歴史を守り、未来を創る仕事を
Walk Together with Human History
人類の歴史は、土木・建築の歴史でもあります。その時代の人が 、情熱をこ
めてつくり上げたものを守り 、匠の技を伝えることは 、豊かな未来の実現に
向けた大切な一歩です。

企業理念3

新た な価値を創造し、

豊か な未来を実現します。

人類の未来もまた、土木・建築とともに創られます。急成長を続ける世界の
活気を支えるものづくりは、持続可能な社会の発展に通じる重要な使命です。
私たちは 、歴史を守り、未来を創る仕事を通じて、社会に新たな価値を創造し
続け、皆様と共に歩みます。

Scene 05
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サステナブルな社会に向け、挑み続ける
企 業として の 使 命

Contribution towards Sustainable World

CSR 経営を徹底し持続可能な社会の発展に貢献することは 、企業の本質的
な使命です。その実践は事業の現場にこそあると、私たちは考えています。そ

安藤ハザマの CSR

のため 、社会の一員としてル ー ルを守ることはもちろん 、社会からの要請に
応えるものづくりを大切にし、常にステー クホルダーと共にある企業を目指
します。
行動規範
第 1 社会的使命の達成

第 2 公正で誠実な企業活動の推進

第 3 情報と知的財産の管理

1. 健全な企業体質の確立

1. 公正な競争の推進

1. 情報管理の徹底

すべての法令について遵守を徹底し 、

独占禁止法等を遵守し、公正な入札を

業務上知りえた個人情報と機密情報は

社会を構成する一員であることの自覚

阻害しない 。

適正に保護・管理し 、目的外の使用な

と責任を持って行動する。

2. 顧客の満足と信頼獲得

2. 適正な取引体制の構築
建設業法および関連する諸法令を遵守

顧客のニーズに応えた価値ある建物・
構造物の建設を通して、顧客の満足と
信頼を獲得し、維持する。

3. 社会の要請に応えた事業活動の推進
積極的な技術開発と品質向上に努め、
誠実な事業活動の推進を通じて社会の
要請に応える。

し、協力会社との適正取引を徹底する。

3. 政治・行政との健全な関係
政治資金規正法・公職選挙法をはじめ
とする諸法令を遵守し 、政治・行政と
透明で健全かつ正常な関係を保つ 。

4. 反社会的勢力との関係遮断
暴力団 対 策 法ならび に暴力団 排 除 条

4. 人を大切にする企業の実現

例の理念に則り、反社会的行為には一

らびに情報を漏洩しない 。

2. 知的財産の保護
第三者の知的財産を侵害せず、会社が
保有する知的財産を適正に保護・管理
する。
第 4 社会との共生

1. 地域社会との調和
企業は社会の一員であることを深く認
識し 、地域社会との調和を図り、地域

人を大切にする企業を目指し 、安全で

切関与せず、不当要求には毅然と対応

の発展に貢献する。

働きやすい労働環境を創出する。

し、反社会的勢力との関係遮断を徹底

2. より豊かな環境づくり

する 。

5. 自然災害への対応
大地震等の自然災害発生時には、被災

5. 適時適切な企業情報開示

地域の復旧支援活動を組織的かつ迅速

適正な財務処理による企業会計の透明

に展開する。

化、健全化を図り、ステークホルダーに
企業情報を適時適切に開示する。

環 境 保 全に配 慮した事 業 活 動を通し
て、より豊かな環境づくりに貢献する。

3. 国際事業における各国・地域への貢献
国際ル ールおよび各国・地域の法令 、
人権 、文化や慣習を尊重し 、その発展
に貢献する。
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• お客様
• 株主・投資家
• 地域社会
CSR の 重 要テ ー マ

Stakeholder

• 社員

• 協力会社

公正で誠実な企業活動
• コー ポレート・ガバナンス
• コンプライアンス
• 内部統制・リスク管理体制

社会やお客様の満足と
信頼獲得

法令はもとより、社会的規範 、社内規定を
遵守するとともに、一人ひとりが高い倫理
観を持って行動することにより、社会から
信頼される企業であり続けます。

• 品質管理・向上への取り組み
• 積極的な技術・工法の開発

安全で働きやすい労働環境
• 労働安全衛生
• 人材活用・育成
• 人権尊重
安 全 衛 生 活 動 、人 事 諸 制 度の構 築・運
用、人権啓発活動など 、事業に関わるす
べての人が働きがいを感じながら、いき
いきと活躍でき、仕事を通じて成長でき
る環境の整備に努めています。

すべてのお客様に安心し喜んでいただける
「ものづくり」を常に考え、確かな技術で高
品質な建造物を提供します。

安藤ハザマは、確かな技術と情熱で、安
心・安全・高品質な「良いものづくり」の
実践を通して社会やお客様の発展に寄
与し、豊かな明るい未来の実現を目指し
ていきます。

豊か な環境づくり

地域社会との調和

• 環境負荷・環境リスクの低減
• 生物多様性への取り組み

• 社会貢献活動

持続可能な社会を実現するために、企画・
設計段階から、
「環境負荷の低減 、省エネ
ルギーなどの環境保全」に取り組んでいま
す。また、事業活動のさまざまな場面で、
省エネ意識の浸透に努めています。

建設事業を通じた社会貢献のほか 、地域
の一員として教育支援や各種イベントへの
参加などを通じて地域社会に信頼される
ように努めています。

ステー クホルダーとの
コミュニケー ション
• 適時適切な企業情報の開示
• 各種コミュニケーション活動の展開
適 時 適 切 な 情 報 開 示と幅 広いコミュニ
ケーション活動を積極的に展開し、経営
の透明性を高めています。
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トップメッセー ジ

人と技 術で
未 来に挑 む

We will Continue
着実に成果をあげた 2013 年度
小野

2013 年 4 月 1 日に「 安 藤ハザマ」が 船出して、はや一 年が 過ぎました 。

地道な努力が確実に社会に浸

「ものづくりを通して社会の発展に寄与する」を企業理念の冒頭に掲げる企業と

透し、皆様の日常を支え続け

して、事業を通じたさまざまな成果を 、今年も当報告書でご紹介できることを

ていくことが、社会の発展に対
する安藤ハザマならではの寄
与であり、私たちの誇りです。

嬉しく思います。
野村

現在、土木・建築に携わる私たちに対する社会の期待は多岐にわたり、

私たちは日々、それに応えるべく業務にまい進しています。2013 年度は 、被災
地においては、除染事業や災害廃棄物処理業務 、生活拠点の移転工事や、被災
した子どもたちとその家族の心のケアを行う施設の建設など、
「 生活の再生」に
向けた貢献活動を引き続き推進しています。また、首都圏においては、中央環状
品川線大橋連結路の構築や東京大学総合研究棟の建設など、日本経済の今日と
明日を担う、高品質で効率的なインフラづくりに成果をあげました。
小野

当社のそれぞれの取り組みは、決して目立つものではないかもしれません。

しかし、こうした地道な努力が確実に社会に浸透し、皆様の日常を支え続けて
いくことが 、社会の発展に対する安藤ハザマならではの寄与であり、私たちの
誇りです。

二年目に入った安藤ハザマ
野村

昨年のCSR 報告書で、私たちは「良い会社」をつくることを第一義に考え、

目指す姿を社員や協力会社の皆様に対し、小野会長と共に語りかけていく旨を
お伝えしました 。一年間の取り組みを経て、大きな手ごたえを感じています。
特に現場においてはいち早くその思いが共有され 、ひとつの企業の同志として
連帯感が生まれていることを、日々実感します。
小野

互いに長い歴史を持つ企業同士の合併でしたので、根幹にある仕事の進め

方や、アプローチを完全に一体化させるには時間が必要です。しかし、目指す未来
像の共有が進む現在、職場の各所で前向きなベクトルがどんどん生まれています。
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Our Journey Forward.
部門を超えたシナジー を生み出す強靭な企業体質づくりは今後ますます重要で、
安藤ハザマとして文字通り1+1 を2 以上にしうる企業となるべく、私たちは自身の
進化に挑戦し続けます。
野村

いうまでもなく、企業理念は私たちが目指す
「企業としての在り方」
です。

私たち自身の進化・成長を加速するためにも、今年も経営者が先頭に立ち理念
の浸透を推進していきます。

「企業としての在り方」です。私
たち自身の進化・成長を加速
するためにも、今年も経営者

更なる成長に向け、鍵は技術の蓄積と人づくり
小野

企 業 理 念 は 私 たちが 目 指 す

企業が持続的に成長し続けるためには 、従来のやり方で進めていくだけ

が先頭に立ち理念の浸透を推
進していきます。

ではなく、常に新しい方法に挑んでいく姿勢も欠かせません。これを両立できる企
業風土を維持・強化することにより、安藤ハザマは強固な基盤の上に新たな価
値を生み出し続けることができます。その成否を握る鍵として、確かな技術の蓄
積と情熱ある人づくりを私たちは重んじていきます。この取り組みは、社員や協
力会社の皆様 、ひいては社会の皆様と共に成長を続ける「 共栄関係」の礎とい
えます。
野村

現在、私たちは、建設需要が高まり続ける中での労働者不足や資機材の高騰

といった厳しい事業環境に直面しています。さらに、より長期的な視点にたつと、
経済のグローバル化に加え、かつてない少子高齢化社会に直面しつつあります。
このような中、二年目を迎えた安藤ハザマは 、働きがいのある職場づくりを推進
していきます。具体的には、女性がいきいきと活躍できる職場づくり、グローバル
な人材活用などの施策に、既に着手しています。まず「良い会社」
をつくり、そこ
から社会の発展、ひいては豊かな未来の実現に貢献します。人と技術で未来に挑む
私たちに、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。

2014 年 8 月
代表取締役会長

代表取締役社長
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イノベー ションフロント

Innovation Front

社会とのサステナブルな価値の共有 1

世界初の技術で挑む、社会インフラへの貢献
〜中央環状品川線

大橋連結路工事〜

社会インフラを構築するプロジェクトは 、その性格上、人々の生活の場に隣接して行われる
ことがあります。
「安全に」
「 確実に」そして
「日常への影響を最小限に」
。多岐に及ぶ要望に応
えるため、安藤ハザマは確かな技術と情熱で、社会に新たな価値を創造し続けています。
シールドマシンにより地下トンネルを掘り進んできた中央
環状品川線の建設プロジェクトは 、現在、2014 年度末の開
通に向けた最終局面として、本線と連結路の2 つのシールド
トンネルを接続する分岐・合流部の工事が進んでいます。当
社はこの重要な工事を担っています。
中央環状品川線 位置図
S

N

5
S

1

5

6

江北

大橋連結路

完成予想図

首都圏の交通の大動脈をつなぐプロジェクト
中央環状品川線は 、湾岸線と3 号渋谷線、中央環状新宿
線の3 つの首都高速道路を結びつける新たな地下高速道路
です。この路線が完成すると首都高速中央環状線がひとつ
につながり、首都圏の交通や物流が円滑化されるとともに、

C2

板橋

中央環状新宿線

池袋

6
1

新宿

4

3

C

渋谷

1

2

7
C2

9
11

大崎

大橋ジャンクション・
大橋連結路

B

中央環状品川線

1

2014 年度末開通予定

有事の交通ネットワーク強化にも貢献することが期待され
ています。
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6

首都高速中央環状線

中央環状新宿線

中央環状品川線

供用中路線

東京湾

事業中路線

周辺への影響を最小限に抑える世界初の「 2 つのトンネルを地中で切り開く」挑戦
大橋連結路の現場は一日 4 万台以上の交通量がある山手通りの地下にあり、地上には住宅も密集しています。このため、
当社では、従来のように地上からトンネルを掘り起こして分岐・合流部を構築する工法ではなく、地中で 2 つのトンネルを
ひとつに接合するという世界初の「非開削切り開き」工法を提案し、採用されました。
同工法では、まず 2 つのトンネルをできるだけ近づけて並行に掘削します。次に、掘削に用いられたシールドを基地とし
て重機などで上下に空間を作り、高速道の外郭をささえる壁体を
「セグメント」で構築します。床面を鉄筋コンクリートで補
強した上で、最後に中間部の仮セグメントなどを取り除き楕円形のトンネルとします。この工法により、工事に伴う騒音や粉
塵 、交通規制といった、近隣の日常生活への影響を大幅に抑制しました。
「２つのトンネルを地中で切り開き、連結する」施工ステップ
STEP

1

STEP

上半掘削

（掘削〜支保工〜吹付け）

吹付けコンクリート

アーチ支保工設置

シールドマシンを施工基地として、上半部か
ら掘削し、アーチ支保工を設置します。

4

STEP

3

下半掘削

セグメント組立装置

本線シールド
（外形 12.3m ）

連結路シールド
（外形 9.5m ）

STEP

2

上半セグメント組立

下半セグメント組立

セグメント組立装置で、上半部のセグメント
を組み立てます。
STEP

5

中間部掘削〜
仮セグメント撤去

上半部セグメント組立後、施工基地から下半
部を掘削します。
STEP

6

構築工→完成

道路床版

下半部のセグメントを組み立てます。

中間部を掘削し、シールドの仮セグメントを
撤去します。

道路床版などの構造物を構築します。

力を結集し、社会に新たな価値を生み出す
安全作業の徹底や工期の遵守も、社会への重要な責任です。同工法に挑戦するにあたり、当社のさまざまな力を結集し
ました。まず設計時には 、道路トンネル分岐・合流部に関する国内屈指のノウハウに加え 、構造実験や非開削での施工シ
ミュレーションを技術研究所などで実施し、世界初の工法を実現するために綿密な検証を行いました。一方、施工時には
数多い未経験の課題を実地でクリアする必要があります。特にアーチ状のセグメントを上部に取り付けるためには、測量か
らセグメント製作 、組立の各段階で極めて高い精度を要し、新たな試みに安全・確実に挑む現場の力が不可欠でした。これ
らの努力の結果 、空前の工事は着実に進行しています。
引き続き、当社は 、現場のプロフェッショナリズムに裏打ちされた先進の技術で、皆様の日常を支えるインフラづくりに
従事し、社会に新たな価値を創造していきます。

安藤ハザマ

ものづくりのイノベーション

日常生活への影響を抑えつつ、先進の技術で
安全・強靭・サステナブルなインフラ構築工法の開発
HAZAMA ANDO CORPORATION
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イノベー ションフロント

Innovation Front

社会とのサステナブルな価値の共有 2

グロー バルな現場に活きる、女性社員の力
〜日本から海外へ、海外から日本へ〜

現在 、競争力の源として女性の力を活かす職場づくりを、多くの企業が加速させています。
一方、経済活動がグロー バル化する中、多様な国籍や文化などを尊重する企業風土の醸成
もまた経営課題として重みを増しています。
「 女性の活躍」
と
「グロ ー バルな人材づくり」、
安 藤ハザマが取り組む 2 つの「多様性」の挑戦を紹介します。

安藤ハザマの「 多様性」
2014 年 4 月現在、当社の従業員 3,406 人のうち、女性は
380 人。全体の11％を占める女性は、今や現場を支える重要
な戦力です。一方、外国籍の従業員もまた、事業のグローバ
ル化を受けて増加傾向にあり、その数は 2014 年 4 月現在で

7 人となりました。海外案件の増加、そして日本の少子高齢
化をふまえると、女性の活躍とグローバルな人材づくりは、
今後さらに重要性を増すと当社は考えています。

多様な社員と
「 共に成長する」仕組みづくり
近年、国内外の企業では、社員の自己実現を推進すること
で社員の成長と事業の発展とを両立する施策がとられてい
ます。当社もまた、女性をはじめ多様な人材が国境を越えて
自己実現できる職場づくりを目指し、制度の整備などを進め
ています。
12

HAZAMA ANDO CORPORATION

CSR Report 2014

従業員

男女比率

（ 2014 年 4 月現在）

女性

11.2%

男性

88.8%

パイオニアたちが数多く活躍する、安藤ハザマのグローバルな現場
多様な社員の自己実現を後押しする職場づくりの取り組みは、当社に着実に浸透しつつあります。この結果、海外の女性が
日本の職場で、そして、日本の女性が海外の職場で、それぞれ活躍する機会が増えています。

Pioneer Case 1

日本の現場で働く外国籍女性

Swe Zin Yu スエズインユさん (ミャンマー出身 )
大阪北共同溝枚方・交野地区洞内設備他設置工事

大阪北共同溝作業所

現在、私は共同溝の建設現場で、安全管理やコンクリートの品質管理、発注者
検査の立会対応などさまざまな役割を任されています。構造物をつくるための基
礎知識と一連の流れが理解できるので、これから施工管理をしていく上でとても
役に立つポジションです。男性が多い建設現場ではまだ女性の現場担当者は珍し
く見られますが、女性ならではの細やかさで現場の雰囲気づくりや安全管理をし
ていきたいと思います。現場の皆さんの温かいサポートで、国籍や文化の違いを
感じることなく仕事をすることができています。
ここでの経験を活かして今後も現場経験を積み重ね 、女性技術者として日本
国内だけではなく海外でもインフラ整備の大きなプロジェクトに携わり、ものづ
くりの仕事を続けていきたいと思っています。

Pioneer Case 2

海外の現場で働く日本女性

平田いづ美さん
国際事業本部

サンエスアグアスカリエンテス工場作業所長

私はメキシコにおける日系企業の工場建設現場で作業所長を務めています。
「お
客様に品質の良い建物を、無事故かつ工期通りにお渡しする」
というミッションは
世界共通でしょう。しかし、メキシコでは日本国内ほど、協力会社との協力体制や、
協力会社の技量がしっかりと確立されていないので、その仕組みづくりから構築
する必要があります。また、経験や作業プロセス、そして国民性にも違いがあるの
で、現場を進める上ではそれらを考慮することが大切だと感じています。現在は、
日本人である私と現地スタッフ、そして協力会社の方々とで、互いの疑問点を払しょ
くするためにコミュニケーションを確実に行うよう、日々努力しています。
良いものをつくる上で性差はありませんが 、女性の多様性を尊重する仕組み
づくりは 、更なる女性の活躍を促す上で重要だと感じます。建設業は 、ものづ
くりを通じて文字通り
「 世界に自分の成果を残せる」仕事です。これは素晴らし
い魅力だと思います。すべてがカスタムメイドでひとつとして同じものがない建
設現場の魅力を、女性社員にもっと実感してもらえることを期待しています。

安藤ハザマ

職場づくりのイノベーション

グロー バルな自己実現を後押しする、
時代に即した社員の多様性を活かす施策の推進
HAZAMA ANDO CORPORATION
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CSR 経営の成果

Our Achievements

社会やお客様の満足と信頼獲得

高い技術力に裏打ちされた高品質な建造物を社会に提供し、お客様の満足ひいては
社会からの信頼の向上に努めています。
方針・アプローチ
2013 年度
活動ハイライト

基本的な考え方
当社は、土木・建築それぞれの「ものづくり」で社会と接

3 次 元モデリング
「 BIM * 」
「 CIM * 」の
積極推進

当社では、先進の3 次元技術をものづくりに取り入れ、建築

しています。そこで、お客様のニーズに即した、高品質で適

分野の BIMと土木分野の CIMを推進しています。

正価格な「良いものづくり」にまい進することを、安藤ハザ

●

BIMの推進 : 建物の属性情報を持つ 3 次元の建物モデル

マの社会に対する貢献の第一歩と位置付けています。また、

を営業・設計・積算・施工・維持管理などの各プロ
（ BIM ）

信頼性の高い建造物を通じ皆様の日常生活を支え続けるこ

セスで一貫して活用することで、
「あたらしい建築生産プ

とで、幅広く社会からの信頼を獲得していきたいと考えて

ロセス」
を展開しています。建物情報を
「見える化」
するこ

います。

とで、お 客 様との 合 意 形 成 や、問 題 解 決 のフロント
ローディングが可能となり、品質や生産性の向上に加え

品質方針

て、受注力・収益力の強化にもつながります。当社では

BIM 推進の専門部署を設置し、その普及と活用を進めて

確かな技術で建設活動を推進し、社会への貢献及び顧客

います。

の満足を追求する。
1. 顧客の要求事項及び法的要求事項等を理解し、顧客の視点
に立つ。

2. 営業、設計、施工、アフターケアの各段階で、付加価値を高め
る活動を推進する。

3. 品質マネジメントシステムを継続的に改善し、高品質を追求
する。

4. 顧客及び社会のさらなる期待に応えるため、新技術を開発し
展開する。

●

CIMの推進 : 当社が手がけている
「佐世保市北部浄水場

（仮称）統合事業」は 、2030 年まで続く設計・施工および
の事業です。構造物や
維持管理・運営一体型（ DBO 方式）
埋設管における維持管理の効率化を考えた場合、設計・
施 工 段 階で 得られる製 品 情 報や施 工 時 のさまざまな
デ ータを見やすい形で記録しておくことが有効になりま
す。そこで、構造物と埋設管を3 次元モデル化し、これに
連携させてデ ータを保管するCIM 技術を導入しました。
本技術は発注者からも高い評価を得ており、納品データ
としての活用も予定しています。

取り組みの柱

1. 品質管理・向上への取り組み
2. 積極的な技術・工法の開発

＊ BIM: Building Information Modeling

CIM: Construction Information Modeling

CIM 画像の例

BIM 画像の例
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2013 年度

主な活動

取り組みの柱：1. 品質管理・向上への取り組み

国内工事の取り組み
当社では、より高品質なものづくりを実現するために、さ
まざまな取り組みを実施しています。

ムの下流側に隣り合って建設される再開発ダムです。この
事業により、有効貯水量が3,300 万m3 から約 4 倍の12,700
万 m3 へと大きくなります。

新武岡トンネルは南九州にひろがるシラス台地を貫く約

近年のダム建設は社会的要請により、コスト縮減・工期

1,500mの道路トンネルです。このトンネルは将来、トンネル

短縮が強く求められています。津軽ダムでは 、ダムコンク

の中央付近で 2 本に分岐して延伸する予定で、今回の工事

リート打設工法のひとつであるRCD 工法をさらに高速化さ

では分岐部までを先行して建設しました。この分岐部は、2

せた 、
「巡航 RCD 工法」を採用し、従来の工法に比べて1.4

本のトンネルを包含する大断面が必要となるため 、掘削断

倍の施工速度で打設を進めています。
「巡航 RCD 工法」は、

面積 378m と日本の道路トンネルとしては最大の断面とな

①内部コンクリートの先行打設、②外部コンクリートの独

りました。

立後行打設という特長を有する高速施工法で、全国でも津

2

トンネルを掘削したシラス台地は、豪雨時に土砂災害が頻

軽ダムが 3 例目となります。

発するなど脆弱な地盤で、大断面のトンネルを安全に構築す
るためにはさまざまな対策が必要となります。本工事では、
このような脆弱な地盤に大断面トンネルを構築するために多
くの課題を克服し、新しい技術を確立しました。本工事で確
立した技術は、今後の地下空洞利用の発展に大いに貢献す
るものと考えています。
また、津軽ダムは青森県の岩木川流域における洪水や水
不足を低減させることを目指し、現在供用している目屋ダ

日本最大の断面となった新武岡トンネル

「 巡航 RCD 工法」を採用した津軽ダム

取り組みの柱：1. 品質管理・向上への取り組み

海外工事の取り組み

した。2011 年 から2013 年 にかけては 、1998 年 に中 米を

当社は 、国内だけでなく海外でもさまざまな工事を手が

襲ったハリケーンにより発生した大規模地滑りに対する抑

け、社会の発展につながるためのプロジェクトに取り組んで

止工事を施工し、政府から竣工に際して感謝状を授与され

います。

たほか 、現地での新聞報道で「長い間懸念していた問題が

インドネシアの首都ジャカルタでは、市内の洪水管理上重

解決した」
と取り上げられるなど、ホンジュラスの方々に大

要な施設であるプルイット排水機場の改修工事を行いまし

変喜んでいただきました。JICA ホームページ *でも本工事

た。近年ジャカルタでは、地盤沈下により洪水が頻発してい

の取り組みが紹介されました。また、現場代理人は本工事

ます。50 年前に建設され、老朽化が進んでいた当施設も、地

の施工中に、海外における社会資本の整備において現地で

盤沈下によって機能不全に陥っていました。既存構造物の

の土木技術の発展に寄与し、国際貢献への活動が今後とも

図面などの情報も乏しい状況でしたが、洪水被害低減のた

期待されるとして、土木学会から
「平成 24 年度土木学会賞

め一日も早い排水機場再稼動を強く要請され 、当地では稀

国際活動奨励賞」を受賞しています。

な鋼管矢板土留工法や全旋回杭打機械による地中や海底

＊ JICA ホームページ : http://www.jica.go.jp/topics/news/2013/20140109_02.html

構造物の急速撤去を行い、早期完成・運転再開につなげま
した。日本でも広く報道された 2013 年のジャカルタ市内の
大洪水では 、工事現場周辺も約 1 週間冠水して大きな被害
を受けましたが 、工事用の船舶を使って孤立した周辺住民
への生活物資支援を行うなど、海外でも地域の皆様への貢
献を積極的に行っています。
また、中米のホンジュラスでは 1982 年から農業灌漑・砂
防・橋梁・上水施設など多くの社会資本整備を行ってきま

完成したプルイット排水機場

完成した地滑り対策工事
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取り組みの柱：1. 品質管理・向上への取り組み

設備説明会および品質パトロールの実施
当社では、建築設備工事の施工における品質管理活動と

の確認などを行い、品質指導や安全作業に対する助言を行
うなど、さまざまな形で現場をサポートしています。

して、着工時に所長・所員・設備協力会社の管理者を交え
た検討会（設備説明会）
を実施し、設備工事を遂行する上
でのお客様からの要求事項や重要管理ポイント、施工上の
問題点の共有と、過去の不具合事例から学ぶ再発防止対
策 、および『必ず実施する品質重点 60 項目』を水平展開し
ています。これにより、品質確保と引渡し後のクレーム撲滅
を目指しています。
設備説明会の様子

また、工事期間中においては施工管理支援として品質パ
トロールを実施し、工程内検査状況、懸案事項の処置方法
取り組みの柱：1. 品質管理・向上への取り組み

情報化施工の推進

また、建築工事でも設備巡回施工管理にて、施工状況や

当社では、工事における生産性向上や品質確保などに向
けて情報化施工を推進しています。

検査の記録ツールとしてタブレット端末の試行利用を開始し
ています。担当者の省力化を図るとともに、写真と図面に紐

大量のコンクリートを打設する大規模土木工事の場合、

付く指示書により手直しミスを防止します。この記録システ

生コンの供給量を常に監視し、許容打重ね時間を確実に守

ムは、若手社員のOJTツール、技術の共有化ツールとしても

ることが必要になります。そこで、GPS 端末を生コン車に搭

有用です。

載して走行場所を監視し、交通渋滞を考慮した生コン車の
到着時刻を予測することで生コン供給量を算出する
「生コン
供給量監視システム」を開発し、導入しました。
クラウド上で計算・管理する生コン車の位置などの各種
情報は、担当者がタブレット端末で、常に最新のものを閲覧
することができます。
「 生コン供給量監視システム」の画面例

取り組みの柱：1. 品質管理・向上への取り組み

各種表彰の受賞
当社が開発した新しい技術や担当した工事案件など、その高い技術性や品質に加え 、地域への貢献などを各方面から評
価いただき、さまざまな賞を受賞しています。2013 年の主な受賞は下記の通りです。
表彰団体

表彰名

受賞対象

国土交通省
近畿地方整備局

平成 24 年度コンクリート構造
物品質コンテスト優秀賞

近畿自動車道紀勢線安宅トンネル工事

地盤工学会
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平成 24 年度東北支部表彰
（技術的業績部門）支部賞

東日本大震災における原町火力発電所
取放水管の被害と液状化対策工について

岩の力学連合会

平成 24 年度論文賞

グラウチングによる岩盤の力学的改良効果
に関する実験的研究
ー変形特性と強度特性に関する定量的評
価とダム基礎設計への展開ー

エンジニアリング協会

平成 25 年度エンジニアリング
功労者賞

寒冷地におけるフライアッシュ流体化によ
る盛土構築工法の適用確認プロジェクト

土木学会

平成 24 年度土木学会賞
国際活動奨励賞

国際事業本部ホンジュラステグシガルパ防
災作業所長

鉄道建築協会

平成 25 年度鉄道建築協会賞
特別賞

東京ステーションギャラリー新設

茨木市

第 6 回茨木市景観賞

マルヤス南春日丘店

兵庫県

平成 25 年度
さわやかな県土づくり賞

丹波加美線（仮称）清水坂トンネル建設工
事丹波工区

大阪市

平成 25 年度大阪市優良成績表 天満堀川抽水所雨水滞水池築造工事
提示業者表彰
（その 1）
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平成 25 年度エンジニアリング功労者賞

授賞式の様子

取り組みの柱：2. 積極的な技術・工法の開発

快適な住空間や優れた耐震補強
当社では、快適な住空間や安全な耐震補強工事の実現を
目指した技術開発を実施しています。

Wise-Beam（ワイズビーム）構法は柱幅よりも梁幅が広く、

も適用可能となり、増設壁に設けることができる開口がドア
開口まで拡大しました。
また、鉄骨造建築物の耐震補強工事では現場溶接が用い
られますが 、溶接時に火花が発生するため火気や煙に対し

通常の梁よりも部材せいが小さい扁平梁構法であり、集合

て万全の対策が必要です。そこで、溶接を用いないでガセッ

住宅では明るく広い空間を実現します。2 方向の梁を扁平梁

トプレートをエポキシ接着剤により鉄骨柱に取り付ける鉄骨

とすることも可能であり、例えば医療施設や生産施設のよう

ブレース無溶接耐震補強工法を開発しました。本工法によ

に将来的に設備機器の変更が必要な場合でも、梁下空間が

り稼働中の化学工場や可燃物を扱う倉庫など、火気の使用

広いため配管などの取り回しが容易となります。また、各階

に制限のある施設においても、安全に耐震補強工事を行う

の階高を抑えることで建築物全体の高さを低くすることも可

ことができます。

能です。このような付加価値の高い躯体構法によって、お客
様のニーズに応じた住環境空間を提供します。

Trench-A（トレンチエース）工法は、あと施工アンカー施工

Trench-A 工法の概要
RC 増設壁補強工法

枠付き鉄骨
ブレース補強工法

時の騒音や振動の低減を図り、建築物を使用しながらの耐
震補強工事にも適用可能な工法です。現在までに事務所ビ
ルや宿泊施設などの補強工事で、採用件数を積み重ねてき
ました。従来は柱梁で囲まれた架構内の補強だけを適用範

増設スラブ工法

囲としていましたが、枠付き鉄骨ブレースを用いた外側補強

直付け工法

取り組みの柱：2. 積極的な技術・工法の開発

シールド工事における取り組み
シールド工事の大規模・大深度化が進む中、当社では周
辺環境への影響が大きい立坑工事の省略や、その大きさを
縮小できる技術の開発に取り組んでいます。

鉄銀座線の直下では坑内からの枝線シールドの発進と既設
トンネルとの地中接合で立坑工事を省略しています。
今後も当社では、より安全で環境に優しい施工技術の研鑽
に努め、便利で快適な社会基盤の実現に貢献していきます。

「北
幹線道路の地下約50mでシールドトンネルを築造した
浜逢阪貯留管築造工事」
では、幹線シールド坑内から側方や
上方へ一回り小さな枝線シールドを発進させることで、地上
からの立坑工事を省略しています。
「第二溜池幹線および勝どき
また、地下約40mで施工した
幹線工事」
では、H&Vシールド工法で 2 つのシールドを連結
して同時に掘進し、地中分岐により立坑の規模を抑え、地下
取り組みの柱：2. 積極的な技術・工法の開発

持続可能な社会の実現に向けた取り組み
当社では、BCP（事業継続計画）支援技術の開発に取り組
み、持続可能な社会の実現を目指しています。

坑内発進シールド

生産ラインに着目した機能回復率の評価事例
生産工場ラインのモデル化
技術投入

HASELに、建物の構造体の被害だけでなく、仕上げ材や建築

装置 B

装置 C

免震床採用による耐震対策
機能回復率（ ％）

100

設備、生産設備の被害も考慮してシステム機能の回復率を評
価する新機能を付加しました。これにより、耐震対策の違い

60

による工場の生産ラインのシステム機能の復旧期間の評価な

40

対策後の
復旧曲線

無対策の
復旧曲線

対策後のシステム全体
の復旧日数期待値
対策前のシステム全体
の復旧日数期待値

どが可能となりました。このほか、地震を受けた建物の振動
性状をセンサーで検知して、建物の健全性を評価する構造へ
ルスモニタリング技術も構築しており、今後、お客様に対する

BCP 対策の提案も含め積極的に展開していきます。

装置 D
製品 3

装置 F

ル）」
は、生産工場やオフィスの事業停止期間の評価、建物の

出荷

製品 2
装置 A

当社が開発した地震リスク評価プログラム
「 HASEL（ヘーゼ
の算定などに活用しています。この
最大予想損失額（ PML ）

製品 1

装置 E

0

20 日

30 日
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CSR 経営の成果

Our Achievements

公正で誠実な企業活動
方針・アプローチ

業務執行機能
経営会議
●

コー ポレート・ガバナンスの基本的な考え方

経営戦略などの政策審議・計画進捗のチェック・立案機
能の多角化および強化を図るべく、経営会議を毎月開催

当社は、経営監督機能の透明性・公正性や意思決定の機

しています。

動性が求められる中、現状の取締役会・監査役制度を中心

執行役員・執行役員会

とした組織体制にて、経営環境変化に迅速に対応できる経

●

営システムの維持・実践を重要課題としています。

任期を1 年とし、取締役会決議により担当業務の権限と責

取締役会による取締役の監督と、監査役による取締役の
監査が十分機能しているため 、引き続き、取締役会・監査

執行役員は 、執行体制の機動性・柔軟性を高めるため、
任を明確にしています。

●

役制度を中心とした組織体制としています。

執行役員会は、執行ラインへの経営情報の正確かつ迅速
な伝達、部門間の情報の共有化を図るため、毎月開催し

また、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するため

ています。

に、社外監査役を選任しております。社外監査役により、取
締役の業務執行に対する監督機能、外部的視点からの助言

監査体制

機能など、経営監視面における役割は十分に果たされてい

●

ると考えています。

監査役会は2014 年 7 月末日現在、社外監査役 2 名を含む

4 名で構成されています。監査役は取締役会その他重要
な会議に出席し、取締役および使用人などから職務の執
行状況について報告・説明を受け、重要な書類などを閲

取り組みの柱

1. コーポレート・ガバナンス
2. コンプライアンス
3. 内部統制・リスク管理

覧し、本社および主要な事業所の監査を実施しています。
取り組みの柱：2. コンプライアンス

コンプライアンス社内推進体制
コンプライアンス経営をより確実に実践するために、コン
プライアンス推進委員会、コンプライアンス推進事務局を設
置し、本社 CSR 推進部において定期的に効果的な運用をし

取り組みの柱：1. コーポレート・ガバナンス

コー ポレート・ガバナンス体制の概要
当社は 、コーポレート・ガバナンス強 化のため 、
「取 締
役・取締役会」を
「意思決定機能および業務執行の監督機

ています。2013 年度は、反社会的勢力の排除に関する社内
体制の整備も行いました。また、各本部・支店にはコンプラ
イアンス責任者・担当者を設置し、各部の特性に合ったコン
プライアンスの推進を図っています。

能」
として、
「経営会議、執行役員および執行役員会」を
「業
務執行機能」
として明確に分離しています。

意思決定機能および業務執行の監督機能
取締役・取締役会
●

当社は、各種コンプライアンス活動を継続し、職場のすみ

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に最適な
取締役会構成員としての役割と責任を明確にするため、

コンプライアンス監査
本社および全支店で営業活動と施工体制に重点を置いて

役付取締役を設けず、代表取締役と取締役の区別のみと

監査を実施しており、結果を社長、取締役会、コンプライア

しています。

ンス委員会および監査役会に報告して経営がコンプライア

取締役会は、2014 年 7 月末日現在 10 名で構成され、毎月

ンス遵守状況を把握するとともに、更なる遵守の徹底を図っ

開催し、経営に関する重要事項の迅速な意思決定および

ています。

業務執行状況の監督を行っています。
18

各種コンプライアンス活動の展開
ずみにわたる徹底を心がけています。

経営体制を構築するため、任期を1 年としています。また、

●

取り組みの柱：2. コンプライアンス
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コンプライアンス・ヘルプライン

取り組みの柱：3. 内部統制・リスク管理

内部統制システムに関する基本方針

コンプライアンス違反行為の早期把握、是正を目的に
「コ
ンプライアンス・ヘルプライン」を運用しています。当社業務

2006 年にコンプライアンス体制やリスク管理体制など、

に関わる方を利用対象者とし、社内・社外（弁護士）に通

業務を適正かつ効率的に遂行する仕組みの整備および整備

報・相談窓口を設置して匿名での通報も受付けています。

状況を定めました。現在は、コンプライアンス体制の強化に

通報案件に対しては通報者の保護を図りながら適切に対応

向け、各統制システムを毎年見直し、改善を図っています。

しています。
取り組みの柱：3. 内部統制・リスク管理

BCP 計画の定期的な更新と訓練の継続的実施

コンプライアンス教育啓発活動
役職員のコンプライアンス意識の維持・向上のため 、年

当社では、大規模な自然災害発生リスクを想定し、①生命

度計画に基づく教育・啓発を行っています。例えば、各自の

の安全確保、②二次災害の防止、③お客様の復旧支援、④

パソコンで受ける映像教育、Webテストなどにより意識の高

地域貢献、という4 つの基本方針に基づき事業継続計画

揚を図っています。また、毎年 11 月を｢コンプライアンス推

を策定しています。2013 年 11 月、合併後初めての実
（ BCP ）

進月間｣と定め、社長メッセージの伝達、社外講師による研

地訓練を実施し、新体制における対応プロセスを確認しまし

修の開催などを行っています。

た。本社に、対策本部ならびに在京の支店対策本部を設置
し、全役職員の安否や作業所の安全状況を確認しました。ま
た、モデル作業所を設定し、災害発生後の支援要請から資

取り組みの柱：3. 内部統制・リスク管理

リスク管理

機材などの搬入までの模擬訓練を実施しました。今後もBCP

事業目的の達成・事業継続を阻害するリスクの発生を、

訓練を継続的に実施し、より万全の体制を整えていきます。

社内規定の整備により、未然に防止する体制を確立してい
ます。万一、リスクが顕在化した場合には 、各種「対応マ
ニュアル」や「事業継続計画（ BCP ）」に基づき、損害の拡大
防止と極小化に努めています。特に、工事の受注に際して
は、あらゆるリスクを想定してさまざまな視点から対策を立
てるなど、重点的に取り組んでいます。
また、取り巻く環境の変化に対応できるよう、全社の一元
訓練の様子

的なリスク管理体制の整備を段階的に進めています。

コー ポレート・ガバナンス体制図
株主総会
選任・解任

選任・解任

経営
取締役
取締役会
報告

業務執行

報告

監査役
監査役会

監査

選任・解任

監査

会計監査人
連携

監査

監督
会長
社長

監査
連携

報告・提言

連携

報告

報告

経営会議

指示

指示

執行役員
執行役員会

諮問

報告

監査部

指示

各種委員会
コンプライアンス
推進委員会
中央安全衛生
委員会
ほか

連携

CSR 推進部
通報

監査

推進

事業部門
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CSR 経営の成果

Our Achievements

安全で働きやすい労働環境

従業員の安全・衛生の確保を最優先とし、関連する法令を遵守することはもとより、
安全で衛生的な職場環境の整備に努め 、働きやすい健康な職場環境の維持を目指

しています。

方針・アプローチ

安全衛生の基本方針と推進施策

人権の啓発に関する基本的な考え方

当社では 、人命を尊ぶ「安全はすべてに優先する」
という

すべての国民に保障されている基本的人権を尊重し、企

安全衛生基本方針のもと、社員をはじめ現場の作業員まで、

業の社会的責任を果たしていく上で、当社では同和問題を

各自がこの方針の意義を認識し、一致協力して災害のない

はじめとする各種人権問題の解決に向け、さまざまな活動

安藤ハザマの確立を目指して活動しています。

に取り組んでいます。

安全衛生基本方針

取り組みの柱

安全はすべてに優先する

2013 年度・安全衛生推進施策

1. 労働安全衛生マネジメントシステムによる安全管理の向上
2. 安全教育の徹底
3. 公衆災害の防止

1. 労働安全衛生
2. 人材活用・育成
3. 人権尊重

4. 繰り返し型災害の低減
5. 健康管理の徹底

人事における基本的な考え方
当社の人事諸制度は、人材を軸に
「企業理念」
と連携した

2013 年度
活動ハイライト

人権尊重の徹底

「仕事→育成→評価→処遇」
の人事サイクルを基本的な考え
方として構築しています。このサイクルを通じ、当社は社員の
「働きがい」や
「やりがい」を醸成し、業績向上と社員の自己

当社では 、公正採用選考をはじめ 、
「新入社員全員を対
象とした導入教育」や「全役職員を対象とした映像教育 、

Web テスト」などの教育活動、
「人権標語の募集」などによ

実現の両立を目指していきます。

る啓発活動、各種団体における活動など、積極的な取り組

企業理念

みを実施しています。2013 年度におけるWebテストは 99％
の社員が修了し、人権標語は 300 以上の作品の応募があり

事業戦略

ました。

仕事

また、社内には「 人権啓発推進委員会 」を設置し、毎年
活動計画の検討・決定を行っているほか 、ハラスメント相

育成

人材

評価

●

20

● 業績向上
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処遇

談窓口など 、迅速な対応を可能とする体制で取り組んで
います。

2013 年度
2013 年度
活動ハイライト

主な活動
4

安全衛生活動の推進

KSS ＊活動への支援
労働災害の撲滅に向けて、協力会支部や協力会社が現場
で実践しているKSS 活動に対して、支援・指導を行って

当社では 、安全品質環境本部を中心として、安全衛生活
動を推進しています、2013 年度は以下を主な柱として、取
り組みを展開しました。
1

いきます。
＊ KSS（ Kyouryokukai Self Safety ）活動：協力会各支部の定める不安全行動の撲滅による
不休災害の低減に向けた自主的な活動

安全推進大会の開催・安全パトロールの実施
毎年 6 月、本社の安全推進大会を契機に、全国の支店で
安藤ハザマ協力会と共催で安全推進大会を開催していま
す。７月の全国安全週間では本社役員による安全パト
ロールを実施しています。

2

繰り返し型災害の防止に向けて
当社の労働災害の 7 割が該当する項目をまとめた【繰り
野村社長の安全週間でのパトロール

返さない為の安全 10 項目】やイラストを中心とする独自
の安全ルールの水平展開を図っています。
3

健康管理の徹底
社員をはじめ、現場の作業員の既往症など健康状況を管
理し、適正配置を図っています。また 、健康診断の受診
状況について事業主への指導を図っています。なお、現

KSS 活動の垂幕

場では AED の配備を開始しています。

企業とともに成長する
「安藤ハザマの人材づくり」

ど積極的に取り組んでおり、2013 年度は 、全国で土木施工

当社では 、社員一人ひとりが上位方針と自身の役割・責

加者からは、
「今後の職業観醸成につながった」などの声が

任に基づいた業績目標を設定し、その達成を目指したスキ

聞かれ、学生自身の専攻や将来のキャリアにとって有意義な

ルアップを、さまざまな教育活動にて促進しています。職場

機会であるとご好評をいただいています。

2013 年度
活動ハイライト

・建築施工管理職（13 名）
・設備職（1 名）計22
管理職（8 名）
名の学生を受け入れました。約 10 日間の実務体験をした参

を中心に、階
内での育成を図るOJT（ On the Job Training ）
層別や職種別の研修など集合教育によるOffJT（ Off the Job

Training ）
に加え、職場ローテーションや若手勉強会、技術
なども実施
論文執筆などのOCT（ On the Chance Training ）
して、
「人材づくり」に取り組んでいます。
また当社では 、次代を担う学生の成長を支援することで
建設業への理解を促すと同時に業界イメージの向上に貢献
することを目指し、大学生の夏季休暇期間中に実施されるイ

インターンシップの様子

ンターンシップの受け入れを行っております。例年、学校側
からの要請のみならず、一般公募でも参加者を募集するな
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取り組みの柱：1. 労働安全衛生

安全成績の推移

労働災害の防止と安全成績

（%）

建設業では 、繰り返し型の災害が多く発生するため 、当社では【繰り返さない

1.2

度数率

為の安全 10 項目】を定め 、墜落や転落など重篤な災害につながる10 項目につい
て、安全対策の徹底を図っています。また、
「危険に気付き、気付かせる」行動を

0.8

0.71

0.68

取ることを重点的に取り組むとともに、合併初年度にあたり、新たな安全施策を
浸透させるべく、支店訪問や安全集会を行うなど、労働災害防止に向けた全社で

1.15

0.48
0.4

強度率

0.46
0.24

の水平展開を図ってきました。
0.0

2011 年度＊

2012 年度＊

2013 年度

＊合併前の両社の数値を合算
度数率：100 万延べ実労働時間当たりの労働災害による
死傷者数で、災害発生の頻度を表す。
強度率：1,000 延べ実労働時間当たりの労働損失日数
で、災害の重さの程度を表す。

取り組みの柱：1. 労働安全衛生

熱中症予防対策の実施
夏場の猛暑・酷暑の傾向を踏まえた熱中症対策として、

し、水分・塩分補給をしやすくしました。
そのほかにも仮設トイレにてミストの散布、プランター設置

全社的にWBGT 値（湿球黒球温度）測定器による環境測定

によるグリーンカーテン製作、WBGT 値の電光掲示板による

を実施しているほか 、作業所独自でもさまざまな取り組み

表示などを実施し、救急搬送を伴う発症ゼロを実現しました。

を実施しています。
全国でも有数の猛暑地である群馬県館林市付近に位置
『避
する作業所では、夏場の最高気温が42℃に達したため、
暑施設の充実』に力を入れました。敷地が 15 万 m2と広く、
作業員休憩所までの距離が長いこともあり、場内各所にエ
アコンを完備した夏季期間のみの「避暑地」を5 か所設置し、
休憩時間以外も休憩を取りやすい環境を整備しました。ま
夏季期間限定で 5 か所設置した「 避暑地」

た、
「避暑地」には熱中症予防に有効なドリンクなどを常備
取り組みの柱：1. 労働安全衛生

取り組みの柱：2. 人材活用・育成

メンタルヘルスケアへの取り組み

多様な人材の活用

当社では、社員の健康も会社の貴重な財産と捉え、Webシ

当社では、国籍や性別、年齢、障がいなどに捉われず、多

ステムを活用したメンタルヘルスのセルフチェックを実施して

様な人材がそれぞれの個性を活かした形でいきいきと働け

います。このシステムを利用することでインターネットにつ

る職場環境づくりを行っています。

ながる環境さえあれば 、自身の健康度をいつでもどこでも

公平でオープンな採用を実現するとともに、採用後にお

チェックすることができ、その結果に応じたセルフケアの方

いてもより高いパフォーマンスを発揮する社員に対しては、

法を学ぶことができます。このように、体の健康診断だけで

処遇の向上を図れるよう登用制度を設けています。

はなく、心の健康診断を実施することで、心身ともに健康で
長く働き続けることができるようサポートを行っています。
また、セルフケアに委ねるだけではなく、社内各部署や産業
保健スタッフ、および社外の専門機関などが密に連携を取り
ながら、各方面から社員をフォローする体制を整えています。

さらに、近年増加傾向にある育児休業取得者に対して、
法定を上回る制度を整備し、仕事と家庭の両立に頑張る社
員の後押しをしています。
また、定年後再雇用制度を積極的に活用し、豊富な経験
を持つベテラン社員が持つ高い技術力を次世代に継承して
います。
外国籍社員数
育休取得者数[ 男性] 育休取得率 [ 女性 ]
（2014 年 4 月現在） （2013 年度実績） （2013 年度実績）

7名

メンタルヘルスセルフチェックWeb 画面

22

HAZAMA ANDO CORPORATION

CSR Report 2014

1名

100.0％

定年後再雇用率
（2013 年度実績）

79.2％

CSR 経営の成果

Our Achievements

ステークホルダーとのコミュニケーション
情報開示の推進

われる事項を、管理部門を通じて報告させるほか 、重要な

当社では 、金融商品市場の公正性と健全性に資すること
を目的として、重要な会社情報をステークホルダーの皆様へ
迅速かつ正確・公平に開示するための社内規則「会社情報
の適時開示に関する内規」
を制定し、周知徹底しています。

会社情報が生じた場合には、東京証券取引所の定める有価
証券上場規程に基づき、
「決定事実」
は会社が決議した時点、
「発生事実」は会社が発生を認識した時点で速やかに開示し
ています。

情報開示責任者（社長室長）
は、適時開示に該当すると思

投資家への開示の推進
当社では 、第 2 四半期決算と本決算の年 2 回、アナリスト

「株主・投資家情報」
ページにも
とともに、当社Webサイトの
掲載しています。

や機関投資家を対象とした決算説明会を開催し、当社の業

このほかにも、
「アニュアルレポート」
や
「 FACTBOOK 」など

績や現況、今後の経営戦略などについて経営トップが自ら説

の各種 IR 資料を作成・開示するなど、投資判断に関わると

明しています。終了後にはアンケートを実施し、次回以降の

考えられる開示可能な情報を積極的に発信するよう取り組

運営に役立てています。説明会で使用した資料は、当社Web

んでいます。

サイトでご覧いただくことができます。
また、アナリストや機関投資家の要請に応え、IR に関する
個別ミーティングやスモール・ミーティングなども積極的に
実施しています。
あわせて、東京証券取引所の開示基準に基づいた開示情
にファイリングする
報をTDnet（ 適時開示情報伝達システム）
決算説明会の様子

「 安藤ハザマ協力会」の活動
約 1,400 社の協力会社で組織する
「安藤ハザマ協力会」

各種展示会への出展
当社が日々開発を続けている環境負荷低減技術や構造物

は、本部のほか全国に11 の支部を置き、活動しています。協

の品質向上技術をはじめ、震災復旧・復興、構造物の耐震

力会は 、会員相互の連携により、施工技術の向上や工法の

化、除染などの技術を、各種展示会を通じてお客様をはじめ

改善、安全衛生活動に取り組み 、各種の安全衛生教育や安

とするステークホルダーの皆様にご紹介しています。

全衛生パトロールを当社と連携して実施しています。また、

当社独自の耐震補強技術、伝統建造物の復元技術、環境・

協力会では、KSS 活動を推進し、労働災害の撲滅を目指して

ICT 技術などを紹介した
「 R&R 建築再生展2013」
や、除染技術

います。

と除染実施事例、放射性廃棄物処理技術などを紹介した

6 月には「全国安全推進大会」を社と共同開催しており、
2013 年度は関係者など約 540 人が出席しました。

のほ
「 RADIEX2013『環境放射能除染・廃棄物処理国際展』」
か、国土交通省各地方整備局主催の展示会、一般の方々が多
などへも出展
数来場される東京都主催の
「まちづくり展2013」
し、当社の技術や取り組みをより多くの皆様にご理解いただけ
るよう努めています。

全国安全推進大会の様子

「 RADIEX2013 」における当社ブース
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CSR 経営の成果

Our Achievements

地域社会との調和

企業市民として、事業を取り巻くさまざまなコミュニティとの関わりを尊重し、調和

ある地域社会の維持・育成に向け積極的に行動しています。
方針・アプローチ

対する地元の皆様の期待と安全作業の重要性を認識すると
ともに、コミュニケーションの大切さを感じました。

基本的な考え方

また、北海道小樽市の
「北海道横断自動車道天狗山トンネ

「ものづくり」の現場は 、地域の皆様との日常的な協力関

の
ル工事（発注者：東日本高速道路株式会社 北海道支社）」

係の上に成り立っています。当社は地域社会を構成するさま

現場では 、小学生をはじめ、専門学校生や大学生、地元住

ざまなコミュニティに対する貢献を継続的に展開し、企業市

民の皆様まで幅広い層を対象にした現場見学会を工事期間

民としての責任を果たしていきます。

中何度も実施しており、2013 年度末までに16 回の開催を数

さらに当社は、未来を担う若い世代に対する貢献など、教

えます。見学会では工事で使用しているトンネル重機のデモ

育・文化の担い手としての活動も、等しく重要な企業の責任

など、普段は目にすることのない機械の動きを体験し、トン

と位置付け、多面的に活動を推進していきます。

ネル工事のスケールの大きさを実感していただきました。

取り組みの柱

1. 社会貢献活動
2. 文化貢献活動
金剛山トンネル現場見学会の様子

2013 年度
活動ハイライト

現場見学会の実施

当社では、建設工事の現場を直接見てご理解いただくた

天狗山トンネル現場見学会の様子

取り組みの柱：1. 社会貢献活動

農業農村ボランティア活動への参加
企業として取り組める継続的な地域貢献活動の一環とし

め、各地で地域の皆様を招いた現場見学会を開催しています。

て、南 筑 波 土 地 改良区 管内（茨 城 県つくば市）において、

2013 年 7 月には 、広島県東広島市の「東広島・呉道路金

2009 年春から農業農村の資源保全に関するボランティア活

剛山トンネル工事（発注者：国土交通省中国地方整備局）」

動を行っています。土地改良区と協定を交わし、年 3 回地元

の現場において、42 名の小学生をはじめとした108 名の地

の皆様によって行われる共同作業に継続的に参加していま

元の皆様を対象に、貫通立会式を含めた現場見学会を開催

す。2013 年度は 7 月、2 月、3 月に遊休農地の草刈りや用水

しました。

路の清掃、枯草の処理に協力しました。

この現場見学会では、実際に発破（はっぱ）音を間近で体
験して、普段は見ることができないトンネル貫通の瞬間に立
ち会うことで、工事への理解を深めていただきました。参加
した小学生には、トンネル坑内へ記念に絵を描いてもらった
ほか、トンネル機械への試乗も行うことで、トンネル工事をよ
り身近に感じてもらい、大変興味を持っていただきました。
多くの参加者からお礼の言葉をいただきましたが 、小学
生から届いた寄せ書きや手紙の内容を読み 、改めて工事に
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用水路の清掃の様子

2013 年度

主な活動

取り組みの柱：1. 社会貢献活動

建設現場におけるさまざまな取り組み

建設工事は地域の皆様のご理解とご協力なしでは円滑に

進めることはできません。当社では 、各現場でその地域の

また 、青森県中津軽郡西目屋村の「津軽ダム本体建設工
事」の現場においては 、地元で実施している献血活動に現
場職員、協力会社従業員も積極的に参加しています。

一員として、さまざまな活動に取り組んでいます。
現場周辺の一斉清掃や街路雪掻き活動をはじめ、地元住
民の皆様や学生を招いた現場見学会の開催、作業所仮囲い
への地元園児が描いた絵の展示、エコキャップ活動、小学
校の改築工事における6 年生の卒業制作の展示のほか、自
動販売機の売上金の社会福祉協議会への寄付など、さまざ
まな活動を通じて地域の皆様に喜んでいただけるように取
り組んでいます。

現場周辺一斉清掃の様子

献血活動への協力

取り組みの柱：2. 文化貢献活動

明治神宮薪能への奉納協賛

当社は、毎年秋に行われている
「明治神宮薪能」
に奉納協

賛しています。1982 年の第 1 回には浩宮様（現・皇太子徳仁
親王殿下）
をお迎えして行われて以来、これまで32 回の開催
を数えます。
明治神宮薪能への奉納協賛は、1980 年に国立能楽堂（東
京都渋谷区）
の工事を受注したのを機に、伝統芸能の継承、
能楽振興の一助になればと始めたもので、
「広く多くの人々に
薪能を楽しんでいただきたい」
との考えから、毎年約1,000 名
の方々を無料招待しており、能・狂言の演者の方からも評価
の高い催しとなっています。

第 32 回明治神宮薪能「 玉井」
（撮影者：三上文規）

取り組みの柱：2. 文化貢献活動

技術研究所の公開

技術研究所（茨城県つくば市）
では、毎年 4 月に実施され

る科学技術週間に合わせて施設内の一般公開を行っていま
す。文部科学省が主催する同行事には約 40 の研究機関が参
加し、当社の参加は 2013 年で 19 回目となりました。地元の
高校生約100 名を含む200 名以上が来所し、模型による街の
液状化の再現、東日本大震災時の超高層ビルの揺れ体験、

東日本大震災時の超高層ビルの揺れ体験

・砂漠（40℃）体験などを通じ
人工気候室での北極（−20℃）
て、建設技術への理解を深めていただきました。
取り組みの柱：2. 文化貢献活動

高校生による企業訪問の受け入れ

当社では、青少年のキャリア教育研修に寄与することを目

的に、NPO 法人を介した学生の企業訪問を受け入れています。

2013 年には長崎県立長崎南高校 2 年生の生徒 6 名が修学旅
行の一環で本社に来訪し、建設業の仕組みをはじめ、建設会
社の仕事と社会的役割について学習しました。当社からは、質
疑の回答と当社の施工実績を交え、
「建設業とは？」
「 建築と土
木」
「 建物ができるまで」
「 設計の仕事」
などを紹介しました。

企業訪問の様子
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Our Achievements

豊かな環境づくり

豊かな地球環境を次世代に残すため、低炭素で省資源、低排出な社会づくりを積極的

に推進します。また、貴重な生物を守り、その多様性を尊重した事業を目指します。
方針・アプローチ

かねてより、安藤建設およびハザマは、それぞれ環境方針

2013 年度
活動ハイライト

CO2 排出量が少ない
ひび割れ抑制型コンクリートの開発

建設業において主要材料のひとつとして使用されるコンク

を定め、事業における低炭素・省資源・低排出化を積極的

リートは、CO2 排出量が多い建設資材として知られています。

に推進してきました。2013 年 4 月の合併をうけ、当社はこれ

そのため当社では、低炭素型コンクリートの開発に取り組ん

を刷新。新たに安藤ハザマ環境方針を制定し、環境重視経

でいます。
コンクリートの構成材料の中でCO2 排出量が最も多い材料

営を加速しています。

は、セメントです。そこで、セメントを減らし、その代替物とし

環境方針

て産業副産物であるフライアッシュと高炉スラグ微粉末を用

環境保全に関連する法規制の順守及び環境保全活動を

いることで、通常のコンクリートよりCO2 排出量が約 45％少

通じて社会との信頼関係を構築し、
『地球環境保全と環境

なく、さらに、ひび割れ抑制効果も高い、
「ローカーボンハイ

負荷低減』を達成することにより、持続可能な社会づくりに

パフォーマンスコンクリート」
を開発しました。また、当社技

貢献する。

術研究所内に本コンクリートを用いた集積ピットを築造する

1. 環境保全に関する法律、地方条例及び当社が守るべき他の

実証試験も行い、生コンクリート工場における製造方法や現

要求事項を順守する。

2. 事業活動における全ての段階で、環境負荷の低減に取り組む。

場での施工方法も確立しました。今後はさまざまな建設現
場への展開を推進していきます。

① 省エネルギー化の推進と、地球温暖化ガス排出量の削減
② 環境保全に配慮した設計・施工の提案と技術開発の推進
③ 自然エネルギーの有効利用
④ 建設副産物の削減と分別・リサイクルの推進
⑤ グリーン調達の推進
⑥ 化学物質の適正な管理と生物多様性の保全

3. 地域社会とのコミュニケーションを図り、地域環境の維持に
努める。

4. 従業員に環境教育・啓発を推進し、環境方針の周知と意識の
向上を図るとともに、関連会社、協力会社の環境保全の取り
組みを支援する。

これらを確実に推進するため、環境目標を設定し、その行
動計画の策定と実行を環境マネジメントシステムにより維持
し、見直し、継続的に改善する。

新開発のコンクリートを用いた集積ピット

取り組みの柱：1. 環境負荷・環境リスクの低減

ZEB の推進、EMITO-20
今日の社会が抱えている複雑な環境課題に対処するため
には 、広い視点でさまざまな技術や手法を融合するアプ
ローチが重要です。当社では、建設工事の多様な場面にお
ける
「環境総合提案」を積極的に進めており、その提案をよ

取り組みの柱

1. 環境負荷・環境リスクの低減
2. 生物多様性への取り組み

り強固にするため、組織横断チーム
「 EMITO-20＊」を編成し
て活動しています。
その一環として、当社は ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・
ビル）
を推進しています。これは 、昨年度開発したハーフ・
エネルギー・ビルをベースとし、その発展形としてパッシブ
系技術、アクティブ系技術、運用手法、創エネ技術を融合し
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2013 年度

主な活動

た、真にネット・ゼロ・エネルギーとなる郊外型オフィスビ

シティなど、広い視点で環境課題に対する取り組みを進め、

ルの開発です。ZEB を構成するさまざまな要素技術は 、費

総合建設会社として、当社がお客様にお届けする建造物が

用対効果の算出評価により、新築案件およびリニューアル

環境にやさしい社会資本となり、持続可能な社会づくりへ

案件の企画提案に活用しています。

貢献することを目指しています。

当社では ZEB 、生物多様性、サステナブル建築、スマート

＊ Ecological Missions toward 2020（ ZEB 達成 -2020 年）
の略

Mission I

部門連携の加速
● 情報共有の推進
●

Mission
Mission II

Mission III

ツールの制作
● 技術の蓄積
● 提案ノウハウの蓄積

積極的な提案
● 営業ツールの展開
● 広報の推進

●

環境性能の評価
（ CASBEE ）

チーム
「 EMITO-20 」

●

目標

環境性能の計測

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル
（ ZEB ）化手法
①建築・設備両面での省エネルギー化
②創エネ・蓄エネ
③施設管理でのエネルギーマネジメント
④スマート化技術の応用

技術要素

環境性能の可視化
（ BEMS など）

●

●
●

（ CO2 名人、HALCO2）

生産施設での総合ユーティリティサービス手法
災害・非常時リスク対応手法

●

環境性能の表示

（原単位の統一）

環境総合提案
省エネ、創エネ、CO2 削減
● BCP 、
減災、防災

取り組みの柱：1. 環境負荷・環境リスクの低減

現場エコハウスの継続的な展開
当社では建設現場における環境負荷を低減するために、

取り組みの柱：1. 環境負荷・環境リスクの低減

オフィスにおける CO2 削減の取り組み
当社では、CO2 排出量削減策の一環として、オフィスにお

「現場エコハウス」を引き続き展開しています。現場事務所の

ける電気使用量のさまざまな削減策を展開しています。具

省エネ化を図り、CO2 排出量の削減による地球温暖化防止

体的には夏場におけるクールビズの導入や室内気温 28℃の

を目指したものです。

徹底のほか、昼休みの消灯励行や不要照明の間引き、OA 機

省エネ型空調機、高効率照明装置、二重サッシ、太陽光発
電システムなど省エネ効果を向上させるメニュー のほかに、
グリーンカーテン、仮設屋上緑化システムといった生物多様

器の省エネモード設定などについて、日常業務に支障がな
い範囲で実施しました。
また、PPC・名刺・封筒などの用紙類について、より古紙

性や景観にも配慮できる多様なラインナップを揃えています。

配合率の高い材質への見直しを実施しました。今後も環境

導入事例では省エネ・省 CO2 効果に関し、2013 年度の 1

負荷の低減へ向けた活動に、積極的に取り組んでいきます。

年間で通常年と比較した結果、約 60％の省エネ効果が得ら
れ 、CO2 換算では約 13t の削減を実現することができまし
た。当社では、今後も積極的な展開を図っていきます。

クールビズのポスター

現場エコハウスで導入した太陽光発電システム
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取り組みの柱：1. 環境負荷・環境リスクの低減

土壌環境修復への取り組み

鉄酸化細菌とは 、酸素の代わりに鉄イオンの酸化還元

工 場 生 産 設 備の集 約や更 新 、跡 地の再 開 発などに伴

を利用して呼吸する微生物で 、金鉱石から余分な金属を

い、施設解体工事や土壌汚染対策における環境保全が強

取り除き、純度の高い金をつくることに使われます。この

く求められています。

性質を利用して、汚染土壌や地下水中の水銀化合物を金

当社では 、土壌汚染浄化技術の研究開発にいち早く取

属の水銀に変え 、土壌・地下水から分離することができ

り組み 、これまでも対策土量が 88.6 万㎥という日本最大

ます（当社特許取得の浄化技術 ）。また 、この細菌は硫黄

規模となる土壌洗浄処理や 、埋設 POPs 農薬の無害化処

の酸化還元でも呼吸でき、鉄の酸化還元と同じ細胞膜中

理といったさまざまな条件下での土壌浄化工事で、実績

の酵素を利用していることを、実験で明らかにしました 。

を積み重ねてきました 。近年は解体工事から土壌浄化ま

硫黄の添加で酵素を活性化できるため、水銀浄化の効率

でを一括して実施する環境修復事業への取り組みを一層

向上が期待できます。

強化しています。
また 、研 究 開 発 成 果の対 外 発 表にも注力しています。

2014 年 5 月にアメリカのボストンで開催された「アメリカ
「 水 銀 汚染土壌
微 生 物 学 会 第 114 回年 次 講 演 会 」では 、
浄化に利用されている鉄酸化細菌の機能 」について、ポス
ター発表を行いました 。日本からの参加は大学・医療関
係者が多い中 、当社は日本の建設会社として唯一参加し
「アメリカ微生物学会第 114 回年次講演会」における発表
の様子

ました 。
取り組みの柱：1. 環境負荷・環境リスクの低減

アッシュクリート技術による
震災復興への取り組み

炭灰を約 520ｔ使用し、高さ4m の防潮堤を模擬した盛土
構造物を構築しました。寒冷地での冬期施工でしたが 、温

東日本大震災以降火力発電への依存が高まり、石炭火

暖地域と同じ品質管理と施工方法で所定の品質を満たし

力発電所から副産される石炭灰が増加する一方 、復旧・

た AC II 盛土を構築することができました。これにより、石

復興への取り組みとして海岸線の防波堤や防災緑地帯の

炭灰の処分量の削減とともに、被災地において不足する盛

整備などにおいて大量に必要となる盛土材の確保が課題

土材としてAC IIを適用可能であることが確認できました。

となっています。

現在は福島県内の防災緑地整備事業への盛土材供給準備

当社では 、盛土や路盤の構築材料として石炭灰を大量
かつ 安 全 に 有 効 活 用 できる「アッシュクリート Type II 」

を進めています。また、AC II 破砕材の製造方法についても、
現在検討しています。

（ AC II ）を開発しています。

AC II は 、大量の石炭灰原粉をセメントなどと混合した
材料を原位置で締固めるブロック状の盛土材です。液状
化や地すべりなどの心配がない強固で安定した盛土とな
り、重 金 属に対しても土 壌 環 境 基 準 値をクリアしていま
す。これまで熊本県苓北町で 33 万 m 3 以上の施工実績が
ありますが 、石炭灰を復興資材として有効活用するため、
相馬共同火力発電株式会社の協力のもと、福島県におい
て AC IIの適用性確認調査を行いました 。
この調査のうちAC IIの試験施工では、2013 年 2 〜 3 月に
相馬共同火力発電新地発電所の敷地内で、同発電所の石
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AC IIの試験施工で構築した防潮堤を模した盛土構造物
（高さ4m ）

取り組みの柱：2. 生物多様性への取り組み

生物多様性への取り組み
生物多様性の保全と持続可能な開発が社会のあらゆる分
野で求められている現在、当社では、全社横断的な生物多様

ル現場は 11 現場、提案事例は 4 件です。
また社内ポータルサイトでは、
「いきものだより」
としてモデ
ル現場の紹介記事を掲載するなど、周知活動を行っています。

性推進ワーキンググループを発足させ、活動を行っています。
まず、合併初年度の取り組みとして
「生物多様性に関する
ガイドライン」を改定し、生物多様性の保全を安藤ハザマ環
境方針にも組み入れました。その上で生物多様性保全取り
組みモデル現場・提案を選定し、事例をデ ータベース化す
るとともに、関連する現場のフォロー を進め 、各種問い合
わせにも対応しています。2013 年度に新規で選定したモデ
安藤ハザマ
「いきものだより」第一号（部分）

取り組みの柱：2. 生物多様性への取り組み

生物多様性簡易評価ツール
「いきものプラスTM 」

「いきものプラス TM」により、生物多様性配慮型の緑化計

当社は幹事会社として同業７社と共同で、建築物の緑化計

画の提案が可能になったことを受け、当社は社内連携して

画に際しCASBEE（ 建築環境総合性能評価システム）
における

設計施工案件への適用を推進しています。

生物多様性への取り組みを評価するツール
「いきものプラス

™ 」を開発しました。
「いきものプラスTM」
は、クラウド上で動く建築設計者向けの
ツールとなっており、設計者が敷地情報などを入力するだけで、

CASBEEにおける生物多様性に関連する項目の点数を算出し、
緑化計画に反映させることができます。また、植物と動物の連
関図や推奨緑化面積、計画地の潜在自然植生に基づく推奨植
栽植物、計画地に飛来する鳥類などの情報も表示されます。

推奨植栽植物と飛来鳥類の例

取り組みの柱：2. 生物多様性への取り組み

サケの遡上を妨げない取り組み
岩手県陸前高田市の陸前高田作業所では、東日本大震災
からの復興関連工事の一環として、気仙川への水門新設工

しています。その結果、本工事開始後初めて訪れたサケの遡
上時季である2013 年秋にも、例年と同数以上のサケが遡上
していることが確認されました。

事を行っています。気仙川ではサケの稚魚を放流しており、
毎年秋に回遊してくるため、本工事においてはその遡上を妨
げないことが求められています。
そこで、サケの遡上時期には騒音振動を伴う工事（仮締切
の鋼矢板打設工事や本体部の鋼管杭打設など）
を実施しな
い配慮をしました。また、川の
「におい」が変わるとサケの遡
上に影響が出る可能性があるため、工事で発生する濁水は
処理装置で浄化した後、できるだけ下流に迂回させて排水

2013 年秋のサケの遡上の様子

取り組みの柱：2. 生物多様性への取り組み

プラウド大井ゼームス坂新築工事の取り組み
東京都品川区では、特に周辺地域の環境と景観の向上に

の高木によるエアガーデンや、蝶の好む樹種を植栽した
「バ
タフライガーデン」
など、多様な屋上緑化を施しています。

資するような優れた緑化が行われた物件を、緑化完了届提
出の次年度に顕彰しています。平成 25 年度の品川区緑化大
賞には、当社設計施工（共同設計：株式会社日建ハウジング
システム）
の
「プラウド大井ゼームス坂」
が選ばれました。
本物件における緑化の特長は、多くの魅力的な高木による
地上部緑化と多様な屋上緑化です。地上部緑化では、由緒あ
る
「ゼームス坂」
に面したエントランスに、高さ12mのムサシノ
ケヤキを中心に樹林を形成しました。屋上緑化では、3 〜 4m

プラウド大井ゼームス坂の完成写真
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震災復興への継続的な貢献
4

東日本の幅広い地域に大きな被害をもたらした東日本

大震災の発生から3 年がたちました。被災地において

9
3

復 興に向けた取り組み が続く中 、当社は建 設 事 業に

1 7

携わる企業として、引き続き、さまざまな場面での貢献を

8

5 6

継続していきます。

2

Initiatives toward The Great East Japan Earthquake

生活再建への支援

1 宮城県岩沼市
3 宮城県気仙沼市

2 福島県いわき市
4 岩手県下閉伊郡田野畑村

皆様のいち早い生活基盤の再建に向け、当社はさまざまな復旧・復興事業に従事しています。

1 災害廃棄物処理業務
亘理名取ブロック
（岩沼処理区）
東日本大震災により宮城県岩沼市で発生した災害廃棄物・

2 いわき市震災復興事業
津波により被災した福島県いわき市の豊間・薄磯両地区を
復興するために、高台に宅地を、そして低地部には防災緑地

津波堆積物合わせて62 万 tの災害廃棄物処理業務では、地元

を、新たに造成する事業に従事しています。調査・設計、施工、

企業との連携や被災者の雇用・再就職支援などを通じ、地域

関連機関との調整などを一括管理するCM（コンストラクション

経済の復興に寄与しました。地域社会との絆を大切にしなが

マネジメント）方式の採用により、自治体のマンパワー不足を解

ら処理を進め、2014 年 3 月に処理施設の撤去、二次仮置場の

消するとともに工期短縮とコスト縮減にも寄与しています。

敷地復旧までのすべての業務を完了することができました。

薄磯地区 完成予想図
災害廃棄物の分別作業の様子

3 生活再建への支援 キングス・ビレッジ

4 三陸沿岸道路 尾肝要トンネル

宮城県気仙沼市に位置する
「キングス・ビレッジ」
は、震災に

尾肝要トンネルは、岩手県内を走る国道 45 号線最大の難所

より失われた3つの福祉施設を、震災から約 2 年半後にいち早

である峠区間を解消する延長 2,736mのトンネルで、東日本大

く再建した、福祉系住宅を中心とする複合施設です。当施設は、

震災からの復興のリーディングプロジェクトとして位置付けら

被災前の所在地とは異なる地域に建設しているため、新たな地

れてきました。当社は、トンネルを両側から掘削して15 か月で

域コミュニティ形成を目指した
「地域交流スペース」
を中心に計

貫通させ、早期復興に貢献しました。掘削による発生土は、牧

画しています。完成後は新たな地域交流の拠点となり、施設で

場やサケふ化場の地盤かさ上げ、三陸鉄道復旧工事などに再

暮らす方々にとってそこでのつながりが癒しとなっています。

利用されました。

開通した尾肝要トンネル
完成したキングス・ビレッジ
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除染への貢献

5 6 福島県浪江町

社会全体に大きな意味を持つ 、安全・確実な放射性物質の除染に向け、当社がこれまで蓄積してきた技術・
ノウハウをもとに挑んでいます。

5 除染事業への取り組み
国が定めたロードマップや各自治体が策定した除染計画に
基づいた福島県下における放射能汚染の除染事業に、当社も

今後の除染事業に役立つことが期待されています。当社では、
これからも地域の皆様が安全に安心して暮らせる環境の回復
と、活力のある復興を支援していきます。

積極的に取り組んでいます。

2011 年 9 月に除染モデル実証事業に参加して浪江町 2 地区
の除染を行ったのを皮切りに、除染特別地域外では、伊達市、
田村市、いわき市、および民間施設などの除染業務を当社が
担当しています。除染特別地域内においては、当社は浪江町を
主として、事前調査業務、拠点除染をはじめ、モデル除染工事
を担当しています。
および本格除染（その1・2 工事）
モデル除染工事では、放射線量が高いために帰還困難区域

浪江町酒田地区の除染が完了した水田で、コメの試験
栽培のための田植えが行われた様子

に指定され、これまで除染対象外となっていたエリアの除染を
試験的に実施しています。高濃度に汚染された箇所での除染
効果や、作業者の被ばく量を測定して基礎データとすることで、

6 除染事業を推進する技術開発

ためには、周辺地盤との間に水を通しにくい粘土層（低透水

当社では、除染事業における作業員の安全を確保し、確実

層）
を、ベントナイトと土や砂を混合して構築することが有力

に除染を行うためにさまざまな技術開発や技術導入を進め、

な方法と考えられています。当社では、日本基礎技術株式会

現場に展開しています。

社と共同し、さまざまな地盤・地形条件に対応できる低透水

具体的には、放射線の強度を測定してその場で分布を図示

層の施工方法として、
「ベントナイト混合土吹付け工法」を開

できる測定装置や、汚染状況を画像として撮影できるガンマ

発しました。この工法は狭隘部や斜面部においても施工が

カメラを現場に導入し、放射線を
「見える化」
することで、作業

可能であり、施工試験でも非常に透水性の低い層を構築で

員の注意喚起や除染作業の効果確認に役立てています。また、

きることが確認できました。この施工技術を処理処分施設

新たに開発した
「除染総合管理システム」
は、地図情報システ

の建設に応用することで、より高い安全性を確保することが

を基盤にしており、現場で集めた測定データを取り込
ム
（ GIS ）

期待されます。

んで線量マップなどの資料を自動的に作成することができま
す。さらに、クラウドを利用したデータの一元管理と共有化で、
より確実で効率的な除染事業の推進を可能にしています。
除染で発生した除染廃棄物の処理処分に関連する技術に
関しても、開発を進めています。除染廃棄物の中間貯蔵施設
や最終処分場における放射性物質の漏洩・拡散を抑制する

現場での斜面への適用試験状況

放射線の強度分布を現場で確認できる測定装置
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絆の再生に向けて

7 宮城県岩沼市

8 宮城県石巻市

9 宮城県気仙沼市

震災により損なわれた地域のつながりを再生することは、復興に向けた大切な一歩です。
地域の絆を育む一助となる活動を、各地で展開しています。

7 千年希望の丘プロジェクト

き いろ

8 “ 復興の喜 色い旗”なびかせ運動

東日本大震災の復旧・復興事業の現場では、地元の皆様が

復興に向けた事業の現場では、残念ながら事業に携わる工

心をひとつに新たな
「わが町」再生へとまい進しています。当社

事関係車両の交通事故が少なからず発生しました。安全な工

もこの一助となるべく、事業の枠を超えさまざまな活動に参加

事の徹底は、地元自治体と建設業者が共に行動するべき課題

しています。

です。宮城県石巻市の
「北上川下流長面・釜谷地区築堤工事」

宮城県岩沼市の
「千年希望の丘（相野釜地区）整備工事」
は、

および
「北上川下流月浜下流地区築堤工事」
では、交通事故を

震災で発生した災害廃棄物を活用して丘を築造し、植樹をする

撲滅させるために地元警察が行っていた
「 “復興の喜色（きい

ことで、津波の威力を減衰・分散させるとともに、避難場所や

ろ）
い旗”なびかせ運動」
に賛同し、これに参加しました。この

生物多様性の拠点として整備する事業です。市民一人ひとりの

運動では、黄色の旗を掲げた工事車両が石巻市内を走行し、

思いや祈り、数々の教訓を千年後の子どもたちに残すためのプ

地域の交通安全活動を行いました。

ロジェクトとして実施されており、植樹には工事関係者とその
家族などもボランティアとして参加し、市職員や地元の方々と
心をひとつに植樹を行いました。

黄色い旗をなびかせた工事車両

植樹の様子

9 宮城県気仙沼市でのボランティア活動

４年目を迎えた被災地支援

当社は震災直後から、宮城県気仙沼市でさまざまなボラン

復旧、そして復興へと被災地の皆様の取り組みが続く

ティア活動を行っています。2013 年 8 月には関東学院大学ラ

中、当社は事業の現場を通じ、被災地の皆様に寄り添っ

グビー部と共同で、7月の大雨で土砂崩れの被害を受けた大島

た
「安藤ハザマならではの貢献」
を継続することが重要で

地区の牡蠣・帆立養殖場および民家の復旧を行いました。

あると考えます。

を
また、
「タグラグビー 大会 福幸！気仙沼絆カップ2013」
＊

開催し、地元の小中学生を中心に総勢 250 名が参加しました。
当社は今後も被災地の復興のため、子どもたちの笑顔のた

被災地の一日も早い復興に向け、そして日本のより良
い社会づくりに向け、当社は3 つの柱に即した活動を展
開していきます。

めに、活動を行っていきます。
＊タグラグビーは、ラグビーリーグをもとに生まれたスポーツです。タックルを禁止する
ことにより、年少者や初心者にもやさしいものとなっています。

生活再建への支援

除染への貢献

本プログラムは第 6 回キッズ
デザイン賞（復興支援デザイン
部門・2012 年度）
を受賞して
いるものです。
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復旧・そして復興へ

第三者意見
法政大学大学院 人間社会研究科
准教授

土肥 将敦 氏

一橋大学経済学部、一橋大学大学院商学研究科博士
後期課程を経て、2009 年に高崎経済大学地域政策学部
『 CSR 経営
准教授。2014 年より現職。商学博士。著書に
−企業の社会的責任とステイクホルダー 』
（ 共著、中央
経済社）
、
『ソーシャル・イノベーションの創出と普及』
などがある。
（共著、NTT 出版）

「安藤ハザマのCSR 経営」の基盤づくりが着実に進んだ2013 年度を評価しつつ、
事業に根差す取り組みのさらなる深化・加速を期待したい
今年度の CSR 報告書では、統合 2 年目を迎えた安藤ハ

例えば、今後の国内市場の拡大の限界に備えて、同社はイ

ザマが、それぞれの強みを活かしながら一体となって事業

ンドネシアなど海外事業展開が拡大していくと思われる

活動を加速させている状況や 、新しい企業文化を創造

が 、今まで以上に困難になっている国内の人材確保戦略

されつつある姿が見て取れる。昨年度の報告書では
「良い

の構築と、グローバルな労働・人権基準への対応などは

会社」を目指すことを掲げられていたが 、今年度はより

今後の課題として位置づけても良いのではなかろうか。そ

具体的に同社の有する先進的な技術を活かした社会イン

して、自らの立ち位置を知るためにも、CSRにかかる取り組

フラ事業への進出、女性やグローバルな人材が活躍でき

などとあわせて設定し、その
み項目を重要課題指標（ KPI ）

る多様性あふれる会社を目指す姿が印象的である。とくに

評価を行っていくことも今後は必要だろう。これは言い換え

後者の点においては、土木・建築業界というこれまで男性

るならば、現場の社員がどのようにしてCSR 経営に参画し、

中心で担われてきた業 界での新たな挑 戦ともいえる。

同社のあるべき姿 = 良い企業に近づけばよいのかを、具体

また、従来から蓄積してきた放射線物質の除染技術を活用

的なガイドラインとして示していくことに他ならない。

した除染事業など 、被災地の復興に寄与する活動に尽
力されている点も、注目すべき点である。
今後に向け、同社が CSR 経営を進展させていくための
提案を、3 点挙げておきたい。
第一に、2013 年に策定された中期経営計画を遂行さ

「安藤ハザマ」
第三に、CSR 経営を推進していくことで、
という新しい企業の認知度を向上させるとともに、新たな
若い人材が魅力的に感じるような土木・建築業界の潮流
を創出されることに期 待したい 。近 年の就 職を控える
学生は『就職四季報』のみならず、
『 CSR 企業総覧』なども

れる中で、CSR の観点がどのように組み込まれているの

活用し、持続可能な
「本当に良い会社」
を探索し始めている。

かについて、具体的に示してほしい。CSRとは「 本業での

女性活用やワークライフバランス、給与福利厚生などの働

利益の出し方そのものを問い直し、それをステークホル

きやすさといった点だけでなく、各種ステークホルダーと

ダー に対して示し、信頼を勝ち取っていく」活動である。

の対話、ガバナンス構造、内部通報や告発件数、不祥事な

この観点にたつと、今年度の報告書で CSR 重点テーマに

どのネガティブ情報を積極的に公開する組織のオープン

「方針」や「 取り組みの柱」を設定し、CSR 活動の整理と土

ネス
（開放性）
などについても、彼らはこうしたCSR 報告書

台の構築を行った点が評価できるので、今後は中期経営
計画とCSR 施策との関係性についても、踏み込んだ説明
を期待したい。

やデータベースから直感的に感じ取っている。
上記3 点の課題に取り組むことは決して容易ではないが、

CSR 経営を継続することで、新生「安藤ハザマ」に新しい

第二に、今年度は CSR 経営の成果が P14 〜 P32 を中心

開かれた企業風土が醸成され、同社の目指す力強いブラ

に多彩にまとめられているが、今後は「具体的な目標設定

ンドが確立し、責任ある競争力が生み出されることを期待

や達成に向けた課題」についても策定・公表してほしい。

している。
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会社概要
（ 2014 年４月１日現在）

商号

株式会社 安藤・間（呼称：安藤ハザマ）

設立

2003 年 10 月1 日

住所

東京都港区赤坂六丁目1 番 20 号

ネットワーク
●

国内拠点

本社

〒107-8658 東京都港区赤坂 6-1-20
☎ 03-6234-3600

札幌支店

資本金

120 億円

従業員数

3,406 人

事業内容

1. 土木建築その他工事の調査、測量、企画、設計、施工、監

〒060-0061 北海道札幌市中央区南一条西 8-1-1
☎ 011-272-6500

東北支店

理、技術指導の請負、受託およびコンサルティング業務

2. 工事用品および機械器具の供給

☎ 022-266-8111
東北建築支店

4. 土壌の調査・浄化工事の請負、廃棄物の収集、処理、処分
等の事業およびこれらに関するコンサルティング業務

5. 地域開発、都市開発および環境整備等に関する企画、設計
ならびにコンサルティング業務

6. 発電および電気、熱等エネルギーの供給事業およびこれら
に関するコンサルティング業務

びノウハウの取得、開発、実施許諾ならびに販売

〒107-8658 東京都港区赤坂 6-1-20
☎ 03-6234-3710

関東土木支店

〒107-8658 東京都港区赤坂 6-1-20
☎ 03-6234-3730

静岡支店

〒420-8612 静岡県静岡市葵区追手町 2-12
☎ 054-255-3431
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-8-20
☎ 052-211-4151

7. 建築の請負を伴う不動産関連の特別目的会社への出資およ
8. コンピュータの利用に関するソフトウェア、工業所有権およ

〒950-0082 新潟県新潟市中央区東万代町 1-22
☎ 025-243-5577

首都圏建築支店

名古屋支店

び出資持分の売買、ならびに信託受益権の保有および販売

〒980-8640 宮城県仙台市青葉区片平 1-2-32
☎ 022-264-1711

北陸支店

3. 不動産取引および不動産、有価証券の保有ならびに利用

〒980-8640 宮城県仙台市青葉区片平 1-2-32

大阪支店

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 6-2-6
☎ 06-6453-2190

四国支店

〒760-0040 香川県高松市片原町 11-1
☎ 087-826-0826

9. 前各号に付帯する事業
10. 前各号に関連する事業を他と共同経営しまたは他の事業に
投資すること

広島支店

〒730-0051 広島県広島市中区大手町 5-3-18
☎ 082-244-1241

九州支店

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名 1-8-10
☎ 092-724-1131

技術研究所

〒305-0822 茨城県つくば市苅間 515-1
☎ 029-858-8800

●

海外拠点

タイ、ベトナム、マレーシア、インドネシア、シンガポール、ミャンマー、
ラオス、カンボジア、ネパール、トルコ、メキシコ、米国、ペルー、ホンジュラス

売上高（連結 ）

経常利益（連結）

（億円）

受注高（個別）

（億円）

4,000

（億円）

120

3,712.1

112.5

4,000

3,337.5
90

3,000

3,000

60

2,000

2,000

30
1,000

1,000

0
0

2013/3

旧ハザマ実績
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2014/3

旧安藤建設実績
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組織図
（ 2014 年 4 月 1 日現在）

株主総会

取締役会

会長

監査部

社長
社長室

監査役会

経営企画部
人事部
情報システム部
CSR 推進部

監査役会事務局
管理本部

総務部
財務部
法務審査部

土木事業本部

土木事業企画部
工事監理部

札幌支店

営業第一部
営業第二部

東北支店

環境エンジニアリング部
リニューアルプロジェクト推進部
土木設計部
技術第一部
技術第二部
技術第三部

建築事業本部

東北建築支店
北陸支店
首都圏建築支店

機電部

関東土木支店

建築事業企画部

静岡支店

事業推進統括部
積算センター
調達部
工務部
営業統括部

営業推進部
営業第一部
営業第二部
営業第三部

名古屋支店
大阪支店
四国支店
広島支店
九州支店

都市開発部
技術統括部

企画設計部
設計第一部
設計第二部
設計第三部
設計第四部
構造設計部
設備設計部
工事監理部
技術部
生産管理部
設備部

国際事業本部

管理部
土木営業部
土木部
建築営業部

アジア支店
北米支店

建築部
安全品質
環境本部

安全部
労務管理部
品質環境部

技術本部

技術企画部
原子力部
環境開発部
技術研究所

土木研究部
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青森県

西目屋村

津軽ダム本体建設工事

津軽地方の安全で豊かな暮らしを実現するための大き

な役割が期待されている津軽ダムは、上流にある目屋ダム
を供用しながらその下流で工事が進められており、2017
年の完成を予定しています。

当社で使用する電力のうち
年間 100 万 kWh を風力発電による
自然エネルギーでまかなっています。
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