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安藤ハザマの目指す
サステナブルな社会づくり

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、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の企業活動全般を
CSRの観点からご紹介するものです。
　まず、巻頭「OUR AMBITION AND COMMITMENT」では、
日本そして世界で活動する安藤ハザマの全メンバーが共有する「企
業理念」と、それが「サステナビリティへの貢献」にどのように関
わっているかを端的にご紹介します。その上で、「イノベーション
フロント」では、昨年度に続き、社会に新しい価値を創造する当社
の技術革新（イノベーション）について、具体的な事例を用いてご
説明しています。
　「CSR経営の成果」では、当社が定める6つのCSR重要テーマに
沿ってご報告しています。説明はGRIなどが発行する、各種ガイダ
ンスの原則・内容を踏まえ、方針と取り組みの柱を明示した上で事
例紹介を行い、当社の継続的な取り組みの方向性をご理解いただ
けるよう、心がけています。

報告対象範囲
原則として安藤ハザマを対象としていますが、一部の活動は関係
会社も含んでいます。

報告対象期間
2016年度（2016年4月～2017年3月）。
ただし、一部に2017年度の活動情報も含んでいます。

発行時期
2017年8月

〔前回発行〕2016年8月
〔次回発行〕2018年8月（予定）

参考にしたガイドライン
● 環境省「環境報告ガイドライン2012年版」
● GRI（Global Reporting Initiative）

 「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン　第4版（G4）」

表紙について 安藤ハザマの社員たち

　土木、建築、海外それぞれの事業で、多くの安
藤ハザマの社員が活躍しています。
　その一端を採用サイトで紹介し、未来の仲間
たち、そして幅広く社会の皆様に、生の声をご
紹介しています。そのような「最前線の社員た
ち」をモチーフとしました。
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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。
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安藤ハザマの目指す
サステナブルな社会づくり

サステナビリティ＊、それは、社会と結ぶ、安藤ハザマ全員の約束。

土木と建築、二つの力で社会に貢献する。
私たち安藤ハザマは、合併以来、その挑戦の場を積極的に広げてきました。
現在、世界の約20ヵ国で展開する私たちの事業は、
サステナブルな社会の実現に向け、大きな使命を負っています。

より良い世界を実現するため、全員で実践し、力を尽くす。
私たちの目指すもの、そして企業理念に込めた社会の皆様への約束を紹介します。

＊	サステナビリティ（持続可能性）：1987年に国連会議「環境と開発に関する世界委員会」で提唱された言葉。その意味するところは、
	 「次世代の人々のニーズを損なうことなく、現在のニーズをみたすこと（および、そのような開発を行うこと）」

安藤ハザマの事業展開

土木事業
人々が安心安全・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減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します。お客様のニーズ・条件に合った建物の仕様・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ます。
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1 2
ものづくりを通して、

社会の発展に寄与します。
当社は「安心、安全、高品質な良いものづくり」を事業活動の基本とし、

それによって社会やお客様の発展に寄与することを目指します。

サステナビリティ、それは、より良い社会づくりへの貢献。

荒地に水路を拓き、道を通し、経済・文化の要となる施設を築く。

私たちの事業は、日本はもちろん、世界のさまざまな場所を支えています。

安藤ハザマは、「安心、安全、高品質な良いものづくり」を事業活動の基本とし、

皆様を支える社会インフラの開発へと、貢献します。

P.06 トップメッセージ ／ P.12 イノベーションフロント　READ MORE  　 P.18 CSR経営の成果　READ MORE  　

OUR AMBITION   私たちの目指すもの OUR AMBITION   私たちの目指すもの

確かな技術と情熱で、
お客様満足を追求します。
当社は最先端の技術、社会の発展に寄与する技術を開発・蓄積すると共に、	

社員一人ひとりが働き甲斐を感じ、仕事に対する情熱を持つことで良いものづくりを徹底し、	

お客様の満足と信頼を得て、社業を発展させることを目指します。

サステナビリティ、それは、社会・お客様に対する、私たちの思い。

社会の発展に寄与する技術を培い、お客様に奉仕することは、 

時代を超えて不変な、私たちの使命です。

安藤ハザマは、お客様満足を常に考え、高品質なものづくりへと情熱を持ち挑戦し、

社会とともに成長する姿勢を貫きます。

日本、そして世界中の人々へと、
インフラを提供する事業集団

お客様の満足と信頼を得て、
社会と共栄する企業風土の継承

企業理念 企業理念
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3
共に目指す、

サステナブルな社会
企業理念を実践し、社会のサステナビリティに貢献するため、

私たちはステークホルダーとのエンゲージメント（協同）を大切にしています。

安藤ハザマでは、ステークホルダーとともに

サステナブルな社会づくりに責任を果たすため、重要テーマを策定し、

私たちならではの価値を社会に提供する取り組みを続けています。

 P.12 イノベーションフロント　READ MORE  　

OUR AMBITION   私たちの目指すもの
CSRの重要テーマ

社会やお客様の満足と信頼獲得

•品質管理・向上への取り組み
•積極的な技術・工法の開発
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。

地域社会との調和

•社会貢献活動
•文化貢献活動
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。

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

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。

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。

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。

豊かな環境づくり

•環境負荷・環境リスクの低減
•生物多様性への取り組み
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。

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。

重要テーマに即した、安藤ハザマグループのCSR活動

重要テーマの更なる実践に向けて
当社の社内表彰制度「社長表彰」において「CSR賞」を設置しています。これは、コンプライアンス、環境保全、国際貢献、社会貢献などCSRの
重要テーマに沿う、当社のCSR活動に貢献した個々の活動に対する賞です。当社は引き続き、期首の年度計画におけるCSR目標の設定に
ついて検討していきます。

新たな価値を創造し、
豊かな未来を実現します。

当社は現状に満足せず、常に新しい価値の創造に挑戦し続け、持続的に企業価値を高めることで、	

関係者・会社にとっての「豊かな明るい未来」の実現を目指します。

サステナビリティ、それは、明日に託す財産。

次世代の豊かさを損なうことのない経済発展、未来を見据えた技術の実現が、

世界共通の課題としてクローズアップされています。

安藤ハザマは、イノベーション（技術革新）を重んじ、未来に誇れる、

託せるものづくりを推進します。

企業理念

将来世代を守り、育む
イノベーションの実現
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トップメッセージ

発刊にあたり
　「安藤ハザマCSR報告書」も5冊目の発刊となりました。2016年度を振り返ると、国連「持続可能な開発

目標（SDGs）」の世界的な広まりなどを契機に、多くの企業が社会への更なる貢献を推進しつつあることを、

折に触れ実感する一年となりました。このことは、人類共通の課題である「サステナブルな社会の実現」に

向けた意義深い一歩であったと考えます。私たち安藤ハザマは 、かねて同課題への貢献を模索し、重要

テーマに即した戦略的なCSR活動を展開した結果、2016年度もさまざまな成果を着実に達成することが

できました。

　残念ながら今般、除染事業における不正行為疑惑で皆様にご心配をおかけしましたことは慙愧に堪えま

せんが、社員一同、気を引き締め、社会に貢献する姿勢を一層重んじ、CSR活動を推進してゆく所存です。

　2016年度は、国内景気の緩やかな回復基調に支えられたことや、土

木・建築ともに工事が順調に進捗したことから、受注高・売上高・利

益とも合併以降最高の業績をあげることができました。これもひとえ

に皆様のご理解とご支援の賜物と感謝申し上げます。

　当社の成長戦略は、中期経営計画に定める4つの中期ビジョンに

即していますが、財務面で多くの目標を前倒しで達成する一方、非財務面

でも着実に成果をあげました。例えば中期ビジョン1「持続的な成長

を遂げられる会社」では、施工能力の継続的向上はもちろん、採用活

動の強化や研修施設を充実させ、将来を見据えた経営資源の確保を

推進しました。また中期ビジョン2「『やりがい』と『ゆとり』のある人

生設計が実現できる会社」では労働環境の改善を、中期ビジョン3「社会

と共存していける会社」では女性活躍の促進を視野に、それぞれ社内

啓発と制度強化を実施し、社会環境に適応した働き方改革を加速しま

した。

　詳細は当報告書でご紹介していますので、ぜひご覧ください。

Point1   経済的貢献の拡大
好調な業績を達成しつつ、中期経営計画も財務・非財務両面で着実な成果をあげた一年となりました。

　

2016年度＊の主な業績

建設受注高

4,292億円
（前期比+18.5%）

売上高（連結）

4,079億円
（前期比+7.6%）

営業利益（連結）

370億円
（前期比+45.4%）

営業利益率

9.1%
（前期比+2.4ポイント）

2016年度サステナビリティ経営のポイント

代表取締役会長　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長

中期経営計画目標数値
（2018年3月期）

2018年3月期見通し
（2017年５月10日公表）

建設受注高 4,000億円程度 4,100億円

売上高（連結） 4,000億円程度 4,080億円

営業利益（連結） 200億円程度 311億円

営業利益率 安定的に5%以上 7.6%

戦略テーマ

「魅力ある企業グループへの変革」

中期ビジョン

1 	 持続的な成長を遂げられる会社

2 	「やりがい」と「ゆとり」のある	
人生設計が実現できる会社

3 	 社会と共存していける会社

4 	 経営・財務基盤の安定した会社

中期経営計画（2016年3月期～2018年3月期）

財務目標の多くを達成できた現在、事業を取り巻く経済・社会環境を確かに捉え、 
企業価値の更なる向上を図るため、引き続き非財務目標の推進を図ります。

＊2016年度：2017年3月期
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Point2   社会に価値を創造する事業
土木・建築・海外の各事業で、生活インフラの整備、さらには社会課題の解決に貢献するプロジェクトを

数多く手がけ、日々、サステナブルな社会づくりに向けて貢献しています。

Point3   CSR重視経営の推進
ステークホルダーと調和し、社会の一員としての責任を果たすため、全員で考え、行動する体制の更なる

浸透を図りました。

　土木事業では、2017年3月、国土交通省東北地
方整備局発注の「津軽ダム本体建設工事」が竣工し
ました。これは、当社が1960年に完成させた目屋

（めや）ダムの再開発工事です。洪水調節、灌漑用水
の補給、上水道の供給、発電等を目的とした多目的
ダムを、目屋ダムの60m下流に新たに建設する工
事で、目屋ダムの機能を維持しながら工事が進めら
れました。東日本大震災の影響を受けましたが、コ
ンクリート打設の工法変更により施工速度を上げ、
工期内竣工を達成しました。

　建築事業では、福島県須賀川市発注の「須賀川市
新庁舎建設本体工事」が竣工しました。この工事は、
東日本大震災で被災した旧庁舎を建て替え、市内各
所に分散していた行政機能を集約するとともに、復興
のシンボルとして、長く市民の方々に愛され、親しま
れる庁舎を整備したものです。新庁舎は、プレキャスト
部材を多用した鉄筋コンクリート造地下1階・地上6
階建て、延床面積約17,000m2。防災機能として、緊
急時に市街地を一望できる高さ45mの塔が設けられ
ました。2017年3月に完成し、今年度より本格稼働
しています。

　海外事業では、東ティモール民主共和国発注の、
「ブルト灌漑施設改修計画」が竣工となりました。こ

れは、同国の主要産業である農業、とりわけ主食で
あるコメの生産性向上に期待が集まるブルト灌漑地
区において取水施設および灌漑水路などを建設す
る事業で、国際協力機構（JICA）の無償資金協力に
より実施されました。本工事が竣工することで、当
地区においては、耐久性の高い取水設備が整備さ
れ、同国のコメ栽培地域の拡大と生産量の増大が期
待されます。

「津軽ダム」

「須賀川市新庁舎」　

「ブルト灌漑施設」

　事業を通じて社会へと貢献し続ける企業であるためには、自社のCSRを徹底することが不可欠です。その

実践に向け、社会の要望を踏まえたCSR活動の強化を続けています。

　まず環境面では、2016年8月に中期目標「全社 環境目的・目標」を刷新、事業の低炭素・低負荷化なら

びに生物多様性の保全に向けた新たな3ヵ年計画を開始しました。

　社会面では、中期経営計画の主要施策とも重なる「働き方改革」に向けて、経営陣が先頭に立ち推進して

います。男女が共に個性を活かし活躍できる、国籍や文化の違いが尊重される、そして、共に働くすべての

仲間が働きがいを実感できる。そのような安藤ハザマであることは 、当社の持続的な成長に不可欠です。

一人ひとりがプロとして誇りを持てること、そして多様な人材を活かす機会が提供されることが重要である

との認識に立ち、ワーク・ライフ・バランスの改善やダイバーシティの推進に向けた各種制度の整備・展開

に取り組んでいます。さらに、女性社外取締役を交えた「女性フォーラム」の開催や経営陣からの意見発信、

多様な要望の反映など、CSRが浸透した事業風土の醸成へと全社でまい進した一年でした。

最後に
　公正で誠実な事業の推進は、企業が社会に認められ、求められ続けるための、欠くことのできない重要

な責務です。今後、さらにコンプライアンスへの意識を高め、全員が襟を正し、日々の業務にあたっていく

所存です。何卒皆様のご理解とご指導をお願い申し上げます。

P.16 イノベーションフロント　READ MORE  　

P.12 イノベーションフロント　READ MORE  　

P.18 CSR経営の成果　READ MORE  　

トップメッセージ
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そして、私たちの現場で、オフィスで	
安全作業や環境負荷の低減はもちろん、いきいきと働きがいのある会社を目指しています。
周辺の皆様への配慮、社会貢献活動を徹底し、地域の一員としての責任を果たします。

1,154ha
ミャンマーでの「マングローブ
植林計画」植林面積

公共施設・商業施設などで
公共性が高く各地の要となる施設の建
設を通じ、皆様の安心・快適な日常生
活を支えます。また環境性能と快適性
能などを総合評価するCASBEEに積極
的に取り組んでいます。

数字で見る安藤ハザマ、社会へのインパクト

21ヵ国
	 拠点（作業所など含む）	

所在地	
（2016年度）

240回以上
	 現場見学実施数	

（2016年度）

約1,400社
	 「安藤ハザマ協力会」　	

会員会社数
 ＊2017年4月1日時点

13,300人
	 1日当たりの平均就労人数	
（国内作業所）	
（2016年度）

3,414人
	 従業員数
 ＊ 2017年3月31日時点

約160km
				「シンズリ道路プロジェクト」
	 整備道路	総延長

10.9%
	 定年制社員に占める	

女性比率
 ＊ 2017年3月31日時点

1億4090万m3

「津軽ダム」
	 総貯水容量

80%以上
	 土木・建築現場の	

閉所目標達成率	
※ 「閉所」の詳細はp.15をご参照ください

（2016年度）

100万t超
				「アッシュクリート技術」による	
石炭灰の有効利用量（累計）

安藤ハザマの事業と、社会へのインパクト

私たちはものづくりを通じて、豊かな社会を実現します

日本で、世界で、インフラを支える
安藤ハザマは、土木と建築で社会を支える企業グループとして、世界各地で活動しています。サステナブルな
社会に不可欠なインフラの構築に、イノベーティブな事業、高品質なものづくりで私たちは挑戦し続けます。

河川・上下水施設で
生活に必要不可欠な「水」インフラの整
備を通じ、確実な治水・利水に貢献し
ています。

各地の交通インフラで
山間部から平地まで、皆様の生活道路
網を、各地の特性やニーズに即し構築
しています。

歴史的建造物・構造物で
後世に託すべき貴重な建造物などを、
豊富な実績で培った確かな技術で保
存、修復、復元を行っています。 高速道・都市部の幹線道路で

経済の動脈となる幹線道路を高い品質
で構築します。また都市部では皆様の
日常生活に影響の少ない施工方法な
ど、最先端の技術を積極的に開発・導
入しています。

工場・物流施設で
機能性とともに 、省エネ性能など環境
にも配慮した高品質の工場や物流施設
の建設に貢献しています。

開発・造成地で
新たな土地の開発とともに、汚染土壌
の修復などを総合的に実施します。また
ICTを積極的に活用した現場づくりを実
践し、より効率的で安全な施工を心がけ
ています。

海外で
日本で培った豊富な経験と先進の技術
を海外にも展開。世界各地の持続可能
な開発へと貢献しています。

28.4 t/億円
	 CO2発生原単位	

（2016年度）
 ＊ 原単位：完成工事高1億円あたりの排出量
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インフラの長寿命化は、国家的命題
　現在、日本には 、高度経済成長期に整備されたインフラが数多

く存在し、今も私たちの生活を支えています。これらが今後老朽

化することを踏まえ、その対策が急務となっています。中でも政府

は2013年に「インフラ長寿命化基本計画」を、2014年には「国土

交通省 インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定しました。これ

により、各省庁連携のもと、あらゆるインフラの中長期的かつ戦略

的な維持管理・更新等が推進されています。民間企業にも業種を

越え、官民連携しての貢献が期待されています。

INNOVATION
FRONT
社会とのサステナブルな価値の共有�����Case�01

社会インフラの
リニューアル

日本のインフラを支える、リニューアル事業
安藤ハザマは、土木・建築両事業で、お客様、そして社会の期待にきめ細かく応えるリニューアル事業を

展開し、日々、サステナブルな社会を支えています。

高まるインフラの長寿命化の必要性

建設後50年以上経過する社会資本の割合 2013年3月 2023年3月 2033年3月

道路橋［約40万橋＊1（橋長2m以上の橋約70万のうち）］ 約18% 約43% 約67%

トンネル［約1万本＊2］ 約20% 約34% 約50%

河川管理施設（水門等）［約1万施設＊3］ 約25% 約43% 約64%

下水道管きょ［総延長：約45万km＊4］ 約2% 約9% 約24%

港湾岸壁［約5千施設＊5（水深－4.5m以深）］ 約8% 約32% 約58%

＊1	建設年度不明橋梁の約30万橋については、割合の算出にあたり除いている。
＊2	建設年度不明トンネルの約250本については、割合の算出にあたり除いている。
＊3	国管理の施設のみ。建設年度が不明な約1,000施設を含む。(50年以内に整備された施設については概ね記録が存在していることから、建設年度が不
明な施設は約50年以上経過した施設として整理している。)

＊4	建設年度が不明な約1万5千kmを含む。(30年以内に布設された管きょについては概ね記録が存在していることから、建設年度が不明な施設は約30
年以上経過した施設として整理し、記録が確認できる経過年数毎の整備延長割合により不明な施設の整備延長を按分し、計上している。)

＊5	建設年度不明岸壁の約100施設については、割合の算出にあたり除いている。
※国土交通省webサイト「社会資本の老朽化の現状と将来」より

OUR ENGAGEMENT
社会の新たな要望に応える、「価値を高めるリニューアル」の推進

　安藤ハザマは現在、土木・建築それぞれにおいて、インフラのリニューアル事業へと積極的に取り組んでい

ます。ここでの重要な課題は、新設時の性能を回復させつつ、安全性や環境性などに対する要求水準の高まり

や多様化する社会的ニーズに確実に対応させることです。また、施工に際しては、対象となるインフラを稼働

しながら設定された期間内で工事を完了すること、周囲の日常生活に極力影響を与えないことなどが、しばし

ば求められます。これらの課題を満たすため、安藤ハザマは、グループ横断で先進的な技術や工法を検討し、

お客様、そして社会の期待にきめ細かく対応する施工を心がけています。

多様化するニーズに対応し、建物の安全性や	
新たな機能・性能を実現するリニューアル

　建物のリニューアルでは、経年劣化に対応するメンテナンスだけでな

く社会ニーズに伴い、耐震補強などによる高い安全性や効率的な省エ

ネ機能など、建物の価値向上が求められています。安藤ハザマは、これ

らのニーズに迅速かつ確実に対応するため、2001年より「リニューア

ル事業部」を立ち上げ、現在まで多くの価値の提供に貢献してきました。

　例えば、新宿駅東口に立地する商業ビル「武蔵野ビル」は、1965年の竣

工以来、当社が一貫してメンテナンス・修繕を担ってきました。その経験

と専門部署として培ってきた高度な技術を活かして、2016年度にはさま

ざまなニーズにも対応できる高付加価値の建物へとリニューアルされま

した。安藤ハザマは、これからも、各地のさまざまな公共、商業施設、住

宅などのリニューアルを実施し、サステナブルな価値を社会に提供してい

きます。

土木事業

建築事業

先進技術を活用。既存インフラ機能を維持しながら
作業を遂行した津軽ダム、鹿野川ダム　

　2017年3月に竣工し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、既存の目屋ダムに隣接し建設さ

れました。総貯水量の約3.6倍増を実現した同工事は、目屋ダムの機能

を維持するよう配慮しながら進められました。加えて先進の工法「巡航

RCD工法」を採用し、従来に比べて1.4倍の施工速度でダムコンクリート

打設を進めました。

　一方、ダムの維持・更新事業としてリニューアルされた愛媛県大洲市

の鹿野川ダムでは、要となる「選択取水設備」の新設工事を当社が担当

しました。当工事では、新たに水中作業用の機械を開発し、水中作業の

安全性、品質の確保と作業の効率化に努めました。また、取水塔を構築

するための部材を地上で組み立てクレーンで水中へ吊り込むなどの工

夫を行い、水中作業を削減しました。

「津軽ダム（施工中）」目屋ダム（上流側）とともに

「鹿野川ダム」選択取水設備

武蔵野ビルリニューアル工事 施工前

武蔵野ビルリニューアル工事 施工後
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安藤ハザマの働き方改革の実現に向けて
　少子高齢化が進み将来的な就労人口の減少が予想される中、建設産業が魅力ある産
業へと発展していくためには、働き方改革の実現が必要不可欠であり、当社は、労働時間
の短縮や休日取得の促進、女性活躍の推進などについて具体的な施策を進めています。
　労働時間の短縮や休日取得の促進については、一斉消灯や時間外労働の見える化
による意識改革、現場で一斉に休日を取得する閉所活動の推進に取り組むとともに、
省人化・省力化に向けた技術開発にも注力しています。
　女性活躍の推進についても、育児と仕事の両立を支援する制度の充実を図るととも
に、女性フォーラムの開催によるトップメッセージの発信、採用活動の強化、女性が働
きやすい作業所環境の整備を進めています。
　当社は引き続きさまざまな取り組みに挑戦し、全社一丸となって働き方改革の実現
を目指していきます。

INNOVATION
FRONT
社会とのサステナブルな価値の共有�����Case�02

働き方改革

高まり続ける、社会の期待
　目指すものは、すべての人が働きがいをもち、いきいきと活躍

する社会の実現。社会全体で「働き方改革」を考え、これを推進する

動きが加速しています。特に近年は、国連で採択された「持続可能

な開発目標（SDGs）」においても、複数の目標（男女平等・ディーセ

ントワーク*等）に関わるなど、働き方改革はグローバルな社会目標

となっています。

　このような中、企業には、社内外に対して働き方改革を推進し、

適正な労務管理を行うことが期待されています。

働き方改革を推進し続ける安藤ハザマ
　安藤ハザマは、かねて、共に働く皆様とお互いに尊重し合い、共

栄できる関係こそ、事業の礎であると位置付けて、多面的な施策を

展開してきました。働き方改革に社会の関心が集まる現在、その活

動は主に「ディーセントワーク」「ダイバーシティ＊」を大きな二本の

柱として進めています。前者では時間外労働の削減や協力会社と連

携した閉所（休業日の設定）活動、先進技術を活用した生産性向上

施策、後者では女性活躍の推進ならびに出産・育児・介護などのラ

イフステージに対応した多様な勤務形態の提供などが中心となり、

継続的にその内容を刷新、充実させています。

2016年度　重点施策と成果

ディーセントワーク

 適正な労働時間管理：PC連動の勤怠報告システムの導入と厳密な運用

 時短取り組みの推進：本社ビルでの一斉消灯の展開と代休取得の推進

 協力会社と連携した「閉所活動」：土木・建築とも閉所実績の確実な増加

ダイバーシティ

 女性社員の積極採用：定年制社員に占める女性比率　10.9%へ向上（2015
年度は10.4％）、「女性フォーラム」の開催

 ライフステージに応じた働き方の提供：産休、育休、介護休暇などの取得促
進、ロールモデルの紹介と社内啓発

 多様な人材の活用：外国人留学生の継続採用

＊ ディーセントワーク・・・働きがいをもちいきいきと働ける職場の実現
＊ ダイバーシティ・・・多様性が尊重され、活かされる職場の実現

OUR ENGAGEMENT
施策の確かな実現に向け、現場に根差した活動を徹底する

　より良いワーク・ライフ・バランスの実現、そして、より多様性が活きる職場環境の整備を、現場に根差して

考え、実践することが、働き方改革の大切なミッションであると、安藤ハザマは考えています。このような考え

にそって、今年もさまざまな活動を展開しました。

活動事例

OUR COMMITMENT ～より良い明日に向けて

「けんせつ小町」活動の積極展開
けんせつ小町は、女性活躍の推進に向

け日本建設業連合会（日建連）が提唱す

る、建設業で働く女性の愛称です。安藤

ハザマも賛同しています。2016年度

も小町の皆さんと意見を交え、女性の

目線でオフィス・作業所それぞれの環

境整備を進めました。また女子小中学

生を対象に「けんせつ小町活躍現場見

学会」を各地で実施し、未来の小町たち

へと体験の場を提供しました。

協力会社と連携した「閉所」活動
安藤ハザマは合併以来、全員がいきい

きと働ける仕組みの実現を重視してい

ます。この重要な施策として、建設現場

の「閉所」活動を推進してきました。こ

れは現場を「閉所」することで協力会社

も社員も一斉に休む取り組みです。現

在、土木現場では「4週6閉所」、建築

現場では「4週5閉所」を目標と定めて

おり、2016年 度 は 達 成 率 が 全 体で

80%を超えました。

建設現場へのAI（人工知能）活用
生産性の向上に向けた技術開発を進め

ています。「トンネル切羽AI自動評価シ

ステム」は、AIの画像認識技術を活用

し、トンネル切羽の写真から岩盤の工学

的特性を、既往の施工・計測データを

もとに自動評価するものです。これによ

り、地質専門技術者がいなくとも、現場

技術者が地質状況を瞬時に判定できる

ようになり、施工の効率化・省力化につ

なげられます。今後も、本技術を広く積

極的に展開していきます。

「けんせつ小町活躍現場見学会」の様子 閉所日など時短計画をカレンダーで管理 「トンネル切羽AI自動評価システム」の概念図 
※ 山岳トンネルの技術についてはｐ.20をご参照

ください

人事部長

高橋 正樹

14　HAZAMA ANDO CORPORATION   CSR REPORT 2017 HAZAMA ANDO CORPORATION   CSR REPORT 2017　15



新たな灌漑施設の構築とともに土木技術や知識を伝授
　2017年１月に完成したブルト灌漑の工事は、地元の皆様の期待を一身に背負
いながら施工しました。工事期間中には、地元の作業員へ安全や土木技術ととも
に、労働者の権利と義務など労働法の教育にも注力しました。また、地元の大学
生に向けた見学会や２ヵ月間の現場研修などを開催し、本工事について理解し
てもらいました。
　工事が完成し計画通り水路に水が流れたときの地元の感動は大きく、私自身も
皆様からの感謝の言葉や、水田が太陽をキラキラと反射する光景には感慨深いも
のがありました。新たな灌漑施設は農民の皆様が自ら管理していきますが、同国
がコメ自給率の向上により豊かな社会になることを期待しています。

INNOVATION
FRONT
社会とのサステナブルな価値の共有     Case 03

積極的な
社会貢献活動

企業市民の一員として
　事業を通じた価値創造に加え、地域の一員として社会に貢献する。

ステークホルダーの皆様から寄せられる企業市民活動への期待は多

岐にわたります。

　特に近年は、社会のグローバル化や経済のボーダレス化に伴い、社

会課題の解決や調和のとれた地域発展への寄与、コミュニティ開発の

促進など、「サステナブルな社会に貢献する」視点に立った社会貢献の

在り方を模索する必要性が日々高まっていることを、安藤ハザマは強

く感じています。

国内での取り組み
現場見学の積極的な実施
　近年子どもたちの将来に向けて「職場体験学習」の期待が高まって

います。また、建設の現場は普段見ることができないため、地域の皆

様からも高い関心を頂戴します。

　安藤ハザマはかねて現場見学会を通じて、地域の皆様に事業をご理

解いただく取り組みを継続してきました。近年はこれに加え「学生・児

童を対象とした現場見学会」に注力し、未来を担う子どもたちに建設

業へと親しんでいただく場を提供しています。これら各種見学会は好

評を博し、2016年度は8,500人以上の方々にご参加いただきました。

OUR ENGAGEMENT
地域のニーズに即した社会貢献を展開する

　ステークホルダー が企業市民活動に期待する役割は 、事業を展開する地域により多様であり、企業はそ

れを見定め、自社の事業の特徴を活かした最適な活動を実施する必要があると安藤ハザマは考えています。

この考えに即し私たちが展開する社会貢献活動は、事業のグローバル化を背景に、海外でも特徴あるもの

となっています。これからも、地域の声に耳を傾け、ステークホルダーに寄り添う社会貢献を加速していき

ます。

土木工事現場での見学会

建築工事現場での見学会

2016年度の見学会

日本全国

開催240回以上　参加者8,500人以上

海外での取り組み
地域コミュニティ開発への積極的な貢献
　発展途上国における企業市民活動では、事業で接する地域の生活水準や人々の技能向上などに寄与

するような、「地域コミュニティ開発」が 、強く期待される傾向があります。特に建設業は、インフラ整備

を通じて地域コミュニティ開発に接する機会が多く、安藤ハザマはこれを海外における社会貢献活動

の一環として取り組んでいます。

ブルト灌漑プロジェクトと、地域コミュニティ開発
　東ティモールでは主な産業が農業であり、その生産性向上が国家的急務です。中でもブルト灌漑地区

の工事は、コメの生産拡大に向けた重要なプロジェクトでした。安藤ハザマは日本の政府開発援助

（ODA）の一環として同プロジェクトに参画。2017年1月に完成の運びとなりました。

　取水施設や灌漑水路、水利組合事務所の建設、圃場の整備など、多岐にわたった同プロジェクトにお

いて、安藤ハザマは地元作業員への職業訓練や意識啓発を積極的に実施し、プロジェクト完了後も見据

えた能力開発に貢献しました。また同国の建設業界の発展への一助となることを目指し、地元大学生の

研修の受け入れを通じ日本の施工技術を共有しました。これらの活動は地元で高く評価され、竣工時に

は多くの方々と喜びを分かちあうことができました。

活動事例

OUR COMMITMENT ～より良い明日に向けて

東ティモール ブルト灌漑作業所

作業所長　深津 圭

地元作業員とのミーティングの様子 地元大学生の見学の受け入れ
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安全品質環境本部 土木事業本部
建築事業本部

　ホールの使用目的に応じた“響き”を確保し、音響障害や

音 圧 分 布 に 偏りがない 室 内 音 響 を 確 保 するため、コン

ピューターによるシミュレーションに加え縮尺模型で実験を

実施し、より良い音響空間づくりを実現しました。

　一般的な1/10縮尺よりさらに小さい1/20縮尺音響模型

で相 似 則を 満 たすため、超 音 波 が 出 力できる12面 体ス

ピーカーを製作しました。模型用の材料には、空気内の水や

酸素分子をより小さい窒素分子に置換できるよう機密性の高

い材料を選定しました。

　模型実験から各客席でのエコータイムパターンや残響時間

を求め、ホール内の壁や天井などの形状や材質の検討を行

いました。この実験により、客席後方でフラッターエコー（何

回も反射する音）が観測されたことで側壁の形状を変えるこ

とを提案し採用されました。

CSR 経営の成果

基本的な考え方

　当社は、土木・建築それぞれの「ものづくり」で社会と接し

ています。そこで、お客様のニーズに即した、高品質で適正

価格な「良いものづくり」にまい進することを、安藤ハザマの

社会に対する貢献の第一歩と位置付けています。また、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います。

取り組みの柱と、推進体制

1. 品質管理・向上への取り組み
　当社は品質マネジメントシステムに基づき、営業、設計、

施工、アフターケアの各段階で顧客満足の向上に向けた生

産活動に取り組んでいます。

　品質マネジメントシステムは、経営トップのリーダーシップ

のもと、土木・建築の各事業に品質管理責任者を設け、マネジ

メントレビューや内部監査を通して、継続的な改善が図られて

おり、各支店・作業所までその運用管理が徹底されています。

2. 積極的な技術・工法の開発
　当社では、技術本部が担う「基盤技術および先端技術に関

する研究開発」と、土木事業本部および建築事業本部の技術

部門が担う「現場に直結した施工技術」という、二つの側面か

ら研究・技術開発を推進しています。技術本部は、技術研究

所を主たる拠点として、中長期的な課題も踏まえ、基盤技術

および最先端の技術など幅広い新技術の研究開発と実施を

続けています。一方、各事業本部の技術部門では、具体的案

件の施工に資する技術開発を担当しており、現場における技

術支援・指導と技術開発を行っています。

品質方針

　確かな技術で建設活動を推進し、社会への貢献及び顧客の

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。

　2011年東日本大震災で崩壊した藤沼ダム（福島県須賀川

市）の復旧工事では、旧堤体よりも高品質な盛土の施工が求

められました。そこで、福島県が設置した藤沼ダム復旧委員

会の指導のもと、新しい盛土締固め管理方法である「飽和度

管理」を適用して、2つのフィルダムを含む調整池の構築を

2017年3月に完了しました。

　盛土の飽和度管理とは 、締固めた土の密度（乾燥密度）を

指標とする従来手法に加えて、土の飽和度（含水比：土の空

隙を満たしている水の比率）にも管理基準を設定し、最適な

盛土の締固め状態を実現する品質管理手法です。従来手法

では、飽和度が低い場合に発生するコラプス沈下（盛土完了

後の降雨などによる浸水が原因で発生する沈下）や、飽和度

が高い場合に発生するオーバーコンパクション（過転圧）によ

る土の強度低下といったリスクを完全に防ぐことは困難でし

たが、新たに飽和度にも管理範囲を設定することで、これら

のリスクを回避することが可能となりました。

　飽和度の管理範囲は 、事前の室内土質試験や試験施工に

基づき、フィルダムの要求品質（強度、透水係数、沈下量等）

を満足するように設定しました。施工中は、盛土材の含水比

と粒度を調整し、GPSを搭載した振動ローラによる転圧施工

を行うことで、目標とする飽和度を満足する高品質なフィル

ダムを構築しました。

　飽和度管理を実施工に適用したのは藤沼ダムが世界初で

す。当社は、この実績をもとに、大規模な自然災害にも負け

ない高品質な社会資本の整備に貢献していきます。

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、そして
社会からの信頼の向上に努めています。

方針・アプローチ

堤高31.4mの藤沼ダム本堤

1/20縮尺音響模型の内観

乾燥密度に含水比を加味した飽和度管理

取り組みの柱：1. 品質管理・向上への取り組み

取り組みの柱：1. 品質管理・向上への取り組み

世界初となる飽和度管理による高品質フィルダムの構築

1/20縮尺音響模型実験による室内音響予測

経営トップ

本部長

安全環境部

本部長

部長

支店長

土木事業責任者
建築事業責任者

品質マネジメントシステムの推進体制

部長

作業所長

統括管理責任者

支援

支援

支援

支援

本部

支店

品質管理責任者

技術本部

：品質管理範囲　 ：オーバーコンパクション　 ：コラプス沈下
凡例

OUR ACHIEVEMENTS

本部長

品質管理責任者
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改定前

改定後

「 TFS-learning」システム画面

高性能削岩機ドリルジャンボ

表彰団体 表彰名 受賞対象

国土交通省 近畿地方整備局 優良工事局長表彰 近畿自動車道紀勢線右会津トンネル工事

国土交通省 近畿地方整備局 平成28年度 工事成績優秀企業認定 工事成績評定点（平均）：81点
施工実績：5件

国土交通省 九州地方整備局 平成28年度 工事成績優秀企業認定 工事成績評定点（平均）：82点
施工実績：3件

農林水産省 東北農政局 優良工事局長表彰 大柿ダム災害復旧（その2）工事

一般社団法人 ダム工学会 技術賞 津軽ダム本体建設工事

一般社団法人 全日本建設技術協会 全建賞 五島西方沖地区マウンド礁

中日本高速道路株式会社 名古屋支社 優良事業所表彰 新東名高速道路
奥殿地区流末整備工事

一般社団法人 公共建築協会 第15回 公共建築賞・優秀賞 あいち産業科学技術総合センター

一般社団法人 公共建築協会 第15回 公共建築賞・特別賞（国土交通省大臣官房官庁営繕部長表彰） 広島市西風館

NPO法人 キッズデザイン協議会 子どもたちを産み育てやすいデザイン部門　キッズデザイン賞 フレーベル子どもプラザ

取り組みの柱：1. 品質管理・向上への取り組み

取り組みの柱：2. 積極的な技術・工法の開発

　今日の山岳トンネル工事においては、大断面化、長距離化

あるいは施工の高速化に伴い 、施工への要求は益々増加し

ています。また、熟練技能労働者の不足、働き方改革のため

の労働時間短縮、安全な作業環境の確保など、労働環境情勢

の変化への対応も強く求められています。

　当社は、これらの多様な要求に対し、ICT（情報通信技術）、AI

（人工知能）、CIM（コンストラクション インフォメーション モデ

リング）などの新技術を活用、開発することで山岳トンネル施工

の省力化、高度化を目指しています。掘削においては、発破孔

の削孔位置をコンピューターによりガイダンスする高性能削岩

機ドリルジャンボを導入し、削孔作業の迅速化や余掘り低減を

実現しています。また、この高性能削岩機から得られる発破孔

の削孔データから、AIを用いて切羽の安定度を自動予測するシ

ステム「TFS-learning」を開発し、切羽の不安定箇所を確実に

把握することで切羽作業の安全性を大きく向上させています。

同じくAIを活用し、切羽写真から岩盤の工学的特性を自動評価

する｢トンネル切羽AI自動評価システム｣や発破時に発生する弾

性波を用いて切羽前方を探査する「トンネルフェイステス

ター（TFT探査）」を開発しており、切羽評価の省力化、高度化

を実現しています。さらに、支保工である吹付けコンクリートの

施工では、大容量で跳ね返りや粉塵の少ない工法を開発し、サ

イクルタイムを短縮するとともに、作業環境を改善しています。

各種表彰の受賞
　当社開発の新技術や、プロジェクトが評価され下記の表彰

を受賞しました。

山岳トンネル工事における省力化、高度化施工

　今後は、各工程の施工情報、地山の地質情報、計測監視の

情報をすべて3次元のモデルである「トンネルCIM」に統合し

て集中管理することで、更なるトンネル施工の省力化、高度

化を実現していきます。

取り組みの柱：2. 積極的な技術・工法の開発

取り組みの柱：2. 積極的な技術・工法の開発

　地盤改良や杭工事では、品質の確保に加えて出来形の計測

が重要となりますが、いずれの施工も、地中の目に見えない

場所で行われるため施工状況を目視で確認、評価することが

困難でした。また、従来の施工管理では、オシログラフの波形

や材料使用量などの膨大な数値データの評価や日報作成に多

大な労力を要し、工事担当者の負担となっていました。

　これらの課題を解決するために開発したのが、「3Dパイル

ビュ ーアー 」です。このシ ス テ ム は、①GNSS（Global 

Navigation Satellite System／全球測位衛星システム）や

トータルステーションを利用した位置誘導機能と、②杭・改良

体の施工情報（施工深度、電流値、スラリー量、地盤性状など）

を即時に可視化・評価・記録する機能、の2つから成ります。

　ピン接合形式の外付けフレームによる耐震補強構法「KG

構法（Key Grid構法）」について、完全外部施工を可能にす

るため、新たな仕様を提案、実験検証し、一般財団法人ベ

ターリビングの再評定を取得しました。

　KG構法は、地震エネルギー吸収部材「KGデバイス」を取り

付けた鉄骨フレーム「KGフレーム」を既存建物の外側に新設

する耐震補強構法です。本構法では既存建物とKGフレーム

の接続に、ピン装置「KGピン」を用いることで付加的な応力

の発生を低減しています。また既存建物に合わせてKGデバ

イスを選べるため、最適で優れた補強効果を得ることができ

ること、KGフレームにブレース材を用いないため、窓などの

開口部を塞ぐことなくシンプルなデザインにすることができ

るといった利点があり、学校建物やマンションへの適用実績

があります。

　これまでマンションに本構法を適用する場合、既存建物、

増設梁、KGピンを、PC鋼棒による圧着接合によって一体化

していました。このため、外部にKGピンが取り付けられる住

戸では、室内への立ち入りが必要でした。

杭・地盤改良施工情報可視化システム「3Dパイルビューアー 」

耐震補強構法「 KG構法」に完全外部施工方式を追加

　専用モニターには、地中での杭・改良体の施工状況が3次

元で表示され、杭の施工状態（未施工、施工中、施工後の区

分）、施工管理データおよび地盤抵抗値などが、色の変化で認

識できるため、速やかな情報共有が可能になります。また、施

工全数で施工情報をリアルタイムに評価できるため、改良深

さ、施工速度、施工順序、管理値など施工仕様の見直しや追加

対策の必要性の有無を、タイムリーに判断できます。さらに、

深度や電流値などの施工データの取り込みは、さまざまな

データ形式で対応可能なことから、深層混合処理工法や締固

め杭工法、中掘式等の既製杭など、既存の工法に幅広く適用

でき、高い汎用性があります。

　当社は、今後も本システムをはじめとするICTを積極的に現

場に展開、活用し、作業の効率化、出来形・品質および信頼

性・透明性の確保を通じて生産性向上に寄与していきます。

　今回の再評定の取得にあたっては、既存建物と増設梁の接

合に「あと施工アンカー」を用いることで、マンションなどバ

ルコニー付き建物の完全外部施工による耐震補強が可能に

なりました。

　今後も、本技術を積極的に展開し、重要な社会資本である

学校や住宅などストック建築物の耐震補強促進に貢献してい

きます。

マンションへの適用イメージ

KG構法の側面概要図

可視化専用モニターの例3Dパイルビューア― の構成

増設梁

増設梁

PC鋼棒

増設梁

PC鋼棒

近畿地方整備局 平成28年度工事成績優秀企業認定

KGピン

KGデバイス

仕上げカバー
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コンプライアンス・ヘルプライン
　コンプライアンス違反行為の早期把握、是正を目的にグ
ループ全体で「コンプライアンス・ヘルプライン」を運用して
おり、2016年度の利用状況につきましては、経営に重大な
影響を及ぼす内容の通報はありませんでした。今後とも利用
促進の教宣を含め運用してまいります。また、通報案件に対
しては通報者保護を最優先に対応しています。

取り組みの柱：3. 内部統制・リスク管理

内部統制・リスク管理
　内部統制システムについては、「内部統制システムに関す
る基本方針」を制定し、業務を適正かつ効率的に遂行する仕
組みを整備しています。各統制システムは必要に応じて見直
しを行い、改善を図っています。
　また、想定されるさまざまなリスクに対応するため、社内
規定・標準類の整備を行い、未然に防止する体制を整えてい
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BCP（事業継続計画）に基づき、損害の拡大防止と極
小化に努めています。

BCP計画の定期的な更新と訓練の継続的実施
　当社では、大規模な自然災害発生リスクを想定し、①生命
の安全確保、②二次災害の防止、③顧客の復旧支援、④地域
貢献、という4つの基本方針に基づき事業継続計画（BCP）を
策定しています。2016年11月5日（土）の「津波防災の日」
に、都心西部を震源とする地震発生を想定し実地訓練を実施
しました。技術研究所（茨城県つくば市）に対策本部を設置
し、主要グループ会社4社を含む全社員の安否確認、お客様
への対応（前施工・協定物件など）、作業所の安全確認など、
実践的な訓練を行いました。訓練を重ね全役職員の防災・減
災意識の更なる向上を目指します。

取り組みの柱：3. 内部統制・リスク管理

に、適正な活動が行われていることを確認しています。2016
年度はアジア地域全社員に対してeラーニング教育を行い 、
上記リスクに対する意識の向上を図りました。

取り組みの柱：2. コンプライアンス

コンプライアンス活動の展開 
－信頼の回復に向けて－
　2017年６月、福島県いわき市と福島県田村市における除
染事業におきまして当社が宿泊費用の領収書を改竄し不正
請求を行った疑いがあるとの報道がありました。当社では事
実関係の確認および原因の特定に向けて第三者を委員長と
する調査委員会を速やかに立ち上げ、調査を実施しました。
　当社のコンプライアンス活動としては、従前より実施しており
ましたコンプライアンス活動項目の継続改善プロセスの中で検
討を行い、皆様からの信頼にお応えできますよう、今後より一層
充実したものとしてコンプラインス活動を展開してまいります。

コンプライアンス教育
　役職員のコンプライアンス意識の維持・向上のため、年度計
画に基づく教育・啓発を行っています。2016年度は社内イン
トラを活用した映像教育、外部弁護士による講義の受講、階層
別研修などを実施しました。また、毎年11月を｢コンプライア
ンス推進月間｣と定め、社長メッセージの伝達、ポスターの掲
示、Webテスト、など各種行事を集中的に開催し意識の向上を
図っています。コンプライアンス意識については今後、より一
層の向上を図るべく取り組みを行ってまいります。

コンプライアンス監査
　本社、全支店ならびにグループ会社を対象に実施しています。
　監査結果を社長、取締役会、コンプライアンス委員会なら
びに監査役会に報告するとともに体制や各種施策の見直し、
是正・改善を通して、グループのコンプライアンス体制をより
有効なものとしてまいります。

CSR 経営の成果

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おります。

意思決定機能・業務執行の監督機能
取締役・取締役会
● 取締役の経営責任を一層明確にするとともに、経営環境の

変化に対応して最適な経営体制を構築できるよう、任期を
1年としております。また、業務執行する取締役と業務執行
を行わない取締役に区分されており、役付取締役を設けず、
代表取締役と取締役の区分のみとしています。

● 取締役会は、2017年8月現在11名（社外取締役3名を含
み、うち1名は女性）で、業務執行取締役と非業務執行取締
役で構成しております。非業務執行取締役である社外取締
役は、その経験と見識等に基づき、経営の監督、および経
営への助言等の役割を担っています。取締役会は、毎月開
催されて経営に関する重要事項の意思決定および業務執
行状況の監督等を行っております。

業務執行機能
経営会議
● 経営戦略等の政策審議・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し
ています。

執行役員・執行役員会
● 執行役員は、執行体制の機動性・柔軟性を高めるため、任

期を1年とし、担当業務については取締役会にて決議して
「権限」と「責任」を明確にしています。

● 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、毎月開催してお
ります。

監査体制
● 監査役会は、2017年8月現在社外監査役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等から職務の執行状況
について報告・説明を受け、重要な書類等を閲覧し、本社
および主要な事業所の監査を実施しております。

コーポレートガバナンス・コードへの対応
　2015年11月にコーポレートガバナンス・コードの対応状
況の開示後から「エクスプレイン」となっていました「招集通
知の英訳」を2017年開催の定時株主総会より実施し、すべ
ての 原 則が「コンプライ」となりました。今 後 も継 続 的 に
コーポレートガバナンスの充実を図り、当社の持続的な成長
と中長期的な企業価値の向上を目指していきます。
　当社の取り組み状況については「コーポレートガバナンス
報告書」で更新していきますので、詳しくは東京証券取引所
ホームページまたは当社ホームページをご覧ください。

コンプライアンス社内推進体制
　安藤ハザマグループとしてコンプライアンス経営を実践す
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
進事務局を設置するとともに各部門および主要グループ会社
にはコンプライアンス責任者・担当者を設置し、本社CSR推
進部主管のもと、コンプライアンス推進活動を行っています。
　海外では、特に贈収賄リスクに対応した体制を整備し運用
しています。海外各地において教育を行い浸透させるととも

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および内部統制体制

株主総会

経営

各種委員会

ほか

選任・解任 選任・解任選任・解任

監査 連携

報告

連携

報告

報告等

報告

指示等

指示

監査

指示
指示

指示

通報 通報

推進 監査 推進監査

監督

監査

連携

連携

監査

業務執行

取締役
取締役会

コンプライアンス
推進委員会

中央安全衛生
委員会

グループ会社（子会社）

会長
社長 報告

報告

報告・提言

諮問

報告

執行役員
執行役員会 監査部 CSR推進部

事業部門

監査役
監査役会

監査役会事務局

経営会議

会計監査人

取り組みの柱：1. コーポレートガバナンス

取り組みの柱：2. コンプライアンス

公正で誠実な企業活動

コーポレートガバナンスの基本的な考え方

　当社は、経営監督機能の透明性・公正性や意思決定の機動

性が求められる中、現状の取締役会・監査役制度を中心とし

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。

　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

査などが、現状でも十分機能している上、社外取締役の関与

により、経営監督機能の透明性・公正性が高まるなど、更な

るコーポレートガバナンス強化が図られると考え、取締役会・

監査役制度の機関設計を継続採用しています。

方針・アプローチ

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

OUR ACHIEVEMENTS
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「働きがい」や「やりがい」を醸成し、「業績向上」とともに「社

員の『ゆとり』のある人生設計の実現」を目指していきます。

人権の啓発に関する基本的な考え方

　すべての国民に保障されている基本的人権を尊重し、企業

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、さまざまな活動に取り

組んでいます。

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、働きやすい健康的な職場環境の維持を目指し
ています。

方針・アプローチ

安全衛生基本方針と推進施策

　当社では、人命を尊ぶ『安全はすべてに優先する』という安

全衛生基本方針のもと、社員をはじめ現場の作業員まで、一

人ひとりがこの方針の意義を理解し、一致協力して災害のな

い安藤ハザマの確立を目指して活動を継続しています。

安全衛生基本方針
　安全はすべてに優先する

安全衛生スローガン
　指差呼称で安全確認　ルールを守って安全作業　ヨシ

2016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
4. 繰り返し型災害の低減
5. 健康管理の徹底
6. 安藤ハザマ協力会との連携強化
7. 災害発生時の措置

人事における基本的な考え方

　当社の人事諸制度は、「企業理念」に基づき「人材」を軸とし

た「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

企業理念

事業戦略

● 業績向上
● 『やりがい』と『ゆとり』のある人生設計の実現

仕事

育成 人材

評価

処遇

取り組みの柱：1. 労働安全衛生

取り組みの柱：3. 人権尊重

　建設業における災害は 、繰り返し型の災害が多く、当社

は 、遵守すべき【繰り返さない為の安全10項目】や「安藤ハ

ザマの安全ルール」を定め、国内工事・国外工事を問わず展

開しています。これらは前年度の災害事例を取り込んで、毎

年見直しを図るとともに、イラストを多く使用することで、作

業員にもわかりやすいものになるよう工夫をしています。

　当社では 、「人権啓発推進委員会」を設置し、年間活動計

画の検討・策定を行っています。また、問題が発生した場合

に迅速な対応がとれるよう「ハラスメント相談窓口」を設置

し、主要グループ会社4社を含め体制を整備しています。

　2016年度は「ハラスメント」を身近な課題と捉え、階層別

研修、全役職員を対象とした映像教育およびWebテストにお

いて「ハラスメント防止」を重点的に取り組みました。また、

男女雇用機会均等法および育児・介護休業法の改正に伴い

「安藤ハザマグループハラスメント防止規定」を改定しました。

繰り返し型災害の防止に向けた施策

人権尊重の徹底

　加えて、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、700作品以上応募のあった人権標語の募集、

各種団体における活動などを行いました。

取り組みの柱：2. 人材活用・育成

　当社では、職場内での育成を図るOJT（On the Job Training）

を中心に、階層や専門性に応じた集合教育によるOffJT（Off 

the Job Training）、職場のローテーションなど幅広い職務

機会を提供するOCT（On the Chance Training）なども実

施し、「人材づくり」に取り組んでいます。

　2016年度は、前年度に大幅に見直した新入社員研修をさ

らに改善しました。熟達した講師の指導のもと、足場を組む、

企業とともに成長する「安藤ハザマの人材づくり」

釘を打つ、資機材の注文やコンクリート打設などすべての工

程を新入社員自らが行うプログラムとし、更なる知識と経験

を身に付けられるよう、実施期間も約3ヵ月間から5ヵ月間に

拡充しました。研修用宿泊施設「TTCつくば」での生活など

も通し、社会人としての自覚を身に付けたうえで職場へ配属

されます。

種類 目的 対象者

新入社員研修 社会人としての基礎的なマナーの理解や仕事への取り組み姿勢を学習する 新入社員

3年目社員研修 リーダーシップ意識の醸成と後輩指導のスキルを習得する 若手社員（3年目）

中堅社員研修 OJTトレーナー研修、後輩への指導力の向上、コミュニケーションスキルの向上 主任（9年目～）

初級マネジメント研修 管理者としての役割の基本を習得する 主任（14年目～）

中級マネジメント研修 中核となって組織力を発揮するためのマネジメントの原理原則を理解する 副参事～

上級マネジメント研修 自分自身のマネジメントを確立するとともに、組織改革のプロセスを学ぶ 副理事～

2016 年度の主な人材育成策（マネジメント研修）

イラストを活用した分かりやすいルールブック

取り組みの柱と、推進体制

1. 労働安全衛生
　安全衛生基本方針の確実な執行に向
け、安全品質環境本部ならびに土木事
業本部・建築事業本部の監修のもと

【繰り返さない為の安全10項目】「安藤
ハザマの安全ルール」を徹底事項と定
めています。これらに則し、すべての支
店・作業所で日々、安全衛生を徹底し、
安全文化の更なる浸透に向けた教育活
動などを推進しています。

2. 人材活用・育成
　「ものづくりは人づくり」という考え
のもと、人事部を中心に、2015年に改
定した「安藤ハザマの人材像」を基軸に
すえた人材育成プログラムを構築し、職
場内で実施するOJTや職位ごとに研修
施設で実施する集合研修など、多面的
に実施しています。これら育成プログラ
ムは人事評価システムにも反映され、
的確な人材活用を心がけています。

3. 人権尊重
　役職員をはじめ、事業で接するすべ
ての皆様の人権尊重を徹底するため、
CSR推進部が事務局を務める全社横断
組織「人権啓発推進委員会」を核とし、

「ハラスメント相談窓口」の運用や各種
人権啓発活動を行っています。万一、
人権侵害が疑われる事案が発生した際
は、相談者の権利を保護しつつ速やか
に対応しています。

CSR 経営の成果

安全で働きやすい労働環境

OUR ACHIEVEMENTS
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　当社では、「安全はすべてに優先する」の安全衛生基本方針

のもと、すべての工事現場から労働災害を撲滅すべく、「あい

さつ運動」「危険体験学習」を中心とした安全文化の推進を

図ってきました。

　昨年は、建設機械に起因する災害と予定外作業に起因する

災害が多く発生し、残念ながら、死亡災害も1件発生しました。

　このことを受け、当社では不安全行動を互いに注意しやす

い環境づくりを目的とした「あいさつ運動」と、災害の予測能

力を高めるべく「危険体験学習」を実施することで、社員・作

業員一人ひとりの安全に対する意識向上を図っていきます。

メンタルヘルスセルフチェックWeb画面

安全成績の推移

度数率

2014年度

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。

2015年度 2016年度

強度率

取り組みの柱：1. 労働安全衛生

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

　当社では、社員の健康も会社の貴重な財産と捉え、Webシ

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

います。このシステムは、インターネットにつながる環境さえ

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法を学ぶことができま

す。このように、身体だけでなく、心の健康診断を実施するこ

とで、心身共に健康で長く働き続けることができるようサポート

しています。

　また 、社内各部署や産業保健スタッフ、社外の専門機関

などが連携し、各方面から社員をフォロー する体制を整え

ています。

　当社では、国籍や性別、年齢、障がいなどにとらわれず、多

様な人材がそれぞれの個性を活かし、いきいきと働ける職場

環境づくりを行っています。

　公平でオープンな採用を実現するとともに、入社後におい

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、処

遇の向上を図るための登用制度を設けています。

　また 、仕事と家庭生活の両立を支援するため 、独自の両

立支援制度を導入しました。さらに、両立支援の取り組みに

対する理解を深めるため「子育て支援ガイドブック」「介護ハ

ンドブック」を発行するなど、利用しやすい環境を整備する

ことにより、仕事と家庭生活の両立に励む社員の後押しをし

ています。

労働災害の防止と安全成績

メンタルヘルスケアへの取り組み

多様な人材の活用

子育て支援制度ハンドブック介護ハンドブック

開催時期 展示会名 主催 開催地
2016年6月 EE東北’16 「EE東北」実行委員会 仙台
2016年6月 エコライフフェア2016 環境省 東京
2016年7月 コンクリートテクノプラザ2016

（コンクリート工学年次大会2016）
公益社団法人日本コンクリート工学会 福岡

2016年10月 2016建設リサイクル技術展示会 建設副産物リサイクル広報推進会議 東京
2016年10月 建設フェア2016in高知 四国建設広報協議会 高松
2016年10月 九州建設技術フォーラム2016 一般社団法人九州建設技術管理協会 福岡
2016年10月 平成28年度建設技術報告会 北陸地方建設事業推進協議会 金沢
2016年10月 環境放射能対策・廃棄物処理国際展（RADIEX）2016 株式会社環境新聞社 RADIEX 2016

事務局
東京

2016年10月 2016土壌・地下水環境展 一般社団法人土壌環境センター
株式会社日刊工業新聞社

東京

2016年10月 建設技術フェア2016中部 国土交通省中部地方整備局 名古屋
2016年10月 建設技術展2016近畿 株式会社日刊建設工業新聞社

一般社団法人近畿建設協会
大阪

2016年11月 建設技術フォーラム2016in広島 「建設技術フォーラム」実行委員会 広島
2017年2月 第59回電力土木講習会 一般社団法人電力土木技術協会 東京
2017年2月 第10回つくば産産学連携促進市inアキバ つくば市 東京

CSR 経営の成果

「安藤ハザマ協力会」との連携
　約1,400社の協力会社で組織する安藤ハザマ協力会は 、
本部のほか全国に11の支部があります。当社は、施工技術
の向上や工法の改善、労働災害の撲滅、「働き方改革」に向
けた生産性向上への取り組みや長時間労働の削減などにつ
いて全国の支部と意見交換を行っています。

各種展示会への出展
　当社が開発した環境負荷低減技術や震災復旧・復興技術、
構造物の品質向上、耐震化などの技術について、各種展示会
を通じてお客様をはじめとするステークホルダーの皆様にご
紹介し、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。
　昨年度は、当社独自の石炭灰有効利用技術や耐震補強技

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
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
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
説明しており、説明会資料は 、当社Webサイトにてご覧い
ただけます。
　また、国内外の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のほか 、
2016年度は「高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工
事」での現場見学会も開催しました。
　あわせて、東京証券取引所の開示基準に基づいた開示情
報をTDnet（適時開示情報伝達システム）にファイリングする

情報開示の推進
　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。
　情報開示責任者（社長室長）は、適時開示に該当すると思わ

れる事項を、管理部門を通じて報告させるほか、重要な会社
情報が生じた場合には、株式会社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。

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

術を紹介した「EE東北’16」、コンクリートガラの再利用技術
や、産業副産物を有効利用した低CO2かつ高性能なコンク
リート技術を紹介した「2016建設リサイクル技術展示会」、
中間貯蔵関連技術を紹介した「環境放射能対策・廃棄物処理
国際展2016」のほか、国土交通省地方整備局主催の各種展
示会などにも出展しました。

シールドマシンを間近で見学した現場見学会

「2016土壌・地下水環境展」における当社ブース

　当社では「安全はすべてに優先する」という基本方針のも
と、協力会と一体となって安全推進活動を展開、6月には安
全推進大会を全国で共同開催し当社の安全文化の浸透を
図っています。

ステークホルダーとのコミュニケーション

OUR ACHIEVEMENTS
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取り組みの柱：1. 社会貢献活動

取り組みの柱：1. 社会貢献活動

2016年度　主な活動

　当社は、青少年のキャリア教育研修に寄与することを目的

として、NPO法人学校サポートセンターを介した学生の企業

訪問を受け入れています。

　2016年度は、実際に社員が建設現場で働いている姿を目

にすることで建設業に興味を持ってもらいたいとの思いか

ら、昨年度に引き続き現場見学会を実施しました。

　当日は、新潟県立糸魚川高等学校2年生の生徒8名が「（仮

称）渋谷区初台2丁目計画」作業所を来訪し、施工中の現場を

見学しました。工事内容の説明などを受けたのち、生徒らは

躯体工事中の3階フロアで、実際の機械を使った測量体験を

　当社では、社会の皆様との相互交流の場、そして、事業へ

の理解を深めていただく機会として、地元の方や中高生の方

を対象にした現場見学会を各地で開催しています。2016年

度も各地で多彩な見学会を実施しました。

　当社はこれからも、地域の皆様とのコミュニケーションを

大切にし、現場見学会など社会貢献活動を推進していきます。

高速横浜環状南線での現場見学会

　当社では、全国の各現場でその地域の一員としてさまざま

な活動に取り組んでいます。

　神奈川県横浜市栄区田谷町の「横環南栄IC・JCT下部（そ

の12）工事」の現場において、近隣の小学生を対象に、道路

の役割や効果、将来どのような道路が出来るかなどを理解し

てもらうために見学会が行われました。当現場の発注者であ

る関東地方整備局横浜国道事務所が開催し、現場がそれに

協力したものです。

　工事概要説明、高速道路のつくり方や大型建設機械の説

高校生による企業訪問の受け入れ

現場見学会の実施

実際の測量機械での測量体験

第35回明治神宮薪能「鞍馬天狗」
（撮影者：三上文規）

ダムの堤体材料の違いを学ぶ様子 メモリーストーン工事概要の説明

取り組みの柱：1. 社会貢献活動

取り組みの柱：2. 文化貢献活動

　ミャンマー南部のデルタ地帯でODA（政府開発援助）の

一環としてマングローブの植林工事を行いました。植林面

積は、1,154haと世界最大規模です。マングローブは沿岸

域の防災機能を担うとともに 、CO2を固定し地球温暖化抑

制に寄与しています。また多様な生物が生息し、生物多様

性に富んでいます。しかし近年農地開発などの過度な土地

利用によりその面積は減少しており、持続可能なマング

ローブ利用のための植林が求められています。現場では植

林工事に必要な作業を地元住民1,000人以上の手作業で

実施し、雇用を確保することで地域経済の活性化にも寄与

しました。今後の新興国における「グリーンインフラ」整備

の先駆的事業です。

　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35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（渋

谷区千駄ヶ谷）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、はがき

抽選による一般の方々を含め、毎年約2,000名を招待して

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。

ミャンマーでのマングローブ植林工事

明治神宮薪能への奉納協賛

しました。ミリ単位まで測量できる機械の性能に驚きつつ、楽

しみながら「建設」に触れてもらいました。

明のほか 、コンクリートをイメージしたセメントペーストで

ミニチュアづくりを行うなど、工事への理解を深めていただ

きました。

厚幌ダムでの現場見学会

　北海道勇払郡厚真町の「厚幌ダム建設事業 ダム本体工事

（発注者：北海道胆振総合振興局）」で、地元の小学生や保護

者の方々を対象に現場見学会を開催しました。

　工事概要説明、ダムの各種設備や大型建設機械の説明に

加え、堤体の材料として使用するセメントや骨材、CSG材を

実際に見ていただきながら、材料の性質の違いなどを説明

しました。その後メモリーストーンとして、用意した骨材（セ

メントと混合する石材）に、参加した皆様の厚幌ダムに対する

想いを自由に書き込んでもらいました。

　子どもたちがつくったメモリーストーンは後日行われた堤

体打設完了式の際に堤体内へ埋納され、半永久的に保存され

ています。

ミャンマーの位置とマングローブ植林区域

CSR 経営の成果

基本的な考え方

　「ものづくり」の現場は、地域の皆様との日常的な協力関係

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

としての責任を果たしていきます。

　さらに当社は、未来を担う若い世代に対する貢献など、教

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

と位置付け、多面的に活動を推進していきます。

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、調和の
とれた地域社会の維持・育成に向け積極的に行動しています。

方針・アプローチ

取り組みの柱

1. 社会貢献活動
2. 文化貢献活動
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2016年度　主な活動
取り組みの柱：1. 環境負荷・環境リスクの低減

取り組みの柱：1. 環境負荷・環境リスクの低減

取り組みの柱：1. 環境負荷・環境リスクの低減

取り組みの柱：2. 生物多様性への取り組み

　当社は、産業副産物の有効活用と汎用性を両立したLHCⓇ

（ローカーボンハイパフォーマンスコンクリート）をはじめとす

る各種低炭素型コンクリートの展開と、CFP（カーボンフットプ

リント）によるCO2排出量評価を組み合わせ、ハードとソフトの

両面から地球温暖化防止への取り組みを加速させています。

　2016年9月には 、低炭素型高強度コンクリートの大臣認

定を取得し、低炭素型コンクリートのメニューおよび供給体

制の拡張を図りました。

　こうした低炭素型技術の適用効果をより定量的に把握する

ために、CFPを活用したCO2排出量評価方法を確立させまし

た。その実績を踏まえ、当社研修用宿泊施設「TTCつくば」に

おいてLHCⓇをはじめとした低炭素化技術を適用するとと

もに、国内初となる実建築物でのCFP認定を取得しました。

　アッシュクリートは、石炭火力発電所から大量に発生する

石炭灰（フライアッシュ原粉）を主材料とした、高品質で安全

な硬化体のことで、この製造技術は当社オリジナルのもので

す。アッシュクリートは、これまでに人工海底山脈造成用ブ

ロックや消波ブロックなどの海域で使用し、アッシュクリート

TypeⅡ（固化体）およびTypeS（破砕材）は、盛土や路盤材

料などの陸上で使用するなど、石炭灰の幅広い有効利用を推

進してきました。

　2016年度は、福島県の相馬共同火力発電株式会社新地発

電所の石炭灰から、アッシュクリートTypeⅡおよびTypeSを

盛土材料として、合計約11万m3製造・供給し、相馬市周辺

での復興事業に貢献しました。また、本事業を含め、アッシュ

クリート技術による石炭灰の有効利用量は、累計で100万t

を超えました。

　当社は、未利用資源のリサイクルを通して発電所立地地域

での地産地消、および天然材料採取による自然破壊の防止な

どの環境保全にも貢献してきました。

　AI（人工知能）により創エネ・蓄エネの最適運転を実現する

AHSESⓇ（Adjusting to Human Smart Energy System）を

開発し、技術研究所に導入しました。

　本技術は、建物でのピークカットモードによる最大需要電力

の低減効果など、スマートなエネルギーの運用を「見える化」

するものです。当社では、技術研究所において一般的な電力

ピークカットに比べて1.5倍の効果を確認しました。このほか、

本システムは、停電時の非常用電源としてBCP対応を行う機

能を有しています。

　「にじゅうまるプロジェクト」とは「国際自然保護連合日本委

員会」が主催するプロジェクトです。市民団体・企業・自治体

などが地球と生命のため2020年までの達成を目指す20の目

標「愛知ターゲット」への取り組みを宣言（にじゅうまる宣言）

し登録します。当社では社内各部署のメンバーからなる生物

多様性推進WGにおいて、「生物多様性に関するガイドライン」

の制定・改定、生物多様性関連の着目現場・提案の選定、関連

資料のデータベース化、社内外へのPR活動などの取り組みを

行っています。その一環として「にじゅうまるプロジェクト」に

おける12項目の目標に向けた取り組みを宣言しました。

汎用性重視の低炭素型コンクリートの展開と実建築物初のCFP認証取得
～ハードとソフトでCO2削減へ～

石炭灰を有効利用する「アッシュクリート技術」の活用

AHSESⓇの開発

生物多様性推進WGの取り組みを「にじゅうまるプロジェクト」に登録

　また、本技術は「2017NEW環境展（N-EXPO2017）」に出

展し、当社の、低炭素社会の実現に向けた環境技術として紹介

しました。

「 TTCつくば」外観およびCFP認証マーク（左上）

アッシュクリートTypeSの製造状況

人工海底山脈（イメージ図）

「にじゅうまるプロジェクト」登録証

「2017NEW環境展」にてAHSESⓇを紹介技術研究所エントランスにパネル設置

CSR 経営の成果

豊かな環境づくり
豊かな地球環境を次世代に残すため、低炭素社会の実現、循環型社会の実現を積極的
に推進します。また、自然共生社会の実現に向けて、生物多様性を保全、回復し創造する
活動を展開します。

方針・アプローチ

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

　2013年4月の合併とともに、当社は新たに安藤ハザマ環

境方針を制定し、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会を

実現するために、環境重視経営を加速させています。

環境方針
　環境保全に関連する法規制の順守及び環境保全活動を通じ

て社会との信頼関係を構築し、『地球環境保全と環境負荷低

減』を達成することにより、持続可能な社会づくりに貢献する。

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。
 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。

もっと知りたい方へ
安藤ハザマの環境パフォーマンスの詳細は「環境データ集」として取りまとめ、CSR
情報サイト内、「CSR報告書」コーナーで掲載しています。併せてご覧ください。

「CSR情報」サイト：http://www.ad-hzm.co.jp/csr/

OUR ACHIEVEMENTS
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震災復興への継続的な貢献

被災地において復興に向けた取り組みが続く中、当社は
建設事業に携わる企業として、引き続き、さまざまな場面
での貢献を継続していきます。

より安全・安心な社会づくりへと、取り組み続ける
　復旧、そして復興へと被災地の皆様の取り組みが続く中、当社は事業の現場を通じ、被災
地の皆様に寄り添った貢献活動を継続することが重要であると考えます。このたびは除
染事業における不正行為疑惑で、ご関係の皆様には大変ご心配をおかけすることになり
ましたが、当社は皆様からの信頼回復に向けてコンプライアンス意識のさらなる向上を図
るとともに、被災地の一日も早い復興に向け、引き続き活動を展開していきます。
　被災地の皆様の困難を風化させず、より安全な社会の実現へと活かすことも、私たちの被
災地に対する責任です。日本のより良い未来に向け、復興に向けた取り組みの経験を活か
したものづくりを、グループ全員で心がけています。

福島県における復興に向けた取り組み

浪江町と大熊町での復興事業
　浪江町において、廃棄物の減容化や被災した建物の解体撤去の実施、2017年

3月末には避難指示区域の面的除染を完了させるなど、浪江町における避難指示

の解除に貢献することができました。

　大熊町では、福島県下の仮置場から除染作業で発生した除染土壌等のフレキシブ

ルコンテナを受入れるために、保管場の建設、また、仮置場からフレキシブルコンテ

ナの輸送、受入、定置を行っています。

　フレキシブルコンテナ輸送では厳密な管理が求められていますが、これまでの除

染工事等で培った管理技術により、安全で確実な輸送を実現しています。

　当社は福島県内の震災復興関連工事に対して、真摯に取り組み、国、地方公共団体、

地域の皆様、協力会社などと連携して業務にあたることで1日も早い復興に貢献し

ていきます。

 

生活再建への貢献

気仙川河口に津波対策の水門を新設中
　東日本大震災で岩手県陸前高田市の中心市街地に壊滅的な被害を与えた大津波

は、気仙川河口からも浸入して7km上流まで遡上し、その流域に多大な被害を与え

ました。本工事では、津波に備えて気仙川河口に5径間、全長211m、設計高さTP＊

+12.5mの水門を新設しています。

　気仙川は毎年秋に多くの鮭が遡上してくる自然豊かな河川として知られています。

工事にあたっては、鮭が遡上する時期には、河川に濁りが生じるような工事を行わ

ない、また、大きな振動や騒音が生じない工法を採用するなど、環境にも配慮して

施工を進めています。

　現在、気仙川の豊かな自然と流域住民の安全を確保するために、2019年度末の

完成を目指して順調に施工しています。
＊ TP・・・「東京湾平均海面」。標高（海抜高度）の基準面。TPは"Tokyo Peil"の略。 
（出典：国土交通省 気象庁　用語集「潮汐に関する用語」）

 
片岸海岸災害復旧工事
　岩手県釜石市片岸町は、震災で大きな津波被害を受けました。震災から6年が経

過した現在も、家屋の再建は進まず、周辺では多くの復興工事が行われています。そ

のひとつに当社が施工する片岸海岸災害復旧工事があります。この工事でかさ上げ

する防潮堤は、高さ14.5m、延長818m、盛土量約50万m3と大型で、着工後2年半

の現在、ようやく高さが10mを超えたところです。「防潮堤ができないと安心して

戻ってこられない」といった住民の方々の切実な声を受け止め、社員一丸となって早

期完成を目指しています。釜石市は「ラグビーワールドカップ2019」が開催される街

でもあり、完成した防潮堤は復興の象徴として世界にアピールできるものと確信し

ています。

絆の再生

気仙沼市内において子どもたちを招いてのスポーツ交流会
　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ティア活動を行ってきま

した。2016年も、当社社員と関東学院大学とが共同で開催するスポーツ交流会を開

催しました。これは、スポーツを通して気仙沼市内の子どもたちが、元気と笑顔を取

り戻せるようにとの願いから始まったもので、タグラグビー大会“福幸！気仙沼「絆カッ

プ」”は2012年から5年連続で開催してきました。

　市内各所でのスポーツ交流ののち、2016年7月24日には鹿折小学校で「タグラグ

ビー大会“福幸！気仙沼「絆カップ2016」”を開催し、地元の小中学生を中心に総勢

250名が参加しました。

　2016年度でこの活動は一区切りとなりますが、当社は、今後も東日本大震災で被

災した地域の復興を応援していきます。

for 
Tohoku and 

Japan

浪江町における除染工事の様子

新設中の気仙川水門

“福幸！気仙沼「絆カップ2016」”の様子

地域を守る片岸海岸の防潮堤

OUR ACHIEVEMENTS
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生活再建への貢献

急ピッチで進む、二重峠トンネルの施工
　熊本地震による大規模な斜面崩壊により通行不能となっている国道57号の復旧の

ため、「国道57号北側復旧ルート」が整備されます。当社は、その主要構造物である

「二重峠トンネル」全長約3.7kmのうち、東側約2.0kmの長さとなるトンネルの本坑

と避難坑を施工します。

　1日も早い復旧を実現するため、設計段階から施工者のノウハウを取り入れる発注

方式「技術協力・施工（ECI）タイプ」が採用されました。当社が培ってきた最新の施工

技術を設計に反映することで、工事の早期着工と工期の大幅な短縮を可能としました。

 
阿蘇大橋、崩落からの復旧に向けて
　熊本地震による土砂崩れで崩落した「阿蘇大橋」に代わる新たな橋を、元の場所か

ら600mほど下流に建設する予定です。当社はその準備工事として不安定土塊の切

土工事を行っています。本工事では、掘削現場ではGNSS（Global Navigation 

Satellite System／全球測位衛星システム）の計測技術により、施工機械の位置情

報を車載モニタを通じてオペレータに提供し、操作をサポートする技術を採用してい

ます。また、地震の影響で崩れ落ちた斜面では安全を確保しながら掘削するため、無

人のラジコンシステム機械を採用するなど、最新の技術を駆使しての復興工事が進め

られています。

阿蘇大橋復旧工事で積極的に投入される先進技術

UAVマルチコプターで撮影した準備工事の風景　

着脱式油圧制御ラジコンシステムバックホウ 斜面センサー マシンガイダンス機による法面整形

二重峠トンネル東側の坑口

熊本地震の復興に向けた取り組み
　2016年4月14日の前震および16日の本震を中心とする熊本地震は、2度の震度7に加
え断続的な余震が続いたことにより、熊本地方をはじめ九州各地に大きな被害を及ぼしま
した。
　現在被災地では、復旧活動が急ピッチで進んでいますが、特に地震による大規模な土砂
崩れで崩落した熊本県の「阿蘇大橋」ならびに周辺市町村の生活道路等の再建が急務です。
当社は、これら復旧活動に先進的な技術を積極的に投入し、確実で速やかなライフライン
回復に取り組んでいます。

for 
Kumamoto and 

Kyusyu

ラジコンシステム（無人）バックホウの採用 斜面センサーによる法肩部の監視 ICT活用による施工

工事が急がれる中、不安定な箇所での作業
となることから、安全性を確保するためにラ
ジコンシステム（無人）バックホウによる施工
を実施しています。

法肩部には斜面が崩壊する危険性があるた
め、斜面センサーを設置して斜面部の監視を
行っています。変状を感知すると警報が鳴
り、職員に通知が届きます。

掘削現場ではマシンガイダンス機（バックホ
ウ）により土砂部の法面整形を行っています。
また、マシンコントロール機（ツインヘッダ）
による硬岩部の法面整形も実施します。

第三者意見

法政大学大学院　人間社会研究科　
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
学部准教授。2014年より法政大学に移り、2016年
より現職。商学博士。著書に『CSR経営－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』（共著、
NTT出版）などがある。

　まず、この数年安藤ハザマは「魅力ある企業グループ

への変革」を戦略テーマとして掲げ、財務面でも好調な

業績を達成している中で、2017年6月に福島第一原発

事故の除染事業における不正行為疑惑が発生したこと

は極めて残念である。同社の中期ビジョンの中でも「持

続的な成長の達成」、「社会と共存していける会社」を目

指し、コンプライアンス体制を構築されようとしていた

だけに悔やまれる。今回の件に関しては、調査委員会

を迅速に立ち上げ情報開示がなされたことは一定の評

価ができるものの、7月時点では同社からの詳細な発

表がなされていない故、疑惑の経緯や事実関係、根本

的な理由、そして今後の対策について、次年度のCSR

報告書においても具体的な説明を求めたい。そして、

どのような経緯があったにせよ、このような不正行為

疑惑が生じてしまったことに対する経営管理責任は厳

に受け止める必要があり、経営陣のより一層の社会的

に責任ある経営を追求するリーダシップに期待したい。

　さて、筆者は昨年の10月に、同社CSR担当者らとの

意見交換を実施したが、本報告書ではそこでの提案に

そった進展が見られた。具体的には、（1）同社がさまざ

まなCSR施策に取り組む意味や正統性を示すため、企

業 理 念とCSRの 結 びつきや 関 連 性 を 明 示すること

（P2-4）、（2）グループ全体にCSRの理解と普及を促進

し、とくに働く女性支援を促進する視点においても、さ

まざまな現場で働く従業員の声を丁寧に拾い上げること

（P15、P17）、（3）安藤ハザマが関わるさまざまな事業

とその社会的なインパクトを可視化すること（P10-11）、

（4）同社の女性活躍促進の現状等CSRの諸施策の成果

をデータで示していくこと（P10）、の4点である。これ

らは意義深い改善であり、今年度だけで終わらせること

なく、今後も継続的な取り組みとして発展させて欲しい。

残された課題
　上記のような成果がみられる一方で、課題も残されて

いる。第一に、昨年度も指摘したことであるが、同社の

中期経営計画と軌を一にしたCSR中期計画の策定の必

要性である。上述したように、CSR課題と企業の競争力

は密接に関連するものであり、それらを俯瞰できる大き

な指針が求められる。例えば、「働き方改革」（P14-15）

で「多様な人材の活用」として挙げられている外国人留

学生の継続的雇用がどのような中長期的な戦略の中に

位置づけられ、どんな成果があるかを示せると良いだ

ろう。第二に、グローバルな事業活動に伴う海外拠点に

おけるCSRの諸課題の洗い出しである。今回の報告に

ある海外地域コミュニティ開発への参画（P17）のみな

らず、20ヵ国に及ぶ海外の活動拠点で労働者の安全

衛生や人権尊重等がどのように管理されているのか、

中長期的なレベルで整理していく必要があろう。第三

に、CSR情報開示のグローバル化である。同社は事業

の海外展開に加え外国人投資家の株式保有率が4割弱

に達するなど、海外ステークホルダーへの情報発信の

意義が高まっている。この現状を考えれば、今後は英語

版のCSR報告の発刊が期待される。

　最後に、現在安藤ハザマは社会からの厳しい眼差し

の中にあるが、多くのCSR先進企業も危機的な状況を

経験し、そこから透明性とアカウンタビリティを発揮し

発展してきた。今まさに過去5年間で培ってきた安藤ハ

ザマのCSR経営の本質が問われているのであり、地道

で誠実な行動を積み重ねることで社会からの信頼を勝

ちとることを願って止まない。

「魅力ある企業グループへの変革」の実現を目指して
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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 〒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 〒980-8640 宮城県仙台市青葉区片平1-2-32

 ☎022-266-8111

北陸支店 〒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 〒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

名古屋支店 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-20

 ☎052-211-4151

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

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、ラオス、ミャンマー、カンボジア、スリランカ、

ネパール、トルコ、メキシコ、アメリカ、パナマ、ホンジュラス

● 主要な子会社

安藤ハザマ興業株式会社

青山機工株式会社

菱晃開発株式会社

株式会社アーバンプランニング

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

資本金 120億円

従業員数 3,501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
 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
 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
 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
 8. コンピュータの利用に関するソフトウェア、工業所有権および

ノウハウの取得、開発、実施許諾ならびに販売
 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

売上高（連結）

（億円）

営業利益（連結）

（億円）

経常利益（連結）

（億円）

受注高（個別）

（億円）

 土木　  建築

安藤ハザマの現場見学レポート「ゲンバる」　公式ホームページで連載中

		安藤ハザマの現場見学レポート「ゲンバる」URL

http://www.ad-hzm.co.jp/genbaru/index.html

Webで公開中

2015年3月より、公式ホームページで、安藤ハザマの現場見学レポート「ゲンバる」の
掲載を開始いたしました。

　当企画は、2人のキャラクターが、全国津々浦々にある安藤ハザマの作業所を訪問し、そこで働く人の

インタビューや技術紹介などを通じて、さまざまな「ゲンバる」を見つけていくレポートで、一般の方に

もわかりやすい内容としています。

　「ゲンバる」とは、「現場」と「がんばる」を組み合わせた造語です。現場でがんばる人たちはもちろん、

そこから生まれるモノ、人々の交流、社会貢献なども含めた広い意味としてとらえ、仮囲いの中にある

現場の姿をお伝えしたい・・・そんな思いを込めています。

第1回 「ららぽーと富士見」（埼玉県富士見市）

第2回 「鹿野川ダム」（愛媛県大洲市）

第3回 「気仙沼市気仙沼駅前地区災害公営住宅」（宮城県気仙沼市）

第4回 「第二溜池幹線・勝どき幹線」（東京都港区・中央区）

第5回 新入社員研修（前編）＆研修用宿泊施設「TTCつくば」（茨城県つくば市）

第6回 新入社員研修（後編）＆安藤ハザマ技術研究所（茨城県つくば市）

第7回 「山口県立大学学部共通棟」（山口県山口市）

第8回 「厚幌ダム」（北海道勇払郡厚真町）

第9回 「日本青年館ビル（仮称）」（東京都新宿区）

全国各地の「ゲンバる」を探しに、あちこち飛び回る2人のキャラクター たち。記念すべき第10回は、

初の山岳トンネルを現場見学レポート（2017年10月掲載予定）。ご期待ください！

会社概要
（2017年４月１日現在）
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