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編集方針
　本レポートは、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
活動をご紹介するものです。
　まず、巻頭「社会と共に歩む安藤ハザマ  理念
とサステナビリティ戦略」では、サステナブルな
社会の実現へと挑戦する当社の理念と経営戦略
につき、トップの見解と共にご紹介します。その
上で、「サステナビリティハイライト」では、より具
体的な事例につき、近年社会的にも注目され
る国連SDGsとの関わりを交えつつご紹介して
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、継続的な活動の成果
をご報告しています。なお説明は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
2017年度（2017年4月～2018年3月）。
ただし、一部に2018年度の活動情報も含んでい
ます。

発行時期
2018年9月
〔前回発行〕2017年8月
〔次回発行〕2019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）

 「GRIスタンダード」

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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表紙について 
　安藤ハザマの社員の活躍を陰で支える仕事道具
たち。愛用の品々を手に、世界の約20ヵ国で展開
する私たちは、サステナブルな社会の実現に向け、
挑戦を続けています。



OUR PURPOSE
AND IDENTITY
社会と共に歩む安藤ハザマ　理念とサステナビリティ戦略

「より良い社会の実現に貢献する」それは私たち安藤ハザマが
グループ横断で共有する目的であり、一人ひとりが胸に抱く、思い
の核心でもあります。日々、世界が変化を続ける中、社会課題の
改善に寄与するものづくりを通じ、全員で持続可能な社会の実現へ
とグローバルに挑戦する安藤ハザマのサステナビリティ戦略の
「今」をご紹介します。

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。

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
のライフサイクル全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。

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・鉄道などの交通網、上下水道・電気などのライフライン、エ
ネルギー施設などの、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。
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私たちのビジョンとサステナビリティ
社会と共に歩む安藤ハザマ　理念とサステナビリティ戦略

全ての事業を通じ、社会に貢献する　安藤ハザマの理念

　企業理念は、安藤ハザマの一人ひとりが、日々立ち返る道標です。これを行動
の礎として、経営陣を筆頭に、世界各地において事業の遂行にまい進しています。

SDGs
2015年9月に国連が採
択した17の目標と169

のターゲットからなる
持続可能な開発目標

企業理念、行動規範の
詳細はWebサイトを
ご覧ください。

より良い未来へとグローバルに行動するため

　「サステナブルな社会の実現に向けた世界共通の目標」として、国連が2015年
に定めたSDGs（持続可能な開発目標）への、世界の期待が高まり続けています。
安藤ハザマはこのたび、その理念に賛同し、さまざまなCSR活動を通して、SDGs

の実現に向けて努力をしていきます。

企業理念

1 2 3

ものづくりを通して、
社会の発展に寄与します。

確かな技術と情熱で、
お客様満足を追求します。

新たな価値を創造し、
豊かな未来を実現します。
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社会のサステナビリティを見据え、進化を続ける　安藤ハザマのCSR

　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、安藤ハザマはCSR活動の重要
テーマを設け、これをPDCAの要としています。2017年度より重要テーマごとに関連するSDGs

を試行的に関連付けし、活動のさらなる推進を図っています。

CSR重要テーマ

安藤ハザマはCSR活動体系をグループ全体で共有しつつ、その内容を継続的に刷新しています。

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。

 水インフラの構築、生産力向上の促進
 革新的技術の活用
 安全かつ強靭（レジリエント＊1）な都市化の
推進

 低炭素社会の実現
 循環型社会の推進
 生物多様性の保全

 人権尊重、差別撲滅
 労働安全、ディーセントワーク＊2の徹底
 男女平等の推進

 法令遵守
 効率的で説明責任ある制度構築

 対話と知識共有
 活動促進、能力構築

 教育支援

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。

＊1 レジリエント：災害時なども含め「機能を維持できる強靭さ」を持ったインフラの状態を指し、日本政府の「国土強靭化基本計画」においても重要な考え方となっている。
＊2 ディーセントワーク：ILO（国際労働機関）定義では、働きがいのある人間らしい仕事。つまり労働者の権利が保障され十分な収入と適切な社会的保護が伴った状態で働けること。
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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。

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。

私たちの事業と、社会へのインパクト

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。

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。

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。最先端の技術を積極的に開発・導
入することで、都市部での日常生活に影響の
少ない施工をしています。

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。

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。

工場・物流施設で
機能性と共に、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共に、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。

Flood Control & 
Irrigation Facility

Castle

Highway

Land Construction

Plant

Underground Drilling

Bridge

Building
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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。

数字で見る安藤ハザマ、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

1,419社
「安藤ハザマ協力会」会員会社数
＊2018年3月31日時点

11.4%

定年制社員に占める女性比率
＊ 2018年3月31日時点

約9割
土木・建築現場の閉所目標達成率
＊2017年度
＊「閉所」の詳細はp.15をご参照ください

1,154ha

ミャンマーでの「マングローブ
植林計画」植林面積

100回以上
現場見学実施数
＊2017年度

約160km

「シンズリ道路プロジェクト」
整備道路 総延長

12,400人
1日当たりの平均就労人数 
（国内作業所）
＊2017年度

1億4,090万m3

「津軽ダム」総貯水容量

130万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）

20ヵ国
拠点（作業所など含む）所在地 
＊2017年度

3,852人
従業員数
＊ 2018年3月31日時点（連結）

28.1t/億円
CO2発生原単位
＊2017年度
＊原単位：完成工事高1億円当たりの排出量

CO2
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トップメッセージ

新・中期経営計画のスタート

新たな経営体制のもと、企業理念を重んじつつ、事業の革新を目指します

　2018年4月より、新たな経営体制のもとで6期目の
スタートを切りました。当社は合併から5年が経過し、
おかげさまで業績は堅調に推移し、経営基盤の強化を
進めることができました。この場をお借りして、ステーク
ホルダーの皆様のご支援・ご協力に心より御礼申し上
げます。一方、建設業を取り巻く経営環境は変化を続け
ており、当社は2018年度（2019年3月期）を初年度とす
る中期経営計画を策定し、5年間に得た経営資源を礎に
さらなる成長を図るべく、新たな挑戦を開始しています。

基本方針
「イノベーションによる成長の実現」

経営戦略
「イノベーション（変革）により、建設事業を強化し、
事業領域を拡大して、 未来に続く確かな成長を実現する」

 建設事業の充実・強化
 収益基盤の多様化
 ESG（環境・社会・ガバナンス）への取組強化

数値目標
2021年3月期：計画最終期

個別 連結

売上高 4,400億円程度 4,800億円程度

営業利益 330億円程度 360億円程度

営業利益率 7.5％以上

ROE 15％

総還元性向 ― 30％以上

代表取締役社長

福富　正人

未来を見据え、
社会と共に発展する
企業を目指します

　中期経営計画の核となる基本方針には、「イノベーショ
ンによる成長の実現」を据えました。「建設事業の充
実・強化」「収益基盤の多様化」「ESGへの取組強化」
の3つを柱に各種施策を推進します。「イノベーション」
をキーワードに、技術開発はもちろん、生産、管理、
営業といった全部門で業務のあり方をゼロベースで
見直し、変革することで、新たな価値・発想を生む企
業風土を培い、単なる規模の拡大にとどまらない成長
を成し遂げていきたいと考えています。
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イノベーションを核に据えた、ビジネスモデルの推進

さらなる成長の鍵は、社会の変化を見据えた事業横断の強化 ·拡大です

　「イノベーション」を核に据えたことには、重要な理
由があります。私たちは社会インフラを支える企業で
あり、経済情勢や環境法令といった社会の変化に即し、
常に最適なものづくりを提供する使命を帯びています。
一方、近年の社会変化の潮流は「メガトレンド」とも称
され、世界のさまざまな側面に大きな影響を及ぼして
います。途上国の人口爆発や経済構造の変化、IoTの
浸透に伴う社会システムの刷新、少子高齢化による先
進国の雇用環境の変化、気候変動を踏まえた社会の
低・脱炭素化など、その内容はいずれも地球の未来を
左右する大きな課題です。当社は、持続可能な社会に
貢献することで企業価値を向上させるという建設業の
ビジネスモデルを踏まえ、これらの社会課題に意識的
に取り組むことこそが、さらなる成長への道だと考え
ます。その実現の鍵が「イノベーション」です。

先進国の少子高齢化

IoTの社会浸透 社会の多様化と人権意識の高まり

人口爆発とインフラひっ迫 気候変動と環境問題

未来を見据え、
社会と共に発展する
企業を目指します

　当社は中期経営計画に基づき、すでに多くの取り組
みを加速しており、その内容は多岐にわたります。国
内の強靭（レジリエント）なインフラ整備工事に関する
知見・技術の海外インフラ工事への展開や、AI・IoT・
ICT等を活用した先端技術に関する土木・建築両事業
での連携、異業種や産官学との連携も視野に入れた
環境負荷低減技術の開発、働き方改革の推進、グ
ローバル人材の育成など、安藤ハザマのグループ各社
はもちろん、サプライチェーン全体で、「イノベーショ
ン」を実践するための挑戦を日々、展開しています。こ
れらの取り組みを強力に推進していくことで、土木と
建築が一体となった「建設事業の充実・強化」、「収益
基盤の多様化」を実現し、ひいては社会の持続的成長
に資することで、企業価値の一層の向上を継続的に実
現していきます。

社会の変化（メガトレンド）への適応と貢献

社会の変化を見据えた安藤ハザマのイノベーション

持続的成長·企業価値向上

建設事業の充実·強化 収益基盤の多様化 ESGへの取組強化
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サステナビリティを重視した、ESGへの取り組み強化

リスクと機会を強く意識し、事業のサステナビリティを高めます

　ここまでご説明させていただいた通り、当社の成長
戦略は、経済・社会・環境の各側面から、持続可能性
（サステナビリティ）の向上を強く志向するものへと進化
しつつあります。企業経営上も、非財務面の重要度が
増しています。そのため「ESGへの取組強化」を、中期
経営計画の柱のひとつとして明示しました。

　近年、ESG経営の基本として、事業のリスクと機会
を見据え、CSR活動へと反映する「アプローチ（仕組
み）」の説明が、取引先や投資家などから求められるよ
うになりました。当社は従前からこの視点に立ちCSR

活動を行ってきましたが、今般、改めてこのアプローチ
を明確化しています。

国連SDGsに賛同し、サステナブルな社会の実現に貢献します

　今年まずご紹介したいCSR活動の重点として、国連
「持続可能な開発目標（SDGs）」への賛同と、達成に向
けた取り組みの開始があります。
　持続可能な社会の実現に向けた世界的な目標とし
て国連が2015年に提唱したSDGsは、今や全世界から
幅広い賛同を得ており、企業の取り組みも加速しつつ
あります。その特徴は、持続可能な社会の実現に向け
た世界共通の17の目標を定めたこと、そして目的実現

に向け、社会全体でリスク低減と価値創出へと協働す
ることといえます。これらは企業理念、CSRおよび中
期経営計画にも通じるアプローチであり、すでに当社
にはSDGsの各目標と価値を共有する事業が数多く存在
します。そこで、まずCSRの重要テーマごとに、SDGsの
各目標を試行的に関連付けて整理することに着手しま
した。現在、当社の特徴を活かした貢献の在り方につい
て、部門横断で検討を進めています。

公正・誠実な事業体制のさらなる徹底を図ります

　残念ながら、昨年は当社の元社員による福島県の除
染事業における不祥事により、多方面の方々にご迷惑
とご心配をおかけしました。この場をお借りして深く
お詫び申し上げます。改めて、当社は公正で誠実な企
業活動に向けてコンプライアンスの徹底を図ります。
　また、イノベーションを実践する上で、社員や取引先
の皆様といったステークホルダーとの協働体制は極め
て重要な要素となります。特に国内建設業は繁忙期に

あり、社員および協力会社が安全に、かつ働きがいを
もって働くことができる事業の仕組みの維持・強化が
急務です。
　今回の「ESGへの取組強化」では、前述のコンプライ
アンスの徹底はもとより、安全な職場環境づくりや働
き方改革、人材の多様性の尊重、取引先との協力関係
の強化など、当社が果たすべき責任を一層明確にし、
全社一丸となってさらなる取り組みを推進します。

8



事業を取り巻くリスク
 非財務面での法的、制度的要求のさらなる厳密化と、その財務的、経営的影響の不透明化

 気候、災害による事業への影響

 インフラ需要に伴う社会要望、技術要件の高度化

 労働安全環境のさらなる改善の必要性

 サプライチェーン全体でのコンプライアンス、リスク管理の必要性

社会に貢献し、共栄する機会
 環境性能に優れた、また高品質で強靭（レジリエント）な社会インフラ構築による顧客満足の向上
ならびに社会への貢献

 労働安全、働き方改革の推進による、優れた人材の確保および優良な協力会社との共栄関係の構築

 公正で誠実な事業活動、地域（コミュニティ）とのパートナーシップ（協力関係）強化による、社会
との関係強化、貢献

リスクと機会を見据えた、安藤ハザマのアプローチ

CSR重要テーマ 目指すもの SDGs要素

社会やお客様の 
満足と信頼獲得

 高品質で強靭（レジリエント）な社会  

インフラの提供

公正で誠実な 
企業活動

 透明、公正な経営監督機能の構築
 コンプライアンスの徹底

安全で働きやすい 
労働環境

 働きやすく健康的、かつ多様性が活きる
職場環境の整備

豊かな環境づくり
 低炭素社会、循環型社会、
自然共生社会の実現
 生物多様性の保全、回復

地域社会との調和
 社会貢献（職場体験、現場見学など）、
文化貢献活動を通じた教育支援

ステークホルダーとの 
コミュニケーション

 ステークホルダーとの
双方向コミュニケーションの充実

 協力会社と連携したCSR活動の推進
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より良い社会へと貢献し続ける

2017年度も、着実な成果をあげることができました

日本青年館・日本スポーツ振興センタービル

越喜来地区海岸災害復旧（23災519号及び606号）工事 コロネル・オビエド市給水システム改善計画

　建築事業では、「日本青年館・日本スポーツ振興
センタービル」が完成を迎えました。
　オフィス・ホテル・ホールの複合施設となってお
り、1階から4階までを占めるホールの天井には、16

階までの上層階を支えて大空間を演出するためメガ
トラス（巨大なトラス構造の梁）を採用しました。2017

年7月にホールのこけら落としが行われるなど、新
国立競技場と共に新しい東京のランドマークとして
注目されています。

　海外事業では、パラグアイ東部の水供給の増強と
安定化を目的とした給水施設の建設工事が日本の
無償資金協力により完成しました。取水・浄水およ
び送水施設が建設されましたが、掘削深さ12mの
河川内での取水施設の施工等では、これまでパラグ
アイでは例のない日本で培った工法・技術を使用
し、現地企業やスタッフへの知見共有にも貢献しま
した。この施設が、安定した水供給を通じ、地域住
民の生活の支えになることを願っています。

　土木事業では、東日本大震災により被災した岩手
県大船渡市三陸町越喜来地区の防潮堤および水門
の復旧工事を行いました。甚大な損壊状態からの復
旧工事であり、余震や長雨など自然との闘い、不足
がちな資材の確保など、建設会社としての私たちの
底力が試された工事でした。防潮堤の内側では県
道の嵩上げや高台移転、災害公営住宅などの工事
も完成しました。地元の悲願である「安心な住環境」
の再建に貢献することができました。

今年度も土木、建築、海外の各事業において、社会の課題解決、持続的成長に貢献するプロジェクト
に数多く携わりました。
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CSR戦略のさらなる強化

サステナビリティレポートを刊行し、活動推進と発信強化を図ります

 事業環境の変化および社会からの期待の高まりと
共に、安藤ハザマのCSR活動も、進化を続けてきました。
その成果は、社会のサステナビリティ向上へと、さまざま
な形で実を結んでいます。新・中期経営計画を契機に
CSR活動の強化姿勢を鮮明にするため、当社はCSR報
告書をサステナビリティレポートへと刷新しました。社
会と共に持続的に進化していく私たちの活動の成果を発
信する媒体として、さらなる内容の充実を図ります。
　近年、ステークホルダーの皆様と積極的に対話し、
それを事業に活かす「エンゲージメント」が、企業経営
の仕組みとして重みを増しており、サステナビリティレ
ポートはその媒体として、活用が積極化されつつありま
す。当社も、報告書を通じて多くのステークホルダーの
皆様より貴重なご意見を頂いてきましたが、今まで以上
に皆様のお声を頂戴できれば幸いです。

　今回ご紹介したさまざまな施策の実現には、安藤ハザマの一人ひとりが、より高いレベルで行動すること
が不可欠です。経営陣が先頭に立ち、スピード感を持って挑戦することで、常に社会の皆様からの期待と信頼
に応え、社会と共に持続的に成長する企業グループを目指します。今後とも、より一層のご理解とご支援を
賜りますようよろしくお願いいたします。

2018年9月

代表取締役社長

最後に
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土木・建築現場のイノベーション

快適で心豊かな社会を　

SDGsとの関わりと可能性
　レジリエントで高品質な社会インフラを実現し続けるため、技術の開発と伝承の仕組みづくり

に挑んでいます。それは、社会への価値創造力を向上することにとどまらず、国連SDGsの

目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」の理念に通じる重要な経営課題であると、安藤ハザマ

は考えています。このような観点に立ち、CSR重要テーマ「社会やお客様の満足と信頼獲得」

に関わるSDGsとして目標9を見据え、日々、挑戦を続けています。

名古屋城本丸御殿復元工事
名古屋城の本丸御殿は10年におよぶ復元工事を終え、2018年6月より一般公開が
始まりました。近世城郭御殿の最高峰と言われ、実測図や写真などの史料を基に在りし
日の姿を忠実に再現。国宝にも指定された優美な姿が見事に蘇りました。

サステナビリティハイライト

交通施設から文化財まで、社会インフラを支える使命
　有史以来、土木・建築は欠くことのできないインフラとして人類の進化と共に歩んできました。

より効率的で、便利に。社会からの高まる期待に応えるべく、安藤ハザマは技術革新を続けて

います。同時に、文化財の維持・再生は、貴重な歴史的遺産を守り、後世に託すという、重要な

使命を帯びています。安全性や環境性に優れ、地域と調和したサステナブルなインフラが

求められる現在、イノベーションの重要性は高まり続けています。
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快適で心豊かな社会を　

過去の技術を検証・復元する

　名古屋城本丸御殿は、近世屈指の城郭御殿であり、天守
閣と共に国宝に指定されていましたが、1945年に戦災で
焼失しました。安藤ハザマは2009年の着工より復元に従
事してきました。文化財の保全や復元の際、大きな課題と
なるのが、往時の工法の検証と、その再現さらには現代技
術との融合です。その実現に、伝統施設に関する安藤ハザ
マの豊富な施工実績が力を発揮しました。同御殿を象徴す
る意匠を凝らした内装の数々には、古写真や実測図など膨
大な史料の検証を基に、旧来の材料・工法を用いる「旧状
再現」での復元工事を実施しました。匠の技により忠実に
往時の佇まいを再現しています。

歴史を守り、未来を拓く、
安藤ハザマのものづくり

より良い明日を支える先進的な交通網の構築から、大切な
文化財の保全・復元まで、安藤ハザマのものづくりの挑戦は、
社会のさまざまな場所で今日も続いています。

最先端の技術を開発・投入する

　日本では、道路網の整備が急速に進んでいますが、その施
工には、環境性や効率性、安全性が高い水準で求められます。
この実現に向け、IoT技術や情報処理技術を積極的に活用して
います。例えば、高速横浜環状北西線のシールドトンネル建設
工事では、長距離かつ大深度、大断面の施工を確実に実施す
るため、シールドマシンの稼働をネットワーク経由で集中管
理・遠隔操作できる統合型管理システム「HI-SDACS（ハイス
ダックス）」を導入しました。地盤の情報やシールドマシンの現
在位置、施工情報などをコンピュータ上でリアルタイム表示す
る「スマートシールド®」システムを併せて運用しています。

復元された本丸御殿

職人の多くは地元より採用

最先端の技術を盛り込んだシールドマシン

さまざまな事例を知りたい方へ 安藤ハザマの現場レポート「ゲンバる」
http://www.ad-hzm.co.jp/genbaru/index.html
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働き方改革

多様性を活かす社会を　

サステナビリティハイライト

多様性を増す、建設の現場
　働き方改革の推進やビジネスのグローバル化を背景に、近年、日本企業の職場環境も、

その多様性をますます高めています。安藤ハザマを取り巻く事業環境も同様で、年齢、性別、国

籍などを問わず幅広い人材が日々活躍しています。

　国や地域を超え、全ての人が多様性を尊重され、いきいきと働くことができる社会をつくる

ことは、国連SDGsが目標5「ジェンダー平等を実現しよう」および10「人や国の不平等をなく

そう」で目指す目標です。同時にこれらは、事業と人のグローバル化を加速する安藤ハザマに

とっても重要なテーマです。このような観点に立ち、さらに多様性を活かす職場の仕組みを構築

するため、多面的に働き方改革を推進しています。
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多様性を活かす社会を　

女性の視点に立った、働き方改革

　安藤ハザマでは女性の活躍を推進するため、女性フォーラ
ムの開催や社内報「けんせつ小町コーナー」の開設など、
多彩な施策を実施してきました。2017年度はダイバーシティ
研修の充実強化を図りました。この研修は管理職を対象と
し、無意識のバイアスがあることを知り、それを意識化する
ことの重要性を学びました。また、部下とのコミュニケーショ
ンをケーススタディにより体験し、参加者からは大きな反響
を得ました。

閉所活動のさらなる推進

　全員がいきいきと働ける仕組みの実現は、ディーセント
ワークの基本であり、長時間労働の抑制、さらには労働安全
衛生の徹底の面からも、大きな意義を持ちます。この実現へ
の重要な施策として、安藤ハザマは建設現場の「閉所」活動
を継続的に展開しています。2017年度は土木・建築とも「4

週6閉所」に設定し、協力会社も交えてその実現を励行した
結果、達成率は約9割となりました。2018年度も同活動を
さらに進めています。

外国人材の育成・活用

　日本での定住や就職を希望する外国人留学生には、言語
の問題等で就労機会が制約される場合が少なからずありま
す。安藤ハザマは、外国人留学生を専門知識やコミュニ
ケーション能力に秀でたグローバル時代の優れた可能性を
持つ人材と考えており、その採用を進めつつ育成・登用の仕

組みを模索しており、現在はOJTに加え語学研修やコミュニ
ケーションのフォローアップなどをきめ細かく実施していま
す。今後は、海外事業を中心に登用を進めることでグローバ
ルな活躍の場を提供し、国籍に関係なく一人ひとりの能力が
活きる職場の実現を目指します。

公正な処遇、多様性活用を目指す、働き方改革
安藤ハザマは、共に働く皆様と共栄できる関係こそ事業の礎と位置付け、「ダイバーシティ」
「ディーセントワーク」を大きな柱とした働き方改革を推進しています。

各現場で創意工夫しながら時短活動に取り組んでいる

ダイバーシティ研修の様子

 女性比率  外国籍社員  

安藤ハザマの多様性

2016年度 2017年度

10.9% 11.4％
2016年度 2017年度

18人  24人
※定年制社員の人数※定年制社員に占める比率
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安全の徹底

安全な職場を　

安全の徹底は、働きがいの基本
　国連は、SDGsの目標8「働きがいも 経済成長も」を通じ、ディーセントワークを社会全体で

実現することを唱えています。安藤ハザマもグローバルに展開する建設会社としてその価値

観を共有しています。特に安全衛生は、共に働く人々がいきいきと働きがいを持ち業務に従事

するための基本と考え、その徹底を図っています。

業界を挙げて取り組む、労働災害の抑止
　建設産業における労働災害の発生件数は、長年にわ

たる国や業界を挙げての取り組みが実を結び、着実に

減少しています。建設業労働災害防止協会（建災防）の

統計によると、建設業での死傷者数が平成元年の

63,847人から平成29年は15,129人になるなど、その

成果は顕著です。しかしながら足もとでは死傷災害、死

亡災害共に過去最少の発生件数であった平成28年から

平成29年は増加しています。その背景として、ここ数年

の慢性的な人手不足や労働力の高齢化といった構造的

な要因も考えられることから、労働災害を極小化させる

という使命に向けて業界全体で一層の危機感をもって

取り組みを進めています。

安全管理の基本　日々の朝礼
安全朝礼は、現場で共に働く人全員の安全徹底に重要
な役割を持ちます。安藤ハザマの社員は施工実習をと
もなう長期の新入社員研修においてその大切さを実体
験し、より深い学びを得ます。

サステナビリティハイライト

 死傷者数および死亡者数の推移（平成27年～）

平成27年

死亡者（左軸）：    全産業      建設業
死傷者（右軸）：  全産業　  建設業
出典：建設業労働災害防止協会（建災防）

平成28年 平成29年

16



安全な職場を　

新入社員研修の重要プログラムである、安全教育

　安藤ハザマの新入社員は、入社から数ヵ月間にわたり研
修用宿泊施設「TTCつくば」を拠点として、さまざまな研修
を受けます。
　土木・建築それぞれに実施される、座学や模擬現場での
施工実習など多岐にわたる研修プログラムでは、安全研修
を織り込み、より確かな意識・技能習得を図っています。特
に施工実習では常に安全管理の基本が指導され、実際の事
故を想定したシミュレーション教育等を通じて、危険管理
ならびに危機回避行動を社員一人ひとりが学びます。

現場の安全を守り、管理する立場として

　安藤ハザマの社員は、建設現場で協力会社と力を合わせ確
実な施工を行う責任を負います。安全衛生管理の徹底は、特
に重要な任務です。この実現のため、職位に応じた安全管
理研修の徹底はもちろん、安藤ハザマ協力会を通じた啓発活
動を行っています。
　実施に際しては、分かりやすいルールブック「安藤ハザマ
の安全ルール」に加え、直観的に安全管理の諸要素が目視
できる「安全掲示板」を作成・活用することで、現場全員での
励行を心がけています。

施工実習の風景

一日の安全ルールを見える化した安全掲示板

経営陣を先頭に推進する安全管理

安全掲示板

入社時より徹底する、
安全への取り組み

安藤ハザマは「安全はすべてに優先する」という安全衛生基本
方針を掲げています。この言葉が持つ重みを一人ひとりが
真摯に受け止め、安全衛生管理水準のより一層の向上と労働
災害の撲滅に日々取り組んでいます。
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低炭素社会への貢献

豊かな地球を　

低炭素技術の実証の場でもある　
TTCつくば
2016年に竣工した安藤ハザマの研修用宿泊施設「TTC

つくば」では、低炭素型コンクリートや省電力型施設
をはじめとする先進の低炭素技術が積極的に採用さ
れ、その実証的な成果がお客様への提案に活かされ
ています。

サステナビリティハイライト

対策が急がれる、気候変動問題
　各地で異常気象や自然災害の激甚化が問題となる現在、社会の低炭素化などを通じた気候

変動の緩和と抑制は世界共通の課題であり、国や組織を超えた取り組みが求められています。

国連も2015年に採択した「パリ協定」を通じ、地球の気温上昇を産業革命時点より2度未満と

する「２℃シナリオ」を提唱し、削減目標の設定など各国の取り組み推進を図っています。しか

し依然として気温は上昇傾向にあり、一層の取り組みが求められています。

建設業だからこそ、できること、すべきこと
　環境問題の解決に貢献する技術を開発し、新たな価値を創造することを、安藤ハザマは重視

し、技術革新を推進してきました。同時に、自らの事業の環境配慮を徹底することも、私たち

ものづくり企業のCSRの基本ともいえる重要な責務です。このような考えに基づき、安藤ハザマ

は、社会の低炭素化に貢献するものづくりと自社の低炭素化・環境負荷の低減とを両輪に取り

組みを続けており、その成果は着実に実を結びつつあります。
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豊かな地球を　

ものづくりの低炭素化例

ローカーボンハイパフォーマンスコンクリート（LHC®）の
積極活用
　LHC®は、一般的な構造物で要求される耐久性能などを
保持しつつ普通ポルトランドセメントを用いたコンクリートに
比べCO2排出量を約45％減少させた、低炭素型コンク
リートです。
　安藤ハザマは、ひび割れ抵抗性にも優れ一般的なコンク
リートと同様の施工が可能なLHC®の提案を積極的に行っ
ています。2017年10月に湛水式を迎えた厚幌ダムもその
ひとつで、堤内水路の閉塞工に採用しました。水とセメント
が反応し発熱する水和熱の対策としても有効なLHC®は、
産業副産物の原料としても注目されており、今後さらなる
活用が期待されます。

基礎となる、自社の低炭素化と社員の環境教育

　安藤ハザマでは環境目的・目標3ヵ年計画を定め、環境重
視経営を推進しています。中でも温暖化防止対策は、建設副
産物対策や生物多様性の保全と並ぶ取り組みの柱であり、
CO2削減活動や環境配慮設計などを推進しています。2018

年4月の「環境重点取組」の公表を機に、その活動を一層推進
します。

厚幌ダム

　実践には社員の環境意識の継続的向
上が重要であり、この観点から環境法令
検定の認定者の育成を、全社の共通目
標として推進しています。2017年度、同

検定の「ゴールド（正解率90%以上）」認定者11名のうち安
藤ハザマからの認定者は8名に上るなど、環境教育の大き
な成果となっています。

LHC®打設状況（厚幌ダム下流面）

多面的に進む、
安藤ハザマの低炭素戦略

安藤ハザマは2018年4月に「環境重点取組」を公表。温室
効果ガス排出量の削減と省エネルギー化の推進、建造物の
長寿命化・環境配慮型社会の構築などを中長期の実施項目
とし、低炭素戦略を推進しています。
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CSR経営の成果

社会やお客様の満足と信頼獲得
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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。

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  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。

4  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。

方針・アプローチ

安全品質環境本部 土木事業本部
建築事業本部

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。

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

本部長

品質管理責任者

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。

関連するSDGs
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　高速横浜環状北西線は、東名高速道路（横浜青葉イン
ターチェンジ）と第三京浜道路（港北インターチェンジ）を結
ぶ延長約7.1kmの高速道路で、当工事はそのうちの青葉行
（内廻り）トンネル（外径12.4m、延長約3.9km）を泥水式
シールド工法で建設するものです。シールド工法は都市部で
のトンネル建設に採用されることの多い工法で、近年はトン
ネルの大深度化・大断面化・長距離化など、施工の条件が厳
しくなっています。一方で、技能労働者の不足や高齢化が進
み、作業の省力化が喫緊の課題になるとともに、生産性や施
工品質の向上、作業環境の改善が強く求められています。
　このような背景のもと、月進400mの高速施工を実現する
ため、シールドの掘進とトンネル構造物となるセグメントの組
立を並行して行う半同時掘進組立や、トンネル坑内でのセグ
メントや資機材の搬送に用いるタイヤ式多目的運搬車両
（MSV）などの最新技術の導入とともに、「スマートシールドⓇ」
によるシールド施工管理の「省力化」を行っています。具体的
には、シールドの現在位置、地盤などの掘進情報やセグメン
トの組立状況を統合してリアルタイムにコンピュータ上で表
示しています。さらに、これらの情報はインターネットを介し
て現場事務所、本社・支店間で共有されます。これにより、

　近年、災害時におけるBCP（Business Continuity Plan：
事業継続計画）対策の重要性は増しており、建屋の耐震化だ
けでなく、屋内の資材、商品、機器類についても耐震性の確
保が求められています。例えば、倉庫においては中に設置さ
れているラック自体やラックに保管されている商品の耐震性
が確保されなければなりません。
　当社は、浜ゴム物流株式会社様のBCP対策の基礎的な資
料を得ることを目的として、倉庫内のタイヤラックの耐震性
を検討するため、大型振動台による振動試験を実施しました。
　加振波は、内陸直下型地震として1995年兵庫県南部地震の
記録（神戸波）と海溝型地震として2011年東北地方太平洋沖地
震の記録（芳賀波）の2種類を用い、震度5強から震度7までの
揺れの大きさを考慮した振動試験を行い、タイヤラックの耐震
性を確認しました。その結果、震度レベルが上がると、ラックの
応答加速度が大きくなり、一部のタイヤ落下、ラックの移動が確
認されましたが、震度7でもラックの転倒は生じませんでした。
　振動試験の結果から、地震波の特性と震度の違いがタイヤ
ラックの振動性状やタイヤの荷崩れ状況に及ぼす影響を詳細
に把握することができ、タイヤラックの形式に応じた段積み
高さ、配置方法等お客様の事業に直結する提言を行うことが
できました。

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

高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事
～スマートシールド®で高品質なシールドトンネルを高速施工～

大型振動台によるタイヤラック振動試験

迅速な状況把握と意思決定を図ることができ、高品質なシール
ドトンネルをより効率的に建設することができます。
　本工事で開発、導入した技術をベースとして、今後もシール
ド工事のさらなる大深度化・大断面化・長距離化に挑戦して
いきます。

　お客様からは、全国の各拠点におけるBCP対策に有効な
情報が得られたと、高い評価をいただきました。

スマートシールド®によるシールド施工管理
上：地盤中にシールドの現在位置を表示
左：セグメントの組立状況をリアルタイムに表示

左：ラック積載状況
右：神戸波によるラックの最大加速度分布

頂部

中部

下部

振動台

加速度（cm/s2）

  震度5強
  震度6弱
  震度6強
  震度7

2,0000 4,000 6,000 8,000
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GB-SARによる斜面全体のリアルタイム管理

　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。

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

第17回 JIA環境建築賞　授賞式の様子

GB-SARから見た観測対象の切土斜面

3次元モデルに重ねた変位マッピング例

表彰団体 表彰名 受賞対象

国土交通省 四国地方整備局 優良工事局長表彰 平成24－27年度　鹿野川ダム選択取水設備施設外新設工事
国土交通省 近畿地方整備局 平成29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 東海農政局 優良工事局長表彰 矢作川総合第二期地区明治本流（下流部）国道1号・名鉄横断部耐震化対策工事
厚生労働省 労働基準局長 安全優良賞 国道178号浜坂道路新桃観トンネル（西工区）工事
公益社団法人 土木学会 平成29年度土木学会賞 技術賞 IIグループ 「津軽ダムの建設」 －合理化施工によるダム再開発事業と地域・環境に配慮した社会資本整備－
公益社団法人 日本建築家協会 第17回JIA環境建築賞 一般建築部門・最優秀賞 HEXAGON/Aron R&D Center

一般社団法人 公共建築協会 第16回公共建築賞 公共建築賞・優秀賞 大口町立大口南小学校

　急峻な地山における切土掘削工事では、光波測距儀＊1や
GNSS＊2などを用いて、いくつかの測点を選定して計測し、斜
面変状の有無を確認しながら掘削を進めていきます。しかし、
このような手法では、設置できる計測機器の数に限りがある
ため、選定した測点の変位は確認できますが、地山全体の動
きを把握したり変状が発生している範囲を特定したりするこ
とは困難でした。
　これに対し、G

ジービー・サー

B-SAR＊3と呼ばれる地上設置型合成開口
レーダを用いることで、斜面全体の変位を広範囲に高精度で
測定できるようになりました。GB-SARは、17GHz帯の電波を
放射し、観測対象物から散乱された電波を受信することで、
レーダアンテナとの距離を面的に計測し、変位を高精度で算出
します。これは、レール上に設置されたレーダアンテナが移動
しながら電波の送受信を行い、仮想的に大きなアンテナをつく
り出すことで可能となります。また、干渉SARと呼ばれる手法
を用いることで、同じ範囲を繰り返し計測し、受信する電波の
位相のずれから、変位を1mm以下の精度で算出することがで
きます。さらに、GB-SARは、機種によっては約4km離れた地
点でもミリ単位の精度で変位を計測できるため、災害時など、
近接できない斜面に対する監視にも有効に活用できます。
　GB-SARにより現場で取得したデータは、インターネットを
通じて本社に送られ、3次元モデル上に変位の大きさに応じ
たカラーマップとしてリアルタイムに表示されます。これによ
り、常に専門技術者が遠隔地の斜面を監視できることから、
より安全で高品質な施工が可能となっています。

取り組みの柱：2. 積極的な技術・工法の開発

＊1 光波を用いて距離を測定する装置。
＊2 Global Navigation Satellite System （全球測位衛星システム)
＊3 Ground Based - Synthetic Aperture Radar
（地上設置型合成開口レーダ）
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　事業継続が要求される重要施設や大規模施設では、地震
後における建物の安全性や使用性を迅速に確認し、建物内に
滞在可能かどうかの判断をすることが求められます。しかし、
地震直後において直ちに専門家が建物の診断に駆けつける
ことは困難です。そこで近年、構造ヘルスモニタリングシステ
ムが注目され、その普及が進みつつあります。

　日本青年館・日本スポーツ振興センタービルは、低層部に
大空間と各種舞台設備を備えた劇場、中層部にオフィスフロ
ア、高層部に眺望の良いホテルが配置された、地下2階・地上
16階の複合施設です。
　施工にあたっては、CO2の削減および周辺への環境負荷の軽
減に配慮しつつ品質を低下させることのない施工手順の工夫、
工業化・省力化工法の技術提案を積極的に行いました。①土工
事における掘削・積み込み・搬出の効率化、②工場製作による
プレキャスト部材の採用、③鉄骨部材における現場溶接箇所の
削減、④ホテルフロアの遮音性能確保、⑤オフィスフロアの温熱
環境改善および省エネルギー化等が採用されています。また劇
場上部を支える巨大な梁（メガトラス）は最大板厚90mm、
高
こうはずじんせい

HAZ靭性仕様＊1 の構造用高性能590N/mm2＊2級鋼材を用い、

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

構造ヘルスモニタリングシステム

　日本青年館・日本スポーツ振興センタービル

　安藤ハザマの構造ヘルスモニタリングシステムは、地震時
の建物の揺れをセンサにより測定し、地震後すみやかに建物
各部の被害判定結果を出力するものです。技術研究所にお
ける振動台実験や、実建物を活用した実証試験により開発を
進めており、お客様への展開も実現しています。今後も継続
して開発を重ね、機能アップや体制の拡充を図り、さらに展
開を進めていきます。

部材の全てに溶接組立箱形断面が採用されたBOXトラスとなっ
ています。このメガトラスを地上で組み上げ一気に5階まで吊り
上げて設置するリフトアップ工法を採用することによって作業時
の安全性向上、品質確保、工期短縮を実現しました。
　建物は明治神宮外苑地区に位置し、2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピックの会場となる新国立競技場のほか、明治神
宮野球場、秩父宮ラグビー場などが立地するエリアとなります。
大会を通じた国際交流の拠点、また宿泊施設としてスポーツ
クラスターの一助を担い、高い集客力と活気を生み出す施設
として期待されています。

＊1 大入熱溶接時の熱影響部における靭性が、一般鋼材より優れた仕様。
＊2 1mm2当たり590N（ニュートン）の耐力。

リフトアップ工法での施工の様子

メガトラスを地上で組み上げ一気に吊り上げるリフトアップ工法

STEP 1

STEP 2 STEP 3

STEP 4

構造ヘルスモニタリングシステムの仕組み
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方針・アプローチ
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、さら
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。

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

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います。

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
年としています。また、業務執行する取締役と業務執行しな
い取締役に区分されており、役位は、役付取締役を設けず、
代表取締役と取締役の区別のみとしています。 

● 取締役会は、2018年8月現在11名（社外取締役3名を含み、
うち2名は女性社外取締役）で、業務執行取締役と非業務執
行取締役で構成しています。非業務執行取締役である社外
取締役は、その経験と見識などに基づき、経営の監督、およ
び経営への助言など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
務執行状況の監督などを行っています。 

業務執行機能
経営会議
● 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、取締役会決議により担当業務の権限と責任
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
います。 

監査体制
● 監査役会は2018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覧し、本社
および主要な事業所の監査を実施しています。

コーポレートガバナンス・コードへの対応
　当社においては、継続的にコーポレートガバナンスの充実
を図るべく、さまざまな取り組みを検討・実践し、2017年度
には、コーポレートガバナンス・コードの全ての原則が「コン
プライ」となりました。今後も、改訂コーポレートガバナンス・
コードへの対応を踏まえて、継続的に各種取り組みを検討・
実践し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目
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
東京証券取引所または当社Webサイトをご覧ください。

コンプライアンス社内推進体制
　安藤ハザマグループにおいて一貫した方針の下に公正かつ
透明な事業運営を確保するために、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
配置し、本社CSR推進部主管のもと、各種推進活動の効果的
な展開を図っています。
　海外では、特に贈収賄リスクに対応した体制を整備・運用
し、海外各地において教育を実施することで意識の向上を図
るとともに、適正な活動が行われていることを確認していま
す。2017年度は海外全店所の社員に対して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：1. コーポレートガバナンス

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

関連するSDGs
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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、業務の適正性の確保と経営の効率化を
図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。今後のICTの活用に鑑みて情報セキュリティ対策について
も重要課題と捉え、新しい技術・サービスに対応するルール
の見直し、計画的な技術対策の適用および全利用者に対する
継続的な教育を実施するとともに、協力会社向けの教育も含
めて、セキュリティリスクの最小化に努めています。
　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）に基づき迅速かつ的確に対応し、
損害の拡大防止と極小化を図ります。

BCPの更新認証と訓練の継続的実施
　当社は、大規模な自然災害リスクを想定し、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、
2017年10月に2年ごとの更新認証を得ました。また2017年
度は、首都圏直下地震が発生したという想定で、11月2日の
平日の会社営業時間中に訓練を実施し、安否確認、工事現場
の安全確認、災害協定対応訓練などを行い、円滑な対応がで
きていることを確認しました。

取り組みの柱：3. 内部統制・リスク管理

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月に福島の除染事業で発覚した当社の元社員によ
る不正行為から、当社では再発防止活動を継続実施していま
す。コンプライアンス活動につきましてもより一層充実したもの
として改善を図りました。今後とも各種コンプライアンス活動を
継続改善し職場の隅々まで徹底するよう心がけていきます。

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向上のため、年度計画に
基づき教育・啓発を行っています。2017年度は社内イントラ
を活用した映像教育やWebテスト、集合教育として階層別研
修などを実施しました。また、11月の｢コンプライアンス推進
月間｣では、トップメッセージの伝達、ポスターの掲示、外部
講師による講義など、各種実施項目を集中的に開催し意識の
向上を図っています。引き続きコンプライアンス意識のより一
層の向上をすべく実施していきます。

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。また監査結果を社長、取締役会、コンプライアンス推進委
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います。

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」を運用してい
ます。2017年度におい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。通報案件に対しては通報者の保
護を最優先に対応しています。

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）

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
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CSR経営の成果

安全で働きやすい労働環境

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
「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

　全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。

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

2017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

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、全ての支
店・作業所で日々、安全衛生を徹底し、
安全文化のさら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」を基軸に据
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、事業で接する全て
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。

社員の安全・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。

関連するSDGs
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取り組みの柱：1. 労働安全衛生

　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、全ての工事現場から労働災害を撲滅すべく、気軽
に注意できる環境で、不安全行動を抑制する「あいさつ運動」
の展開と、災害の怖さを知り、災害の予測能力を高める「危
険体験学習」の導入を中心とした安全文化の推進を図ってき
ました。
　また、2017年度の安全衛生推進施策にもある「2．安全教
育の徹底」「6．安藤ハザマ協力会との連携強化」での具体的
な実施事項として、安藤ハザマの若手社員と協力会社の社員
および職長を一堂に集め、安全衛生関係法令や災害事例を
踏まえた安全衛生教育を実施しました。この教育の中でも、
危険体験学習の一環としてVRによる体感教育を実施しまし
た。

安全文化の推進と安全教育の実施

危険体験学習（玉掛ワイヤーの指の挟まれ）

ヘルメットのステッカー

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の機会を
提供するOCT（On the Chance Training）などを実施し、「人財
づくり」に取り組んでいます。
　５ヵ月間におよぶ新入社員研修は、熟達した講師の指導のも
と、足場を組む・資機材を注文する・コンクリートを打設するな

企業と共に成長する「安藤ハザマの人財づくり」

ど、施工の全ての工程を新入社員自らが行うプログラムとして
います。2017年度は、新たに原価管理の基礎学習を取り入れ
るなど、さらなる充実を図っています。
　また、2017年度から、業務の効率性・生産性向上や、モチ
ベーションアップにつなげる時間管理術を学ぶ「タイムマネジメ
ント研修」を一部の階層別研修に加えるなど、人材育成への取
り組みをさらに強化しています。

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

リーダーシップ研修 リーダーシップの醸成と後輩指導のスキル、タイムマネジメントスキルを習得する 若手社員（3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（9年目～）

中級マネジメント研修 組織力を発揮するためのマネジメント理論と、指導者としてのタイムマネジメントを学ぶ 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習する 副理事～

2017年度の主な人材育成策〈集合研修〉

取り組みの柱：3. 人権尊重

　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・決定を行っています。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、
グループ会社を含めて体制を整備しています。
　2017年度は「ハラスメント」を身近な課題と捉え、階層別研
修や全役職員を対象とした映像教育およびWebテストでは「ハ
ラスメント防止」に重点を置いて取り組みました。また、その
他の人権推進活動も、公正採用選考の徹底、新入社員を対象

人権尊重の徹底

とした人権基礎教育、900作品以上応募のあった人権標語の
募集、加盟人権団体における取り組みなど、積極的に行って
います。
　これからも、女性活躍をはじめとするダイバーシティ推進
に向けて、さらに働きやすい職場環境を確保するために、セク
ハラ、パワハラ、その他のハラスメント防止についても継続し
て取り組んでいきます。
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　2017年度は、通勤途中での交通事故による死亡災害や、足
場倒壊による第三者死亡災害・大規模火災といった重大な公
衆災害が連続しました。より大きなリスクが予測できず、災害
につながる事象が発生し、工事の各段階において、計画・実
施状況の確認・指導が問われています。
　また、重機による挟まれ災害はゼロ件であった反面、墜落災
害が増加しました。手すり未設置や昇降時の不安全行動、立馬
端部の認識不足などの設備不良や、横着・経験不足といった
ヒューマンエラーが主な要因となっています。当社で展開する
「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」
を理解・推進することで、労働災害の撲滅を目指します。

安全成績の推移

度数率

2015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。

2016年度 2017年度

強度率

取り組みの柱：1. 労働安全衛生

労働災害の防止と安全成績

メンタルヘルスセルフチェックWeb画面

取り組みの柱：1. 労働安全衛生

　当社では、社員の健康を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。これは、インターネットにつながる環境さえあれば、自身の
心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チェックの方法を学ぶことができるもので、
心の健康診断にあたるものです。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、社員一人ひとりが心身ともに
健康で長く働き続けることができるようサポートしています。
　また、会社の産業医や産業保健スタッフ、社外の専門機関な
どが連携し、各方面から社員のメンタルヘルスをフォローする
体制を整えています。

メンタルヘルスケアへの取り組み

取り組みの柱：2. 人材活用・育成

　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。

多様な人材の活用

　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
援制度を導入しています。そして、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。

2016年度実績 2017年度実績

育児休業取得者数［男性］ 3名 2名

育児休業取得者数（率）［女性］ 18名 （100%） 11名 （100%）

育児休業後復帰者数 18名 17名

短時間勤務利用者数 11名 22名

ジョブリターン申請者数 0名 2名

定年後再雇用者数（率） 44名 （80.0%） 52名 （83.9%）

外国籍社員数 18名 24名

障がい者雇用数（うち特別障がい） 41名 （27名） 41名 （26名）
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ステークホルダーとのコミュニケーション

開催時期 展示会名 主催 開催地

2017年  5月 2017NEW環境展 日報ビジネス株式会社 東京

2017年  6月 EE東北 � 17 EE東北実行委員会 仙台

2017年  7月 コンクリート工学年次大会2017 公益社団法人日本コンクリート工学会 仙台

2017年10月 建設技術フェア2017 in 中部 国土交通省中部地方整備局、名古屋国際見本市委員会 名古屋

2017年10月 建設技術展2017近畿 日刊建設工業新聞社、一般社団法人近畿建設協会 大阪

2017年11月 （1）けんせつフェア北陸 in 新潟2017 
（2）2017建設リサイクル技術発表会・技術展示会

（1）けんせつフェア北陸 in 新潟2017実行委員会 
（2）建設副産物リサイクル広報推進会議 、北陸地方建設副産物対策連絡協議会

新潟

2017年11月 建設技術フォーラム2017 in HIROSHIMA 建設技術フォーラム実行委員会 広島

2017年11月 ハイウェイテクノフェア2017 公益財団法人高速道路調査会 東京

2017年11月 平成29年度 新技術・新工法説明会 国土交通省九州地方整備局 宮崎

各種展示会への出展
　全国の各種展示会で、当社が開発した環境負荷低減技術
や震災復旧・復興技術、構造物の品質向上や耐震化などの
技術を紹介しています。そして、お客様をはじめとするス
テークホルダーの皆様に、当社の技術や取り組みをわかりや
すく紹介し、ご理解いただけるよう努めています。
　2017年度は「EE東北�17」など全国地方整備局関連の展示
会に加えて、新たに「2017NEW環境展」や「ハイウェイテクノ

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、
2017年度は「末吉配水池更新工事」（所在地：横浜市）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、適時開示やインサイダー情
報の管理等に関する社内規則を制定し、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、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。

配水池内で説明を行った現場見学会

フェア2017」にも出展したほか、展示会と併設開催の技術発
表会にも積極的に参加し、技術をより詳しく説明できる機会を
活用しました。
　11月には技術研究所で「安藤ハザマ技術フェア2017」を
開催しました。2日間で約900名の方々をお迎えし、�体験・
体感型�の展示を中心に、最新技術を含む44の技術を披露し
ました。

関連するSDGs
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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。

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

取り組みの柱：1. 社会貢献活動

　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、地元の方や小中高生を
対象にした現場見学会を各地で開催しています。2017年度
も各地で多彩な現場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、現場見学会などの社会貢献活動を推進していきます。

兵庫県上石トンネルでの現場見学会
　兵庫県豊岡市上佐野～日高町竹貫地先の「日高豊岡南道路
上石トンネル工事（発注者：国土交通省 近畿地方整備局 豊岡
河川国道事務所）」の現場において、地元小学生やその保護者
の方々を対象に、現場見学会を開催しました。
　主な内容は、工事概要説明、トンネルのつくり方、トンネル
仮設備や大型機械の説明などを、工事現場をご覧いただきつ
つ実施するものです。トンネル完成後には見ることのできな
い側壁導坑先端まで実際に入り、構築物に触れることで、

現場見学会の実施

超大断面トンネルのスケールの大きさを実感していただくこ
とができました。

新潟県国道289号線橋梁工事での現場見学会
　新潟県三条市塩野渕地先の「国道289号2号橋梁上部工事
（発注者： 国土交通省 北陸地方整備局 長岡国道事務所）」の現
場において、県内の高校生を対象に、現場見学会を行いました。
　主な内容として、橋梁工事の工法や工事の進め方、各種設
備の説明を行いました。
　また、工事概要の説明に加え、鉄筋の組み立て体験や、工
事用の足場を使用したマネキン落下による危険体験実験と安
全装備の使用方法を体験していただきました。
　参加者には、土木を進路として検討している方も少なく
なく、今後に向けた検討の一助となれば幸いです。

地元小学生・保護者の皆様と共に記念撮影 熱心に体験学習をする高校生

関連するSDGs
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現場事務所での工事概要説明に熱心にメモを取り耳を傾ける参加者たち

技能実習生の作業状況

第36回明治神宮薪能「養老 水波之伝」（撮影者：三上文規）

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

取り組みの柱：2. 文化貢献活動

2017年度　主な活動

初めて触れる測量機器の使い方を分かりやすく説明し、楽し
みながら「建設」に触れていただきました。

　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。
　2017年度は、建設現場での社員とのふれあいや、具体的
な仕事内容の説明、体験を通じて建設業へ関心を高めてもら
いたいとの思いから、仕事体験メニューも盛り込んだ現場見
学会を実施しました。
　当日は、北海道北広島西高等学校から2年生の5名が首都
圏建築支店「品川大崎作業所」を訪れました。１階から順に工
事の進捗状況が変化する建物内部の見学を行い、各フロア
で工事の説明を興味深く聞き入っていました。測量体験では

　外国人技能実習制度は、開発途上地域等への技能、技術
または知識の移転を図り、その経済発展を担う「人づくり」に
協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献に
おいて重要な役割を果たしています。
　当社においても、ネパールからの技能実習生8名を福井県、
兵庫県の山岳トンネル現場に受け入れています。実習生は3

年間の実習期間で、当社が培ってきた施工技術や、安全・品
質管理について、実施工の中で学んでいきます。実習生を受
け入れてから1年がたちましたが、彼らの意欲的で熱心な働
きぶり、勤勉な態度は、私たちにとっても良い刺激となってい
ます。

　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）をお迎えして以来、これまで36回の開催を数えます。
　明治神宮薪能への奉納協賛は、当社が1980年に国立能楽
堂（東京都渋谷区）の工事を受注したことを機に、伝統芸能の
継承や能楽振興の一助になればと始めたものです。「広く多
くの皆様に薪能を楽しんでいただきたい」との考えから、はが
き抽選による一般応募の方々を含め、毎年約2,000名を無料
でご招待しており、お客様のみならず能・狂言の演者の皆様
からも評価の高い催しとなっています。

高校生による企業訪問の受け入れ

外国人技能実習生の受け入れ

「明治神宮薪能」への奉納協賛
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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・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

　当社は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。2018年4月、取り組みをさらに加速するため、
同方針を改定。その定量・定性目標である環境目標の確実な
実践を推進しています。

環境方針
　豊かな青い地球を守り、サステナブルな社会を実現するため、
グループをあげて「環境保全」と「環境負荷低減」に貢献する。

1. 低炭素社会の実現に向けて、温室効果ガスの排出量削減に
取り組む。

2. 循環型社会の実現に向けて、建設副産物の削減を推進する。
3. 自然共生社会の実現に向けて、生物多様性を保全、回復し、
創出する活動を展開する。

4. 環境マネジメントシステムを継続的に改善し、環境保全の成果
を高める。

環境重点取組
　「環境方針」を具現化した中長期の実施項目として「環境重
点取組」を定めています。

1. 地球温暖化に関する取組
  温室効果ガス排出量の削減と省エネルギー化の推進
2. 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組
  生物資源や生態系に与えるリスクを考え、その影響を最小限にする
3. 物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組
  建設廃棄物のゼロエミッション化
  建造物の長寿命化、環境配慮型社会の構築 

4. 水環境保全に関する取組
  地域の特性や生物多様性の保全を念頭に、良好な水環境の保全
に取り組む

5. 大気環境保全に関する取組
  大気汚染やアスベスト等に対する取組の強化
  騒音、振動等、生活環境問題に対する取組の強化
6. 包括的な化学物質対策の確立と推進のための取組
  化学物質による環境リスクの理解増進とリスク低減に向け取り
組みの推進

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」サイトに掲載しています。併せてご覧ください。
「CSR情報」サイト：http://www.ad-hzm.co.jp/csr/

取り組みの柱：1. 環境負荷・環境リスクの低減

　カーボン･オフセットは、自らの努力では削減しきれないCO2

などの温室効果ガス排出量をほかの場所での削減･吸収によ
り埋め合わせ、社会全体として温室効果ガスを減らす取り組
みです。2017年11月に開催した「安藤ハザマ技術フェア 

2017」では、「グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度」＊1

や 「 J-クレジット制度」＊2を活用して､電力消費やシャトルバス
運行などで発生した6tのCO2のカーボン・オフセットを実施し
ました。また、2016年度のカーボンクレジットの保有状況に
ついて、安藤ハザマ「環境データ集2017」に掲載しました。

＊1 グリーン電力証書のCO2排出削減価値を国が認証し､排出削減量として活用
する制度

＊2 温室効果ガスの削減・吸収量をクレジット（証書）として国が認証する制度

「安藤ハザマ技術フェア2017」でカーボン・オフセットを実施

技術フェアでのカーボン・オフセットの概要

「安藤ハザマ技術フェア2017」
11月16日ー17日

算定対象：
シャトルバスの
運行など

北海道中標津町の
森林づくり
プロジェクト
（J-クレジット）

算定対象：
消費電力

グリーンエネルギー
CO2削減相当量
認証制度

+CO2

–CO2

+CO2

–CO2

J-クレジット購入証明書贈呈式

関連するSDGs

32



2017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

　建築物のライフサイクル全体で排出される温室効果ガスの削
減にあたり、効果的な対策を推進するためには、建築物の新
築・改修・解体時の温室効果ガス排出量を、サプライチェーン
を含めた各段階で定量的に把握することが重要になります。当
社は、国際規格に基づき客観性・信頼性・透明性が確保され
た制度であるカーボンフットプリント（CFP）を活用した温室効
果ガス排出量の評価手法を自社の建築物へ適用し、国内初と
なる実建築物でのCFP認証を取得しています。この実証を経
て、お客様へ提供する建築物への適用も開始しており、温室効
果ガスの削減が期待できる材料や工法を積極的に組み込んだ
環境配慮型設計を推進しています。

建築物の温室効果ガス排出量の削減に向けたカーボンフットプリントの活用推進

取り組みの柱：1. 環境負荷・環境リスクの低減

　当社が開発した低炭素型コンクリートLHCⓇは、汎用品であ
るJIS製品、普通ポルトランドセメント（N）、高炉セメントB種（BB）
およびフライアッシュ（FA）を最適なブレンド比で使用するもの
で、一般的な構造物に使用可能な力学性能、耐久性能、施工性
能を有しています。LHCⓇは、Nのみのコンクリートに比べて材
料のCO2排出量を45%削減するほか、①コンクリート硬化時の
温度上昇量低減による温度ひび割れの抑制、②NあるいはBBの
みを用いたコンクリートより、優れた収縮ひび割れの抑制性能、
③材齢91日を超える長期強度の増進、④流動性およびポンプ
圧送性の改善といった特長があります。これまでに、約1,500m3

のLHCⓇを土木工事3件、建築工事1件に適用しました。

LHCⓇ（ローカーボンハイパフォーマンスコンクリート）の積極提案

研修用宿泊施設「TTCつくば」

都道府県エリア
郡別エリア

東京23区エリア

CFPを活用した環境配慮型設計提案の例（TTCつくば）

厚幌ダム

取り組みの柱：2. 生物多様性への取り組み

　当社は建物緑化の設計支援ツール「いきものプラス®」におい
て緑の量（緑化面積）や緑の質（在来種植栽など）を評価するア
ルゴリズムを刷新しました。これにより緑化面積が狭い場合で
も、CASBEE®評価点の向上を図ることができ、生物多様性に配
慮した現実的な緑化計画が可能となりました。
　また、生物多様性取り組み事例や関連資料などからなる当
社専用のデータベース「いきものインフォ」および「いきものプ
ラス®」に共通して利用する「潜在自然植生MAP」の対象範囲を、
これまでの都市部から山間地にまで拡大しました。これにより
全国各地域の生物多様性の保全に適した土木・建築の緑化植
栽植物の検索が容易にできます。

生物多様性保全関連ツール「いきものプラス®」、「いきものインフォ」の機能向上　

「潜在自然植生MAP」を全国に拡大
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大槌川河口に津波対策の水門を２基同時に施工中
　2011年の東日本大震災で発生した大津波は、岩手県大槌町に甚大な被害をもた
らしました。当工事は、大震災からの復興を進めるための計画「岩手県東日本大震
災津波復興計画」をもとに、大槌川河口での水門の新設、小鎚川水門の再築および
津波防潮堤を復旧・新設する工事です。工事場所は、大槌川河口の大槌川と小鎚
川の二つの川が合流する位置にあり、それぞれの川の水門工事を同時に施工して
います。大槌川、小鎚川の水門の長さはそれぞれ173mと110.5mであり、高さは
いずれも14.5mです。
　当工事の特徴は、工期短縮の観点から二つの河川の合流部に両水門を同時に構
築することです。また、通常行われる川を半分ずつ締め切って交互に施工する半川
締切工法ではなく、川を一旦迂回させて水門を一気に構築した後、川のルートを元
に戻す工法を採用しています。そのため、二つの河川に挟まれた位置に両工事共
通の仮堤防を構築して工事中の河道を確保しています。また、水門本体を支える
2,230本にものぼる鋼管杭の施工では、CCDカメラ付自動トータルステーションを
使った遠隔TV監視システム等の精度を上げるための工夫により、軟弱地盤におけ
る水門の安定性を確保しています。さらに、津波を受け止める堰柱や床版において
はコンクリートのひび割れ防止や長期耐久性を向上させるための新技術を採用し
て、品質確保に細心の注意を払っています。
　現在、2020年3月の完成を目指して、大槌町の一日も早い復興を実現するため、
町の安全な暮らしの基盤となる水門の施工を順調に進めています。

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。除染事業に従事していた当社の元社員2名が2017年9月に
詐欺罪の容疑で東京地方検察庁より起訴され、2018年3月に刑事処分を受
けました件で、皆様にご迷惑とご心配をおかけしました。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、また残念ながら各地で相次ぐ自然災害に対して、教訓を活かし復旧作業
に最善を尽くすことも、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。

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、さまざまな場面での貢献を継続していきます。

完成イメージ（上：市街地側から望む／下：海側から望む）

東北復興に向けた取り組み
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二重峠トンネルの建設現場

交通安全・防犯パトロール隊の結成

福島県における復興に向けた取り組み
　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
解除に貢献し、その後も継続して復興事業に取り組んでいます。また、共同企業体
の安全課員を中心に交通安全・防犯パトロール隊を結成し、町内の安全・安心を守
る活動も行っています。
　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（フレコン）を受け入れるために、保管場の建設、仮置場からフレコンの
輸送、受入、定置を行いました。フレコン輸送では厳密な管理が求められますが、これ
までの除染工事などで培った管理技術により、安全で確実な輸送を実現しました。
　双葉町では、中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設工事に2018年度から着手しています。
　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、地域住民、協力会社などと連携して業務にあたることで一日も早い復興に貢献
していきます。

一日も早い復興を目指して、二重峠トンネル工事を施工
　2016年熊本地震により国道57号線が通行不能となり、その復旧事業として「国道57

号北側復旧ルート」が整備されています。その主要な構造物として全長約3.7kmの二重
峠トンネルの建設が進められており、当社は東側2.0kmの阿蘇工区を施工しています。
　当工事は、一日も早い復旧に向け、設計段階から施工者独自のノウハウを取り入れ
る発注方式である「技術提案・交渉方式（技術協力・施工（ECI）タイプ）」が採用されま
した。これにより、地震からわずか1年以内の2017年4月に工事を着工することがで
きました。工期短縮のために、施工段階においてさまざまな工夫がなされています。
通常は本坑の切羽は1ヵ所ですが、避難坑と本坑を横坑でつなぎ、切羽を3ヵ所に増
やして掘削を進めていきます。そのために、避難坑の断面を大きくして大型の重機が
通行できるようにしています。また、大容量・低粉塵の高強度吹付けコンクリートの
採用や高耐力ロックボルトの採用により、吹付けやロックボルトの施工時間を短縮し
ています。そのほか、鋼製支保工の建込みと吹付けコンクリートの施工を１台で行え
るエレクター一体型吹付け機を採用し、切羽での機械の入れ替え作業を省いたり、ず
り積みのホイールローダやダンプトラックを大型化することで、ずり運搬作業時間の
短縮を図っています。
　このように、設計段階から施工段階における一連の工程において、工期短縮に関わ
る工夫を行うことで、一日も早い復旧ルートの開通を目指しています。

東北復興に向けた取り組み

熊本地震の復興に向けた取り組み

35



HAZAMA ANDO CORPORATION  Sustainability Report 2018

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。

　2018年4月より経営体制が刷新され、本レポートも
CSR報告書からサステナビリティレポートになった。
新生・安藤ハザマでは何が変わり、今後どのような
挑戦が望まれるか、その確認と提言を行いたい。

変化の兆し：イノベーションとSDGs

　まず、今期の新・中期経営計画の核として「イノベーション」
が掲げられている。これは、高齢化社会の進展や事業の
グローバル化、労働安全衛生徹底への社会的機運など、
社会状況の変化に向き合い、社会的課題の解決も強く意識
した経営方針とみることができる。イノベーションとは「社
会に価値をもたらす革新」であり、近年は経済・社会・環
境各側面での価値創造へと期待が集まっている。しかし、
多くの企業がイノベーションをキーワードに掲げるものの
本質的な意味において実践できている企業は少ないので
はないだろうか。不確実性が高く経済合理性の検証が困
難な状況下で、企業組織が思い切った意志決定を行うこと
は至難の技であるからだ。故にその実践には、同社のよう
に、企業理念はもちろん、CSR重要テーマと国連SDGsの
関わり（P3）など、経営ビジョンや背景にある目的意識を
規定し、トップ主導で社内浸透させることが必要である。
それこそがイノベーションを軸としたサステナビリティ経営
理念を成熟させるための苗床となるだろう。
　次にCSR情報の開示のあり方においても年々進化が見
られる。正負のインパクトを検証・開示する姿勢の強化で
ある。トップメッセージにその姿勢が表れている（P9）。ま
た、労務系データ（P28）においては、同社の災害発生件
数が上昇傾向にあることは残念であるが、その原因分析
が詳細になされている点は大いに評価できる。

求められる変化：サステナビリティ経営のためのKPI

　今後同社がサステナビリティ経営を実践する上での課題
として、その進捗状況を社内外に示すためのSustainability 

KPI（Key Performance Indicator）を提案する。本レポート
でも、例えば女性比率や外国籍社員数（P15）、安全成績およ
びダイバーシティ（多様な人材の活用）の施策（P28）など、
各所に数値データが開示されているが、より包括的な開示
を期待したい。中期経営計画において、「ESGへの取組強
化」を掲げたことを踏まえれば、各CSR重要テーマごとに
KPIを設け、「過年度の推移」「今年度の結果」「次年度の目
標」など、「数字でサステナビリティを語る」ことが、その着
実な実践に資する。例えば、人権や労働の分野においては、
職位別女性比率や離職率、総労働時間、一人当たり研修時
間などが、新たなKPI候補といえる。また地域社会との調
和の分野では、活動分野別の支出金額や実施回数、企業訪
問受け入れ回数、外国人技能実習生の受け入れ人数等の
開示が、取り組みの全体像のさらなる把握に貢献する。これ
らを示すことにより、同社の方向性が内外へ共有されると
同時に、社員へのより一層のサステナビリティ経営の落と
し込みも可能になるだろう。

最後に
　現在、日本企業ではSDGsの理念への賛同が広がりを
見せている。しかし、サステナビリティ経営を実現するた
めに本質的に求められることは、そのSDGsの潮流を組
織変革の契機として捉え、「なぜ今そうした動きが求めら
れるのか」、「建設業に属する自社固有のサステナビリティ
理念とは何か」を、社内全体で議論し共有することではな
いだろうか。イノベーションを基軸とした変革を掲げた新
生・安藤ハザマにこそ、この2つの大きな課題へと果敢に
挑戦するよう、エールを送りたい。

＊7月31日追記
当第三者意見の提出後の2018年7月26日に、同社が工事を請け負う建設現場（東京都多摩市）において火災事故が発生し、死傷者が出たとの報を受けた。
誠に痛ましく残念な事故である。現時点では、情報が未確定であるため、来年度報告書において、原因究明と再発防止の徹底に関する情報開示を求めたい。
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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、ミャンマー、スリランカ、ラオス、カンボジア、

ネパール、トルコ、メキシコ、アメリカ、パナマ、ホンジュラス、南アフリカ

● 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 12,651,272,530円

従業員数 3,518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

会社概要
（2018年４月１日現在）

ハザマアンドウ（タイランド）

ハザマアンドウムリンダ（インドネシア）

ベトナムデベロップメントコンストラクション
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当社はグリーン電力証書システムに
参加し、年間100万kWhの自然エネ
ルギーの普及に貢献しています。

本冊子は、カーボンフットプリント
を活用し、原材料調達から廃棄・
リサイクルまでのライフサイクル全
体のカーボン・オフセットを行って
います。

CO2の「見える化」
カーボンフットプリント

1冊あたり
http://www.cfp-japan.jp

CR-BS05-18018
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