Material Topics

サステナビリティ戦略概況
マテリアリティ 1

社会課題の解決と社会への価値創造
重要テーマと指標・目標

持続可能な社会の実現に向け、事業のさまざまな側面で
新たな価値を創造し、社会と共栄する
CSR 重要テーマ

社会やお客様の
満足と信頼獲得

主な KPI
生産性向上（2025 年度目標）

10% 以上
（2020 年度比）

地域社会との調和

特許出願件数（2025 年度目標）

HAZAMA ANDO CORPORATION

75 件／年
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関連 SDGs

SOCIETY
建設業は 、人々の生活に不可欠なインフラをつくり、社会を支える仕事です。安藤
ハザマは、長年にわたる経営資源の蓄積が可能とする高品質で先進的なものづくりを通
じて、社会課題の解決に挑戦することを自らの使命とし、
「安藤ハザマVISION2030」
でも「お客様価値の創造」
「株主価値の創造」を掲げています。その実現に向けた主要
なぜ重要か

戦略としてマテリアリティ「社会課題の解決と社会への価値創造」を重視し、計画的に
行動します。
各地で現在、防災・減災・国土強靭化に伴うインフラ整備、再開発事業や工場・商
業・物流施設等の整備が進められています。安心安全はもとより、脱炭素化、長寿
命化、利便性向上を実現する高品質な施工が期待されています。そのためには、周
辺環境への影響に配慮することはもちろん、建設業の就業人口の減少、高齢化が進

リスクと機会の
継続的把握と実践

む中、ICT 化などによる工事現場の生産性向上により省人化・効率化が必要です。
安藤ハザマは「イノベーティブでサステナブルなものづくり」を目指し、先進的な技
術や PCa 部材の活用などを一層推進する仕組みづくりをグル ープ全体で加速し、
さまざまな案件へと展開しています。また地域の皆様への周知活動にも積極的に取り
組み、調和ある事業活動を徹底しています。

社会インパクトハイライト

小牧市の子育ち・子育ての拠点となる「こまきこども未来館」を整備
愛知県小牧市の中心である小牧駅に近接する既存商業施設
内の一部を用途変更により、多くの遊具を備えた子育て支援
施設「こまきこども未来館」へと改修しました。本施設は 、こ
どもが主役となる拠点かつ市の子育て支援の中核施設として、
子育て支援の推進を図ることを目的としています。そして、既
存児童館の移転や拡充にとどまることなく、駅前の立地環境
を最大限に生かし、同じく駅周辺に整備される図書館との連
携や駅前広場との融和など、世代を越えた人々の交流が生ま
工事の特徴としては、商業施設が稼働中のため居ながらの
工事であったこと、通常の内装解体に加え、施設の目玉の一つ
であるネット遊具設置のために、既存のコンクリート床を解体
して、3フロアがつながる吹抜空間を新設したことが挙げられ
ます。解体時は商業施設の営業に支障がないよう、振動・騒
音・臭気・粉塵対策を随時行うなど、細心の注意を払いながら
施工しました。

こまきこども未来館 シンボルツリー（吹抜空間）
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れる居場所づくりを目指しています。
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マテリアリティ 2

地球環境の保護と調和
重要テーマと指標・目標

豊かな地球を次世代に託すため、
脱炭素で低負荷な循環型社会を実現する
CSR 重要テーマ

豊かな環境づくり

主な KPI

CO2 排出削減率（2030 年度目標）

33%

Scope1、Scope2 の総排出削減率（2017 年度比）

再生可能エネルギー電気
利用割合

80%

HAZAMA ANDO CORPORATION

（2030 年度）
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関連 SDGs

ENVIRONMENT
抑制の兆しが見えない地球温暖化や深刻化する資源問題、人類だけでなく多様な
生物を脅かす環境汚染など、多岐にわたる環境問題に対し建設業界は正面から向き
合う必要が あります。豊かな地球を次世代に託すことは人類全体の使命であり、私
たちが「安藤ハザマ VISION2030 」の「環境価値の創造」に込める願いでもありま
なぜ重要か

す。その実現に向け、マテリアリティ「地球環境の保護と調和」のもと、中期的目標で
ある 3 か年の「環境目的・目標」を確実に遂行します。
国連 SDGs などを背景に環境に配慮した事業活動が注目されており、建設業界
には、地球温暖化の抑制はもちろん、物質循環の確保や生物多様性の保全、水・大
気汚染の抑制など、多面的な環境ソリューションの構築が強く求められています。
このような状況を受け、安藤ハザマは、自社の環境マネジメントと、環境性能に優

リスクと機会の

れたものづくりを両輪とする環境重視経営を推進しています。特に世界的にも喫緊

継続的把握と実践

性を増す地球温暖化対策については、より積極的・具体的な貢献が求められている
ことを受け 、2019 年度よりSBT や RE100 といった世界的な各種ガイダンス・イニ
シアチブに即した活動を加速。さらなる環境価値の創造へと挑戦しています。

社会インパクトハイライト

最先端の低炭素・低環境負荷ビルの実現
～新電元工業 朝霞事業所プロジェクト～
当社は 2021 年 2 月に完成の「新電元工業 朝霞事業所プロ
ジェクト」において、エネルギー削減率 52% で ZEB

Ready

の認証および CASBEEスマートウェルネスオフィス認証で最
高の Sランクを取得しました 。
事業所統合による機能集約と生産性の向上を目的とした本
プロジェクトでは 、建物外周（外壁・窓等）の断熱性能を強化
するとともに 、アトリウムを中心に自然エネルギー を活用し
発する計画としています。また設備面では 、二重床に高効率
空調機からの空気を送風して吹出口から吹き出すことで、エ
ネルギー消費を抑制しながら快適・クリーンな居住環境を維
持する空調システムや 、視覚効果を解析することで照度を抑
えて最適な明るさを提供する照明システムなど 、省エネ性と
知的生産性の向上を実現しています。
当社では引き続き 、お客様のニ ーズに柔軟に応え 、省エ
ネと健康で快適な空間を両立させる ZEB 建物を提案してい

新電元工業 朝霞事業所
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た省エネ技術を採用し、コミュニケーション・健康行動を誘

きます。
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マテリアリティ 3

サステナブル経営の推進と責任の徹底
重要テーマと指標・目標

サステナブルな経営の基盤として、
公正で誠実な事業をサプライチェーン全体で実現する
CSR 重要テーマ

公正で誠実な企業活動

重大な労働災害

安全で働きやすい
労働環境

コンプライアンス研修受講率

HAZAMA ANDO CORPORATION

ステークホルダーとの
コミュニケーション
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主な KPI

0件

100%

関連 SDGs

WORKPLACE
安藤ハザマがサステナブルな経営を実現するためには、社会・環境面での取り組
み強化だけでなく、公正で誠実な事業を実現する必要が あります。中でも、社員や
協力会社の皆様に対しては、
「安藤ハザマ VISION2030 」の「従業員価値の創造」
が象徴するように 、人権尊重はもちろん 、価値共創の確かな関係構築が必要です。
なぜ重要か

マテリアリティ「サステナブル経営の推進と責任の徹底」は、ESG 重視経営の礎とし
て、サプライチェーン全体で CSR を促進します。
近年、企業には 、多様性（ダイバ ーシティ）の重視と並び 、いきいきと安全に働く
権利を尊重する「ディーセントワーク」の考え方を反映した経営が強く求められてい
ます。安藤ハザマは、建設業の事業特性を鑑み、労働安全衛生、人材活用、そして人
権尊重を重視した労働環境づくりに注力しています。特に労働安全衛生は、過去の

リスクと機会の
継続的把握と実践

大規模火災事故の教訓を踏まえ、教育メニュー の修正や現場マニュアルの見直し、
そして実施体制の強化などを続けています。
これら施策の確実な遂行には 、事業に関わる全員への人権・コンプライアンス意
識の徹底が不可欠であり、協力会社との協力関係の構築など 、サプライチェーン全
体を見据えた活動を推進しています。

社会インパクトハイライト

日々、現場で行われている安全管理
現場の日々の安全衛生管理は 、安全朝礼から始まります。

な情報を得ることができ、これまで気付かなかった潜在的な

当日の危険作業、立入禁止範囲等を含む安全指示事項につい

事象に対しても危険予知およびその対策を講じることが可能

てデジタルサイネージなどを活用して伝達・周知している中

になっています。また社員や現場作業員の安全管理意識の向

で、近年はビッグデータや AI を活用した先端技術の開発と運

上にも寄与します。

用を積極的に推進しています。
当社では労働災害データと気象データの相関関係をもとに、
気象情報から起こりやすい労働災害を推測し、注意喚起情報
を配信する気象危険予知システム
「 KKY 」を株式会社ライフビ
に導入しています。KKY は過去の事故発生時とその発生前一
週間の気象を分析し、建設現場で当日・翌日に注意すべき災
害情報を各現場に配信します。データ分析に基づいた客観的
KKYシステムの概要

ダイバーシティ推進に対する取り組み
当社では、女性の活躍をはじめとするダイバーシティを推進
しています。

2020 年度は女性総合職社員を対象としたキャリア形成支援
研修を実施しました。全社員に占める女性社員の割合は高まっ

てきているものの、2 割未満と依然少ない中で、女性総合職社
員のキャリア形成支援と女性総合職同士のネットワーク構築を
目的に新たに開始したものです。本研修は受講者の意見も踏

CORPORATE REPORT 2021

ジネスウェザーと共同で開発し、2020 年より原則国内全現場

まえ改善を加えながら、今後も継続的に実施する予定です。
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マテリアリティ 3

WORKPLACE

サステナブル経営の推進と責任の徹底

安藤ハザマにおける新型コロナウイルス感染症への対応
当社では社長を本部長とする新型コロナウイルス感染症本
社対策本部を設置し感染症の拡大防止に努めています。

などの対策も講じることにより感染症の拡大防止に努めてい
ます。2021 年 7 月からは、当社本社において主に社員を対象

作業所においては 、施工条件を十分に踏まえた上で、建設

とした新型コロナワクチンの職域接種を開始しています。これ

現場や現場事務所の内外における3 密回避、検温の徹底、共

らの取り組みにより、2021 年 7 月末現在で当社事業所内での

有設備のこまめな消毒等の感染防止対策を講じています。さ

クラスターは発生していません。

らに 、自動車通勤の許可を緩和するなど、現場への通勤・移

今後も、政府・地方自治体・関係団体等の通達・ガイドライ

動時の感染リスクの低減のために必要な対策を行っています。

ンを遵守し、関係者の皆様および社員とその家族の安全を最

本社、支店等の内勤部門では 、これらに加えて在宅勤務によ

優先に考え、感染拡大防止に努めるとともに、事業継続を図っ

、
る社屋への出社率の削減（緊急事態宣言中 7 割削減を目標）

ていきます。

フレックス制度の活用による交通機関の混雑時の利用の回避

間隔をあけての朝礼

職域接種の様子

ニューノーマルに向けた取り組み
当社はウィズ・アフターコロナを受けたニューノーマルへの
適応を推し進めています。ウェブ会議システムやコミュニケー
ションツールの積極的な導入により、感染症の拡大防止を図り
ながら事業を継続するだけでなく、コミュニケーションのあり
方、働き方の変革に取り組み 、社員の意識もこの 1 年弱で大き
く変わっています。社員の働き方の多様化に対応するために、
HAZAMA ANDO CORPORATION

2021 年7 月からは正式にテレワーク勤務制度を導入しました。
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また 、書類削減、押印作業の削減による業務効率化に向け
て、多くの決裁書類をワークフローシステムによる運用へ移行
しています。
作業所においては、入退場管理（建設キャリアアップシステ
とも連携）
や労務安全書類等の総合的な管理を行
ム
（ CCUS ）
う施工管理サービスの試行を進め、有効性を確認しています。

2022 年度より当社が国内で施工中の全ての工事で上記サー
ビスに統一する予定であり、建設現場のさらなるICT 化を進
めていきます。

試行中の施工管理サービスによる入退場管理の様子
（体温測定も兼ねる）
試行中の施工管理サービスによる入退場管理の様子
（体温測定も兼ねる）

