マテリアリティ2 地球環境の保護と調和

関連 SDGs

豊かな環境づくり
豊かな地球環境を次世代に残すた め 、脱炭素社会・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
基本的な考え方
当社は、2018 年4 月に環境方針を改定し、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の実現に向けて、環境重視経営をさらに
加速させています。2019 年度より新たな環境目的・目標（3 か年）
のもと、環境目標の確実な実践を推進しています。また、

SBT 認証取得、RE100 への加盟を通して、脱炭素社会への取り組みを推進しています。
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

4 水環境保全に関する取組

温室効果ガス排出量の削減と省エネルギー化の推進

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

2 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組

5 大気環境保全に関する取組

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

大気汚染やアスベスト等に対する取組の強化

3 物質循環の確保と循環型社会の構築のための取組

騒音、振動等、生活環境問題に対する取組の強化

建設廃棄物のゼロエミッション化

6 包括的な化学物質対策の確立と推進のための取組

建造物の長寿命化、環境配慮型社会の構築

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

環境目的・目標（3 か年）2019 年度～ 2021 年度の実施
当社は 2019 年度に 3 か年の環境目的・目標を策定しています。
「環境方針」に示す、低炭素社会、循環型社会、自然共生社
会の実現に向けた取り組みに、
「環境方針」を具現化した中長期の実施項目として定めた「環境重点取組」の要素を加えた環
境目標としています。温室効果ガスの排出量削減に向けた新たな取り組みとして、再生可能エネルギー電力調達の推進目標
を定めるとともに、環境配慮設計の推進目標としてZEB 実現への取組目標を強化しています。また、自然共生社会の実現に
ついては、生物多様性の保全活動の推進目標、循環型社会の実現に向けては混合廃棄物の発生原単位の削減目標を定め、
環境リスクの管理活動として環境パトロールの実施目標を設定しています。
これらの環境方針に則した活動目標に加え、環境月間行事開催等の環境意識の向上活動、環境社会貢献活動の目標を掲
げて、全社で環境重視経営を推し進めています。
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豊かな環境づくり

環境目的・目標（3 か年）2019 年度～ 2021 年度の詳細
1. 温暖化防止対策活動
分野

目的・目標

単位

2019年度

2020年度

2021年度

1.1GHG（温室効果ガス）の排出量削減活動
共通

再生可能エネルギー電力調達

（%）

可能な現場から切替

土木

施工段階でのCO2 排出量削減に向けた取り組みとして、
新規着手のトンネル及びシールド作業所等にて坑内仮設照明に
LEDを導入する

（%）

導入率

土木

施工段階での施工高当たりのCO2 排出量

（t-CO2 ／億円）

建築

施工段階でのCO2 排出量削減に向けた取り組みとして、
新規着手の作業所にて仮設照明にLEDを導入する

（%）

建築

施工段階での施工高当たりのCO2 排出量

（t-CO2 ／億円）

土木建築

次世代型省CO2 コージェネレーションプラントによる
エネルギー供給

オフィス

本社・支店・営業所のCO2 排出量削減
2013 年度比総量削減

（%）

1.5%

3.0%

—

オフィス

本社・支店・営業所のCO2 排出量削減
2019 年度比総量削減＊2

（%）

―

―

1.0%

54.5t-CO2 ／億円
導入率

—

20%

100% 導入率

53.5t-CO2 ／億円

100% 導入率

11.0t-CO2 ／億円
プラント整備

30%

100% 導入率

100%

52.5t-CO2 ／億円

100% 導入率

10.5t-CO2 ／億円
モデル作業所
託送開始

100%

10.0t-CO2 ／億円
モデル作業所需要予測
に 基 づく出 力 調 整 の
ための監視測定開始

1.2 環境配慮設計・技術の推進
建築

建築環境総合性能評価システム
（CASBEE簡易版）
の適用により
総合環境性能の向上を図る

（%）

適用率
評価A
評価S

100% 適用率
40% 評価A
5% 評価S

100% 適用率
50% 評価A
6% 評価S

建築

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）実現へ取り組む

（件）

実証
提案件数

累計1件 実証
3件 提案件数

累計2件 実証
4件 提案件数

土木技術

環境配慮技術の開発・展開

—

具体化の検討

開発、要素
技術実験

モデル現場への展開

建築技術

環境配慮技術の開発・展開

—

具体化の検討

目標設定検討と
監視測定

一部目標数値設定

単位

2019年度

2020年度

2021年度

100%
60%
7%
累計3件
5件

2. 生物多様性の保全活動
分野

目的・目標

2.1建設事業に関係する生物多様性に配慮した取り組みを確実に行う
共通

生物多様性保全への理解を定着させ、取り組みを確実なものとする （件）
着目現場、新規提案、社内外PRの件数

技術

生物多様性に関する技術の調査・開発

30 件

30 件

30件

—

調査・開発

技術開発／試行

実案件への適用

単位

2019年度

2020年度

2021年度

3. 循環型社会の構築に向けた活動
分野

目的・目標

3.1 建設廃棄物の再資源化推進
土木

現場における発生抑制と分別活動の強化により、
施工高当たりの混合廃棄物総排出量を削減する

（t ／億円）

1.20t ／億円

1.10t ／億円

1.00t ／億円

建築

新築工事における建設混合廃棄物の延床面積当たりの
発生原単位を削減する

（kg ／m2）

7.7kg ／ m 2

7.3kg ／ m 2

7.0kg ／m2

4. 環境リスクの管理活動（水環境保全・大気環境保全・包括的化学物質対策）
分野

目的・目標

単位

2019年度

2020年度

2021年度

4.1 環境事故発生防止活動
土木建築

環境パトロー ルの実施強化

（%）

土木
建築

25% 土木
25% 建築

40% 土木
40% 建築

60%
60%

5. 環境意識向上活動、環境社会貢献活動
分野

目的・目標

単位

2019年度

2020年度

2021年度

5.1 環境意識向上の推進
共通
共通

「 環境月間」の活動推進・定着化（活動参加率 ）
環境 &エコ現場見学による環境取り組み推進

（%）

75%

78%

85%

（件）

20 件以上

25 件以上

30件以上

5 件以上

—

5.2 環境社会貢献活動の向上
共通

環境社会貢献活動の活性化を推進
外部表彰取得

（件）

4 件以上

共通

環境社会貢献活動の活性化を推進
環境社会貢献活動 ＊ 1

（件）

—

共通 ： 全社（土木+ 建築+ 技術研究開発+オフィス）
を示す
＊1 2020年11月4日改定
＊2 2021年4月28日改定
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— 土木
3件／作業所
建築
3件／作業所
オフィス
80件／年
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豊かな環境づくり

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

取り組みの柱 1：環境負荷・環境リスクの低減
「安藤ハザマ 次世代エネルギープロジェクト」実証 1 年目 CO2 削減状況
当社は 、日本が抱えるエネルギ ー問題の解決に向けた取

していくことで、より最適な省CO2 エネルギーマネジメントの

り組みの一つとして「安藤ハザマ 次世代エネルギープロジェ

確立を目指します。そして、当社は、本プロジェクトを通じて、

クト」を2020 年4 月から実証試験を開始しています。

脱炭素社会およびサステナブルな社会の実現に貢献していき

本実証では、技術研究所をはじめ遠隔敷地にある複数の需

ます。

要拠点において3つの実証試験を進めています。①CO2フリー

＊ CO2フリー水素：
• 製造時における温室効果ガス排出量の少ない水素
• CO2 の排出量を大幅に低減された方法で製造された水素
• 製造段階でのCO2 排出量に着目し、より環境性が高いと認められる水素

水素＊を燃料として利用可能な燃料電池、ガスエンジン発電設
備によるコージェネレーションシステム等を組み合わせた発
電プラントを設置し、発生する熱は、同敷地の宿泊施設等へ供

3 施設の CO2 排出量（導入前と2020 年度の実績値）

給します。②同技術研究所の本館棟で、既往の省エネルギー

CO2 排出量（トン／年）

技術の活用により電力需要を縮減し、この縮減分を広域へ電

2,414

力融通します。③上記プラントで発電される省CO2 電力を、自

576

己託送制度により複数の広域需要拠点に送電します。こうし

548

て3施設で利用される「電気」
「熱」を総合管理し、異なる建物
用途（研究所、工場、工事現場）の需要予測を行うとともに 、

約

185トン／年削減
（約 8% 削減）

1,290

コージェネレーションプラントを精度良く供給調整します。運
用開始してから1年経過した本実証によって、3施設のCO2 排
出量は、約8%削減することが出来ました。今後も検証・改善

2,229
435

大型工事現場

442

千葉工場

1,352

未導入

導入後

合計（年間）

合計（年間）

技術研究所

ZEB 化の推進と実績の蓄積
持続可能な社会の実現に向け 、当社においてもZEB ＊1 化

＊1 ZEBについて

を推進しており、これまでの活動を通じて、技術・実績が蓄積

https://www.ad-hzm.co.jp/solution/zeb/

されつつあります。

＊2 CASBEEスマートウェルネスオフィス評価認証について

2021年2月に竣工した事務所用途建物においては、ZEB化

https://www.ibec.or.jp/CASBEE/certification/WO_certification.html

の普及が重要と言われている、延床面積10,000㎡を超える大
規模建物での、BELS評価ZEBReady認証を取得しました。併
せてオフィスの快適性・健康性の評価ツールであるCASBEEス
マートウェルネスオフィス＊2 でSランク認証を取得し、快適性・
健康性と省エネルギーを両立したオフィスを実現しています。
今後ニーズが高まるNearlyZEB ／『 ZEB』に向けての技
術については、技術研究所本館棟の一部を改修し、2020 年
7月より実証を進めています。エネルギープラントで発生する
温排熱を利用した空調熱源システム、輻射冷暖房システム、
明るさ感に基づく照明制御、IoTを活用した環境制御システ
ムなど、今後期待される技術についてノウハウ蓄積を進めて
おり、今後の実案件への展開を通じてさらなるZEB化を加速
していきます。

技術研究所（改修エリア）
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建設現場での再エネ電気の導入開始
当社は、2019年にSBTとRE100に参画し、脱炭素経営に

出量の削減を図りました。

向けた取り組みを進めています。2020年度は 、当社で施工

今後も、再エネ電気を導入する現場数をさらに拡大させる

中の一部の建設現場において再生可能エネルギー由来の電気

とともに各種取り組みを展開させ、事業活動の脱炭素化を推

（再エネ電気）
を導入し、建設工事に起因する温室効果ガス排

進していきます。

アッシュクリートの積極展開
福島第一原子力発電所の港湾工事において、鋼製ケーソン

骨材を用いた高流動モルタルへ初めて応用し、適切な品質管

として有効利用するメガフロートの内部空間を充填させる材

理を実現しました 。石炭灰は近隣の広野火力発電所産を使用

料として、石炭灰（フライアッシュ原粉）
を大量に用いた高流動

しており、本工事全体の石炭灰の計画使用量は累計で約10

モルタルを適用しました。当社ではこれまでに独自技術であ

万t 超（これまでに約9 万tを使用）
となっています。本工事は

る石炭灰を大量に用いたアッシュクリート技術を展開してお

2018 ～2021 年度での実施となっており、長期的かつ安定

り、石炭灰の有効活用量は累計で160万ｔを超えています。

的に石炭灰を有効利用することで、環境負荷低減に寄与して

このアッシュクリートの配合設計技術を 、従来とは異なる細

います。

内部充填材 施工

内部充填材 フレッシュ性状

取り組みの柱 2：生物多様性への取り組み
SDG15に向けた生物多様性の取り組み ～「いきものインフォ」
「いきものプラス」の積極活用～
建物緑化の設計支援ツール「いきものプラス」は、生物多様
性に配慮した緑化計画の立案をサポートし、CASBEE（建築
環境総合性能評価システム）評価の向上に寄与します。2013
年度に開発後、当社の設計・施工案件での活用を進めるとと
もに、設計部門の新人を対象に講習会を実施するなどの社内
展開を図っています。
「いきものインフォ」は2015年度から運用を始めた生物多
様性に関する社内向けデータベースです。建設現場での社内
外の取り組み事例や関連する外部情報などを掲載し、お客様
への技術提案、建設現場での希少生物保全のための施工方
法検討などに活用されています。
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