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関連 SDGs

安全で働きやすい労働環境
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。

方針・アプローチ
安全衛生基本方針と推進施策

人事における基本的な考え方

当社では、人命を尊ぶ「安全はすべてに優先する」という

当社の人事諸制度は、
「企業理念」に基づき「人材」を中心

安全衛生基本方針のもと、社員をはじめ現場の作業員ま

とした「仕事→育成→評価→処遇」の人事サイクルを基本

で 、一人ひとりがこの方針の意義を理解し、一致協力し

的な考え方として構築しています。このサイクルを通じ、

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

社員の「働きがい」や「やりがい」を醸成し、
「業績向上」と

ています。

ともに「社員の『幸福感』の実現」を目指しています。

安全衛生基本方針

企業理念

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

事業戦略

ヨシ

仕事

2020 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

育成

人材

処遇

3 公衆災害の防止
4 繰り返し型災害の低減

評価

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

●

● 業績向上
社員の「幸福感」・
「働きがい の充実」を実現

人権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
めとするあらゆる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。

取り組みの柱と推進体制

1. 労働安全衛生

2. 人材活用・育成

3. 人権尊重

安全衛生基本方針の確実な執行に向 「ものづくりは人づくり」の考えのもと、 役職員をはじめ 、事業で接する全ての
け、安全品質環境本部ならびに建設本 「安藤ハザマの人材像」をベースに人材
部の監修のもと
「繰り返さない為の安

皆様の人権尊重を徹底するため 、人事

育成プログラムを構築し運用しています。 部が事務局を務める全社横断組織「人

全10項目」
「安藤ハザマの安全ルール」 社員には各職場で日々行われるOJTの

権啓発推進委員会」を核とし、
「ハラス

を徹底事項と定めています。これらに

ほか、マネジメントレベルや職種に応じて

メント相談窓口」の運用や各種人権啓

則し、全ての支店・作業所で日々、安全

展開される集合研修など多彩なメニュー

発活動を行っています。万一、人権侵

衛生を徹底し、安全文化のさらなる浸

が提供されます。これらの育成プログラ

害が疑われる事案が発生した際は 、相

透に向けた教育活動などを推進してい

ムは人事評価システムにも反映され、的

談者の権利を保護しつつ速やかに対応

ます。

確な人材活用に活かされています。

します。
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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
当社の安全管理における主要業務である安全パトロール

安全成績の推移

については、情報機器を活用したリモートパトロールを展開し、
遠隔地や海外の現場でも行うなど、広範囲に 、効率化を図っ
て実施しています。また 、安全教育についても、従来の集合

1.24

1.25

度数率

1.00

教育からリモート教育やビデオ教育を導入し、受講対象を限

0.75

定したものから範囲を広げて、当社の取り組みの浸透を図っ
ています。これらの取り組みもあって、2020年度は 、死亡災

0.50

害を含め重篤な労働災害は発生しませんでした。

0.61

0.60

強度率

0.33

0.25

しかし、事業主労災、第三者公衆災害などを含めた件数で
は 、前年より増加傾向にあります。作業のさまざまな場面で

0

の指導と確認が重要となります。

0.07
2018 年度

0.03

2019 年度

2020 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。

さらに 、交通事故も多く発生し、
「車両届出の徹底」や「ドラ
イブレコーダーの装備」などを定めた通達を発信するとともに、

教宣を継続、協力会社には 、
「補償の充実」や「運転指導」な

現場では災害防止協議会や危険体験を通して車両利用者に

ど、交通事故の低減に向けた取り組みを継続していきます。

繰り返し型災害の撲滅に向けた取り組み
建設業における労働災害は 、繰り返し型の労働災害が多く

安全教育については、より理解を深めるために、仮想現実

発生しています。当社においても、過去の災害事例を取りま

Virtual Realityを活用した危険体験学習を導入しています。そ

とめて、
『繰り返さない為の安全10項目』
（毎年更新）
を定め

の他にもさまざまな災害事例を疑似体験することで、災害の

て、国内工事・国外工事を問わず展開しています。

怖さを感じ、災害の予測能力を高める取り組みを行っています。

繰り返さない為の安全 10 項目

1. 墜落による災害防止
2. 床壁開口部からの災害防止
3. 揚重作業による吊荷落下及び荷崩れ災害防止
4. 重機による接触災害防止
5. 火気使用による災害防止
6. 健康管理を基本とした適正配置による災害防止
7. 高い圧力・出力が発生する機械及び一般機械を取扱う作業の災害防止
8. 第三者及び公衆災害防止
9. 法面崩壊・肌落ちによる災害防止
10. 立馬による災害防止

VR映像（墜落状況）
VR用ゴーグル

火災事故の再発防止策
2018年7月の東京都多摩市の火災事故を受け 、当社は 、

具体的な対策は 、可燃物周辺での火気使用の原則禁止な

火災が発生しかねない現場の状況そのものを排除すること

どの安全ル ールの改定、ル ール運用の厳格化、履行確認の

を決意し、外部識者の確認・提言を踏まえ再発防止策を策定

強化、現場の実情に即した訓練の実施、安全教育の充実、避

しています。まず、経営トップが、二度と重大災害を繰り返さ

難行動と対策の徹底など多岐にわたります。

ないという強い決意を表明し、全役職員に対し再発防止策の

当社は 、再発防止策、安全ルールの徹底を図るとともに 、

確実な履行等を指示するとともに 、工程やコストなど 、どの

労働安全衛生管理に関する「 P（計画）D（実施）C（確認）A（改

ような条件・制約よりも、安全衛生基本方針である「安全は

善）」サイクルを確実に実践し、協力会社と共に労働安全衛生

すべてに優先する」という大原則を改めて徹底しました 。

水準のより一層の向上、継続的な改善に取り組んでいきます。
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自走式消毒ロボットの導入に関する取り組み — 紫外線消毒による安心を提案 —
当社は 、コロナ禍における施設の除菌・殺菌をより安全に

することを確認しました。

省人化するソリューションを 、ロボットによる自動化という観

現在当社で保有しているロ

点から提案する目的で、株式会社Unicast・株式会社IRIと共

ボットは 、他施設での活用も

同で「自走式消毒ロボット」を自社施設にて夜間自動運転する

可能となっており、新型コロ

実証実験を行いました。

ナウイルス感染症罹患者発生

当ロボットは、深紫外線ランプを搭載し、レーザーSLAM技

時の施設消毒での利用や 、

術を用いて自律走行することが可能です。そのため 、事前に

共用スペースの日々消毒を

設定されたルートに従って障害物を回避しながら指定した箇

ロボットが行うことで、消毒

所にて紫外線を照射、自動で充電ポートに帰還することができ

作業の省人化につながると

ます。実証実験は、本社1階受付フロアおよびTTCつくばにて

考えています。

行い、バッテリーの稼働状況やプログラムどおりに作業・帰還

自走式消毒ロボット

取り組みの柱 2： 人材活用・育成
企業と共に成長する「安藤ハザマの人財づくり」
当 社 では 、職 場 内 での 育 成 を 図 るOJT（On the Job

験豊富な社内講師の指導のもと、足場を組む・資機材を注文

Training）
を中心に 、マネジメントレベルや職種ごとの専門

する・コンクリ―トを打設するなど、施工のほぼ全ての工程を

性に応じた集合教育によるOffJT（Off the Job Training）
、

新入社員自らが行うプログラムです。

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

2019年度からは若手社員の成長を促す「7つの習慣 ® 研

（On the Chance Training）
なども実施し、
「人財づくり」に

修」を、2020年度からは「キャリア形成支援研修」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

取り組んでいます。

しています。

技術研究所で長期にわたり実施される新入社員研修は、経

2020 年度の主な人材育成策（階層別集合研修）
種類

目的

対象者

新入社員研修

ビジネスパーソンとしての基礎的マナーの理解や仕事への取組姿勢を学習する

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理論・動作を習得する

主任（9年目～ ）

キャリア形成支援研修

女性社員のキャリアアップと女性社員同士のネットワーク構築をサポートする

主任（9年目～ ）
（ 女性）

中級マネジメント研修

組織力を発揮する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、
ダイバーシティマネジメントを学習する

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習する

副理事

※技術研修を除く

多様な人材の活用
当社では 、国籍や性別、年齢、障がいなどにかかわらず 、

持つ人材と考えており、海外事業の現地社員の登用を含め、採

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

用を進めています。また 、日本語教育や外国籍社員同士の社

場環境づくりを行っています。

内ネットワークづくりなどのフォローを行い、日本国内におい

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

てもパフォーマンスが発揮できるように後押しをしています。

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

仕事と家庭生活の両立を支援するために独自の両立支援制

遇の向上を図るための登用制度を設けています。

度を導入し、取り組みに対する理解を深めるために、
「子育て

外国籍社員については、グローバル時代の優れた可能性を
HAZAMA ANDO CORPORATION
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た、産休前（男性は育休前）
、育休からの復帰前には、本人、上

よって、両立支援制度を利用しやすいだけでなく復帰後に働

司、人事担当者による面談を実施し、本人に対する両立のた

きがいや成長を感じられる職場づくりを後押ししています。

めの意識づけをするとともに 、上司の理解を促進することに
2017 年度実績

育児休業取得者数［男性］

		 2名

2018 年度実績

		 6名

2019 年度実績

		 9名

育児休業取得者数（率）
［ 女性］

11名（100％）

育児休業後復帰者数

17名

		 9名

19名

		 9名

短時間勤務利用者数

22名

33名

36名

33名

		 2名

		 0名

		 3名

		 0名

ジョブリターン申請者数

24名（100％）

32名（100％）

2020 年度実績

		 8名
13名（100％）

定年後再雇用者数（率）

52名（83.9％）

50名（90.9％）

60名（84.5%）

58名（90.6％）

外国籍社員数

31名

33名

51名

54名

障がい者雇用数（うち特別障がい）

41名（26名）

42名（24名）

45名（23名）

45名（22名）

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

少数ならではの苦労を力強く乗り越えてもらえるよう会社と

進しています。

して支援するものです。キャリアアップと受講者間のネット

2017年度より実施しているダイバーシティマネジメント研

ワーク構築を目的に初年度は主任クラスを対象としましたが、

修では 、人には無意識のバイアスがあることを知り、それを

今後も研修プログラムに改善を加えながら継続的に実施する

意識化することの重要性を学びます。女性活躍に向けての内

予定です。

容だけではなく、男性の育児休業取得に関するケースや若手
社員に対するケースなども扱うことで、社員が求めることが
多様化していることを知り、多様な人材をマネジメントするこ
とに対する理解を深めました。また 、コミュニケーションを
ロールプレイ形式で体験するプログラムもあり、参加者から大
きな反響を得ています。
2020 年度は女性総合職社員を対象としたキャリア形成支
援研修を新たに導入しました 。全社員に占める女性社員の割
合は年々高まっているものの 、2 割未満と依然少ない中で、

女性キャリア研修の様子

取り組みの柱 3： 人権尊重
人権尊重の徹底
当社では、
「人権啓発推進委員会」を設置し、年間活動計画

基づき、
『ハラスメント防止宣言』を制定しました。制定にあ

の検討・決定を行っています。また 、問題が発生した場合に

たっては社長からグループ全役職員に対し、ハラスメント撲滅

迅速な対応がとれるよう相談窓口を設置するなど、グループ

に向けた強い決意をメッセージとして発信しました。

会社を含めて体制を整備しています。
近年は「ハラスメントの防止」を重点課題とし、階層別集合

その他にも公正採用選考の徹底、人権啓発標語の募集
（2020年度は702作品の応募がありました）
、各種団体にお

研修、グループ会社を含む全役職員を対象とした映像eラー

ける活動などを行っています。

ニングの実施、またWEBテストなども活用し継続的に教育・

ハラスメント防止宣言

啓発を実施しています。

安藤ハザマグループは職場でのハラスメントを断じて許しません。

さらに2020年度は「職場におけるハラスメントは人権侵害

相談窓口を設けています。プライバシーを守り迅速・公平に対処します。

行為であるとともに職場環境を悪化させるもの」との認識に
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