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　東急建設ではCSRを通じたさらなる企業価値の向上を目指し、2015年度において「CSRの基本方針」および「フレーム
ワーク」の策定、ならびに推進体制の再構築等を行い、PDCAプロセスを通じた各取組みの確実なステップアップを目指し
ていくこととしました。これまで、当社の企業活動についてより多くの皆様へご理解をいただくため2009年より「CSR報
告書」を発行しておりますが、新たなCSR推進体制のスタートに伴い、本報告書に、土木、建築、不動産事業、国際事業等各部
門の活動方針および取組みについても掲載していくことにいたしました。
　本冊子版では、ステークホルダーの関心が高く、当社も重要であると考える取組みを重点的に取り上げていますが、特集
や「2015年度のハイライト」などにて、できるだけ具体的な取組み例を紹介しながら、読み易く、分かり易い報告書となる
よう努めています。
　なお、環境に関するパフォーマンスについては当社ウェブサイトにて公開しています。
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C O N T E N T S

会社概要（2016年 3月 31日現在）
報 告 対 象 範 囲… 東急建設株式会社（単体）の活動を報告

しています。
報 告 対 象 期 間… 2015年度

（2015年4月1日～2016年3月31日）
※2016年度にかかる活動も一部掲載して
　います。

参考ガイドライン… 環境省「環境報告ガイドライン2012年度版」
GRI「サステナビリティ・レポーティ
ング・ガイドライン第4版」
（一財）日本規格協会「ISO26000：
2010…社会的責任に関する手引き」

発　　……行　　…日… 2016年8月
ウ ェ ブ サ イ ト … http://www.tokyu-cnst.co.jp/

編集方針

「渋谷駅南街区プロジェクト」（p19）
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商　　　号… 東急建設株式会社
創　　　業… 1946（昭和21）年3月12日
設　　　立… 2003（平成15）年4月10日
資 … 本 … 金… 163億5,444万円
本　　　社… 東京都渋谷区渋谷1-16-14…渋谷地下鉄ビル
代 … 表 … 者… 飯塚…恒生
従 業 員 数… 2,412名
建設業許可… 国土交通大臣許可（特-24）第20220号
宅地建物取引業免許… 国土交通大臣（3）第6474号
主な事業内容… 土木建築工事の請負／土木建築工事に関す

る調査、企画、地質調査、測量、設計、ほか
主要事業所数… 本社／支店13ヵ所／営業所12ヵ所、ほか

主な財務・環境パフォーマンス（2016年 3月 31日現在）

「大船渡駅周辺地区震災復興事業」(p23)

「とうきゅうキッズプログラム」を開催 (p43)
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　2015年度の建設市場は、底堅い公共投資に加えて民間投
資も企業業績の持ち直しを背景に堅調に推移し、懸念され
ていた建設コストの上昇も一時的な落ち着きを見せるなど
総じて好調に推移しました。
　このような市場環境を背景に当社の受注も好調を維持
し、これに伴い増加した手持工事が順調に進捗したことで、
売上高も増加し、利益についても中期経営計画の最終年度
の目標値を前倒しで達成する結果となりました。
　2015年度を初年度としてスタートした中期経営計画では、
現在のような豊富な建設需要があるなかで、現場力の強化と
将来性・生産性・利益を軸とした選別受注を進めて、土木、建築
工事の収益を高めると共に、将来を見据えた収益の多様化に
向けた取組みを加速することとし、基本方針を「現場力の強
化」による安全・品質・工程・利益の追求、「選別受注の実践」に
よる現在・将来の利益へのこだわり、「収益多様化」に向けた取
組みの加速の3点としており、各種施策に着手しています。

　建設業界において「2020年問題」とも称される、東京オリ
ンピック・パラリンピック後に予測される建設需要の減退
は、当社にとっても大きな懸念材料です。当社が目指す「環
境変化に負けない会社」とは、言い換えれば「持続可能な企
業」に他なりません。安定収益を確保する健全な財務体質を
構築することはその大前提であり、中期経営計画はもちろ
ん、このことを第一目標としています。
　しかしながらここで、私たちは「会社の本当の目的」とい
うものを見誤ってはならないと考えます。それは東急建設
の存在意義であり、アイデンティティともいうべきもので
す。「企業は社会の公器である」とは、故松下幸之助氏の言葉
ですが、ドラッカーも同様の発言をするなかで、さらに、企
業は「利益を必要とする組織」であって「利益を目的とする
組織」ではないということを述べています。
　私は、「利益至上主義のような会社には将来がない」と考

代表取締役社長

えます。東急建設は、株主利益を守り、社員に満ち足りた人
生を送ってもらうために存在し、東急建設ならではの技術
とノウハウで社会に役立つ構築物をつくり、ゆたかな暮ら
しや街づくりのお手伝いをしていくことで社会に貢献する
ために存在します。経営のトップがこのようなことを語れ
ば「そんな当たり前のことをいまさら」とのご批判を賜るか
もしれませんが、業績を追求する一方で、特に指導的立場に
あるものは、この「当たり前」のことを、常に心に留めておか
ねばならないと考えています。

　昨年11月8日、昨年度のCSRレポートでも報告した豊間根
トンネルにて貫通を祝う「貫通祭」が行われ、私も出席いたし
ました。この催しは、工事中にご迷惑をおかけした地元の方々
に、トンネルのお披露目とお礼を兼ねて現場作業所が時間を
かけて企画したもので、当日は、保育園児や中高生がそれぞれ
地元の伝統芸能を披露してくださることになり、驚くほど多
数の皆さんにお越しいただくことができました。
　この時より遡って、工事の初めの安全祈願祭には保育園
児の皆さんに建設重機で楽しんでいただいたり、地元見学
会を何度も開いてはバーベキュー大会を催したりと、この
現場では所長をはじめとする関係者が地元の方々とのふれ
あいやコミュニケーションを大切にしてきました。これら
のさまざまな出し物についても、所長が地元の方々との打
ち合わせを重ねて実現したものでした。
　津波にも負けない復興道路の一部完成に対する喜び、そ
れから、所長らのこうした努力が地元の方々の心にも響い
たのでしょうか、この祭りのさなか、私を含む当社の関係者
は、これまでに経験したことがないほど多くの感謝の言葉
をいただきました。トンネルに轟く素晴らしい太鼓の音に
包まれながら、私たちは胸一杯の晴れやかさと共に、「これ
もまた“共に創る”ということ」、「これが建設という仕事な
のだ」という思いを深くした次第でした。

　私たちには、「誰からも褒められる良い仕事をしてこその
建設マンである」という思いがあります。豊間根トンネル貫
通祭のような経験を、私はもっと多くの現場で、協力会社を
含めたもっと多くの関係者に経験させたいと思います。
　それには技術力の向上をはじめとする人材育成や、労働
条件の改善、あるいは人材の多様化といったことも必要に
なります。大前提として、コンプライアンスに関する認識の
浸透にも注力しなければなりません。
　東急建設では、2015年度より「サイトラーニング（p30）」
などをはじめとするOJTプログラムに力を入れ、女性活
躍の推進（p37）についても具体的な取組みをはじめてい
ます。またICTの積極導入で業務プロセスおよびバリュー
チェーンの革新を図る「Shinka×ICT」プロジェクトをス
タートさせ、宮古北道路工事にて無人化工法の実験施工も
はじめています。ICTの導入による効率化は、安全性の向上
や労働時間の短縮にもつながるものです。
　こうした取組みについては、当然のことながらPDCAサ
イクルを通じた「Spiral Change ! 」が求められます。それに
はきちっとしたCSR推進体制を構築することが不可欠であ
ると考え、当社では2015年より、私たち経営者で構成する
CSR委員会を設立し、新たな基本方針を定めて活動を開始し
ました（p6）。CSR委員会では、各関連部署・拠点と連携して
毎年度方針と重点活動項目を決め、モニタリング等を通じ
て改善を図ってまいります。
　「一時の変化とは人が言うことであり、本物の変化とは人
が行うことである（ドラッカー）」。社会に役立つ企業とし
て、さらに“真価”を発揮すべく、社員が一丸となり有言実行
で「Spiral…Change…!…」してまいります。

東急建設のアイデンティティは、
建設業を通じて社会に貢献すること。
それぞれが「誇り高き建設マン」を
目指し、“共創”の精神で、

「Spiral Change ! 」を続けます。

2015年度を振り返って

「企業は社会の公器である」

貫通祭で再認識したこと

「誰からも褒められる建設マン」を目指してトップコミットメント

トップコミットメント

豊間根トンネル貫通祭
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運営
管理
保守

東急建設のCSR

（深化×進化＝真価）し続ける
ゼネコンを目指して

1

東急建設のCSR

　CSRとは、企業活動全体を通じ、社会に役立つさまざまな価値を創造することで、企業価値を高めていくことで
あると考えます。東急建設では、企業ビジョン「Shinka（深化×進化＝真価）し続けるゼネコン」を「2020年におけ
る東急建設のありたい姿」とし、培ってきた技術・ノウハウと社員個々の能力の一層の「深化×進化」を図り、建設
業界において存在感を発揮する「“真価”（真の価値）あるゼネコン」となることを目指しています。

東急建設のCSR推進体制

基本方針

企業活動全体を通じた創造価値の向上（企業価値の向上）
＝「プラス要素をさらに向上・改善する取組み」+ 「マイナス要素の発生を抑制する取組み」

存在理念

企業
ビジョン

ブランド
メッセージ

わたしたちは安心で快適な
生活環境づくりを通じて
一人ひとりの夢を実現します

Shinka…（深化×進化＝真価）
し続けるゼネコン

Town Value-up Management

東急建設らしさ

健全な利益の確保
コーポレートガバナンス
コンプライアンス
リスクマネジメント

経営の健全性に関わる基本的責任

企画 営業
活動 設計 見積

受注
資材
購買 施工

環境 従業員

協力会社

有識者
NPO

（仕入先）

学生

利用者

地域・社会

顧客

行政

「国土強靭化（ナショナル・レジリエンス）」で
国民の貴重な生命と財産を守る
安全性に優れた高品質の構造物を構築する
環境との持続可能な共生を追求する
ライフスタイルの多様化や
コミュニティライフの変化に応じた
「住まい」と「暮らしかた」を提案する
後継者を育て「匠の技」「ものづくり」を伝承
していく

建設業を通じた社会的課題の解決
ゼネコンらしさ

関連部署

支店・事業部

1.CSR方針決定
2.CSR経営の推進
3.活動モニタリング

□事故・不良物件
□施工中の騒音・振動・塵埃
□CO2…、廃棄物
□劣悪な就労環境・雇用条件
□不公正な商慣習（受発注）
□コーポレートガバナンスの機能不全…など

企業活動全体を通じて
創造（提供）する価値

本業（建設業）のバリューチェーン

□外部支出（協力会社、資材提供者など）
□雇用創出
□給与・福利厚生
□租税公課

□株主配当金
□内部留保
□地域・社会への利益還元…など
　（寄付・ボランティア活動）

企業活動全体を通じて創造する経済的価値（例）

主なステークホルダー

□安全な施工
□施工技術（スキル）の向上（従業員・協力会社）
□協力会社の待遇改善
□生きがいを感じる人生・働きがいのある職場（従業員・協力会社）
□健全経営／利益の創出／雇用の創出（地域・社会）
□地域・社会への利益還元…など

連携し、議論に参加

各本部 子会社等

CSR委員会 （委員長：飯塚社長）
抑制すべきマイナス要素（例）

東急建設のバリューチェーン

東急建設

改善・向上させていくべきプラス要素（例）
事務局（管理本部経営企画部）CSR推進体制

　「プラス要素をさらに向上・改善する取組み」と「マイナス要素の発生を抑制する取組み」を通じて、確かな「価値
（Value）」を創造し、真に社会に役立つ企業となることで、企業価値を高めてまいります。

　受け継がれてきた企業理念やビジョンのもと（①「東急建設らしさ」）、③「経営の健全性に関わる基本的な責任」を全うしつつ、
④ステークホルダーの声に真摯に耳を傾けながら、ゼネコンとして期待される役割（②ゼネコンらしさ）をしっかりと果たして
まいります。また、CSRの基本方針のもと、PDCAサイクルによる継続的な改善活動を通じて企業価値を高めてまいります。

ACT

PLAN

DO

CSR 基本方針と
重点テーマ

2015 年度
CSR 活動の総括

（企業価値の向上）

企業の健全性に関する責任

Shinka

CSR
基本方針と
重点テーマ

CSR
基本方針と
重点テーマ

2016 年度
CSR 活動実行計画

CHECK
モニタリング
の実施

21

43

2015 年度の
取組み

PLAN
2015 年度

CSR 活動実行計画

資材供給者

ACT

PLAN

DO

CSR 基本方針と
重点テーマ

2015 年度
CSR 活動の総括

（企業価値の向上）

企業の健全性に関する責任

Shinka

CSR
基本方針と
重点テーマ

CSR
基本方針と
重点テーマ

2016 年度
CSR 活動実行計画

CHECK
モニタリング
の実施

21

43

2015 年度の
取組み

PLAN
2015 年度

CSR 活動実行計画

□品質に優れる構造物
□災害に強い安全・安心な街づくり
□ゆたかな暮らしにつながる街づくり
□環境設計による環境負荷の緩和…など

本業を通じて創造する社会的価値（例）

2

ステークホルダーとの対話と協働
ステークホルダーへの配慮

当社は、CSR（企業の社会的責任）を事業活動そのものと捉え、東急ブランドのもとで
安全・環境・品質を大切に、従業員や協力会社とともに、インフラ整備や街づくりを通じて、

地域住民や顧客など生活者に、安心で快適な生活環境を提供する
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東急建設のCSR（深化×進化＝真価）し続ける
ゼネコンを目指して

東急建設のCSR

CSR活動の目標と実績

CSRの基本方針

当社は、CSR（企業の社会的責任）を
事業活動そのものと捉え、

東急ブランドのもとで
安全・環境・品質を大切に、

従業員や協力会社とともに、
インフラ整備や街づくりを通じて、
地域住民や顧客など生活者に、

安心で快適な
生活環境を提供する

◇株主・投資家との対話の状況など

◇工事における安全衛生活動
◇快適な職場づくりなど

◇コーポレートガバナンスの強化
とコンプライアンスの充実に向
けた活動状況など

◇安全・安心な街づくり
◇品質向上に関する活動など

◇工事における環境保全
◇環境配慮設計、環境技術開発など

◇人材の多様化への取組み
◇従業員・技能職の育成
◇社会保険加入促進など

◇社会貢献活動の実施
◇地域清掃、行事への参加など
（リレーフォーライフ、マザーラ
ンド活動）

すべての取組みについて、
建設業の重要なパートナーで
ある「施工協力会社との協働」
を含むものする

ISO26000
7つの中核主題 重点

テーマ 主な取組み モニタリング重点項目 2016年度における
モニタリング重点項目

中期経営計画の基本方針 モニタリングの重点項目と総括

安全衛生に
関する
取組み

品質向上に
関する
取組み

働きがいのあ
る組織づくり

地域・社会
との積極的な
関わり

環境への配慮

1.…「現場力の強化」として、業務改善、OJT活性化、巡視の強化、事例水平展開、見える化など意識を高める取組みが各部門で行われている
2.…外部機関の講習受講、外部講師などの社外知見を活用した安全講習、自動車運転講習なども行われた
3.…快適職場申請に向けた準備なども行われているが、取組みとしては少数
□…内部的な取組みは強化されつつある一方、快適職場申請など外部評価を活用した自社の活動レベルを図る取組みの活性化が望まれる（現場任せにしない、部門主導の取組み）

1.…社内での品質表彰の新設や品質巡視、工程確認会議・事前検討会・連絡会等の活用などの仕組み改善の取組みが見られた
2.…プロジェクト進捗表などのツール活用による管理の徹底などの工夫も見られる
3.…外部の目線への意識では、顧客アンケート、工事成績表の評価UPを目標とした事例や、顧客のクオリティコンテストでの受賞例も見られた
□ 新たな仕組みやツールの活用など、好事例のさらなる水平展開が望まれる

1.…中期経営計画・実行計画に則った「現場力の強化」に向けたOJTの充実、研修教育など、人材育成の取組みが各部門で行われている
2.…女性活躍に向け一部の部門で専用休憩所設置など先進的な取組みが進み、全社として「女性活躍推進法に基づく行動計画」を策定した
3.…マイスター制度の有効活用や講習の実施など、技能者育成の取組みが、一部の部門で進められた
4.…協力会社への社会保険加入促進は、一部の部門では講習会の実施など具体的な取組みが行われた
□ 従業員の人材育成に向けた活動は、「現場力の強化」の一環として数多くの取組みが行われた
□…「人材の総戦力化」に向けた多様化について、女性活躍の取組みが一部で行われたが「行動計画」も含め全社としての取組みはこれから
□ マイスター制度は一部で活用されているが、技能者育成等の協力会社との取組みは一部に留まり、社会保険加入への取組みもまだ途上

1.…本社・作業所周辺、各地域での清掃活動への参加、地域イベントへの参加など、社会貢献活動への参加が多く見られた
2.…東急会を通じたボランティア活動やとうきゅうキッズプログラムの参加など東急グループのブランド力向上に向けた取組みも多く見られた
3.…国内外での被災地支援（被災地への寄付やボランティア活動）への参加も各部門で行われた
4.…大学生や高校生のインターン受入れ、子供や近隣などへの現場見学会実施など建設業への理解促進に向けた活動も行われている
□ 社会貢献活動に対する意識は総じて高いと考えられ、活動としては十分に行われている

1.…工事での環境配慮では、工法等の工夫による汚でい等削減、二酸化炭素・廃棄物の排出抑制、騒音・振動対策などが行われている
2.…環境技術設計・環境開発では、環境・技術展での技術紹介、入札等で環境配慮設計提案のほか、技研での太陽光発電の導入があった
3.…ライトダウンキャンペーン参加、優良ECO事業所認定、ツーバイフォー協会公共建築物技術委員会参画など外部連携した取組みも行われた
4.…東急グループ環境賞「優秀賞」1件、「努力賞」1件、「発想賞」2件の受賞があった
□ 工事や設計における環境保全の取組みは、現場での創意工夫、入札等での提案など、業務に組み込まれ、行われている

モニタリングの総括重点項目

「収益多様化」に向けた
取組みの加速

「選別受注の実践」による
現在・将来の

利益へのこだわり

①改善の積み重ね

①リニューアル事業の成長

①利益・生産性志向

□経営の健全性に関する
　取組み
□安全衛生に関する取組み
□品質向上に関する取組み
□働きがいのある組織づくり

関
連
す
る
C
S
R
活
動

関
連
す
る
C
S
R
活
動

関
連
す
る
C
S
R
活
動

③協力会社との共創

③人材の総戦力化

□経営の健全性に関する
　取組み
□安全衛生に関する取組み
□品質向上に関する取組み
□働きがいのある組織づくり

□経営の健全性に関する
　取組み
□安全衛生に関する取組み
□品質向上に関する取組み
□働きがいのある組織づくり

②技量・技能の向上

②国際・不動産・ソリューション事業の成長

②将来につながる工事

□働きがいのある組織づくり

□経営の健全性に関する
　取組み

□経営の健全性に関する
　取組み

□経営の健全性に関する取組み
□安全衛生に関する取組み
□品質向上に関する取組み
□働きがいのある組織づくり

重要施策

「現場力の強化」による
安全・品質・

工程・利益の追求

1.組織統治

2.人権

3.労働慣行

4.環境

5.公正な事業慣行

6.消費者課題

7.コミュニティへの
参画・発展

社会的責任の原則

ステークホルダーへの配慮

経営の健全性に関する取組み

安全衛生に関する取組み

働きがいのある組織づくり
（雇用環境と組織の活性化に関する取組み）

環境への配慮

地域・社会との積極的な関わり

品質向上に関する取組み

工事における環境保全
環境配慮設計の推進
環境技術の開発

施工品質の向上
建設技術（テクノロジー）の開発
施工技術・スキルの伝承と向上

社会貢献活動の推進
建設業に関する興味と理解の促進
施工現場における地域社会との交流

工事における安全衛生活動
「快適職場」の実現

雇用環境の充実
従業員・技能職の育成
社会保険の加入促進

ステークホルダーとの対話
ステークホルダーとの協働

健全な利益の確保
コーポレートガバナンス
コンプライアンス
リスクマネジメント

3

◇工事における安全衛生活動
◇快適な職場づくりなど

◇安全・安心な街づくり
◇品質向上に関する活動など

◇工事における環境保全
◇環境配慮設計、環境技術開発など

◇人材の多様化への取組み
◇従業員・技能職の育成
◇社会保険加入促進など

◇社会貢献活動の実施
◇地域清掃、行事への参加など
（リレーフォーライフ、マザーラ
ンド活動）

◇株主・投資家との対話の状況など

◇コーポレートガバナンスの強化
とコンプライアンスの充実に向
けた活動状況など
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2015-2017

さらなる

Spiral Change !

01

02

「中期経営計画～ Spiral Change ! 」が2015年4月からスタートしました。
さまざまな「追い風」を受けて高い建設需要が続く間に、目先の利益ばかりを追うのではなく、
5年後、10年後のありたい姿を見据え、企業として、そして建設業として取り組むべき重要課題に
しっかりと立ち向かいながら、「将来の価値」を高め、環境変化に負けない力強い会社になること
が中期経営企画の目指すところです。
PDCAサイクルを通じた絶え間なき「Spiral Change（ダイナミックな改善と向上）」を図りながら、
社会とはWin-Winの関係でしっかりと連携し、共に持続的な成長を遂げていきたいと考えます。

基本方針と重要施策

「現場⼒の強化」
による安全・品質・
工程・利益の追求

限られた経営資源のなかで「供給力」を高めると
同時に、労働災害や品質事故等を起こさずに利益
の逸失を防止することが課題。「現場力の強化」で
この課題に立ち向かう。「現場力」とは自ら問題
を発見し、解決する能力のことで「安全・品質の
維持・向上」「適切な工程」「高い利益率の追求」と
いった競争力につながる。あらゆる職場で「現場
力」を強化し、競争力の高い会社になる。

限られた経営資源のなかで最大限の利益につな
げるため、高い利益率を追求しつつ、より生産性
志向での取組みを軸とした健全な受注判断プロ
セスを維持する。また、業績拡大の時間軸につい
ては現在からその先を見据え、将来に向けて実績
をつくりたい分野・顧客等についてはその根拠を
明らかにした上でチャレンジし、将来の利益にも
こだわっていく。

「選別受注の実践」
による現在・将来の
利益へのこだわり

Spiral…Change…!▶中期経営計画

重要
施策

基本
方針

基本
方針

基本
方針

重要
施策

重要
施策

①改善の積み重ね
②技量・技術の向上
③協力会社との共創

①利益・生産性志向
②将来につながる工事

「環境変化に負けない会社になる」ための、最も重
要かつ困難な課題。経営者および社員一人ひとり
の覚悟によりこの取組みを加速する。この目標を
実現するため「人材の総戦力化」を掲げ、多様な人
材がさまざまな垣根を越えて、最大限の力を発揮
できるような環境を構築する。ジョブローテー
ションや社外交流の機会を増やし、次世代のリー
ダーを育成していく。

①リニューアル事業の成長
②国際・不動産・ソリューション事業の成長
③人材の総戦力化

「収益多様化」
に向けた

取組みの加速

03

04
Shinka 10年後（2025年）

高い株主利益を継続して、
社員の誰もが誇りに思う、
働きがいのある会社に

5年後（2020年）
高い現場力と安定的な利益を
生み出す経営構造を備えた、
環境変化に負けない会社に

3年後（2018年）
戦略がはっきりしている会社。
株主や社員にとって
将来に期待が持てる会社に

現在
業績は好調だが、利益構造が
国内建設請負事業の環境に
大きく依存している会社

収益
多様化

選別受注の
実践

現場⼒の
強化

中期経営計画
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中期経営計画の進捗（初年度の振り返り）

ロードマップ

他社に負けない「高い現場力」と、安定的な
利益を生み出す「利益の下支え」により、
環境変化に負けない会社になる。

1年目（2015年度）の到達目標
2015年度全社実行計画

2015-2017

中期経営計画

Spiral Change !

　「現場力の強化」に向けたICT活用戦略、Site-
Learningなど、全社各部門で新たな施策に着
手していますが、仕組みの定着や人材育成面の
成果獲得は途上にあると考えています。また、
好調な受注のもと、足元の利益率や生産性は
高まっていますが、繁忙もあり、強化先への人
材の再配置、世代交代には停滞感もあります。
2016年度はこうした前年度の振り返りを意識
して、改善を積み重ね、活動をブラッシュアッ
プすると共に、現場力の強化を風土に定着させ
ていきたいと考えています。
　「選別受注の実践」については、国内建設市場
が高い水準で推移しているなかで、土木では将
来に向けた官公庁工事の資格者増と民間にお
ける鉄道工事などの得意分野の強化、建築では
将来に向けた非住宅分野の強化とリソース配

Spiral…Change…!▶中期経営計画

執行役員
管理本部
副本部長兼経営企画部長
小林 聖宣

2015

2017

2019

「現場⼒の強化」 「選別受注の実践」 「収益多様化」
各職場での改善の積み重ねや協力会
社との共創による「現場力の強化」が
進み、「安全・品質・工程」が守られた上
で、目指す利益が達成され、ものづく
りの会社としての競争力が強化され
ている。

利益率だけでなく、生産性指向の取
組みと健全な受注判断プロセスが維
持されると共に、重要顧客の囲い込
み、実績づくりや将来に向けた分野・
顧客へのシフトが進んでいる。

「環境変化に負けない会社」の収益の下
支えとなるリニューアル・国際・不動産・
ソリューション事業の拡大が計画通り
に進んでいる。また、部門横断的なロー
テーションや適正配置等で組織の活性
化や多様な人材の育成が進んでいる。

建設請負事業で「高い収益力」を持ち、「収益多
様化」に向けた取組みが進むことで環境変化
に負けない会社に近づいている。

環境変化に
負けない会社へ5年目（2019年度）の到達目標

売上高を高水準で維持しつつ、健全な利益を確保して、より「力強い企業へ」
　好調な国内建設市場のもと、中期経営計画の基本方針に掲げた「現場力の強化」、「選別受注の実践」、「収益多様化」に真摯
に取り組んだ結果、目標利益を前倒しで達成したことから、計画の目標利益を上方修正すると共に、さらなる計画の加速に
向け、3つの基本方針に共通する施策としてICTの積極的活用策を追加しました。

計画目標値（連結）
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分を進めていますが、まだ全社最適が徹底され
ているとはいえません。当面は豊富な手持ち工
事から一定のボリュームで施工が見込める状
況にあり、将来に向けた選別の重要性がより高
まっている状況があります。また、昨年度の社
員意識調査では、仕事の量と質のアンバランス
や経営資源の配分ができていないと社員に思
われている結果も把握しており、2016年度は
さらなる利益・生産性・将来志向の選別を徹底
していくと共に、目まぐるしく変化する経済状
況を捕捉し、市場変化を見逃さないリスク管理
も徹底してまいります。
　「収益多様化」は、最も難しい課題の一つです
が、現時点では、ストック分野でのビジネスモ
デル構築や技術開発、人員シフトに遅れが見ら
れます。国際事業でも依然、人材育成や配置、事

業推進・管理体制の強化に課題はありますが、
海外コンプライアンスプログラムの策定・展開
など、一部で成果もありました。2016年度は、
遅れが見られる取組みを加速すると共に、収益
多様化においてもICT活用に取り組み、停滞感
を払拭していきたいと考えています。

2015

2017

2019

　中期経営計画の追加施策として「Shinka×ICT（シンカ・バ
イ・アイシーティー）」を策定しました。「フローからストック
へ」という市場構造の変化を見据えて、当社グループではICT
関連技術を積極的に導入し、建物・構造物のライフサイクルを
通じた価値提供を行ってまいります。
　①ICT活用を加速する情報基盤「バリューチェーン・プラッ
トフォーム」の整備②BIM・CIMの積極展開、IoT・ビッグデー
タ・AI等のICT技術の積極活用による提供価値の向上③社内
の情報システムの再構築による業務効率の向上などの具体的
施策を通じて、企業価値のさらなる向上を目指します。

「ICTの積極活用」による新たな価値の提供と業務プロセスの革新

中期経営計画における追加施策

中期経営計画特設サイト

3年目（2017年度）の到達目標
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「環境変化に負けない⼒強い会社」に向けた各事業部門の戦略
Spiral Change ! Spiral…Change…!▶各事業部門の戦略

取締役…専務執行役員
土木本部長
寺田 光宏

土木事業：完成工事総利益（単体）

土木
事業

今後も安定的な工事量が見込まれる市場環境のなかで、
「現場教育（OJT）」を主体とする若手技術員の育成と、
協力会社との「共創」、新たな技術開発等を通じて「底力」を養い、
国民の生命と暮らしを守る安心・安全なインフラの構築に貢献していきます。 0
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　　　交通渋滞の緩和と地域分断の解消を目的とした、
南武線稲城長沼駅付近の高架化工事を一期工事、二期工
事あわせて約16年の長きにわたり、延べ57万時間を無
災害で完成しました。鉄道の営業線近接であり、高い管
理基準のもと、難易度の高い施工条件でしたが、当社の
高い技術力を用いて、安全、品質、工程、原価とも問題な
く工事を進め、発注者と共に土木学会技術賞を受賞する
など、高い評価をいただいています。

2015年度の主な完成工事と
進捗中のプロジェクト

2,885億円
建築
2,218億円

土木
646億円

その他
20億円

76.9％

0.7％

1
官公庁工事の強化

将来に備えた
実績・経験の積み上げ

2
鉄道工事の
収益力向上

維持管理工事の生産性向上、
将来性のある工事への注力

3
現場力の強化と

人材育成
ボトルネックの発見・解消、
改善の積み重ねによる強化

4
発注形態の

多様化への対応
ストック関連技術の開発・展開、
CM／ PPPノウハウの蓄積

重要な事業戦略

■ 業績の振り返り
　2015年度の受注面は、国内では、新東名高速道路湯触
トンネルなどの大型工事を受注したほか、海外でもバン
グラデシュで初の都市鉄道関連工事を受注するなど好調
を維持し、豊富な手持工事も順調に消化したことで完工
高・利益とも前年実績、中期経営計画の目標値を上回る結
果となりました。
　施策の進捗という面では、当面は震災復興のほか首都
高などのインフラ改修、リニアも含めた新幹線の整備な
どもあり、市場は好調に推移すると予想していますが、海
外経済に対する懸念もあり、来るべき景気後退シナリオ
に備えた体制づくりと人材育成のスピードを加速して、
景気動向に左右されにくい安定した高収益構造の土木部
門を構築することが課題と認識しております。

■ 2016年度の主な施策
1.…現場力の強化
◇現場力強化実施項目の推進指導
◇OJT、OFFJTの実施（「研修要領」の積極展開）
◇省力化技術の開発
◇協力会社との「共創」
　（技能者育成・入職支援、社会保険加入促進など）

2.…選別受注の実践（将来の利益へのこだわり）
◇健全な受注プロセスの継続
◇将来利益につながる工事への指導、支援
　（技術提案への支援、提案技術の開発など）
◇将来に備えたローテーションの計画、実施

3.…収益多様化
◇維持管理工事の大ロット化、平準化支援
◇将来に向けた維持補修技術の開発
◇包括契約、コンセッション事業等将来に
　向けた取組み強化
◇達成感の共有、感謝・賞賛する風土の醸成

■ 2016年度の取組みにおける注力ポイント
◇教育と経験の深化を通じ、「現場力の強化」「収益多様化」
　につながる技術員育成にチャレンジします。
　技術員の育成は「現場力の強化」の基本であり、当社の成長
の鍵を握る極めて重要な経営課題です。土木部門では官公庁
工事が急伸して工事実績も増えていますが、一定の工事経験
が必要とされる工事資格者を増やすためにも、技術員に経験
を積ませる場を提供していかねばなりません。
　したがってその育成は、生きた教科書である工事現場で
行われるのが基本であり、現場所長の最も重要な任務のひ
とつであると考えています。もちろん“現場任せ”にするの
ではなく、土木本部で策定したOJTに関する基本方針のも
と、現場に対して最大限の支援をしていきます。
　土木工事では、首都高の大補修など、維持補修分野にお
ける需要増加が見込まれており、調査、点検、施工、保守管
理までの一体的な発注形態も想定されています。このよ
うな需要には新たに「ゼネラリスト」としての素養も求め
られますが、これについては大船渡でのCM方式（p25）で
培った人材力やノウハウが活かされるものと考えます。こ
うした“資産”を水平展開し、新たな発注形式の案件にも積
極的にチャレンジしていきます。
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国道45号線釜石トンネル工事
発 注 者　国土交通省東北地方整備局
竣 工 年　2015年度
施設用途　ずい道（トンネル）

発 注 者　東日本旅客鉄道株式会社
竣 工 年　2015年度
施設用途　鉄道高架橋

近畿自動車道紀勢線岩崎地区改良工事…
発 注 者　国土交通省近畿地方整備局
竣 工 年　2015年度
施設用途　高速自動車道

完成
工事

完成
工事

売上高構成（単体）：2015年度

南武線稲城長沼駅付近高架化工事（二期）完成
工事

22.4％
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「環境変化に負けない⼒強い会社」に向けた各事業部門の戦略

1
渋谷再開発等の

大型工事での技術・
実績の蓄積

顧客との信頼関係強化、
川上からの協力会社との共創

2
現在・将来の利益が

ある分野への
受注シフト

将来につながる、豊富な需要が
ある、生産性の高い分野

3
現場力の強化と

受注コントロール
による安全・品質・
工程・利益の確保
生産性向上と計画的
受注・発注の実践

4
ストック市場の
拡大に向けた
取組みの強化
リニューアル体制強化、
渋谷・東急沿線での

ライフサイクル関与強化

Spiral Change ! Spiral…Change…!▶各事業部門の戦略

取締役…常務執行役員
建築本部長
髙木 基行

建築事業：完成工事総利益（単体）

建築
事業

「現場力」とは卓抜したオペレーションを可能にする組織力。
ICTの積極導入を通じて、各個人の技術レベルを高め
「安全・品質・工程」に関する効率的なシステムを稼働させることで
良質な建築物を創造するバリューチェーンのさらなる拡充を図ります。

■ 業績の振り返り
　2015年度は、全体的な受注時採算性向上や労務コスト
の落ち着きなど好環境が重なり、大幅な利益改善となり
ました。また、受注についても、「工場」や「研究施設」、「医
療・福祉施設」などの民間工事が好調に推移しました。中
期経営計画の施策の進捗としては、業務を改善する仕組
みの構築、企業風土への定着や人材育成面の成果獲得は
まだ途上にあると考えており、人員配置の停滞やマンパ
ワー不足などの人的な課題の解消、将来の成長分野や顧
客に向けた戦略具体化、協力会社との連携、労務政策やス
トック技術開発の遅れへの対応が課題となっています。
　2016年度は、渋谷再開発の大型案件の進捗が次期以降
ピークとなることで完工高が減少すると共に労務コスト
上昇の懸念もあり、対前年で利益減となる予想ですが、引
き続き、高い利益水準を維持する計画としています。

■ 2016年度の主な施策
1.…現場力の強化
◇「Site-Learning
（ICTを活用した建設現場におけるOJT）」の実施
◇諸研修の階級別体系化
◇講習会等の開催と技術の水平展開
◇施工問題の早期確認・検討が可能なBIM推進体制の確立
◇協力会社との「共創」（災害防止協力会との連携強化など）

2.…選別受注の実践（将来の利益へのこだわり）
◇営業部門と協働で、利益・生産性志向の戦略を立案…
（施工情報を分析し、ターゲットとする施工分野に関する
情報を共有し、高生産性の案件を抽出）
◇将来につながる「勝てる分野」を構築
◇生産性向上と品質・工事事故の防止を目的とするICT
開発に注力
◇競争に勝てる技術開発の促進と運用および水平展開

3.…収益多様化
◇国際事業・リニューアル事業への先行投資
（人員確保、ICT導入など）
◇海外展開に備えた技術員の海外業務体験の促進
◇ストック事業における提案力強化

（仮称）富士電機株式会社東京工場新東棟1号館建設工事
発 注 者　富士電機株式会社
設　　計　株式会社富士1級建築士事務所
工事概要　S、RC造　地下1階地上6階塔屋1階　
竣 工 年　2015年度
施設用途　事務所

発 注 者　座間ロジスティック特定目的会社
設　　計　東急建設株式会社
工事概要　PCa造（屋根S造）地上5階　
竣 工 年　2015年度
施設用途　大型物流倉庫

GLP座間プロジェクト

（仮称）東邦大学医療センター新大橋病院建設工事…
発 注 者　学校法人東邦大学
設　　計　株式会社佐藤総合計画
工事概要　RC、SRC造　地下1階地上7階塔屋1階　　
竣 工 年　2018年度
施設用途　医療・福祉施設

■ 2016年度の取組みにおける注力ポイント
　引き続き、技術員や協力会社が自ら工事について考え、
学び、工夫することを目指す「サイトラーニング」を活用
してリテラシーの向上に取り組むと共に、受注面では高
生産性案件の選別、優位性が保てる分野へのリソースシ
フトなども進めていきますが、これらに加え、中期経営計
画の追加施策に掲げたICTの積極的活用（コンセプトは
Shinka×ICT）にも取り組んでいきます。建設業界では、
労働者の高齢化が急速に進み、その数も大幅に減少する
と予測されており、これに対する生産性の改善が強く求
められていますが、安全・品質を維持した上で、建設生産
プロセスを抜本的に変革して生産性を高めるには、ICTの
活用は不可欠です。
　また、建設市場が今後、新設（フロー）から維持管理・更
新（ストック）へと移行するなかで、お客様と共に建設物
を効率的に維持管理していくことも、私たちの使命の一
つですが、ICTを活用してこうした機会をビジネスに昇華
させることもできると考えております。
　2016年度を将来に向けて、我々のバリューチェーン
全体にICTを積極導入する一歩目の年にしたいと考えて
います。

0

100

50

150

200

250

0

6.0

3.0

9.0

12.0

15.0

2015
（実績）

2016
（予想）

2017
（計画）

2015
（計画）

244

177

9.5

187

127

（億円）

（年度）

（%）

11.0

8.5
6.6

重要な事業戦略

　　…　当社初の超大型倉庫の設計・施工でしたが、工業
化を重視した設計をはじめ、施工における基礎部の現場
サイトPC、鉄筋・デッキスラブの地組み、鉄骨梁のタイ
トフレーム先行取付など作業性と安全性の向上に取り
組むと共に、BIMによる施工手順の見える化、タブレッ
ト端末による図面や納まりの確認と指示、ドローンによ
る鳥瞰的な現場確認などITツールも積極的に導入して、
高い品質を確保、発注者からも最高レベルの評価をいた
だきました。

2015年度の主な完成工事と
進捗中のプロジェクト
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2,885億円
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0.7％売上高構成（単体）：2015年度

22.4％
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「環境変化に負けない⼒強い会社」に向けた各事業部門の戦略
Spiral Change ! Spiral…Change…!▶各事業部門の戦略

不動産
事業

国際
事業

情報力の強化、人材力の向上に取り組み、
建設本業を支援して利益獲得に貢献すると共に賃貸事業や
等価交換事業などで安定収益源を獲得し、
利益の下支えとなる事業への成長を目指します。

将来に向けて人材の育成に取り組むと共に、各拠点の良質な経営に
向けたマネジメント力の向上、本社と事業部の
リスクマネジメント体制の強化を図り、リスクを勘案しながら
東南・南アジアをターゲットに事業を拡大していきます。

ダッカ都市交通整備事業（MRT）6号線
1工区ウッタラ車両基地造成工事
発注者　　ダッカ都市交通会社
場　所　　バングラデシュ人民共和国

ヤンゴン市新タケタ橋建設計画

発注者　　ミャンマー連邦共和国建設省
　　　　　公共事業局
場　所　　ミャンマー連邦共和国

ジャカルタ大量高速輸送事業
CP101、CP102
発注者　　PT…Mass…Transit…Jakarta
場　所　　インドネシア共和国

手持
工事

手持
工事

手持
工事

主な海外工事

安定収益獲得と本業支援への貢献

東急電鉄との連携等による賃貸収益の強化

⼾建分譲事業の情報力、販売・企画力の強化

等価交換・マンション建替事業の体制強化

重要な事業戦略

■ 業績の振り返りと2016年度の取組み
　2015年度の国際事業は、経済環境の変化に伴う日系企
業の東南アジア進出の鈍化により、民間工事の受注には
苦戦する一方で、ODAの大型工事としては、手持工事であ
るインドネシアのジャカルタ首都特別州における都市鉄
道建設工事が進捗すると共に、新たに進出したバングラデ
シュの首都ダッカ市において、同国初の都市鉄道建設に関
わる造成工事を受注するなど、当社が得意とする鉄道関連
工事を伸ばすことができました。また、将来に向けた海外
トレーニー制度やインターンシップによる人材の育成、子
会社や拠点事務所のガバナンス強化の検討や海外コンプ
ライアンスプログラムの導入なども進めています。
　2016年度は前年受注が苦戦したことから、対前年度で
は、減益となる見通しですが、中期経営計画で掲げたとお
り、引き続き、リスクを勘案しながら、東南・南アジアをター
ゲットに、ODAなどの交通インフラ工事と現地法人等での
民間工事を中心として事業を拡大してまいります。

■ 基本方針と2016年度の主な施策
1.…「現場力の強化」
◇拠点事務所・現地法人の良質な経営
◇国内職員（技術・事務）のレベルアップ
◇現地職員（技術・事務）のレベルアップ

2.…事業統制環境の強化によるリスクマネジメント
◇マネジメント力の向上
◇事業管理能力の強化
◇コンプライアンス意識の高揚

3.…将来収益拡大に向けた取組みの加速
◇人材の確保と教育制度の拡充
◇既存エリアの業容拡大と新規エリア開拓
◇高層建築への取組み継続

■ 業績の振り返りと2016年度の取組み
　2015年度の事業環境は、不動産価格が高騰し投資環
境としては厳しく、事業を大きく拡大するには至りませ
んでしたが、長期にわたり、手がけてきた再開発案件が
完成を迎えると共に、手持ちの等価交換事業も計画どお
りに進捗させ、賃貸案件やリノベーション案件など将来
の利益獲得に向けた取組みも着実に進めることができ
ました。また、営業部門との連携強化により、建設本業
への支援も順調に進み、工事利益の獲得にも貢献してい
ます。
　2016年度は、賃貸事業利益の底上げと仕掛り案件の
実現、人材力のさらなる向上などが課題となりますが、引
き続き施策を着実に進め、利益の下支えとなる事業への
成長を目指してまいります。

■ 基本方針と2016年度の主な施策
1.…安定収益源の確保による将来への備え
◇賃貸事業の強化
◇等価交換・マンション建替等事業体制の強化
◇業務プロセスの適正な履行

2.…営業支援体制の強化
◇情報力の強化
（IP活動の浸透、営業各部との連携強化、エリア特化による
情報収集の強化など）

◇人材力の向上
（社内外講習の強化・知識の共有化、グループミーティング活
性化によるノウハウの共有化など）

3.…上郷開発の推進

1
2
3

ODA案件、日系工場、高層案件等の計画的拡大

計画的な要員増強と集中的な人材育成投資

事業推進・リスク管理の向上

重要な事業戦略

1
2
3

4取締役…常務執行役員
営業本部…副本部長
臼井 二郎

執行役員
国際事業部長
酒井 邦登

京急蒲田西口駅前地区第一種市街地再開発事業に
伴う施設建築物新築工事
事業主　京急蒲田西口駅前地区市街地再開発組合

（仮称）大橋2丁目計画新築工事
（ドレッセ目黒大橋プレヴィ）
事業主　東急建設株式会社

再開発
事業

等価交
換事業
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Town Value-up Management
　東急建設では…、“Town…Value-up…Management”…～「建物ひとつひとつではなく、お客様や生活者の視点で
“まち”全体を考える」というブランドメッセージを掲げています。このブランドメッセージの原点は、東急グルー
プが1959年から開始した戦後民間最大規模と言われる「東急多摩田園都市開発」であり、この考え方は、今、「渋谷
駅周辺大規模再開発事業」に引き継がれています。
　また、東北の被災地における復興工事の現場では、鉄道、道路、トンネルなどの建設を通じて新たな街づくりが
行われており、建設を通じて「“まち”全体の価値を高めていく」というメッセージはこのようなインフラの建設も
含んでいます。そしてこのメッセージには、「お客様やユーザーのニーズをよく汲み取る」という…、東急建設にお
ける“ものづくりの基本姿勢”も含まれています。
　本特集企画では、「渋谷駅周辺」と「大船渡駅周辺」にて行われている“Town…Value-up…Management”の進捗
について報告してまいります。

特 集

渋谷駅南街区プロジェクト
新築工事が本格着工しました。

続報（CSR報告書2015にて報告）
～「渋谷駅周辺大規模再開発事業」の進捗

　東京・渋谷は若者文化の発信地として知られる街ですが、今、若者だけでなく
「誰もが巡り歩いて楽しめる」「日本一訪れたいまち」にするための、一大開発プロ
ジェクトが進行しています。
　古くから渋谷の街づくりに取り組んできた東急グループでは、この再開発計画
の当初よりリーダーシップを取る形で参画しており、「渋谷のゼネコン」として技
術・ノウハウを有する東急建設が、新しい渋谷のランドマークとなる「東棟（地上
46階、地下7階）」の建設をはじめ、地下河川の移設および地下道、地下広場、地下
貯水槽等のインフラ構築を伴う「渋谷駅東口基盤整備工事」、そして本特集にて紹
介する「渋谷駅南街区プロジェクト」を担当しています。

「渋谷駅周辺大規模再開発事業」完成イメージ図

「渋谷駅南街区プロジェクト」B-1 棟

「大船渡駅周辺地区震災復興事業」完成イメージ図

「クリエイティブワーカーの聖地」を目指す渋谷駅南街区プロジェクト
　渋谷駅南街区プロジェクトでは、旧東横線渋谷駅の
ホームおよび線路跡地に建てられる、地上35階建、高さ
約180ｍの高層ビル（B-1棟）の建設が目玉となります。
この建物は、高層部のハイグレードオフィス（貸床面積約
45,000m2）と中層部のホテル（約180室）、低層部の飲食
店を主とする文化・商業施設、多目的ホールなどを備えた
複合施設となる予定で、計画では「エンタテイメントシ
ティ SHIBUYA」に相応しい「クリエイティブワーカーの聖
地」を目指します。
　このビルもまた、渋谷駅の東西南北に架けられる「スカ
イデッキ」と、地下空間とのストレスのない縦移動を可能

にする「アーバンコア」でつながれます。また、向かい側の
「東棟」との間にも、旧東横線の高架を再利用した歩行者用
デッキが設置されることで、国道246号線で分断されてい
た不便さが解消されることになり、本再開発事業が目指す
「回遊性が高い」「誰もが巡り歩いて楽しめる」街に一歩も
二歩も近づきます。
　また、浄水場から水を引く「清流復活管」を設置し、かつて
は「春の小川」のモデルとなった河川の清流も流れていた
「渋谷川の再生」を行うと共に、川沿いに約600mにおよぶ
緑の遊歩道と広場を整備して、「都市における水辺の賑わい
と潤いの空間」を創出する工事も同時並行で行われます。
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　南街区の工事では、国道246号デッキ等の構築で歩行
者の渋谷駅南側への回遊性が高まることから、このエリ
アの活性化に期待を寄せる地域の方々のご理解とご協力
をいただきながら進めています。
　工事内容をご覧いただくとわかるように、本プロジェ
クトには道路の拡幅や橋梁の架替、護岸改修などの土木
工事と4棟の建築工事が含まれていますが、工種も多岐に
わたり、しかも同時竣工を目指していることから、仕上工
事が行われる最盛期には、作業員数もおそらく1,000名
を超えるものと思われます。独立して作業を進められる
部分もあれば、他の工事の進捗を待たねばならない部分
もあり、それだけデリケートな工程調整が求められます。
　また、本工事は国内でも有数の人口密集地で行われて
いることから、保安員を増員し、仮囲いの内側の（土砂な
どの飛散を防止する）養生も二重にするなど、通行人や車
両の安全には特段の配慮を行っています。近隣には居住
者を伴う建物も多く、鉄道、高速道路、河川も隣接する環
境で、地下30ｍを掘削し、地上には180ｍの高層ビルを
はじめとするさまざまな建物を建設することから、空中・

国内有数の過密エリアならではの、
細心の配慮と綿密な調整が必要な現場。

「一体感」を高めながら、“東急建設のものづくり”を
渋谷駅南街区プロジェクト新築作業所
所長…藤平 豊久

B-1棟新築工事 商業・ホテル・オフィス
（地上35階、地下4階）
工期：2015年4月～ 2018年7月

B-1棟新築

A棟新築

AB間歩行者ブリッジ

国道246号デッキ

D棟新築工事 アーバンコアと接続地下道
（地上2階、地下2階）
工期：2015年4月～ 2018年7月

土木工事 国道246号デッキ
（旧東横線渋谷駅高架部分）の構築
渋谷川整備工事（護岸改修、水路設
置、清流復活管設置、橋梁架替、公
園・広場整備など）
工期：2015年4月～ 2018年7月

土地区画整理事業
…（既存建物解体、区道拡幅整備、明治
通り整備、インフラ関連整備など）
工期：2014年7月～ 2018年7月

社員および協力会社の家族向け見学
会を実施。

重量物を吊る作業が多いことから、
ワイヤーを色分けして識別しやすい
ように工夫。

南街区プロジェクト作業所内に「女性
専用休憩所」を設置。パウダーコーナー
つき化粧室、シャワーブース、休憩コー
ナー、売店などを備えています。

熱中症対策ハウスを設置。

当社技術員と協力会社の社員の女性14
名で構成する「南街（みなみまち）こま
ち」を（一社）日本建設業連合会の「なで
しこ工事チーム」に登録。

その日の作業内容が一見してわかる
図を掲示。安全な通路を表示。

TOPIX

地上・地下の作業でこれらへの影響をおよぼさないよう、
これも関係各所との調整を密に図りながら慎重に進めて
いかなければなりません。
　これだけ多方面との調整が必要なプロジェクトとなる
と、それぞれが自分の都合を優先させるようなやり方を
していたのではうまくいかず、それにはやはり「一体感」
や「共通の価値観」のようなものを醸成していくことが必
要ではないかと思います。
　南街区プロジェクトでは、地域の方々との間の「渋谷3
丁目街づくり推進協議会」をはじめ、地域と事業主と施工
者（東急建設）との間の「三者連絡会」、さらにはJR等、現
在この地域で工事を行っている関係者間の「エリア調整
会議」などの機会を通じてコミュニケーションを深めて
いますが、当作業所内でも、職長会や勉強会などを通じ、
「皆の力を合わせて、日本一、あるいは世界一訪れたい、新
しい街をつくるのだ」という共通の思いを育みながら、協
力会社との連携を深めて、東急建設ならではの“ものづく
り”を進めていきたいと考えます。

　渋谷駅周辺大規模再開発事業における開発コンセ
プトのベースとなっている「渋谷駅中心地区まちづ
くり指針2010」では、このエリアに、①人々が行き
交う地上部、低層部において、移動・交流・情報発信と
いった活動の自由度を高めるための広場空間や歩行
者動線ネットワークを整備し、②景観性特性や路面
店を活かした街づくりをして、③日本人はもとより
外国人の多様な活動・交流を支援する場を創出し、国
際的な観光文化都市を目指す、としています。

特集：「渋谷駅周辺大規模再開発事業」の進捗

■……渋谷ヒカリエ
■  渋谷駅街区土地区画整理事業
■……開発計画地域
■  東京メトロ銀座線

①渋谷駅東口基盤整備工事
②渋谷駅街区開発計画Ⅰ期：東棟建設工事
③渋谷駅南街区プロジェクト新築工事

「渋谷駅周辺大規模再開発事業」の経緯

渋谷駅周辺大規模再開発事業について

2005年、渋谷駅周辺地区が政令指定により「都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域」として
「特定都市再生緊急整備地域」に。

住民、企業、行政が連携して「渋谷駅中心地区まちづくり指針2010」等を策定。

上記指針等の主旨に沿う形で、東急グループ、JR東日本、東京メトロ等が「渋谷駅街区土地区画整理事業」
および「鉄道改良事業」と連携した抜本的な再開発計画を立案。
2013年1月23日、都市再生特別措置法にもとづく都市再生特別地区の都市計画提案として提出した「渋谷駅地区駅
街区開発計画」「渋谷駅地区道玄坂街区開発計画」「渋谷駅南街区プロジェクト」が決定を受けてスタート。

1
2
3
4

①

②

③
A棟新築工事 商業・多目的ホール
（地上8階、地下4階、塔屋2階）
工期：2015年3月～ 2018年7月

アーバンコア接続地下道

BD間歩行者ブリッジ

D棟新築

C-1棟新築

稲荷橋広場
金王橋広場渋谷川

国道246号

明治通り

BC間歩行者ブリッジ

渋谷駅南街区プロジェクト新築工事概要
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続報（CSR報告書2014にて報告）
～「大船渡駅周辺地区震災復興事業」の進捗

大船渡での新たなまちづくりが
着々と進行しています。

特 集

　岩手県の三陸海岸南端近くに位置する大船渡市もま
た、東日本大震災ではリアス式海岸特有の狭い大船渡湾
を遡上してきた大津波（最大11.8m）により、甚大な被
害を被った地域です。大船渡市における商業の中心地で
あったJR大船渡駅から海側のエリアは特に被害が大き
く、駅舎が流出し、一部国道まで冠水するなどして都市機
能が奪われました。
　行政機能が被災を免れた大船渡市では、2011年10月に
は「大船渡市復興計画」を立案し、単なる復旧ではなく、「賑
わいと活力にあふれる、安全で魅力ある中心市街地を創
る」というコンセプトのもとに、新たな街づくりをはじめ
ることとしました。
　この計画に沿って大船渡駅周辺の早期復興を目指す「津
波復興拠点整備事業（7.7ha）」と、さらに広範なエリアの
復興を目指す「土地区画整理事業（33.8ha）」が認可され、
2013年10月より、東急建設JV※が「CM方式」によるこれ
らの事業の一体的業務を遂行しています。
※東急建設JV：東急建設、東洋建設、植木組、日本測地設計、CPC

飯塚社長が「第１期まちびらき」に出席
　復興後の「街の顔」となるエリアで開かれた祭典に、当社社長
の飯塚も工事関係者と共に出席し、新たな街の門出を祝いまし
た。式典には「トモダチ作戦」で駆けつけた第七艦隊の艦長も出
席。米国から送られたハナミズキの植樹も行われました。

東急建設 JV

測量・調査・設計
チーム

専門業者
（地元企業を優先）

副統括管理技術者
（設計マネジメント責任者）

統括管理技術者（齋藤眞徳）
情報統括チーム

専門業者（地元企業を優先）

工事監理
チーム

工事チーム

オープン
ブックチーム

副統括管理技術者
（工事マネジメント責任者）

渉外
チーム

※専門業者約150名のうちの約120名が地元企業所属

移転者の意向を踏まえて、丁寧な「玉突き移転」を実施

　東急建設が担当する二つの事業では、主に事業区域内に
おける土地の嵩上げ（2～3ｍの盛土）および整地作業を行っ
ています。2015年度には、早期整備エリアを含む津波復興
拠点区域の約35％ほどの整備が終了し、3月12日にはJR大
船渡線BRT（バス高速輸送システム）の専用道完成と、当該区
域のトップを切る大船渡プラザホテルの開業を祝して、「第
１期まちびらき」の式典が行われました。続いて、4月には大
型ホームセンターが、6月には大型スーパーマーケットが
オープンし、7月には災害公営住宅も竣工します。

全体の工程の半分が終了して、
「第1期まちびらき」を開催

東急建設JV……統括管理技術者
齋藤 眞徳

　「大船渡駅周辺地区震災復興事業」に関するCM業務の
統括管理技術者を務めるのが齋藤眞徳です。齋藤は本CM
のプロポーザルよりリーダーシップをとってきました。
　「現在は、新しい都市計画に沿って、JR大船渡線と海側の
エリアの間に県道を新設する工事を行いながら、早期住宅
再建に対応すべく宅地の造成を進めています。所有者が地上
部分の撤去を行ったあと、地下構造物の撤去より我々が行
います。使用されている上下水道、光ケーブルなどの埋設物、
NTT、電力の架空線に配慮しながら撤去を進め、その後に嵩
上げの盛土を行います。将来道路となる箇所は、盛土完了後
に新設の下水道管を、企業者が設置するNTT管、水道管など
と調整を取りながら施工を進め、道路の上物を作り、舗装を
行って完了となるわけです。その際、現在使用しているライ
フラインを活かしながらの施工を求められます。これには、

仮切回しを随時行いなが
ら、新設管に切り替えるま
でこの作業が繰り返し続
くことになります。
　早期復興のため、宅地
（盛土）ができた段階で先
行引渡しを行い、地権者が
建物建築を行っている間

に、廻りの道路を作り、水道、下水を整備する箇所が多く存
在します。道路、宅地、ライフラインがすべて完成してから
の建築でないところに、また難しさが発生しています。」
　Aが移転すると、その跡地にBが入り、Bの跡地を整理してC
が入るという、いわゆる「玉突き移転」の繰り返しがメインと
なる仕事。事業者や住民など、移転者の直接の窓口になるの
は発注者のUR都市機構（（独）都市再生機構）ですが、工事内容
の説明に齋藤らが同行することなども珍しくありません。移
転スケジュールを含めて、（出入り口や水道の場所など）移転
される側のさまざまな要望にお応えしながら、街づくりのお
手伝いをしていくのが齋藤らの仕事です。
　「発注者からの新たなリクエストが加わったり、何らか
のトラブルが発生して、移転先Aの作業が遅れれば、その
先のB、C、D以降のスケジュールにも狂いが生じます。特
別な工法を必要とするわけでもなく、技術的には難しい工
事ではないのですが、実際の現場では、予定通りに行かな
いことが当たり前のように起きるような状況で、スタッフ
一同、頭を悩ますことも少なくありませんが、常に大船渡
市やUR都市機構と情報共有を行い、対処しています。」
　「情報の透明化」はCMの特徴の一つだが、このような情
報を含めて、発注者と極めて「近い距離感」で情報共有がで
きるという点は大きなメリットであると齋藤は言います。
東急建設では、現場の要請に応える形で今年度より人員を
補強し、こうした状況に応える体制を強化しています。
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L1津波
過去数十年から数百年の
頻度で発生している津波
L2津波
東日本大震災クラスの津波

断面イメージ図

国道45号 JR 大船渡線

盛土して海面より
+5.0m に 海面より

+7.5m の防潮堤

盛土して海面より
+3.0mに

南北幹線道路

JR海側JR 山側

区画整理事業区域区画整理事業区域 津波復興拠点
整備事業区域

「線」による防御から、「面」による減災へ
1.…L1津波に対しては「湾口防波堤」と海側に設置した「防潮堤（海抜7.5ｍ）」で防御
2.…L2津波に対しては、「多重防御」による減災を図る
海側からJR大船渡線までを海抜3mに、JR大船渡線から山側を海抜5mに嵩上げする。
「L1防御」で緩衝し、海側からJR大船渡線までの「面」の防御で減災する。
面にあたる部分の住居は全撤去する。

復興土地区画整理事業の概要

大船渡駅周辺地区の「多重防御」策とまちづくり
1.…JR大船渡線を含む山側を海抜5ｍ以上に嵩上げし、このエリアに「安全な住宅地」を整備する。
2.…JR大船渡線から海側については、「災害危険区域」に指定し、「居住を制限した商業業務地」を整備する。「津波復興拠点整備
事業」により指定区域内の用地を大船渡市が取得して早期整備し、商業事業者に賃貸する形で商業の早期再生を図る。

3.…これらの土地区画整理事業については、地権者のさまざまな意向を踏まえた申出換地（買取り等のオプションを含
む土地の権利移動）を行う。

CM方式とは
　本事業では、大船渡市より委託を受けた
UR都市機構により、CM方式が採択されま
した。CM方式では発注者の代行者である
CMR（コンストラクション・マネージャー
＝東急JV）が、技術的に中立性を保ちつつ
全体工程を管理し、協議調整等の各種マネ
ジメント業務を行いながら、全体事業予算
の執行管理を行います。同時に元請業者と
しての安全・品質等の管理責任も付加され
ており、工事監理と元請施工の役割分担を
明確にした体制にして臨んでいるのが、今
回のCMです。

「コストプラスフィー方式」「オープンブック
方式」で、健全な施工体制を維持
　復興事業では、地域住民の希望や、（換地
を伴う場合は）移転交渉の進展、あるいは労
務・資材の高騰等によって、事業規模やコス
トが増加する可能性が高いことから、入札
時に工事総額を決定する「総価一括契約方
式」ではなく、発生（予想）ベースの調査･測
量･設計･工事等の原価（コスト）に、一定率
のマネジメントフィーを加算する「コスト
プラスフィー方式」を導入することで、品
質の悪化など、無理なコストダウンに伴う
弊害の発生を防止します。また、「オープン

ブック方式」で、CMRが発注者に対してす
べてのコストに関する情報（業者支払状況
や給与情報、領収書等）を開示し、承認を得
ることで透明化を図ります。

「ファストトラック方式」によるスピード化
　追加調査、詳細設計などの早い段階から
CMRが参画し、詳細設計が済んだ部分から
順次、工事に着手します。詳細設計がすべて
完了してから施工に入る従来型の「設計・施
工一括発注方式」に比べて工期の短縮を図
ることができます。

復興を肌で感じる～それぞれの思い
　都市開発シミュレーションで有名な「シムシティ」とい
うゲームがあります。何もない街に道路や鉄道を敷き、ホ
テルやショッピングセンターを建て、住宅を建てていく
と、少しずつ住民が増え、自動車の交通量も増えて、だん
だんと街が賑やかになってきます。
　「第１期まちびらき」を報じた地元紙には、「街に出てくる
たび、工事で姿が変わっている。きっと立派な街になると思
う」という地元の高齢者の方のコメントが掲載されていま
した。昨年9月に赴任してきた内田亜輝も、そうした変化を
感じているひとりです。内田は入社3年目で、オープンブッ
クチームの経理責任者を務めています。
　「今年3月の“まちびらき”を境に、目の前に大きな施設が
建ち、実際に稼働し、新しいサービスが提供されるように
なって、街全体が活気を帯びてきたような感じがします。
たとえば私が時々食べに行く屋台村のラーメン屋のおば
さんも、“夢グループ”という飲食エリア（④）に移転する予
定なのですが、最近は“工事のほうはどうなっているの”
と、よく聞いてくるようになりました。復興を肌で感じる
ようになった、ということなのかなと思いますね。」
　仕事の工程が進むにつれて、街が賑やかになり、街の人
たちの表情も明るくなってきたと感じているのは、齋藤
も同じだと言います。
　「いろいろな現場を経験してきましたが、仮囲いもな
く、街の様子をこれほど身近に感じる現場で長期間にわ
たって工事をするというのは珍しいことです。そこで営
まれている社会生活に支障を来たさないようにしつつ、
新しい街づくりをするという経験もこれまでにはなかっ
たことですが、私たちの仕事が社会に役立っているとい
う実感を、これほどダイレクトに感じる現場は初めてで、
その意味でやりがいも感じます。」

さまざまな工事が
同時進行しています。

「生活者の暮らし」に思いを寄せながら、
チームワークで「後半戦」を乗り切る
　齋藤はこれまで、必ず迂回路を設けるなどして完全な
通行止めとならぬよう配慮し、工事を進めてきました。大
船渡市が一大イベントとしているショッピングセンター
の開業に遅れが出そうな時に「道路封鎖」を提案された
ときも、「そこを止めてしまったら、いつもそこを通って
BRTに乗る街の人に迷惑をかけてしまう」との思いから、
スタッフが一丸となってやりくりをしてしまったほど。
「生活者の暮らし」に思いを寄せながら建設という仕事を
行う、東急建設マンの心意気が伝わるエピソードと言え
るかもしれません。
　当該CMの工程は、本冊子が発行される8月でほぼ半ば
を過ぎます。これからはどんどん建物が建っていき、街の
賑わいもますます増してきます。
　「安全面については今まで以上に配慮してやっていか
なければなりません。街が賑わえば、工事のやりくりも複
雑になりますが、地元の方々に多大な負担がかからない
ようにしなければなりません。したがって、これからはさ
らに意思の疎通を図り、チームワークを一層高めて乗り
切っていかなければならないと考えています。」

国民体育大会デモンストレーションスポーツ
「マラソン大会」に参加
　大船渡市では毎年8月に「マラソン大会」が
開催されています。昨年は文中の齋藤、内田
も、当社社長の飯塚も参加しました。

特集：「大船渡駅周辺地区震災復興事業」の進捗

土地区画整理事業区域
津波復興拠点整備地区
県道丸森権現堂線
JR大船渡線
公共・公益ゾーン

JR大船渡線

⑥
④ ③

② ①

⑦

⑧

⑤

①から⑧は、出店者、市、商工会議所、地元金融機関
などが出資・設立した「まちづくり会社（キャッセン
大船渡）」が整備・運営を行う商業エリア。
　「地域の特性や大船渡らしさを活かしつつ、将来
にわたり賑わいを生み出し、誰もが快適に安心して
暮らせる魅力的なまちづくり（「大船渡駅周辺地区
官民連携まちづくり協議会」の目的）」のコアとなる
「多様な都市機能がコンパクトに集積した中心市街
地」となります。

ベージュ色の部分や道路の白線が見えているところが旧区画。
移転者の要望をまとめたスケジュールに沿って、これら旧区画跡の
（建物や道路などの）地下のインフラ等の埋設物を撤去・移設し、新
区画を整備するという工事が繰り返されます。

このエリアには、この商業エリアの
中心となる大型ショッピングセン
ターやホームセンターが進出。

②④⑤は「飲食、物販、サービス」などの店舗が集まるエリア
現在JR大船渡線北側で営業している「屋台村」などの
仮設店舗の多くもこのエリアへ移転。

県道丸森権現堂線
旧県道（紫色）を移設して
県道を新設。

東急建設 JV
内田 亜輝

ＪＲ線から海側は、
商業・業務・産業用途
の復興を推進

ＪＲ線から山側は、
安全な住宅地等の
復興を推進

アスファルト
舗装

コンクリート
打設

ボックス
カルバート据付

道路の切替盛土

植樹
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リスクマネジメント体制
　当社では、コンプライアンスをはじめ、環境、災害、品質
および情報セキュリティ等に関わるリスク管理のため、
各関連部門において規程の整備等の対応を図り、また、工
事受注、不動産取引に係るリスクを回避するため、各々組
織横断的な仕組みとして「本社リスク管理協議会」、「不動
産取引審査会」を設け、リスクの事前検証・モニタリングを
行っています。リスク管理の状況等については、業務執行
全般の報告・協議機関として定期的に開催される「支店長
会議」においても協議・検討事項としています。

コンプライアンス
　「企業倫理や法令を守ることは当たり前のこと」はCSR
の「基本中の基本」ですが、知識・認識不足による違反を完
全に排除するには、そのためのシステムづくりと徹底した
社員教育が必要であると考えます。当社では、その「当た
り前のことを当たり前にやる」ということを、東急建設の
DNAの中にしっかりと刷り込んでいくために、行動指針・
規範を定めて、e-ラーニングを含む研修等を通じて、社員
一人ひとりへの浸透を図っています。

コンプライアンス規範の制定
　「東急グループコンプライアンス指針」の趣旨に則し、
全役職員共通の行動原則とする「コンプライアンス規範」
を制定しています。また、全役職員がこの規範をよく理解
し、日々の業務において実践できるよう、同規範の具体例
を解説した「コンプライアンス・マニュアル」を配布して
います。

コンプライアンス相談・通報窓口の設置
　「コンプライアンス相談・通報規程」を制定し、当社と海
外を含む子会社に勤務する人が利用できる「コンプライ
アンス相談・通報窓口」を内部統制推進室に設置。弁護士
事務所にも社外専用窓口を設置するなど相談しやすい環
境を整備し、コンプライアンス上の問題に早期に対応で
きる体制を整えています。
　なお、相談したことによる不利益的取扱いの禁止や、匿
名性の確保を約束した「コンプライアンス相談・通報規
程」を制定し、重大なコンプライアンス違反事案について
は改善・再発防止の徹底と併せて、経営者に報告すること
としています。

反社会的勢力の排除
　内部統制システムの基本方針に「コンプライアンス規範」
の周知徹底を規定し、反社会的勢力との取引やその他一切
の関係を遮断する旨を定めています。不当な要求に対して
は「三ない主義（金を出さない・利用しない・恐れない）」を基
本とし、毅然とした姿勢で組織的に対応しています。
　また、あらゆる取引について、「コンプライアンス・マニュ
アル」にもとづき相手先が反社会的勢力ではないことを確
認すると共に、「不当要求に対する対応マニュアル」を整備
し、反社会的勢力の徹底的な排除に取り組んでいます。

情報セキュリティの強化
　情報資産を正しく管理し、情報漏えいによるステーク
ホルダーの皆様への被害、信用失墜による事業の停滞を
防ぐことが、情報セキュリティ対策の基本であると考え
ます。
　このため当社では、「電子情報セキュリティ規程」や「個
人情報保護規程」などの関連各規程を定めると共に、「情報
セキュリティ委員会」を設置し、「情報セキュリティガイド
ライン」を全社へ周知することで、情報資産の正しい管理
に努めています。
　具体的には、e-ラーニングを利用した社員への教育・啓
蒙に加え、セキュリティ攻撃模擬訓練を定期的に実施する
ことでその意識の向上に努めると共に、外部専門機関によ
るセキュリティ診断と監視を恒常的に受診することで、技
術的な対策の強化も併せて図っています。

経営の健全性に関する取組み

海外コンプライアンスプログラム
　当社では、海外における外国公務員等に対する贈賄お
よび市場競争を歪める行為を規制するいわゆる競争法に
ついての国際的な規制強化に伴う企業・個人に対する莫
大な制裁金を伴う罰則等のリスクが高まっているという
認識のもと、これらに対応することを目的に、トップメッ
セージ、基本方針を含む「海外コンプライアンスプログラ
ム」を策定し、本年4月より運用を開始しました。
　飯塚社長によるトップメッセージでは「利益獲得の
ために不正な手段をとることを選択しない、そうした
場面になっても法令遵守を貫く、そして、如何なる理
由があっても、不正に関与することを許容しないとい
う固い決意を持って海外事業に臨む」ことを宣言して
います。また、本プログラムを海外拠点に展開するた
め、現地に勤務する日本人スタッフ30名、ナショナル
スタッフ174名に対し、研修を行ったほか、各国公用
語や英語にも対応できる海外コンプライアンス相談・
通報窓口を設置しました。

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
　東急建設の“あるべき姿（理想とする企業像）”を「存在理念」「経営理念」「行動理念」の3つからなる「企業理念」として掲
げ、あるべき姿に近づくために、企業活動を通じて社会に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んで
います。コーポレートガバナンスの強化および充実は、こうした取組みを進めるうえでの重要な経営課題の一つであり、当
社は、常にその改善に努め、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスを追求しています。
　また、「基本的な考え方」を含めたコーポレートガバナンス全般に対する当社のスタンスを「東急建設コーポレートガバ
ナンス基本方針」として定めると共に、関連する基準等を定めています。

コーポレートガバナンス体制（2016年7月現在）

取締役会
　当社の取締役会は、取締役10名（うち社外取締役は2名で
あり、全員が独立役員）で構成され、取締役は各事業年度の
経営責任を明確にすると共に経営体制を機動的に構築する
ため、任期を１年としています。また、社外取締役は経営者
としての豊富な知見と経験にもとづき議案の審議に必要な
意見表明を適宜行うなど、取締役の業務執行の適法性を確
保するための強力なけん制機能を発揮しています。

執行役員
　業務執行における意思決定の迅速化および部門強化を
図るため、取締役会は専任の執行役員26名を選任してお
り、任期は取締役と同様に１年としています。

経営会議
　重要な経営方針や経営課題については、代表取締役を
中心に取締役8名からなる経営会議（2015年度は40回開
催）を適宜開催し、意思決定の迅速化を図っています。

監査役会および監査役
　当社の監査役会は、監査役5名（うち社外監査役は3名で
あり、全員が独立役員）で構成されています。また、社外監査
役には専門的見識を持った弁護士および公認会計士を招聘
し、コンプライアンス経営に則した業務監査機能の強化を
図っております。各監査役は、職務の分担等に従い、重要な
意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取

締役会や重要な会議への出席、重要な決裁書類の閲覧を行
うほか、担当部門等へ業務執行状況について聴取・調査を実
施し、必要に応じ子会社等から事業の報告を受けるなど取
締役の業務執行を監査し、その結果について取締役へ監査
報告を行うこととしています。また、監査役の職務を補助す
るため、監査役事務局に専任スタッフを配置しています。

会計監査人
　2016年3月期において当社の会計監査業務を執行した
公認会計士は、伊藤栄司氏、松尾浩明氏の2名であり、新日
本有限責任監査法人に所属しています。会計監査業務に係
る補助者は、公認会計士5名、その他14名です。

指名・報酬委員会
　取締役、監査役および執行役員の人事・報酬に係る取締
役会の諮問機関として、独立社外取締役を主要な構成員と
する指名・報酬委員会を設置しており、取締役等の人事・報
酬に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の
強化を図っています。

ガバナンス委員会
　コーポレートガバナンス全般に関する取締役会の諮問
機関として、社外取締役および社外監査役を主要な構成
員とするガバナンス委員会を設置し、コーポレートガバ
ナンスの継続的な充実と企業価値向上を図っています。

内部
監査

諮問

モニタ
リング

答申

監査／調査

会計監査人 監査役（会）

経営委員会
（施策の方向を協議）

経営会議
（業務執行の決定と監督）

支店長会議
（業務執行状況の確認）

内部統制推進室

本社リスク管理協議会・不動産取引審査会

監査役事務局

指名・報酬委員会取締役会
取締役会諮問委員会

ガバナンス委員会

コーポレート
ガバナンス体制図

経営の健全性に関する取組み
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内部統制システム
　当社では2006年5月の取締役会において「内部統制シ
ステムの基本方針」を決議し、法令やルールに則した、透明
性の高い業務プロセスと適切なリスク管理体制のもとで、
適正で効率的な業務遂行と、正確な決算数値等の財務報告
をはじめとした企業情報の公正な開示に努めています。
2008年4月には「財務報告に関わる信頼性に関する事項」
と「反社会的勢力排除に関する事項」を追加、また2015年
4月には「グループ会社内部統制に関する事項」や「監査役
への通報体制に関する事項」等を追加しています。「内部統
制の担い手は一人ひとり」という方針のもと、研修等も通
じて各業務における適正性の強化を図っています。

財務報告に関わる内部統制
　当社は、企業会計審議会が公表した「財務報告に係る内部
統制の評価および監査の基準ならびに財務報告に係る内部
統制の評価および監査に関する実施基準の設定について（意
見書）」に示されている「内部統制の基本的枠組み」に準拠し
て財務報告に係る内部統制を整備および運用しています。監
査法人により、2016年3月31日現在の当社の財務報告に係
る内部統制は有効であると表示した内部統制報告書の財務
報告に係る内部統制の評価結果が、すべての重要な点におい
て適正に表示されていることが確認されています。

「コンプライアンス経営実現のために」
　当社では本年4月より「海外コンプライアンスプログラム」を展開しています。これは近年
の海外事業の拡大に対してリスク認識を新たにし、ルールを整備しようとする取組みです。
　展開にあたっては社内チームおよび外部専門家により、進出先各国の現地スタッフにも研
修という形で周知を図りました。内容には賄賂や、いわゆるファシリテーションペイメント
といった主に発展途上にある国特有のカルチャーへの挑戦を含むものもあったわけですが、
皆さん本当に熱心に耳を傾け、時には議論も交わしながら目的を共有することができまし
た。理想と現実の狭間のなかで自分の国を思う気持ち、いけないことはいけないという思い、
フェアな商慣行への思いは、言葉は違えども同じなのだということを強く実感できました。
　これはほんの一例にすぎませんが、今後も国内外を問わずコンプライアンス意識の維持
向上を図り、“真価あるゼネコン”として選ばれる企業であり続けるために活動していきた
いですね。

BCM（事業継続マネジメント）
　当社は、発生することが危惧されている大規模災害に備
え、2008年にBCP（事業継続計画）を策定し、監督官庁であ
る国土交通省関東地方整備局の「建設会社における災害時
の基礎的事業継続力」の認定を2009年に取得して、以降２
年毎に更新しています。
　このBCPにもとづいた訓練計画を策定し、定期的に実施す
る訓練や講習会に経営者も参加することで、課題や問題点の
抽出と見直し改善を図りBCPに反映させるPDCAサイクル
を回し、BCM（事業継続マネジメント）に取り組んでいます。
　従業員の活動環境を確保するため、東京都の条例にもと
づく飲料・食糧などの備蓄、停電および電話の輻輳に備えた
機器類を配備して、社内の体制を整備しています。
　本社が渋谷区に所在し、日本有数のターミナル駅である
渋谷駅に隣接することから、渋谷区と地域の事業者ならび
に団体で構成する「渋谷駅周辺帰宅困難者対策推進協議会」
に加盟し、渋谷区ならびに協議会が開催する防災訓練に参
加し、地域の一員として協力しています。
　また、国や県などの行政機関やインフラ関連会社と災害
時の協力協定を締結し、当社事業の協力会社とも提携する
ことで、被災者の救援救護に不可欠な災害支援道路をはじ
めとしたインフラの早期復旧に全力を尽くし社会的責任を
果たしてまいります。

品質向上に関する基本的な考え方
　建設業ではインフラを利用されるユーザーもお客様です。また、地元の方々との間に信頼関係を築きながら施工を進め
てもらいたいという発注主の意向に沿った活動を行うことも顧客重視の経営と考えています。東急建設では、これらを含
めたユーザーニーズに適したソリューションを提供することにこだわりを持ち、協力会社と共に、当社ならではの技術力
の向上と工事品質の維持・向上に努めています。

品質向上に関する取組み

内部統制推進室
内部統制グループリーダー
岸田 聡

経営の健全性に関する取組み／品質向上に関する取組み

2015年度のハイライトHighlights 2015
「Site－Learning （サイトラーニング）」で「現場⼒の強化」へ
　2015年度からスタートした「中期経営計画～
Spiral…Change…!…」では、「現場力の強化による安全・品
質・工程・利益の追求」を基本方針のひとつとして掲げ
ています。当社では、「現場力の強化」を「自ら問題を見
つけて解決していく力」と定義し、個々の能力を高め
ていくことが、「安全・品質の維持・向上」「適切な工程」
「高い利益率の追求」といった組織の強化につながって
いくと考えています。建築本部では、現場力強化の取組
みとして、2015年9月から「Site－Learning」という
作業所単位での勉強会を開始しました。現場力は現場
でしか育めないという考えのもと「現場で学び、現場で
考え、そして現場で成長する」というものです。
　現場力強化に向けた4つの基本方針にもとづき、作
業所単位でテーマを決めて、毎週1回勉強会を行いま
す。リニューアル工事、鉄道工事は毎月行います。
　「Site－Learning」は、全国の建築現場で行われ、各
支店や建築本部でモニタリングを実施し、内容の平準
化と充実を図っています。

「Site－Learning」の
ポスターについて

ポスターのスクリューは
「安全」「品質」「工程」「原
価」をあらわしています。
現場力強化はこの4つス
クリューがバランス良く
円滑に廻ることが必要と
いう想いが込められてい
ます。

現場力強化に向けた 4 つの基本方針
安　全→作業手順の遵守と周知
品　質→事前検討の実施及び周知
工　程→生産性向上への取組と実施
原　価→現況把握の精緻化

品質方針
当社は、建設に関する設計、施工、工事監理の実施にあたり、以下の事項を確実に行い、顧客満足の向上をめ
ざし、品質管理活動を実施します。
1. システムの運用・改善
品質マネジメントシステムを確立して運用し、継続的に改善します。…

2. 要求事項の把握　
各種の要求事項、顧客満足に関する情報を把握し、顧客満足の向上、クレームの低減を図ります。…

3. 法規制等の順守　
関連する法規制および当社が同意する業界団体等が定める規範などを明確にして順守します。

4. 重点実施項目の設定　
品質確保のために重点実施項目を設定します。品質目標の設定のための枠組みとし、品質目標は定期的に見直します。
①顧客満足の向上
②お客様のニーズを把握した営業活動
③高品質な設計、施工製品の提供…

5. 当社の全役員、社員、雇員、当社で従事する協力会社の人員および派遣社員に方針を周知徹底します。 
6. 方針は公表します。
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品質マネジメントシステム
　1997年3月に東京支店の土木部門と建築部門がそれぞ
れ認証を取得して以来、2000年10月までに全国の支店・
本部ごとに認証を取得しました。2004年4月からは全社
統合の品質マネジメントシステムに完全移行し、同年9月
に全社統合の品質マネジメントシステムで登録されまし
た。また、2005年度からは環境マネジメントシステムと
の複合審査として毎年受審しています。2014年10月に
第6回再認証審査を受審し、再認証が承認されました。

品質向上関連教育・研修
品質マネジメント研修
　毎年定期的に品質マネジメントシステムの内部監査員
研修を実施しています。2015年度は41名が新たに内部
監査員の資格保有者となりました。内部監査員資格の保有
率は全従業員の35%です。
　2014年度からは内部監査員研修を必修の技術員研修
のプログラムに加え、適切な年次の技術員が受講するよう
にしました。また、外部講師を迎え、監査の場面を再現した
フォローアップ研修により、内部監査員のスキルアップを
図っています。

資格取得支援制度
　当社では昇格時に必要な法定資格を定め、社員の計画的
な資格取得を推奨しています。職種や業務に応じて必要と
なる資格（各種一級施工管理技士、電気通信主任技術者、宅
地建物取引士、建設業経理士1級など）について、その取得
費を会社で負担する支援制度を整えています。
　特に取得難易度の高い資格（技術士、1級建築士）には取
得手当や奨励一時金、学費補助金の支給等により支援して
います。さらに資格取得者には、毎年開催している｢資格取
得報告会｣において、表彰を行っています。
　また、2015年度より博士号取得に関して制度運用を整
備し、博士号取得費用の支援を行うことといたしました。

技術発表会・設備事例発表会
　社内で培われたさまざまな技術を社内で共有し、当社の
技術力の向上を図ることを目的に「技術発表会」・「設備事例
発表会」を毎年開催しております。2015年度は土木部門が
「現場力の強化による信頼の構築」をテーマに15件、建築部
門が「現場力の強化による安全・品質・工程・利益の追求」を
テーマに16件、設備部門は11件の論文が発表されました。

技術委員会および研究開発体制
　当社では、社会・顧客のニーズにもとづいた効果的な技術
方針・戦略策定と実行を促進するために技術委員会を組織
しています。技術委員会は、「顧客・法制度・他社動向等、マー
ケティングに関する事項」、「新規技術開発に関する事項」、
「既存技術の改良に関する事項」、「技術営業の促進に関する
事項」に関して付議いたします。技術委員会の下部組織とし

CIMによる過密配筋の見える化
　河川内で施工する道路橋脚で、主な工種が渇水期施工
に限られるため、設計照査から施工までを迅速に行う必
要があった事例です。工期短縮を図る施策のひとつとし
て、高密度配筋の躯体工において、CIMを活用した配筋作
業の省力化（合理化）を図りました。鉄筋を組み立てる前
やコンクリート打設前に構造物の配筋状態を3Dで表現
し、見える化を図ることにより、鉄筋が緩衝する箇所の配

経営者としての視点・高
い視座から技術開発の
方向性について助言。

部門代表（最適）ではなく、広範な視点から顧客ニーズ
や市場環境変化に応じ、当社として今後必要とされる
技術開発の方向性や課題、分野・テーマを検討する。

新規テーマの協議、部署間協力調整と研究開
発推進方法協議。期間発生・中断テーマ協議。
情報共有。

研究開発サポート会議
研究開発成果の実用化を推進するため、技
術開発部門以外の社内サポーターと技術委
員の助言を受ける。

進捗報告

結果報告

協議助言

ローリング指示 テーマ案提言・協議策定指示

報告提案

検証報告／修正RM提案

管理本部長
土木本部長
営業本部長
ソリューション
事業部長

委員長：営業推進部長
技術研究所担当役員（建築本部長）
土木、建築、事業部関連部門長

品質マネジメントシステムのPDCA 「信頼の獲得に向けて品質管理を進化させています」
　当社は、お客様のニーズの把握、法規制の遵守、顧客満足度の向上を目指し、本社、支
店、作業所および協力会社が協働することによって、より良い品質管理を実践し、適正
品質の提供を行っています。品質の確保にあたっては、品質マネジメントシステムの運
用・改善を図ると共に、教育・検査・施工管理に着目し、品質管理の強化・効率化を進めて
います。教育では、集合研修のほか、トンネル工事、橋梁工事、建築工事等における作業
所でのOJT教育の推進。検査では、作業所技術員による検査のほか、支援部門の検査責
任者による各種検査を実施。施工管理では、着工会議、施工検討会、クロージング会議等
での多角的な検討に加え、最近では国内トップレベルの有識者による研修を実施して
います。
　今後も、確実な品質管理に向けた施工技術力の向上・改善を推進してまいります。

品質マネジメントシステムの継続的改善
　製品やサービスに対する要求事項には、お客様からの要求
事項（顧客要求事項）、法律・条例（法令・規制要求事項）等、さ
まざまな要求事項があります。
　当社は、これらさまざまな要求事項を満たす製品やサービ
スを一貫して提供するため、その要求事項を十分に考慮し
た計画（品質計画）や方針および目標を定め（Plan）、実施し
（Do）、結果を検証し（Check）、社内の仕組みを改善（Act）し
ていく活動を繰返し行うことで、品質マネジメントシステム
を継続的に改善しています。このシステムの運用により、常
にお客様に満足していただける製品やサービスを提供し、顧
客満足の向上を目指しています。

品質向上に関する取組み

て「研究開発部門長会議」があり、新規テーマの協議および部
署間協力調整を行います。新規研究開発テーマは、「技術開発
ロードマップ委員会」が毎年ローリングを行うロードマップ
を参考に「テーマ策定ワーキング」が選定提案をします。
　各研究開発テーマの推進・進捗状況は、技術研究所長が四
半期ごとに行い、厳格に管理しています。

研究開発体制図
技術委員会

研究開発部門長会議
（研究開発系部門長）

技術開発ロードマップ
委員会（全社横断）

分野別技術マップ
（研究開発関連グループ）

研究所長ヒアリング技術開発テーマ策定ワーキング・グループ

筋変更や、過密配筋箇所等コンクリート打設時に注意が
必要な箇所を事前に把握し、高品質なコンクリート構造
物の構築につなげると共に、工期短縮にも一定の成果を
得られています。

CIM配筋変更前イメージ図 CIM配筋変更後イメージ図

技術発表会（土木部門）

技術発表会（建築部門）

設備事例発表会

執行役員…
土木本部…土木技術設計部長
渋沢 重彦
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安全衛生マネジメントシステムの運用
　建設業労働安全衛生マネジメントシステム（COHSMS：
コスモス）を引用規格として、従来当社で行ってきた安全衛
生管理の手法を店社（本社・支店）および作業所における基
本的事項に合わせて整理統合しています。
　全社安全衛生方針にもとづき、毎年度、安全衛生目標お
よび施策、行動計画ガイドラインを全社へ発信。店社にて
これらに沿った安全衛生目標・計画を構築し、作業所にて
自主的な安全衛生活動を展開して、労働災害の防止を図っ
ています。作業所では毎日、毎週、毎月の安全施工サイクル
を通じて、店社では主に安全衛生内部監査を通じて取組み
内容を検証するなど、PDCAサイクルを活用した安全衛生
管理水準の向上を図っています。今後は、「全店を通じた均
質化と底上げ」をさらに促進していきます。

度数率※・強度率※・安全成績の推移
　当社では、従来から安全衛生管理活動の指標とし
て安全指数（グラフ青線）を取り入れていましたが、
2013年度より安全衛生目標数値として採用していま
す。2016年度は目標値を0.11（度数率0.60…、強度率
0.02相当）に設定しています。

安全衛生方針

東急建設 安全十則
　2016年度の安全衛生目標を達成するための重点実施事
項のひとつとして「安全十則」の展開を掲げています。
　「安全十則」は2012年度の安全衛生管理計画の見直し
のなかで新たに制定したもので、作業所において元請、協
力会社、職長、作業員が一丸となって徹底すべき事項をわ
かりやすく10項目にまとめたものです。朝礼や安全大会
等での「安全十則」の唱和や新規入場者教育、安全衛生ミー
ティング、日々の作業打合せ、安全巡視のチェック項目に
盛り込むなど、その徹底を推進しています。また常に現場
で唱和することにより自然と行動に現れ、実行されること
も期待されます。

経営層による安全衛生巡視を実施
　「全国安全週間」、「全国労働衛生週間」、「年末年始労働
災害防止強調期間」および「年度末労働災害防止強調月
間」の特別週間および準備期間を重点とし、通年にわたり
経営層による安全衛生巡視を実施しています。飯塚社長、
浅野専務をはじめとする経営者が、朝礼・昼礼から参加
し、役職員、協力会社職長および作業員に安全衛生管理活
動への積極的参加を直接呼び掛けると共に、建設業労働
安全衛生マネジメントシステム（COHSMS：コスモス）
にもとづく各施策の実施状況を確認し、改善へ向けた指
示をしています。

一、まず現場 見ます 聞きます 確かめます
一、KYK 危険の感性 とぎすませ
一、毎日の 現場巡視で 危険ゼロ
一、作業中 危険な状態 黙認するな
一、起こさない 手順順守で 墜落倒壊飛来
一、高所作業 安全設備 まずチェック
一、裾付は 堅固な地盤に 水平に
一、運転は 資格のある人 きめた人
一、声掛けは 仲間をすくう 命綱
一、守ります 現場ルールと 安全指示

元請・協力会社・職長・職方全員で徹底しよう！

1.安全衛生目標
1．死亡災害、重大災害※1… 0件
2．「墜落、転落」災害防止…… 50％削減
3．安全指数※2… … 0.11以下
4．使用停止等命令… 0件

2.安全衛生目標を達成するためのスローガン　
『基本』を守る大切さ…『気づき』をもって0災害！！
気づきのための3ポイント
①上にあるものは落ちる。
②立っているものは倒れる。
③動いている物は急には止まらない、ぶつかる。

※1…重大災害：一時に３人以上の死傷者を伴う労働災害（通勤途上の災害を除く）、
または、社会的に著しい影響をおよぼす災害

※2…安全指数：2015年度実績より労働災害を20％削減、平均損失日数25日、度数
率0.60…、強度率0.02を想定（3年後の度数率0.50を目指します）

当社は、建設に関する施工、技術開発および研究業務の実施にあたり、以下の事項を確実に行い、安全衛生
の確保に努めます。
1.システムの運用・改善
安全衛生マネジメントシステムを確立して運用し、継続的に改善します。…

2.リスクの把握　
業務に関連する安全衛生上の危険源となる危険有害要因を把握し、災害事故の防止に努めます。…

3.法規制等の順守　
労働安全衛生関係法令等および社内規程を明確にして順守します。…

4.重点実施項目の設定　
①公衆災害、死亡災害、重大災害の絶滅…②墜落、転落災害の低減…③建設機械・クレーン等災害の低減…④崩壊、倒壊災害の低減…

5.当社の全役員、社員、雇員、派遣社員および当社で従事する協力会社の人員の協力の下に、安全衛生活動を実施します。
6.当社の全役員、社員、雇員、派遣社員および当社で従事する協力会社の人員に方針を周知徹底します。 
7.方針は公表します。

安全衛生に関する基本的な考え方
　東急建設では、「安全衛生への取組み」をCSR重点テーマのひとつに据え、「安全衛生方針」を掲げると共に、これにもとづ
く「安全衛生マネジメントシステム」の運用によって、建設事業をはじめとする当社企業活動全般の安全衛生向上に努めて
います。また、協力会社・職長・作業員との連携を重視し、特に作業所における安全衛生向上のために徹底すべき事項を「安
全十則」としてまとめ、日々の作業打合せでの唱和など日常的な安全確認に役立てています。

安全衛生に関する取組み

安全衛生に関する取組み

2015年度のハイライト
改善事例発表会の実施
　当社では、東急建設（株）災害防止協力会との共催で、
「安全」、「品質」、「コスト」等をテーマとした「改善事例
発表会」を開催しています。この取組みは、当社と協力
会社との連携を強化し、施工管理技術の向上、知識・ノ
ウハウの共有化および次世代への伝承として、労働災
害、品質事故を未然に防止するための好事例、改善事例
を全社に水平展開していくことを目的として、2005
年から毎年開催しています。全国の土木、建築の現場に
おいて、ちょっとした工夫で安全に作業が進められる
ようになった改善事例、従来から問題となっていた安

全対策の改善事例、また材料を変えることで品質が格
段に向上した改善事例などを、現場と協力会社が一緒
になって発表し、これまでの11回の開催で679作品
が紹介されました。
　今年も、全国の作業所から66作品の応募があり、審
査を通った15作品により、熱のこもったプレゼンテー
ションが行われました。
　この活動を通して、当社と東急建設（株）災害防止協
力会はさらなる連携を深め、無事故・無災害に努め、品
質事故の防止に取り組んでいきます。

Highlights 2015

2016年度安全衛生目標

東急建設 安全十則

安全指数は、度数率（災害の発生頻度）と強度率（災害の重さの程度）の二つの指標を
反映させた数値で、災害の発生頻度だけでなく、災害の重篤性も重視するものです。
※度数率：100万延労働時間あたりの労働災害のうち、

休業4日以上（死亡含む）の死傷者
※強度率：1,000延労働時間あたりの労働損失日数で、

災害の重さの程度を表します
※安全指数：√（度数率×強度率）
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日建連「快適職場」特別賞を受賞しました
　日建連では、「建設技能者の人材確保・育成に関する提言」
にもとづく「建設技能者の労働環境の改善」に向けての方策
として、平成22年度から、作業所におけるさらなる快適措
置の高度化を図るべく、「快適職場表彰制度」を導入し環境
づくりの優れた作業所の表彰を行っています。2015年度
が6回目となるこの取組みへ、渋谷駅南街区PJ新築工事JV
が、「男女を問わず長く働き続けられる清潔で快適な作業員
休憩所の提供」として「南街ステーション」と命名した女性
専用休憩所の設置および、協力会社間や元請との垣根を越
えたコミュニケーション向上の場としての取組みについて
応募した結果、特別賞を受賞しました。応募総数158件（16
社）のうち、20現場が表彰されました。

安全衛生教育の実施
　新入社員から管理職までを対象として、階層別安全衛生
教育（技術職・事務職すべての新入社員導入研修、2年次の
技術職・事務職を対象とした初級研修、技術員を対象とし
た4年次、7年次、10年次、15年次、20年次、28年次教
育）を実施しています。
　主なカリキュラムは、安全衛生マネジメントシステム、
リスクアセスメント、統括管理、電気取扱業務（低圧）、ク
レーン等の専門知識、計画届の作成等作業所業務全般を網
羅した総合教育を行っています。
　特に作業所において最も重要な職務である統括安全衛
生責任者の育成・強化を10年次、15年次、20年次教育に
取り入れ、建設業安全衛生管理（統括管理）講習と同等の内
容の教育を実施しています。協力会社に対しては災害防止
協力会と連携し、職長・安全衛生責任者教育、上級職長研
修、特別教育を実施しています。

メンタルヘルス
　メンタルヘルス対策として、外部機関による従業員を対
象とするセルフチェックを定期的に実施しています。セル
フケアを促すと共に、その組織分析結果をもとに管理職を
対象としたラインケア研修を行い、組織としての対応につ
いて考える機会としています。
　また、「心とからだの健康相談」として外部専門機関に
相談できる窓口を設け、社内では新入社員を含む若年層
への研修の機会を設け、メンタルヘルス不全に対する予
防に力を入れています。メンタルヘルス不全になった場
合に備えて、早期対応や職場復帰プログラムを策定し、産
業保健スタッフと共に職場に安心して復帰できる環境を
整えています。

職長教育
　当社は、災害防止協力会と連携し、従来から「職長・安全
衛生責任者教育」を実施してきました。2014年度から
は、それらの教育を発展させ、かつ労働安全衛生法にもと
づき、部下の指導力を含めた業務能力向上教育である「建
設業職長等指導力向上教育研修会」を展開しています。
　職長等の業務能力向上は、ものづくりを生業とする専
門工事会社はもとより、我々元請会社も強く求めるとこ
ろです。この研修会は、2014年度・2015年度で約300
名が修了しました。

「東急建設マイスター制度」を設置
　2005年より、工事現場における安全衛生・品質の維持
および環境保全活動のキーマンである職長の中から、特に
優れた技術者を「東急建設マイスター」として認定し、現場
の最前線で働く技術者のモチベーション向上を図ると共
に、マイスターの名に相応しいパフォーマンスの維持・向
上に努めてもらうことを期待しています。
　2015年度には、より働きがいを持って従事していただ
くことを目的として、さらに魅力的な制度に改正しました。
2015年度の新規の認定者は15名で、認定者の総数は104
名となって
います。

災害防止協力会の活動
　「東急建設株式会社災害防止協力会」は、労働災害の防止
と会員相互の互助を行い、併せて会員各社の体質の強化お
よび育成を図り、当社との共存共栄を目的として、当社の
工事に従事する協力会社によって組織された任意団体で
す。1970年10月の発足で、設立46年目を迎え、第46回
本部定期総会を開催しました。現在、本部と5支部（札幌・
住宅・名古屋・大阪・九州）で構成されており、会員数は約
4,000社となっています。

2015年度における災害防止協力会の主な活動
●定期総会、理事会、役員会、各部会等を開催
毎年4月に開催される定期総会では、当社経営トップも出席
し、安全衛生方針や年度目標の浸透を図っています。
●安全大会の開催
毎年7月の安全週間に合わせ、当社各支店・事業部と共催で安
全大会を開催し、安全意識の高揚を図っています。
●安全衛生巡視
協力会本部役員と支店・事業部役員による作業所安全衛生巡
視を実施しています。
●安全衛生管理表彰を実施
安全衛生に優れた功績をあげた者を定期総会開催時に表彰
しています。
●安全衛生教育・勉強会
「職長・安全衛生責任者教育」「建設業職長等指導力向上教育」
など、個別会社では手の届きにくい安全衛生教育を協力会主
催で開催しています。
●青年部会活動
次世代の事業継承者を中心とした「青年部会」を組織し、本部
および各支部において研修会等の相互研鑽を行っています。
●改善事例発表会
作業所における創意工夫は、当社と共催する「改善事例発表
会」にて、当社経営幹部・協力会本部役員出席のもとに発表さ
れ、優れた取組みを表彰しています。
●会報誌「みどり」の発行
全国の現場を訪ね、主要行事、職長を主役とした安全衛生管理
活動、職長会活動を紹介しています。
●ホームページの活用
ホームページを活用し、協力会社と情報共有を図ると共に、当
社の安全衛生方針の展開や、指定帳票類の配布など、当社と協
力会社の橋渡しを行っています。

「強い気持ちと緊張感を持って業界最高水準を目指します」
　最近の当社の労働災害発生件数は、役職員、協力会社それぞれの努力により、減少傾向
にあります。私たちは、労働災害や工事事故の絶滅を企業の社会的責任と捉え、安全衛生
マネジメントシステムの手法に則り、安全衛生管理を進めております。リスクアセスメン
トによる早期の危険有害要因の把握と、それらの対応策を盛り込んだ施工計画、作業手順
を作成し、手順通りに作業を実施します。
　また、当社統一安全スローガン「基本を守る大切さ　気づきをもってゼロ災害」や「東急
建設…安全十則」を有効に活用した「一人KY」等で危険に気づき、絶対に自分は、ケガをし
ない、ケガをさせないという強い気持ちと緊張感を持って、労働災害や工事事故の発生を
防ぎ、安全衛生管理において建設業界での最高水準を目指してまいります。

安全環境部長
宮田 一秀

安全衛生に関する取組み

第46回定期総会（上）2015年度安全大会（下）

メンタルヘルス研修

安全衛生教育
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働きがいのある組織づくりに関する基本的な考え方
　東急建設の企業ビジョンである「Shinka（深化×進化＝真価）し続けるゼネコン―東急建設」のなかでは、「真価ある組
織」を「共有の理念のもとに互いを認め合い、個人のやりがいを組織としての一体感へと変える生産性の高い集団である」
としています。当社では、個人のやりがい（働きがい）を高めるための最低限の条件である、人権の尊重はもとより、雇用環
境の充実や多様性の推進、人材育成にもさまざまな角度から取り組んでいます。

人権の尊重
　当社では、人権にきちんと向き合うことは基本的な義務
であるばかりでなく、企業内活力の源としても不可欠であ
るという認識のもと、あらゆる企業活動について、「人権」
に照らしながら、公正な労働慣行の遂行に努めていきたい
と考えています。

ハラスメント対策
　パワーハラスメントやセクシャルハラスメント等の人権
侵害を防ぐため、管理職を対象に研修を実施しています。
また、部署ごとに設置している相談・通報窓口担当者を対
象とする研修の実施や、秘密保持を前提とした外部専門機
関の相談窓口設置により、相談しやすい環境を整備して問
題の早期発見に努めています。

雇用環境の充実
障がい者雇用の促進
　障がい者の雇用ついては、法律に基づき、2012年度から
従業員数の2.0%に相当する障がい者雇用が義務となりま
した。2015年度は昨年に引き続き好景気を反映し大企業
を中心として、高い伸びを示したものの全産業で1.88%と
法定雇用率に達せず、建設業では1.69%と、依然低い水準
にあります。当社においては、採用活動を強化した結果、継
続して法定雇用率を遵守することができました。
　今後も継続して取組みを行い、一人でも多くの障がい者
の方に働く場を提供し、法定雇用人数以上の水準を遵守す
るよう推進して行きます。

介護セミナーを開催
　普段は離れて暮らしているご家族に会う機会が多い夏
期・冬期の長期休暇に合わせ、多くの介護家族に寄り添っ
た経験と豊富な知識を持つ外部講師をお迎えしてセミ
ナーを開催しています。介護と仕事の両立をテーマとした
より具体的なお話を聞くことができ、受講者からも積極的
な質問があるなど、満足度の高さがうかがえる有益なセミ
ナーとなっています。

労働時間短縮への取組み
　内勤部門については「統一NO残業デー」を設定し、外勤
部門については「事業所の4週6休」「代休取得の徹底によ
る勤務員の4週8休」への取組みを推進しています。また、
外勤部門では所定休日や年次有給休暇とは別に、毎年8月
と12月にそれぞれ5日間の「作業所特別休暇」を就業規則
で制定しています。取得期間についても8月は前後1ヵ月、
12月は1月まで有効期間を拡大する特例処置を設けて取
得率の向上を図っています。
　また年次有給休暇の取得率向上を目指し「年休有給休暇
取得促進日」を設定するなど、休暇を取得しやすい職場環
境を整えています。
　また、労働時間等改善委員会において、労働時間の改善
等に向けて取組みの検討を進めると共に管理監督者に対
してマネジメントセミナーを開催し、タイムマネジメント
の重要性や働き方の改善等、労働時間改善のための理解促
進を図っています。
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働きがいのある組織づくり

人事関連データ

働きがいのある組織づくり

2015年度のハイライト

女性活躍推進法に基づく行動計画
2016年4月1日から2020年3月31日までの4年間

1.…意欲のある女性総合職の採用は成功しているが、女性の割合が少ない。
より多くの女性総合職候補者を集め、採用していく必要がある。

2.…採用した意欲ある女性が、キャリアアップ志向を維持継続できる仕組みがない。
女性がキャリア志向を維持したまま、定着する仕組みが必要である。

当社の
課題

　当社は、女性の活躍を含むダイバーシティを推進し、「人材の総戦力化」を実現すべく、職種、世代、性別の枠を超え
た多様な人材が最大限の力を発揮できる職場づくりに取り組んでいます。特に、人材確保が難しい現状を踏まえ、女
性が活躍できる組織づくりのために、次のような行動計画を策定しました。

目標1
2020年3月31日までに女性総合職の採用比率を
2倍以上とする（現10.6%→21.2％）…
取組み内容
2016年… 3月～　　採用ホームページの更新
2016年12月～　　目標値に対する達成率の
… 確認を行い、計画を再考する
2017年… 3月～　　2018年度採用開始

目標2
女性管理職候補（総合職L職）の数を2020年までに
倍増する（外勤2名→4名／内勤9名→18名）
取組み内容
2016年3月～　　女性活躍推進セミナーの実施／

トップメッセージの発信
2016年5月～　　半年間の女性リーダー育成

プログラム開始（男性上司＋女性
部下（外勤）対象10組）

2016年6月～　　女性総合職キャリア研修の実施
2017年5月～　　半年間の女性リーダー育成プロ

グラム開始（内勤にも対象を拡大）
2017年5月～　　2016年度実施の女性リーダー育成

プログラムフォローアップ研修

Highlights 2015

目標と取組み内容・実施時期
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人材の育成に関する取組み
人材育成の基本理念と戦略

　当社では「人材育成基本理念」および「人材育成戦略」を
策定し、「自ら考え的確に行動できる自立型人材」「専門能
力とプロ意識を持つ人材」の育成を目指しています。また、
これらにもとづく「マスタープラン」を作成し、「教育制度」
や「キャリア形成支援制度」等を通じて、社員一人ひとりが
能力を開花し、環境を整え、今後多様な働き方への対応等、
さらなる充実を図っていきます。

多様性の推進に関する取組み
女性活躍推進
　少子高齢化をむかえ今後の発展に向けた労働力を確保
するためには、ワークライフバランスの向上やダイバーシ
ティの推進等によりさまざまなバックグラウンドを持つ
人々があらゆる場面で活躍できる場を醸成する必要があ
ります。その具体策のひとつとして女性活躍を推進してい
きます。当社の現状分析を踏まえ｢2020年までに女性総
合職採用比率を2倍および女性管理職候補数の倍増｣を目
標に定めました。今後この目標実現に向けた取組みを実施
していきます。
　女性社員が自ら充実した働き方・活躍の仕方を考え、上
司はそれを支援すると共に女性が働きやすい制度や環境
を整備することにより、女性がいつでも活躍できる場を提
供して行きます。

外国籍社員座談会
　外国籍社員を継続的に採用してきておりますが、外国籍
社員が抱える悩みや課題、要望事項等を把握するために外
国籍社員座談会を開催しました。
　外国籍社員が抱える問題としてはコミュニケーションや習
慣の違いによるストレスがあり、会社側の問題点は外国籍社
員への配慮や指導ノウハウが少ないことやどんな悩みを抱え
ているか把握しきれていないことがわかりました。外国籍社
員と上司の双方に事前アンケートを実施してさまざまな意見
を出してもらい、人事部が主導して意見交換を行いました。
　座談会での要望から実現したものとしては、査証の更
新費用会社負担（会社は在留期間の把握・確認）、ラジオ体
操の理解促進（新入社員研修で実施）、社内メールアドレ
スの検索対応実施（例：李さん＝イさん＝leeさん）などが
あります。今後は先輩外国籍社員がリードする形で継続
し、外国籍社
員、会社双方
が協力して働
きやすい環境
を整備してい
きます。

コンクリート打設講習
　熟練技術者不足などにより、コンクリート打設時の注意
事項など、技術を伝承できなくなってきています。打設に
よる品質不具合を未然に防ぐため、必要と判断される作業
所に技術管理部門（技術研究所）の社員が赴き、コンクリー
ト打設に関する指導（打設講習）を行なっています。
　若手技術員に対する社内研修（G2研修）においても、技術
研究所において打設講習のカリキュラムを設けています。

海外トレーニー・インターンシップ
　中期経営計画の重点施策の一つに「収益の多様化」を掲
げ、国際事業の収益拡大に取り組んでいます。国際事業の
成長戦略においては、人材の育成を重点課題と位置づけ、
人材育成プログラムとして、短期、長期の研修制度を設け
ています。短期研修には、海外事業の業務経験を体験する
機会を提供し、事業に対する理解を深めてもらうことなど
を目的とした約1ヵ月の「海外インターンシップ制度」が
あります。
　さらに、海外勤務を見据えて各拠点でのマネジメント力
を養う約1年間の「海外トレーニー制度」があります。国内
だけでなく、
海外でも活躍
できる人材を
育成していき
ます。

タイの技術員受け入れ
　当社は、今後の国際事業の拡大・成長に向け、タイの関連
会社であるチョウカンチャン・トウキュウ…コンストラク
ションの外国人幹部候補生2名に対し約3ヵ月間、本社、作
業所でのインターンシップ（就労体験）を実施しておりま
す。インターンシップでは、日本の品質・原価・工程・安全
管理の重要性、管理手法および設計能力の向上、調整能力
の重要性を習得し、帰国後に習得した技術、知識を社内に
フィードバックさせ、経営力の向上につなげることを目的
としております。これを機に、今後はインドネシア、ミャン
マーの子会社にも発展させ、現地スタッフとの連携関係強
化に努めてま
いります。

人材育成基本理念
人
材
育
成
ビ
ジ
ョ
ン

豊かな創造性と
チャレンジ精神に
あふれた行動人の育成

人
材
育
成
戦
略

● 自ら考え的確に行動できる自立型人材の育成
● 専門能力とプロ意識を持つ人材の育成
● 変革をリードするコア人材の育成
● 幅広い視野を持ちグローバルに活躍できる

人材の育成

風土改革の実現
● 真価ある社員：高い志と自立心をもち、
　自ら課題を設定しキャリアを形成する個人
● 真価ある組織：共通の理念のもとに互いを認め合い、
　個人の「やりがい」を組織としての一体感へと変える
　生産性の高い集団

多様化する人材を活かす取組みを推進します。
　当社における最も重要な経営資源は「人」です。当社は、「人材の総戦力化」を実現すべく、
ダイバーシティの推進を重要な戦略の一つと位置づけ、世代、性別等の枠を超え、多様な人
材が活躍できる職場づくりに取り組んでいます。特に女性活躍推進については、女性総合職
採用比率増や管理職候補増の目標を定め、女性社員向けおよび上司向けセミナー実施等、幅
広い啓発活動をはじめ、目標達成に向けた行動計画を実践していきます。
　また、労働時間短縮への取組みをはじめ、ワークライフバランスの実現に向けた職場環境
の整備に引き続き取り組んでいくと共に、2016年度は、賃金、評価、人材育成等、幅広い人
事制度見直しによる、全社員のモチベーションアップを目指していきます。
　多様化する人材を活かし、努力に報いる幅広い取組みを推進し、経営理念に掲げる「人を
活かす経営」を進めていきます。管理本部…人事部長

成島 弘

働きがいのある組織づくり

新入社員導入研修会

女性リーダー育成研修（上）男性上司向け女性活躍推進セミナー（下）

広域支店合同研修会
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　インフラや建物をつくる建設事業は、顧客や協力会社、従業員に加え、ユーザーや地域住民、周辺環境など、たくさんの
ステークホルダーとの関わりを持つことから、その影響（＝社会的責任の範囲）も広範におよびます。今後もステークホル
ダーにアプローチし、対話していく機会を積極的に設けて当社のCSRに反映するよう努めてまいります。

ステークホルダーへの配慮

株主総会 社員意識調査

第4回東急建設 環境・技術展

2015年6月24日、東京渋谷の本社会議室にて「第12
回定時株主総会」を開催し、約200名の株主様にご来
場いただきました。業績回復や増配等を受け、スムー
ズな総会となりました。
　開催にあたっては、本社ビルのエレベーターやトイ
レなどを株主様優先にするなど、株主様に気持ちよく
ご来場いただくよう細心の注意を払いました。また、
株主様に、当社グループが展開する事業をより深く
ご理解いただくため、お土産には、当社子会社の（株）
リッチフィール
ド美浦が生産し
ている「国産パ
プリカ」をご用
意させていただ
きました。

　当社では、社員の意識を定期的にモニタリングして
意識の変化を測定すると共に、その意見を経営施策に
反映するために社員意識調査を実施しています。　
　2015年度よりタイトルを「社員満足度アンケー
ト」から、「社員意識調査」に変更し、これまでの定点測
定に加えて施策や方針の浸透測定も可能とする内容
に改めました。2015年度は2,448名の社員を対象
に調査を行った結果、2,215名（90.5％）の回答があ
り、当社社員の意識の全体像を反映した結果を得るこ
とができました。また、各部門別の分析が可能なツー
ルとすることで、
よりきめ細やか
な対応ができる
ように改善して
います。

　当社では、アナリストやファンドマネージャーなどの
機関投資家を対象に、毎年５月と11月に決算説明会を開
催しており、各回とも約50名の機関投資家が出席されま
した。また、2015年12月には「機関投資家向け現場見
学会」を渋谷開発支店で行い、約30名の参加者が、渋谷駅
東口で施工中の再開発工事を見学されました。活発な質
疑応答が行われ、渋谷再開発工事への関心の高さが伺わ
れました。そのほかにも、機関投資家との個別面談を実

　当社では、2002年から「お客様アンケート」を実
施しています。お客様からの率直なご意見をいただ
き、その結果を分析することで、今後の営業活動に活
かすこと、より良い施工品質を確保することを目的と
しています。アンケートは、工事着工時と工事竣工時
の2回行います。工事着工時は、主に当社の企画提案、
技術提案、価格提案などについて評価をいただき、工
事竣工時は、工事期間中の対応、施工品質、全体的な満
足度などを評価していただきます。
　年間100社以上のお客様を対象とし、6割近い回
答をいただいております。いただいた結果は、社内で
情報共有を図り、日々の業務の改善に活かしておりま
す。お客様の声を真摯に受け止めることにより、企業
価値向上を目指し、顧客満足度のさらなる向上に向け
た努力を継続していきます。

　2015年7月22日（水）、第7回東急グループ環境賞
表彰式が行われました。
　土木本部が「底泥固化による放射性物質の流出防止
技術」で「優秀賞」、建築本部が「嫌われ施設から環境配
慮啓発施設への変様ー最先端ごみ処理施設…大田清掃
工場」で…「努力賞」を受賞しました。さらに、「生物との
共生を考慮した緑化計画手法…『緑化に伴う害虫リス
クのシミュレーションシステム』」（建築本部、石勝エ
クステリア）、…「祐天寺駅ホーム上家既存利用改修計
画」（東京急行電鉄、当社…首都圏土木支店）の2件が、本
年度より創設された…「発想賞」…を受賞しました。

　2015年10月29日（木）、10月30日（金）に技術研究所において、「第４回東急建設…環境・技術展」を開催しました。
　当社では、2012年度から「安心」「快適」をキーワードにお客様へ当社の保有技術を紹介する「環境・技術展」を開催
しています。2013年度からは、この「環境・技術展」において、お客様だけでなく当社保有技術についての知識を深め
られるよう、従業員向けの日も設けております。
　本年度は、従業員向けに開催した1日目には53名の方、お客様向けに開催した2日目は67名のお客様にご参加いた
だきました。第一部では当社の技術紹介のプレゼンを行い、昼食をはさんで第二部では、特別展示・技術研究所施設体
験、また、パネル展示やDVD映像鑑賞等を行いました。

IR活動

お客様アンケートの実施 第7回東急グループ環境賞

ステークホルダーへの配慮

株主 投資家

東急グループ環境

従業員

顧客

施し、その回数は毎年20回を数えています。
　また、個人投資家を対象とした会社説明会を7月と12
月に開催しました。12月は当社初の単独開催となり、
約30名の個人投資家にご出席いただきました。当社は、
2015年11月に公表したコーポレートガバナンス基本
方針のなかで、「投資家と建設的な対話を行う」と宣言し
ています。今後も対話の機会を“企業価値評価の向上”に
活かすために効果的な活動を行っていきます。

機関投資家向け説明会機関投資家向け現場見学会
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とうきゅうキッズプログラム

「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2015」
に参加

高校生
現場見学会

渋谷駅周辺の一斉清掃を実施

マザーランドへの衣料品支援活動 太陽光発電・蓄電システムの運用を開始しました

　2016年1月23日、当社技術研究所において「とう
きゅうキッズプログラム」を開催しました。7年連続
7回目となった今年は、抽選で選ばれた小学4年生～
6年生とその保護者の10組20名をお迎えしました。
　親子で一緒に職業体験や施設見学等のプログラ
ムにチャレンジしていただく体験型イベントで、生
活に密着した幅広い分野で事業展開している「東急
グループ」についてもっと良く知ってもらい、より
親近感を抱いていただければ、という期待を込めて
毎年実施してい
ます。

　当社では2009年より、主に首都圏で開催される「リレー・
フォー・ライフ・ジャパン」に協賛企業として参画し、2015
年も「ちば大会」と「さいたま大会」の２大会に参加しました。
飯塚社長をはじめ従業員とその家族、東急建設（株）災害防止
協力会、各協力会社などの皆さんで“東急建設チーム”を結
成して、24時間のリレー
ウォークにチャレンジして
います。また、会場設営等
の準備や、大会運営面でも
ボランティアとしてサポー
トしています。

　当社では、地域の工業高校などを対象とした
現場見学会を実施しています。初めて建設現場
に入る学生も多く、当社社員の説明に真剣な表
情で聞き入っていました。見学会をきっかけに、
一人でも多くの学生に、建設業に興味を持って
いただけることを期待します。

　2015年11月1日、早朝より渋谷駅周辺の一斉清掃を実
施しました。近年、渋谷駅周辺では、10月31日の“ハロウィ
ン”の日に、国内外から思い思いのメイクや衣装に身を包ん
だ方々が、渋谷駅周辺に集結して仮装パレードで大いに盛
り上がっています。しかし、このハロウィンの盛り上がりに
比例して、渋谷の街では毎年大量のゴミが散乱します。そこ
で、渋谷を本拠地とする当社では、渋谷開発支店を中心に渋
谷駅周辺の作業所に勤務する従業員が、有志で一斉清掃を
行いました。清掃当日
は、日曜日の早朝7時
にもかかわらず、30
名以上の有志が参加。
約1時間かけてゴミを
拾いました。

　不要な衣料品を西アフリカで救援活動を展開する「マザーランド…ア
カデミー…インターナショナル」を通じてマリ共和国へ提供する支援活
動も25年目。衣類約3,000着、131箱を2015年12月24日に引き渡し
ました。当社の25年間にわたる支援活動は、マザーランドはもちろん現
地マリの方々からも高く評価され、また常に期待されています。

　技術研究所では2016年3月中旬から太陽光発電システムによる再生可能エネ
ルギー利用を開始しました。
　温暖化防止への貢献と同時に、BCP活動時の電力確保、商用電力消費量削減を主な
目的として導入しました。実験棟の折板屋根上650m2に発電パネルを設置していま
す。年間の予想発電量は約10万kWhで、オフィス棟使用量の約30％に相当します。
蓄電池は太陽光発電と商用電力の両方を蓄電できます。BCP活動時は曇天でも2～
3日分の情報インフラの電力を供給でき、平常時は商用電力消費量の削減に加えて、
電力平準化に活用します。また、発電・蓄放電状況はリアルタイムに見える化して、
需要に応じた電力供給に役立てています。さらに、省エネ技術や、他の創エネ技術と
組み合わせ、ゼロエネルギービルに向けた技術開発にも活用していきます。

　2014年より本社事業所での
献血会を開催しています。気温が
低下してくる11月や大型連休後
は献血量が減少することから、日
本赤十字社からの要請に応えて、
この時期に合わせて開催をして
います。
　多くの社員が来場し、毎回60
人以上が献血に協力しています。

献血活動

ステークホルダーへの配慮

　「クールシェアさがみはら2015」は、環境省のクールシェア事業の一環と
して、2015年7月1日から同年9月30日まで相模原市とさがみはら地球温
暖化対策協議会が実施している事業です。電力需要が高まる夏の日中を中
心に、市の施設や民間施設を活用して、節電・省エネ効果を高め、熱中症を予
防することを趣旨としています。技術研究所は涼める民間実施施設（クール
シェアスポット）に登録し、事業に参加しています。その実施内容ですが、
①…実施施設を示すクールシェアのステッカーやポスターを掲示する。
②…平日の昼間、技術研究所管理棟1階ロビーを実施施設として市民に開放する。
③…来場者には、冷たい飲みものを提供する。
④…PR用に製作したうちわやリーフレットを配布する。
などを行っています。この活動は当社の省エネ活動
のPRのみならず、今年度から環境目標となりました
「環境地域貢献」にもつながります。今後もこのよう
な活動に部門・部署・作業所または、個人としても参
加されることを期待します。

「クールシェアさがみはら2015」に賛同し参加しました

渋谷地区美化推進委員会より、
渋谷営業グループの中谷浩三氏が、美化功労者表彰を受賞
　先日、渋谷地区美化推進委員会より地域の美化推進活動への貢献が認められ、感謝状をい
ただきました。法人としては平成20年に、個人としては、昨年の渋谷営業グループの原リー
ダーに次ぐものとなりました。
　渋谷地区美化推進委員会の活動は昭和56年から続くもので、このような地元に根ざした
伝統ある会より表彰いただけることは、大変光栄です。今、渋谷は100年に一度といわれる
再開発が進んでおり、いたるところで工事が行われています。それでも渋谷には、日本中か
ら、世界中からたくさんの人がやってきます。それだけにゴミのない、きれいな渋谷でなけ
ればならないと思います。もっとたくさんの方が、安心して渋谷に来ていただけるように、
これからもこのような活動などに参加し、渋谷をよりよくするためのお手伝いができるよ
う努めてまいります。

営業本部…都市開発部…
渋谷営業グループ
中谷 浩三

地域・社会 地域・社会 地域・社会

環境

地域・社会

地域・社会 環境
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環境への配慮

建設副産物発生量

473,004ton
最終処分量 19,224ton4.1%
リサイクル量 453,780ton95.9%

マテリアルフロー

再資源化

環境目標および達成度

二酸化炭素排出量の
維持（施工）

土木：43ton-CO2／億円
建築：15ton-CO2／億円

土木：46.7ton-CO2／億円
建築：14.0ton-CO2／億円

△

△

◎

◎土木：34.0m3／億円　　
建築：0.071m3／m2

土木：23.1m3／億円　　
建築：0.090m3／m2

土木：78％
建築：62％

土木：81.1％
建築：70.6％ ◎

生物多様性保全活動
メニューの充実

取組み事例を収集し、
過去の事例とあわせて
ポータルサイトで公開

◎

環境地域貢献の実施 取組み報告件数172件 ◎

土木技術設計部
提案15件以上…採用8件以上

土木技術設計部
提案15件　採用9件

環境技術部
提案12件以上…採用10件以上

環境技術部
提案12件　採用11件

建築設計
CASBEE評価のBEE平均を
物販・飲食・工場・集合住宅：1.3以上
その他用途（事務所・学校・集会所・病院等）：1.5以上

建築設計
CASBEE評価のBEE平均
物販・飲食・工場・集合住宅：1.48
その他用途（事務所・学校・集会所・病院等）：1.63

◎

◎

◎

土木：78％
建築：62％

生物多様性保全活動
メニューの充実

環境地域貢献の実施

土木技術設計部
提案15件以上　採用8件以上
環境技術部
提案12件以上　採用10件以上

建築設計
CASBEE評価のBEE平均を
物販・工場・住宅用途：1.3以上
その他用途：1.5以上

25.38ℓ／m2 26.56ℓ／m2 △

土木：43ton-CO2／億円
建築：15ton-CO2／億円

土木：34.0m3／億円
建築：0.071m3／m2

2015年度実績比1％減使用エネルギー量の
削減（内勤）
廃棄物量の維持（施工）
（※解体・改修工事は除く）

分別率の維持（施工）

生物多様性保全の推進

環境地域貢献

環境に配慮した設計および
提案の実施

項目

地球温暖化防止

資源有効利用

環境配慮設計

生物多様性保全

環境地域貢献

目標項目 2015年度目標 2015年度達成度 評価 2016年度目標

環境に関する詳細データにつきましては、
本報告書のウェブサイト版に掲載しています。

達成度：◎目標達成　◯一部目標達成　△目標未達成

www.tokyu-cnst.co.jp/csr/pdf/CSR2016WEB.pdf

INPUT
電力

都市ガス

使用水道水

286万kWh

12.0万m3

1.5万m3

オフィス使
用
エ
ネ
ル
ギ
ー

電力
軽油

灯油
ガソリン

使用水道水

施工

2,628万kWh
20,710kl

332kl
107kl

86.0万m3

生コン
鋼材資

材

1,875,584ton
87,960ton

砕石
アスコン

344,089ton
105,333ton

環境憲章

基本
理念

行動
指針

東急建設は、快適で持続可能な
地球環境の保全に全力をあげて努める
当社は、「わたしたちは安心で快適な生活環境づくりを
通じて一人ひとりの夢を実現します」を存在理念とし
て、生活環境の整備に重点を置いた事業を行っていま
す。行動指針に基づく事業活動を推進し、快適で持続可
能な地球環境の保全に全力をあげて努めてまいります。

1. 環境に配慮した建設活動の推進
地球温暖化防止、生物多様性保全、資源有効利用など
の環境に配慮した建設活動を推進します。…

2.教育・啓発と広報活動の推進　
社員に対する環境教育を実施して社員の環境に対する意
識改革を促し、環境保全活動の重要性と意義を周知徹底
します。また、環境に対する取り組みを社外に公表します。

3.社会との協調　
地域の環境保全活動や学会・教育活動への参加を通
して社会に対する責任を果たします。…

4.技術開発の推進　
環境保全活動に関わるハード技術の開発や環境影響
評価技術手法、環境管理手法などのソフト技術の開
発を積極的に行い、環境保全に貢献します。

環境方針
当社は、建設に関する設計、施工、技術開発および研究業
務の実施にあたり、以下の事項を確実に行い、環境保全活
動の実施および汚染の予防に努めます。

1. システムの運用・改善
環境マネジメントシステムを確立して運用し、継続的に改善し
ます。

2.リスク・側面等の把握　
環境に対して与える影響を把握し、その環境負荷の低減を図り
ます。

3.法規制等の順守　
関連する法規制および当社が同意する業界団体等が定める規範
などを明確にして順守します。…

4.重点実施項目の設定　
1）建設副産物の発生抑制とリサイクルおよび適正処理の推進
2）省資源・省エネルギー・グリーン調達の推進
3）環境配慮設計の実施
4）二酸化炭素の排出抑制
5）生物多様性保全の推進
6）地域への貢献

5.当社の全役員、社員、雇員、当社で従事する協力会社の人
員および派遣社員に方針を周知徹底します。

6.方針は公表します。

汚泥

コンクリート塊

アス・コン塊

木くず

金属くず

紙くず

石膏ボード

特別管理産業廃棄物

その他

建
設
副
産
物

OUTPUT

スコープ1

スコープ3

スコープ2

スコープ1

スコープ2

1,913ton-CO2

283ton-CO2

1,630ton-CO2

オフィス

CO
2

排
出
量

施工

66,112ton-CO2

42,555ton-CO2

14,979ton-CO2

8,578ton-CO2

157,344ton
212,605ton

26,562ton
20,603ton

2,745ton
1,196ton
5,740ton

396ton
45,813ton

環境への配慮
二酸化炭素の排出抑制、建設副産物の発生抑制とリサイクルを重点項目として環境方針
に定めて環境保全・改善に取り組んでいます。

目標の達成度は下記の通りです。
今後も社内一丸となり、地球環境、地域環境のため、意識を持って取り組みます。
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◎2015年度環境目標及び達成度

■二酸化炭素排出量削減（施工）

■使用エネルギー量の削減（内勤）

ＣＳＲ報告書2016　環境パフォーマンス

二酸化炭素排出量は、総量で66,112ton-CO2、単位

億円当たりでは建築：14.0ton-CO2/億円、土木：

46.7ton-CO2/億円となり、目標値建築：15ton-CO2/億

円、土木：43ton-CO2/億円に対して、建築は目標値を達

成しましたが、土木は目標値を達成することができません

でした。土木の未達成の主な原因としては、広域支店に

おいて他の工種と比較してCO2排出量の多いトンネル工

事が多い傾向があるためと思われます。

作業所で取組んでいる削減事例を収集し、社内公開し

ていますが、今後も継続することで活動メニュー充実を図

り、更なるパフォーマンス向上に努めてまいります。※長期

目標（２０２０年度達成目標）は土木：43.0ton-CO2/億円、

建築：12.9ton-CO2/億円としております。

内勤オフィスの使用エネルギー量は、省エネルギー法に

基づき、①燃料（天然ガス、灯油、軽油等）②熱（蒸気熱

他）③燃料・熱を源とする電気の使用量を原油換算値とし

て算出しています。それをオフィスの面積で割った数値

（ℓ/㎡）を原単位とし、前年度比1％減を目標としています。

2015年度は26.56ℓ/㎡となり、目標値（25.38ℓ/㎡）を
超過しました。弊社技術研究所の実験棟分を含む使用

量が前年度と比較して約20％増加した結果、全社数値

が目標数値を超過しました。ただし、技術研究所管理棟

の使用量は減少しています。当社事務所等の使用エネル

ギー量は概ね現状維持若しくは若干の減少で推移してお

りますので、始業前・昼休み・不必要箇所の消灯、不使用

時パソコンの電源を切る、LED電灯への移行等引き続き

省エネルギー活動を推進してまいります。
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■廃棄物量の削減

※電子マニフェストの使用状況

2015年度に当社の施工現場から排出した建設廃棄物の総量は473,004tonで、昨年より約6.9万ton増加しました。

2014年より建築工事の目標原単位を業界数値との比較や今後のデータ活用を念頭におき、㎥/億円から㎥/㎡に

変更しました。土木単位億円当たりの排出量目標値：34.0㎥/億円に対し、23.1㎥/億円、建築単位面積あたり排出

量目標値0.071㎥/㎡に対し、0.090㎥/㎡となり、建築は目標値を達成することができませんでした。未達成の原因

としては、首都圏での竣工物件が施工延床面積あたりの廃棄物量が多い事務所や集合住宅の比率が高かったため

と思われます。作業所で個々に取組んでいる事例を収集し公開し、水平展開していますが、今後も継続して廃棄物

量削減に努めます。

産業廃棄物の適正処理及び効率化のために進めています電子マニフェストの使用率は､2015年度は83%

(2014年度実績 78%）となりました。建築は1ポイント、土木は10ポイント向上しました。全体では5ポイ

ント向上しました。土木の電子マニフェスト使用率が低いのは、電子マニフェスト未普及地域での施工が

多いためと考えられます。

全社 枚数 ％ 土木 枚数 ％ 建築 枚数 ％

紙 17,578 17% 紙 8,215 45% 紙 9,363 11%

電子 84,461 83% 電子 10,183 55% 電子 74,278 89%

合計 102,039 100% 合計 18,398 100% 合計 83,641 100%
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■分別率の維持

■生物多様性保全の推進

◎苦情情報・法規制違反情報

分別率は目標値土木78%・建築62.0%に対して、土木

81.1%・建築70.6%と共に目標を達成しました。2015年度

の廃棄物のリサイクル率は、図に示す通り、汚泥は1..0ポ

イント、アス・コン塊は0.1ポイント、木くずは1.1ポイント向上

しましたが、コンクリート塊は2.3ポイント下がりました。前年

度に比べ全体のリサイクル率は0.2ポイントと若干下がりま

した。今後も分別を徹底し、リサイクルを推進してまいりま

す。

2015年度に直接当社に寄せられた苦情情報件数は

8件ありました。この件数は、前年度同様の件数でした。

昨年度最も多かった「騒音」は4件で昨年度（2件）より

増加しました。また昨年度は0件でした「振動」は３件の

苦情が寄せられました。「粉塵」による苦情は昨年同様1

件でした。苦情件数は総じて減少しましたが、実際に減

少しているのか苦情情報の収集方法等見直しも含め検

証をしてまります。尚、法規制違反情報はありませんでし

た。

件
数

樹木の移植保全・希少動植物の保全・水質保全等作業所での生物多様性保全取組みの事例収集を２０１2年度より

開始し、継続収集してポータルサイトに公開しています。建築設計では、生物多様性追記版特記仕様書使用案件は15

件ありました。今後も取組み事例の収集・公開を継続し、自主的に取組める活動ﾒﾆｭｰの充実を図ってまいります。
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◎ＰＣＢ廃棄物の保管、処理計画

◎環境教育

2014年度より、入社年度別（階層別）に環境法令・建設副産物処理適正処理及び、従前より開設されていました自主

参加型研修「環境ＭＳ内部監査員研修」を取り込んだ必修型研修「環境管理・MS(マネジメントシステム）講座」を新たに

開設しました。また、会社幹部への環境教育も2013年度より開始しております。2015度は営業担当者及び関連する設

計・設備担当者等を対象としましたｅ-ラーニング「営業プロセスにおける建設副産物管理」を実施しました。環境の教育

強化に今後とも努めてまいります。

当社機械技術部工場(神奈川県相模原市)では、高濃度PCBを含むコンデンサ(51台)を保管しておりましたが、2015

年度の除却品より低濃度PCBを含む高圧トランス(17台)が発生し、2016年5月末時点での保管数量は、高濃度

PCB(51台)、低濃度PCB(17台)となっております。低濃度PCBにつきましては今年度上期に処分を予定しております

が、高濃度PCBにつきましては、2006年3月の処分事前予約申し込み以降、現在も処分待ちの状態となっています。

保管は、特別管理産業廃棄物保管基準に従い、掲示板を掲げ、施錠された保管庫にブロックのオイルフェンスとさ

らに専用パレットで漏出防止処理を施しており、問題は発生しておりません。

＊高濃度PCB処理は日本環境安全事業株式会社(JESCO)でのみ処分可能であり、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の

適正な処置の推進に関する特別措置法」では、当初2016年7月14日までにPCBを処分するか、処分を委託しなけ

ればならないとなっていましたが、処理完了が困難なことから、処理期限が2027年3月31日までと改正されました。

教　育　種　類 教　育　内　容

環境導入教育 新入社員への環境教育 2 回 174 人

環境管理・環境MS教育 建設副産物・環境法令・環境ＭＳ 6 回 179 人

環境ＭＳ内部監査員研修 環境ＭＳ内部監査 1 回 14 人

ｅ-ラーニング 営業プロセスにおける建設副産物管理 1 回 765 人

教育回数 教育延人数
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◎マテリアルフローの推移

ＩＮＰＵＴ

項目 単位 ２０１１年度 ２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１5年度

使用エネルギー

　　電力（オフイス） 万ｋＷｈ 287 279 273 270 286

　　電力（施工） 万ｋＷｈ 1,774 1,627 1,357 1,431 2,628

　　都市ガス(オフィス） 万㎥ 13.9 14.8 15.0 13.0 12.0

　　化石燃料（施工） ｋｌ 11,873 15,614 12,234 21,281 21,149

　　水(オフィス） 万㎥ 1.8 1.8 1.9 1.5 1.5

主要資材

　　生コンクリート ｔｏｎ 1,608,426 2,022,497 2,649,445 1,647,788 1,875,584

　　鋼材 ｔｏｎ 115,057 165,242 138,670 132,162 87,960

　　砕石 ｔｏｎ 259,231 829,095 372,955 732,765 344,089

　　アス・コン ｔｏｎ 28,145 85,669 153,467 76,163 105,333

ＯＵＴＰＵＴ

項目 単位 ２０１１年度 ２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１5年度

ＣＯ２排出量

　　オフィス ton-ＣＯ２ 1,060 1,370 1,607 1,841 1,913

　　　　　　スコープ1 ton-ＣＯ２ − 339 348 300 283

　　　　　　スコープ2 ton-ＣＯ２ − 1,031 1,259 1,541 1,630

　　施工 ton-ＣＯ２ 37,260 51,069 44,397 59,394 66,112

　　　　　　スコープ1 ton-ＣＯ２ − 32,267 31,854 41,268 42,555

　　　　　　スコープ2 ton-ＣＯ２ − 6,022 4,806 8,156 14,979

　　　　　　スコープ3 ton-ＣＯ２ − 12,780 7,737 9,970 8,578

建設副産物

　　汚泥 ton 115,272 158,980 107,366 90,164 157,344

　　コンクリート塊 ton 158,652 194,019 242,048 187,151 212,605

　　アス・コン ton 23,877 24,667 30,052 21,623 26,562

　　木くず ton 12,761 16,566 18,015 14,546 20,603

　　その他 ton 50,785 57,121 92,812 90,434 55,890

建設副産物リサイクル

項目 単位 ２０１１年度 ２０１２年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１5年度

リサイクル量 ton 337,147 427,383 474,756 388,081 453,780

リサイクル率 ％ 93.3% 94.7% 96.8% 96.1% 95.9%
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◎環境会計

２０１５年度に環境保全活動に要した費用・効果は以下の通りです。

●事業エリア内コスト

・ 資源循環コストは、 共同企業体工事の非幹事会社（ＪＶサブ） ・ 環境教育は、「環境・技術展」等の運営費用および参加者の人

   工事を除く全支店・事業部から排出された建設副産物の処理    件費を計上しました。

   に要した費用を計上しました。 ・ 作業所周辺美化等は、作業所周辺での環境維持として実施し

・ 地球環境保全コストは、省エネ機器購入費用を計上しました。  　た清掃活動やイベントへの協力について、実施件数に人件費

●上・下流コスト    を乗じて計上しました。

・ 環境配慮設計に関して要した費用について、人件費で計上 ●研究開発コスト
   しました。 ・ 環境に関連する研究について要した人件費および外部発注費

●管理活動コスト 　用を計上しました。

・環境マネジメントシステムの運用に要した下記に費用を計上し ●社会活動コスト
 ました。 ・ 地域住民の行う環境活動への支援に係る人件費を計上しまし
　1） マネジメントシステムに関する教育についての人件費 　た。

　2） 本社および支店・事業部等の部門における環境担当者の

　　  人件費

　3）外部審査機関による審査登録費

環境保全コスト

環境保全効果

※ 「建設業における環境会計ガイドライン2002年度」（（旧）（社）日本建設業団体連合ほか2団体編集）

　※参考 「建設業における環境会計ガイドライン2002年度」（（旧）（社）日本建設業団体連合ほか2団体編集）

建設副産物処理 3,321

省エネ機器購入費等 1

上・下流コスト 環境配慮設計 140

ＩＳＯ14001認証維持・運用費用

環境教育（環境・技術展） 120

作業所周辺美化等

研究開発コスト 環境関連技術開発費用 89

社会活動コスト 環境保全を行う団体支援費用 1

環境損傷対応コスト 0

合計 ― 3,672

管理活動コスト

―

分類 内容 ２０１５年度費用
（百万円）

適用

事業エリア内コスト
資源循環コスト

地球環境保全コスト

分類 項目（単位） ２０１５年度

化石燃料（kl） -132

電力（万kWｈ） 1,197

オフィス 電力（万kWｈ） 16

グリーン調達 (前年度比） 施工 グリーン調達品量（万ton) 19.5

施工 水（万㎥） 31.4

オフィス 水（万㎥） 0.0

汚泥（ｔｏｎ） 67,180

コンクリート、アス・コン（ｔｏｎ） 30,393

その他（ｔｏｎ） -34,544

ＣＯ2（ton-CO2) 6,718

スコープ1 1,287

スコープ2 6,823

スコープ3 -1,392

ＣＯ2（ton-CO2) 72

スコープ1 -17

スコープ2 89

オフィス

内容

事業活動に投入する資源に
関する環境保全効果

エネルギー使用量
　　　　　　　　(前年度比）

施工

水使用量     (前年度比）

事業活動から排出する環境
負荷及び廃棄物に関する環
境保全効果

建設副産物処理
 (前年度比）

施工

ＣＯ2排出量  (前年度比）

施工
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