
サステナビリティ経営

サステナビリティ経営
▎理念体系とサステナビリティ基本方針

大成建設グループは、「人がいきいきとする環境を創造する」という「グループ理念」、及びグループ理念を追求するた
めの「自由闊達」、「価値創造」、「伝統進化」という３つの「大成スピリット」のもと、建設業を中核とした事業を通じてサ
ステナビリティ課題の解決を図るというサステナビリティ・トランスフォーメーション（ＳＸ）を実現し、人々が豊かで文化
的に暮らせるレジリエントな社会づくりに貢献することをサステナビリティ基本⽅針としています。
なお、サステナビリティ課題の解決にあたっては、それがリスクの減少のみならず、新たな収益機会にもつながること
を認識し、積極的・能動的に取り組むこととしています。

理念体系

サステナビリティに関連する方針・基準

● 環境方針　● 環境目標　● 大成建設生物多様性宣言Environment
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● 品質方針　● 安全衛生方針　● 調達方針　● 人権方針
● デジタルトランスフォーメーション（DX）方針　● 技術開発方針
● 人財活用方針（ダイバーシティ＆インクルージョン方針）

Society
社会

● リスクマネジメント方針　● 災害時における事業継続に関する方針
●  業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針
● 情報開示方針　● 知的財産に関する方針　● 個人情報の保護に関する方針
● ソーシャルメディアの利用に関する行動基準　● コーポレートガバナンス基本方針
● IR方針　● 税務方針　● パートナーシップ構築宣言

Governance
ガバナンス

行動指針系 経営計画系

グループ理念

大成スピリット

グループ理念

人がいきいきとする環境を創造する
グループとして追求し続ける存在目的

（目指す姿）

大成スピリット

自由闊達   価値創造   伝統進化
「グループ理念」を追求するために、
グループ全役職員が大切にする考え方

グループ行動指針

方針・基準

TAISEI VISION 2030

❶  持続可能な環境配慮型社会の実現

❷  品質の確保と技術の向上
❸  持続可能な社会の実現に向けた技術開発
❹  サプライチェーン・マネジメントの推進
❺  労働安全衛生管理の徹底
❻  技術者の育成・担い手の確保
❼  働きがいのある魅力的な職場環境の実現

❽  コンプライアンスの徹底 
グループガバナンス体制の再構築

「理念体系」 「会社の方針」

中期経営計画（２０２１−２０２３）

マテリアリティ

サステナビリティセクション
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▎サステナビリティ経営の推進体制

大成建設は、2022年4月1日に、サステナビリティ課
題への対応を一元化したサステナビリティ総本部を
新設し、同総本部長を当社グループの最高サステナ
ビリティ責任者（CSO）に選任しました。
サステナビリティ総本部内には2つの本部を設置して
います。「サステナビリティ経営推進本部」には、カー
ボンニュートラルに向けた課題解決に加えて、CSRな
どサステナビリティ全般に関する戦略機能を一元化し、

「クリーンエネルギー・環境事業推進本部」には、クリー
ンエネルギー・環境関連の事業推進機能を一元化し
ています。「2030年度100MWの再生可能エネル
ギー電源保有」に向けた取り組みを加速させるととも
に、お客様へ最新の環境技術を提供していきます。
あわせて、社会と当社グループ相互の持続可能性を
追求していくという姿勢をより明確にしていくために、
2004年から取締役会委員会に設置している「CSR委
員会」を「サステナビリティ委員会」に改称しました。当
社グループのサステナビリティ活動を、多様な観点か
ら強化していきます。

▎各種委員会

環境委員会や、人事委員会など、サステナビリティに
関連する重要な事項を審議するための各種委員会を
設置しています。
サステナビリティに関連する⽅針や制度・仕組みに
関する審議事項は、定期的に経営会議及び取締役会
に付議・報告されています。

▎サステナビリティ経営のフレームワーク

サステナビリティをよりグローバルな視野で捉え、常に
国際的な行動規範に則った事業活動を実施していま
す。グループ行動指針とあわせて、ISO26000(組織
の社会的責任に関する国際規格)やGRI（サステナビリ
ティに関する情報開⽰のガイドライン）を参照した活動
を推進するとともに、国連グローバル・コンパクトの10

原則を支持し、SDGs（持続可能な開発目標）を活動の
目標として取り入れた中期経営計画やマテリアリティに
基づく事業活動を展開しています。

サステナビリティ推進体制図

サステナビリティに関連する各種業務委員会

経営会議

取締役会

サステナビリティ委員会

委　員 | 代表取締役社長/代表取締役副社長土木本部長/
  代表取締役副社長管理本部長/取締役専務建築総本部長/
  社外取締役3名/社外監査役1名

事務局 | サステナビリティ企画部 

オブザーバー | サステナビリティ総本部長、サステナビリティ経営推進本部長

内　容 | サステナビリティ活動についての具体的施策の審議・決定

委員長 | 社外取締役

委員長 開催頻度

〈取締役会委員会〉
●サステナビリティ委員会 社外取締役 2回/年

〈特別委員会〉
●コンプライアンス委員会 社外有識者 1回/年

〈業務委員会〉
●技術委員会 代表取締役社長 12回/年

●中央安全委員会 代表取締役副社長 5回/年

●環境委員会 代表取締役社長 4回/年

●リスクマネジメント委員会 代表取締役副社長 1回/年

●中央労務委員会 代表取締役副社長 2回/年

● �デジタルトランスフォーメーション�
（DX）推進委員会 執行役員社長室長 4回/年

●人事委員会* 代表取締役副社長 －

サステナビリティに関連する各種委員会  (2022年4月現在）

「サステナビリティ経営」

「コーポレート・ガバナンス体制図」
  ガバナンスセクションP.67

*�2022年4月より人事委員会を設置しています。

大成建設グループについて サステナビリティセクション ガバナンスセクション データセクションあるべき姿を目指して
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サステナビリティ経営

▎マテリアリティとKPIs 2021-2023

マテリアリティ
（関連するISO26000）

対象

KPI

指標

E
①   持続可能な環境配慮型社会の実現 

（環境）

グループ スコープ
1+2

売上高あたりのCO2排出量削減率 2019年度比

総CO2排出量削減率 2019年度比

単体

施工段階

売上高あたりのCO2排出量削減率 1990年度比

総CO2排出量削減率 1990年度比

運用段階 設計施工案件のCO2予測排出量削減率 1990年度比

S

②   品質の確保と技術の向上 
（消費者課題）

単体

お客様満足度（土木）

お客様満足度（建築）

グループ 生産性（一人当たり売上高）

③   持続可能な社会の実現に向けた技術開発 
（環境・消費者課題・コミュニティ参画）

単体

特許出願件数

ZEB化建物受注件数

④   サプライチェーン・マネジメントの推進 
（公正な事業慣行・人権）

グループ

サプライヤーのサステナブル調達評価項目適合率

⑤   労働安全衛生管理の徹底 
（労働慣行）

死亡災害件数

⑥   技術者の育成・担い手の確保 
（人権・労働慣行・消費者課題）

単体

建設キャリアアップシステム現場登録率

健康管理残業時間

作業所の4週8閉所実施率（土木）

作業所の4週8閉所実施率（建築）

⑦   働きがいのある 
魅力的な職場環境の実現 

（人権・労働慣行）

単体

女性管理職者数

男性の育児休業取得率

G
⑧   コンプライアンスの徹底 

グループガバナンス体制の再構築 

（組織統治・公正な事業慣行）

グループ 重大な情報セキュリティ事故件数

単体 腐敗防止等を含むコンプライアンス研修受講率

SDGsとの関係
ページ2021年度 2023年度

目標 実績 目標 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

– 3.3% ▲15%

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ P.53

– ▲11.8% ▲   6%

▲36% ▲30.1% ▲41%

▲52% ▲52.7% ▲46%

▲41% ▲44.6% ▲43%

100% 97.6% 100%

● ● ● ● ● P.60100% 90.0% 100%

0.71億円 0.65億円 0.83億円

260件 272件 280件
● ● ● ● ● P.61

5件 /年 6件 /年 8件/年

– – 100% ● ● ● ● ● ● P.62

0件 1件 0件 ● ● ● ● ● ● ● P.63

100% 100% 100%

● ● ● ● ● ● P.64

–
月目標50時間

年720時間超過者 22.6％
月目標50時間

年720時間超過者 0％

– 49.5% 100%

– 26.6% 100%

260名 270名 330名
● ● ● ● ● ● ● P.65

100% 100% 100%

0件 0件 0件
● ● ● ● ● ● ● ● ● P.66

100% 100% 100%

サステナビリティセクション
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マテリアリティ
（関連するISO26000）

対象

KPI

指標

E
①   持続可能な環境配慮型社会の実現 

（環境）

グループ スコープ
1+2

売上高あたりのCO2排出量削減率 2019年度比

総CO2排出量削減率 2019年度比

単体

施工段階

売上高あたりのCO2排出量削減率 1990年度比

総CO2排出量削減率 1990年度比

運用段階 設計施工案件のCO2予測排出量削減率 1990年度比

S

②   品質の確保と技術の向上 
（消費者課題）

単体

お客様満足度（土木）

お客様満足度（建築）

グループ 生産性（一人当たり売上高）

③   持続可能な社会の実現に向けた技術開発 
（環境・消費者課題・コミュニティ参画）

単体

特許出願件数

ZEB化建物受注件数

④   サプライチェーン・マネジメントの推進 
（公正な事業慣行・人権）

グループ

サプライヤーのサステナブル調達評価項目適合率

⑤   労働安全衛生管理の徹底 
（労働慣行）

死亡災害件数

⑥   技術者の育成・担い手の確保 
（人権・労働慣行・消費者課題）

単体

建設キャリアアップシステム現場登録率

健康管理残業時間

作業所の4週8閉所実施率（土木）

作業所の4週8閉所実施率（建築）

⑦   働きがいのある 
魅力的な職場環境の実現 

（人権・労働慣行）

単体

女性管理職者数

男性の育児休業取得率

G
⑧   コンプライアンスの徹底 

グループガバナンス体制の再構築 

（組織統治・公正な事業慣行）

グループ 重大な情報セキュリティ事故件数

単体 腐敗防止等を含むコンプライアンス研修受講率

SDGsとの関係
ページ2021年度 2023年度

目標 実績 目標 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

– 3.3% ▲15%

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ ⃝ ⃝ ● ⃝ P.53

– ▲11.8% ▲   6%

▲36% ▲30.1% ▲41%

▲52% ▲52.7% ▲46%

▲41% ▲44.6% ▲43%

100% 97.6% 100%

● ● ● ● ● P.60100% 90.0% 100%

0.71億円 0.65億円 0.83億円

260件 272件 280件
● ● ● ● ● P.61

5件 /年 6件 /年 8件/年

– – 100% ● ● ● ● ● ● P.62

0件 1件 0件 ● ● ● ● ● ● ● P.63

100% 100% 100%

● ● ● ● ● ● P.64

–
月目標50時間

年720時間超過者 22.6％
月目標50時間

年720時間超過者 0％

– 49.5% 100%

– 26.6% 100%

260名 270名 330名
● ● ● ● ● ● ● P.65

100% 100% 100%

0件 0件 0件
● ● ● ● ● ● ● ● ● P.66

100% 100% 100%

大成建設グループについて サステナビリティセクション ガバナンスセクション データセクションあるべき姿を目指して

46大成建設グループ統合レポート 2022



サステナビリティ TOPIC 1

サステナビリティ  TOPIC 1

人権とサプライチェーン
〜人権の尊重〜

大成建設グループは、グループ行動指針に「基本的人権・多様性の尊重」を明記するとともに、ISO26000などの国際
基準など、国際的に合意されている人権の保護を支持・尊重することを企業活動の前提とし、自らが人権侵害に加担
しないことを私たちが果たすべき責任と捉えて2015年10月に「人権⽅針」を策定し、取り組みを進めてきました。
近年、企業の人権尊重への取り組みの重要性は増しており、自社のみならずサプライチェーンを含めた人権への取り組
みが求められていることを認識し、2022年4月には、取締役会承認の上、大成建設グループの「人権⽅針」として改定
し、人権を尊重する責任を果たすという当社グループの姿勢を社内外に明確にコミットしました。
具体的な取り組みとして、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、継続的に実施することを定めています。

建設業は、様々な業種の建設技能労働者や原材料の調達、加工、運搬企業等から構成される、国内外をまたぐ重層的な
サプライチェーンを事業活動の基盤としており、大成建設にとっても、関与する社員、建設技能労働者及び地域コミュニ
ティを含む、サプライチェーン全体での人権の尊重・配慮は重要な課題です。
今般、当社の事業活動により与える人権への負の影響を特定・評価し、優先的に対処すべき重要な課題を特定するため、

「国連ビジネスと人権に関する指導原則」の定める人権デュー・ディリジェンスを導入し、外部有識者の助言を得て、サプ
ライチェーン上の人権リスクを特定しました。
大成建設は、特定したリスク及びその予防・軽減に関する施策については、経営会議、サステナビリティ委員会での審議
を経て取締役会に報告するとともに、今後も当社グループにおける人権リスクの予防・軽減につながる施策を継続してい
きます。

人権デュー・ディリジェンスを開始しました

人権デュー・ディリジェンス

大成建設グループは、『安全・安心の実現』及び『「人」と「技術」と「情報」の最適活用』を基本姿勢とする【TAISEI 
VISION 2030】を掲げています。人財への投資は最も重要な投資の一つであると考えており、社員に対しては、ダイバー
シティ＆インクルージョンを進め、多様な能力を最大限発揮できる働きやすい環境や人事・給与制度の実現を目標にして
います。
2022年5月に当社に勤務する全社員を対象に、エンゲージメントサーベイ（㈱リンクアンドモチベーションが提供するモ
チベーションクラウド）を実施しました。経営者のトップダウンのもと、会社と社員の価値観のギャップを認め、相互理解
に努め、働きがいのある魅力的な職場環境の実現を推進し【TAISEI VISION 2030】の実現を目指していきます。

人的資本　〜経営資本の高度化に向けて〜

サステナビリティセクション
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気候関連ガバナンス体制図

環境委員会
委員長 : 社長

取引先

サステナビリティ委員会
委員長 : 社外取締役

グループ会社

事前審議・報告

事前審議・上程

指揮･監督

支援･連携支援･連携

審議・上程

報告・答申

経営会議
議長 : 社長

取締役会

各事業部門

TCFD（気候関連財務情報開⽰タスクフォース）
提言による情報開示

気候変動やそれに起因する自然災害等が頻発、かつ甚大化し、私たちの住まいや暮らしの安全・安心が脅威にさ
らされています。こうした変化は、京都議定書からパリ協定、SDGsの採択と続く脱炭素の大きな流れとなり、日
本を含め世界中の国々の政策に大きく影響を及ぼすとともに、企業の果たす役割にも期待が高まっています。
大成建設グループは、気候変動による事業への影響を重要な経営課題の一つと捉え、2020年7月にTCFD提言に
賛同しました。2020年10月の政府のカーボンニュートラル宣言を受けて、2021年に「TAISEI Green Target 
2050」を⾒直し、2050年までに「事業活動によるCO₂排出量実質ゼロ」を目指すことを目標に掲げています。また当
社の削減努力に加え、バリューチェーンに働きかけ、脱炭素社会の実現に貢献していきます。
更に、脱炭素社会の実現に資することを目的として2022年2月には、長期環境目標「TAISEI Green Target 
2050」のマイルストーンとして、新たに2030年グループ環境目標を策定しました。今後も、TCFD提言に沿った情
報開⽰を進めるとともに、気候変動の影響やCO₂排出削減に向けた国の施策や社会の動向を注視し、適切に対応しな
がら、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指していきます。

サステナビリティ  TOPIC 2

気候変動に関する議案を審議する会議体として、「サステナ
ビリティ委員会」と「環境委員会」を設置しており、それらの
会議体の審議を経て取締役会で審議・決定されています。
ESG全般に関する重要な⽅針や施策は、取締役会委員会で
ある「サステナビリティ委員会」で、環境経営に関する基本⽅
針や中長期目標の策定は、経営会議の諮問機関である「環
境委員会」で審議されています。
取締役会で審議・決定された議案は、経営会議から当社の
各事業部⾨及びグループ各社に伝達され、それぞれの経営
計画・事業運営に反映されています。また、その内容は建
設作業所における具体的な実施事項に織り込まれ、取引先
にも協力を要請することになります。

ガバナンス

大成建設グループについて サステナビリティセクション ガバナンスセクション データセクションあるべき姿を目指して
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サステナビリティ TOPIC 2

気候変動に関する主なリスクと機会

中長期的なリスクとして上記に代表される様々なリスクを認識していますが、その一つである「気候変動」についてシナリオ
分析を行いました。
気候変動に伴うリスクと機会には、気温上昇を最低限に抑えるための規制の強化や市場の変化といった「移行」に起因
するものと、気温上昇の結果生じる急性的な異常気象といった「物理的変化」に起因するものが考えられます。
気候変動に柔軟に対応した事業戦略を⽴案するため、複数のシナリオを用いて事業への影響評価を行っています。シナ
リオ分析にあたっては、「移行」が進むシナリオとして国際エネルギー機関（IEA）の「持続可能な発展シナリオ（SDS）」、「物
理的変化」が進むシナリオとして国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の「代表的濃度経路シナリオ（RCP）」等を
参照し、事業戦略の妥当性を検証しています。

戦略

大成建設グループ
を取り巻く
主なリスク

気候変動 就業人口減少と高齢化による建設業の
担い手不足は施工能力低下に直結
技術開発や業務改善による生産性向上、
魅力的な就業環境整備が急務

担い手不足国内市場の先行き不透明感
建設マーケットの縮小に伴い、
価格競争が激化
収益力の低下、財務体質悪化に
つながる可能性

建設業でもデジタル技術や
データ活用が加速
技術開発の遅れは
競争優位性の低下につながる可能性

技術開発競争激化感染症流行
役職員や建設技能労働者の感染は
事業継続に影響
発注者の建設計画の中止や延期による
売上への影響が懸念

分類 リスク/機会 内容 影響度

移

行

炭素価格導入、CO₂排出規制
強化による市場縮小と 
建設コスト増加

リスク

●  炭素価格導入、CO₂排出規制強化による民間建設投資、設備投資減少
●  建材や電力料金の高騰による建設コスト増加 中

●  事業活動で発生するCO₂に対する炭素価格適用によるコスト増加 ⼩

リニューアル需要の増加 機会 ●  既存施設のエネルギー効率向上に向けたリニューアル需要増加 中

省エネ・再エネ関連需要の増加 機会
●  ZEB、スマートシティ関連の需要増加
●  洋上風力等の再生可能エネルギー関連工事の需要拡大 中

物

理

的

夏季の平均気温上昇 リスク
●  建設技能労働者の健康被害（熱中症等）の増加や酷暑時間帯回避による生産性低下
●  労働環境悪化から建設業入職者が減少し担い手不足が更に加速 中

自然災害の甚大化・頻発化

リスク
●  建設作業所等の被災による作業停止、工程遅延、人件費・仮設費の増加 中

●  取引先の被災による調達コストの増加や工程遅延 大

機会
●  災害激甚化に備えた設備・インフラの強靭化需要増加 大

●  災害が危惧される地域からの移転需要の拡大による新設・移設工事の増加 大

海面上昇 機会 ●  浸水リスク地域の強靭化設備投資、浸水リスク地域からの移転需要増加 大

※想定される事業への影響度を「大」「中」「⼩」でカテゴリ分け

サステナビリティセクション
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TCFD（気候関連財務情報開⽰タスクフォース）
提言による情報開示サステナビリティ  TOPIC2

気候変動リスクについては、全社横断的なTCFDワーキ
ンググループ（TCFD WG）を設け、各部⾨の事業に関
する気候変動リスクの洗い出し及び事業への影響度の
分析を行うとともに、気候変動以外のリスクとの相対評
価を実施し、必要な対策を講じていることを確認していま
す。TCFD WGで分析されたリスクはサステナビリティ
委員会で審議され取締役会に報告されます。
また、国際規格ISO14001に基づいた環境マネジメント
システム（EMS）において評価・特定されているリスクと
も整合しています。

リスク管理
2050年度の環境目標「TAISEI Green Target 2050」で

「事業活動によるCO₂排出量実質ゼロ」を掲げています。
また、マテリアリティ（取り組むべき重要課題）の一つとし
て「持続可能な環境配慮型社会の実現」を掲げ、CO₂排
出量削減率を指標とした、2023年度のKPIを設定して
います。
中期経営計画（2021-2023）における重点施策の実施
などを通じてCO₂排出量削減を目指しています。
今後、段階的にシナリオ分析を実施し、潜在的リスクの
把握に努めながら、業務戦略を策定・遂行していきます。
併せてグリーンボンドの発行を通じて、グリーンプロジェ
クトを積極的に推進していきます。

指標と⽬標

シナリオ分析の結果、抽出されたリスクと機会に対し、必要な対応策を中期経営計画（2021-2023）に反映するとと
もに、各事業部門の事業運営に落とし込み、気候変動に伴うリスクの軽減と機会の拡大を図ります。

気候変動への対応策

各年度を到達点とするCO₂排出量削減目標
2023年度 2030年度 2050年度
KPI TAISEI�Green�Target�2050

スコープ1+2　売上高あたりのCO₂排出量削減率*1（グループ） ▲15％ ▲50％
事業活動によるCO₂排出量

実質ゼロを目指す
スコープ1+2　総CO₂排出量削減率*1（グループ） ▲ 6％ ▲40％
施工段階 売上高あたりCO₂排出量削減率*2（単体） ▲41％ ▲64％
施工段階 総CO₂排出量削減率*2（単体） ▲46％ ▲66％

運用段階 予測CO₂排出量削減率*2（単体） ▲43％ ▲59％ 当社削減努力に加え、バリューチェーン
に働きかけ、脱炭素社会を目指す

*1 2019年度比　　*2 1990年度比

 炭素価格導入や法規制強化
に伴う、市場の縮小と
建設コストの増加への対応

● 当社グループの電力消費量を賄うことを目的とする再生可能エネルギー電源の保有
● 建設作業所での燃料改善策（バイオディーゼル燃料・燃料添加剤）の検討と導入
● カーボンリサイクル・コンクリートの開発・利用など、グリーン調達の拡大

リニューアル、
省エネ・再エネ関連
需要増加への対応

● リニューアル専⾨組織の設置・風力発電関連工事への対応組織の拡充
●  次世代高機能 ZEB の開発・実用化とエネルギーサポートサービスの展開
● 経済と環境の好循環により成長が期待される産業に貢献する技術開発

異常気象による
建設作業所の
生産性低下への対応

● ウェルネス作業所の全国推進による健康被害の低減や酷暑時間帯の作業環境整備
● 作業所業務の一部をデジタルプロダクトセンター等の専⾨組織に集約化
●  無人化施工技術、ロボット施工技術等の開発・展開等により作業所の生産プロセスを変革

異常気象と
災害の激甚化、頻発化、
海面上昇への対応

● 国土強靭化に向けたインフラ整備技術の開発と提案力の向上
● 豪雨等のリアルタイム浸水危険予測シミュレーション等の開発
●  発注者や取引先と一体となったBCP 体制構築と定期訓練実施により事業継続体制を確保

大成建設グループについて サステナビリティセクション ガバナンスセクション データセクションあるべき姿を目指して
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環境ソリューションの事例
大成建設グループは、中期経営計画（2021‐2023)に「環境分野のフロントランナーを⽬指して、カーボンニュートラルに向けた
取り組みを加速させる」として、サステナビリティ関連の重点課題を掲げています。様々な視点と技術⼒を活かしながら解決策を
提案し、お客様とともに、次世代のための夢と希望に溢れた持続可能な環境配慮の社会づくりに取り組んでいます。

サステナビリティ  TOPIC 3

サステナビリティ TOPIC 3

NET ZERO ENERGY BUILDING NET ZERO ENERGY FACTORY

既存建物のZEB化の推進で、持続可能な社会に貢献
「グリーン・リニューアルZEB」

生産施設ゼロエネルギーの独自指標「ZEF」

大成建設では、既存建物のZEB化を推進することを「グリーン・リ
ニューアル®」と称し、６つのキーワードを掲げ、人も建物も地球も
健康になる取り組みを実施しています。

省 エ ネ  ： 最新のセンシング技術でエネルギーを賢く使い分け
創 エ ネ  ： 屋上だけでなく、窓面や壁面にも太陽光発電機能を装備
脱 炭 素  ： CO2の排出量を削減する建築材の採用
ウエルネス ：  自然光を積極的に取り入れ、人のウエルネスを促進
スマート  ：  様々なセンサから得たデータを情報提供や制御に活用
安　　 心 ： 感染症や地震といったリスクから建物利用者を守る

このうち、「省エネ」と「創エネ」につながる技術を導入し、既存建物
をZEB（ゼロ・エネルギー・ビル）としてリニューアルする取り組み
を、「グリーン・リニューアルZEB」と称し、現在その実践として、当社
グループが所有する既存建物をZEB化しています。省エネや創エネ
の最新技術を導入し、建物を使いながら施工し、リニューアル後は、 
運用データを活用することでZEB化を実現します。今後グリーン・ 
リニューアルZEBの普及と脱炭素社会への実現に貢献していきます。

生産施設のZEB 独自指標のZEF

事務所等

倉庫 

生産エリア

倉庫 

事務所等
生産エリア

ZEF第1号プロジェクト
『ZEF』の第1号プロジェクトとして始動した「OKI本庄工場H1棟」に
おいて、「建築物省エネルギー性能表示制度（BELS）」※1で、5段階評価
の最高ランクを獲得すると同時に、大規模生産施設で国内初となる

『ZEB』※2認証を取得しました。

グリーン・リニューアルZEBのコンセプト

OKI本庄工場
H1棟

大成建設は、従来ＺＥＢ評価対象外であった工場内の生産エリアにおけ
る空調・換気・照明・給湯・昇降機等を評価対象に加えて、工場内で消
費されるエネルギー*を適正に評価し、省エネ・創エネによって生産工場
に必要な年間の一次エネルギー収支をゼロにすることを目指した工場、

「ZEF」（Net Zero Energy 
Factory）を定義しました。
今後「グリーンZEFⓇ」とし
て、ZEFの適用推進や脱炭素
化の取り組みの普及展開を
図っていきます。
* 生産設備本体に必要なエネル
ギー消費量を除く

「グリーン・リニューアルZEB」 「ZEF」

※1 BELS（建築物省エネルギー性能表示制度）
国土交通省が主導する建築物の省エネルギー性能に特化した、第三者に
よる認証制度。国が定める計算方法に則りBEI（省エネルギー性能指標）
値を算出し、その値によって5段階で☆の数が決定し、最高ランクの☆5
の中でも更に省エネルギー性能に優れた建物がZEBとして認証される。

※2 『ZEB』（ゼブ）
創エネルギー分を除き基準一次エネルギー消費量から50%以上の一次
エネルギー消費量を削減し、創エネルギー分を加えて基準一次エネル
ギー消費量から100%以上削減した建築物。

大成建設 関西支店

外装発電、大型蓄電池、AI制御、
調査・計画・運用までトータルサポート、
ゼロエネ、ゼロCO2、ゼロストレス

多様な顧客ニーズに応える先進
＋汎用ZEB化技術の実践

外壁/窓発電、断熱強化、汎用設備ZEB、 
内装木質化、バイオフィリックデザイン、
オフィス・研修所の感染症対策

大成建設 横浜支店
中規模ストックオフィスの
汎用ZEB化技術の実践

大成ユーレック川越工場

屋上太陽光発電、
カーボンリサイクルコンクリート、CLT、
事務所棟の100％ZEB化

メガソーラーによる
カーボンニュートラルファクトリー

サステナビリティセクション
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T-WOOD®

大成建設の木造・木質建築
ＣＯ2を固定化した木材を利用した木質化建築

木材の利用促進はCO2の固定化による地球温暖化抑制につながり、
木質空間は健全な心身の維持に寄与します。
大成建設では、伝統建築から現代建築まで、革新の継承による新たな
木造・木質建築の伝統につながる実績を有しています。現代の建築に
求められる性能や経済性を満たし、新築工事からリニューアルまで幅
広く対応できる「T-WOOD®」シリーズは当社が開発した木造・木質
建築のための技術です。

建設時のCO2排出量を削減
木材は材料製造や運搬の容易さか
ら、RC造や鉄骨造に比べて建設時
CO2排出量が少ない材料です。
また、建物の軽量化により基礎構造・
土工事が低減し、CO2を削減できま
す。
木材の再利用により、更にCO2排出
量を削減することができます。

多様な自然環境の保全・創出「10年の森づくり」

植栽から10年後 Carbon-Recycle石材調舗装ブロック

「木造・木質建築」

大成建設は、セメントの一部又は全てを産業副産物やカーボンリサイ
クル製品に置き換えて、CO2の排出削減を実現する環境配慮コンク
リート「T-eConcrete®」シリーズを開発・実用化し、更にCO2収支を
マイナスにする「カーボンネガティブ」を実現する、カーボンリサイクル・
コンクリート｢T-eConcrete®/Carbon-Recycle｣を開 発しました。
｢T-eConcrete®/Carbon-Recycle｣は、工場の排気ガスなどから回
収したCO2とカルシウム成分を反応させて製造する炭酸カルシウムを活
用し、炭酸カルシウムを産業副産物である高炉スラグ主体の結合材に
より固化させることで、コンクリート内部にCO2を固定します。これによ
り、直接、CO2をコンクリートに取り込む場合に課題となっていた、コン
クリート内部の鉄筋腐食や、強度の低下などの課題が改善され、大量の
CO2を取り込んで、コンクリートのCO2収支をマイナスにすることが可
能になりました。
当社は、（公社）土木学会平成26年度土木学会賞環境賞（Iグループ）と

（一財）エンジニアリング協会2021年度エンジニアリング奨励特別
賞を受賞した「T-eConcrete®/セメント・ゼロ型」をはじめとする数々
の環境配慮コンクリート技術を開発しています。これまでの技術の
研究成果や技術を結集し生まれたのが｢T-eConcrete®/Carbon-
Recycle｣です。

環境配慮コンクリート技術の実用化
環境配慮コンクリート「T-eConcrete®」シリーズのうち、CO2排出
削減を極めた「セメント・ゼロ型」は、国内で初めてシールドセグメン
トに使用し、その後様々な分野に適用されています。また、新たに開
発した｢T-eConcrete®/Carbon-Recycle｣も、現場打ち舗装や石材
調舗装ブロックや建築物への適用が始まり、環境配慮コンクリート

「T-eConcrete®」の実用化が拡大しています。

研究会との協働
「T-eConcrete® 研究会」（基幹企業：大成建設）は、CO2排出量の削
減に対する一層の貢献を目的として、2020年に発足しました。現
在、土木・建築資材メーカーなど20社以上が参画しており、当社は、
これまで蓄積した材料や施工に関する豊富なデータやノウハウな
どの基盤情報を商品開発担当の参画企業に提供し、各企業が自社製
品の製造技術と融合させることで、顧客ニーズに応える土木構造物
や建築物の内外装などに用いる多様なコンクリート製品の開発に
取り組んでいます。

CO2を資源としてリサイクルした
環境配慮コンクリートの開発

「カーボンリサイクル・
コンクリート」

T-eConcrete®/Carbon-Recycle

富士山南陵工業団地の開発では、地域の環境に適した樹木を用いて、
自然の森に倣った「10年の森づくり」を実施しました。樹木を互いに競わ
せながら森を育む「自然配植緑化」の手法を用いて苗木の植栽から10
年後には、周囲に残された森よりも生物多様性に富む森が形成されてい
ることが確認されています。自然と共
生し地域と交流する工業団地として、
第49回環境賞「環境大臣賞」を受賞し
ました。

大成建設施設 米原市民ホール 大宮区役所・大宮図書館
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持続可能な環境配慮型社会の実現
基本的な考え方

大成建設グループは、「人がいきいきとする環境を創造する」というグループ理念のもと、持続可能な環境配慮型社会の実現を目
指して2050年環境目標「TAISEI Green Target 2050」を定め、自然との調和の中、建設事業を中核とした企業活動を通じた良
質な社会資本の形成に取り組んでいます。また、国連グローバル・コンパクト、TNFDフォーラム、GXリーグ基本構想、生物多様
性のための30by30アライアンスなど国内外のイニシアチブに参加し、多様なステークホルダーと連携して取り組みを進めてい
ます。
地球規模で生じている気候変動、天然資源の減少、淡水資源の不足、生物多様性の損失、土壌・地下水の汚染などの環境問題は
ますます深刻化しており、長期的かつ抜本的な対策が求められています。大成建設グループは、「TAISEI Green Target 2050」
において、持続可能な環境配慮型社会の実現のために４つの社会「脱炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」「安全が確保される
社会」を目指すこととしており、そのマイルストーンとなる2030年目標を定めて様々な対策を実施しています。
私達は、企業活動を通じて環境課題をはじめとする社会課題を解決することにより、「人々が豊かで文化的に暮らせるレジリエント
な社会づくりに貢献する先駆的な企業グループ」であり続けたいと考えています。

マテリアリティ

1

サステナビリティセクション 大成建設のサステナビリティ
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▎環境経営
大成建設グループは、グループ理念と大成スピリットを環境面で実現するための企業活動を「環境経営」と位置付けています。環境
経営の基本スタンスである「環境方針」を「持続可能な環境配慮型社会の実現」とし、その実現目標を具体的に示した「環境目標」と、

「環境目標」達成のための「環境行動」をそれぞれ設定しています。また、国際規格ISO14001に準拠した環境マネジメントシステム
（EMS）のPDCA サイクルにより、環境経営を推進しています。

環境経営（グループ理念と大成スピリットを環境面で実現するための企業活動）

環境方針（当社の環境経営の基本スタンス）

ISO14001に準拠した環境マネジメントシステム（EMS）
環境パフォーマンスの向上、環境関連法規の遵守、環境目標の達成をPDCAで継続的に推進する仕組み

  ①脱炭素社会   ②循環型社会   ③自然共生社会   ④安全が確保される社会

環境目標
環境方針の実現目標を具体的に示したもの

● TAISEI Green Target 2050
● TAISEI VISION 2030
● 中期経営計画（2021-2023）

● 年度環境目標
● エコ・ファーストの約束
● 大成建設生物多様性宣言

環境行動 TSA：TAISEI Sustainable Action®

（環境目標を達成するための施策）

● CO₂ゼロアクション 
● TSAアクションリスト
● TSAポイントシステム

人
が
い
き
い
き
と
す
る
環
境
を
創
造
す
る

 

グ
ル
ー
プ
理
念

自
由
闊
達

　価
値
創
造

　伝
統
進
化

 

大
成
ス
ピ
リ
ッ
ト

● グリーン調達ガイドライン
● グリーン購入標準ガイドライン
● 生物多様性保全ガイドライン

持続可能な環境配慮型社会の実現

▎�環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）
国際規格ISO14001に準拠した環境マネジメントシステム(以下 EMS)を本社及び国内外の全支店（認証取得率100％）で運用し
ており、EMSのトップマネジメントを「環境委員会」・「社長」・「サステナビリティ経営推進本部長」としています。
トップマネジメントのもと、各本部・支店のEMS事務局と各部門の環境担当者が環境活動の推進及びモニタリングを実施し、次年
度の環境目標に反映させる一連のPDCAに取り組んでいます。

▎�サステナビリティ委員会（取締役会委員会）
サステナビリティ全般に関する重要な方針や施策を審議・推進するために「サステナビリティ委員会」を設置しています。環境経営
に関する「環境方針」や「環境目標」などの外部評価につながる重要な事項については、「経営会議」からの上程を受け審議し、取締役
会に上程しています。

▎�環境委員会（業務委員会）
環境経営を推進するために環境委員会を設置しており、環境方針や環境目標、外部評価につながる重要な取り組みなどについて
審議し、経営会議に報告・答申しています。
環境委員会では、様々な環境経営に係る課題に対応するために下部組織を設置しています。作業所のCO2削減を推進する「施工
段階分科会」、脱炭素技術・サービスを推進する「運用段階分科会」、再エネ電源導入を推進する「再エネ電源分科会」、CO2データ
集計システムなどの開発を推進する「システム開発分科会」、グループ各社の目標設定・進捗管理を行う「グループ環境経営会議」
が部門・グループ横断的な課題への対応を進めています。
その他、中央安全委員会、技術委員会などの業務委員会でも、様々な環境経営に関わる課題解決への取り組みを進めています。

サプライチェーンとの協働
大成建設グループは「大成建設グループサステナブル調達ガイド
ライン*」を制定し、サプライチェーン全体と協働して「脱炭素社会」
「循環型社会」「自然共生社会」「安全が確保される社会」の実現に
向けた取り組みを行っています。

「サプライチェーン（環境）」
「サプライチェーン・マネジメントの推進」
 サステナビリティセクション

P.62

*「大成建設グループサステナブル調達ガイドライン」についてはP.96用語集参照

大成建設グループについて サステナビリティセクション ガバナンスセクション データセクションあるべき姿を目指して
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持続可能な環境配慮型社会の実現

脱炭素社会の実現に向けて
基本的な考え方

大成建設グループは、長期環境目標「TAISEI Green Target 2050」において、2050年目標「事業活動によるCO2排出量実質ゼロ」
を掲げ、脱炭素化に向けた移行技術や取り組みを通じて広くCO2排出削減に貢献し、脱炭素社会を実現することを目指しています。
また、そのマイルストーンとして2030年度グループ環境目標を設定し、売上高あたりのCO2排出量を、2019年度比で事業活動に
よるCO2(スコープ1+2)では50％削減、事業活動に関連するCO2（スコープ3）では32％削減、CO2総排出量は、事業活動による
CO2(スコープ1+2)では40％削減、事業活動に関連するCO2(スコープ3)では20％削減することとし、「持続可能な環境配慮型社会
の実現」を目指しています。
目標達成に向けて、スコープ1+2では専門工事業者(サプライヤー)と協働し、環境負荷低減活動(TSA：TAISEI Sustainable 
Action®)に取り組んでいます。省エネ効率の高い重機・車両の使用を推奨するなどの施工現場での施策に加えて仮設作業所事務所
のZEB化を実施しています。また、当社グループの電力使用量を賄う再生可能エネルギー電源の保有を進めています。スコープ３で
は、低炭素建材の開発・普及促進や、新築ZEB、グリーン・リニューアルZEBの推進などを実施しています。
大成建設グループでは、脱炭素社会の実現に向け、計画設計段階、施工段階、竣工してお客様に引き渡した建物の運用段階など、
建築物のライフサイクルを通したCO2削減の取り組みを行っています。

気候変動に関するリスクと機会については、TCFDの提言による
情報開示で詳細に分析しています。

リスクと機会

▎�ポリシー /コミットメント
●グループ行動指針：環境の保全と創造への取り組み
●環境方針　●環境目標
●TAISEI Green Target 2050：脱炭素社会の実現
●エコ・ファーストの約束　●大成建設グループサステナブル調達ガイドライン
●大成建設グリーン調達ガイドライン　●グリーン購入標準ガイドライン
●  中期経営計画(2021-2023)：環境分野のフロントランナーを目指して、カーボン

ニュートラルに向けた取り組みを加速させる

▎�イニシアチブ
●TCFD　●SBT　●CDP （Climate Change）
●GXリーグ基本構想（経済産業省）
●国連グローバル・コンパクト「環境」
●チャレンジゼロ（日本経済団体連合会）
●建設業の環境自主行動計画（日本建設業連合会）

▎ �KPIs
● スコープ１+２　売上高あたりCO2排出量削減率

グループ・目標値（2023年度） ▲15％（2019年度比）

● スコープ１+２　総CO2排出量削減率

グループ・目標値（2023年度） ▲6％（2019年度比）

● 施工段階　売上高あたりCO2排出量削減率

単体・目標値（2023年度） ▲41％（1990年度比）

● 施工段階　総CO2排出量削減率

単体・目標値（2023年度） ▲46％（1990年度比）

● 運用段階　設計施工案件のCO2予測排出量削減率

単体・目標値（2023年度） ▲43％（1990年度比）

▎Milestone
●  2030年グループ環境目標

● スコープ1+2 CO2排出量削減目標

2019年度比 売上高あたりの排出量 総排出量

スコープ1+2※1事業活動によるCO2排出量 ▲50％ ▲40％
スコープ3※2事業活動に関連するCO2排出量 ▲32％ ▲20％

「TCFD提言による情報開示」
サステナビリティセクションP.48

※１　�スコープ1+2�：�燃料の燃焼などによる直接排出及び、電気・熱などの使用に伴う間接排出
※2　�スコープ3�：�スコープ1,2以外の間接排出(事業活動に関連する他社の排出)
※3　�BAU比�：�追加的な削減策を講じなかった場合のCO2排出量想定(BAU)と、削減策を講じた場合のCO2排出量想定との比較

脱炭素社会の実現に向けて

■ スコープ2総排出量
■ スコープ1総排出量

スコープ1+2総排出量 ▲40%

BAU

BAU比※3 ▲50%

2019年度
実績

2023年度
目標

2026年度
目標

2030年度
目標

売上高あたりの排出量 ▲50%

【リリース】新たな2030年グループ環境目標を策定

「グループ行動指針」
「会社の方針」

サステナビリティセクション 大成建設のサステナビリティ
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▎ �Performance

TSA ： TAISEI Sustainable Action® 大成建設グループ全社員で取り組む環境負荷低減活動
大成建設グループは、グループ環境目標達成のためにグループ全社員
が参加する環境負荷低減活動TSA（TAISEI Sustainable Action®) に
取り組んでいます。2011年に始まった作業所の基本的な取り組みであ
る「CO2ゼロアクション*」に加えて、2018年には環境負荷低減に効果
のある技術や活動など具体的な取り組みをまとめた「TSAアクションリ
スト」を作成しました。2020年から活動効果を見える化・定量評価する

「TSAポイントシステム」を導入し、社員の意識改革と行動変容につなげ
ています。また、TSAの普及促進と具体的な活動の水平展開を目的と
して「TSA通信」を四半期ごとに、全役職員に配信しています。

*「CO2ゼロアクション」についてはP.96用語集参照

削減に向けた施策

● 事業活動によるCO2(スコープ1+2)

スコープ１は、主に建設工事で使用する重機の燃料、アスファルトを製造する合材工場やプレキャストコンクリートを製造するPC工場で使用する
燃料に由来します。スコープ２は、本支店、営業所、工場や作業所で使用する電力や熱などに由来します。大成建設グループでは、スコープ１の削
減に向けて、重機のハイブリッド化・電動化、代替燃料の使用などの取り組みを進めています。また、スコープ2の削減は再生可能エネルギー電
源の保有に加えて、支店社屋及びプレキャストコンクリート工場のリニューアルZEB化を進めています（P.51参照）。

● 事業活動に関連するCO2(スコープ3)

スコープ３は、主に建設工事で使用する鋼材や生コンなどの資材が製造されるまでに排出されるCO2と、引渡後に建物が使用される際に排出さ
れるCO2によるものです。大成建設グループでは、スコープ３のCO2排出量を削減するために、CO2負荷の少ない材料の選定（グリーン調達）を
推進しています。また、独自技術であるCO2排出量を大幅に削減する環境配慮コンクリート「T-eConcrete®」やCO2を固定化した木材を利用し
た木質化建築の技術開発と普及を推進しています。更に、引渡後に建物から排出されるCO2を削減するために、ZEBのトップランナーとして
ZEBの進化・普及に取り組むとともに、既存建物をリニューアルしてZEB化するグリーン・リニューアルZEBにも取り組んでいます。

削減促進に向けたシステム開発

●  T-CARBON Watch （作業所CO2排出量計測・集計システム）
施工現場に設置したカメラとAIの画像認識機能の活用、電気使用量や
電子マニュフェストなどの外部システム情報、燃料購入などの社内シス
テム情報から作業所におけるスコープ１・２を効率的に集計・把握し、見え
る化する　「T-CARBON Watch」の開発・運用を進めています。

●  T-LCA シミュレーター CO2

建築物の「調達、施工、運用、修繕、解体」を通したCO2排出量や削減効
果を計画初期段階で見える化する建築物ライフサイクルCO2評価ツー
ル｢T-LCA シミュレーター CO2｣を開発・活用しています。

脱炭素化を実現する先進技術の取り組み
2050年カーボンニュートラル実現に向けて、実用化が期待されている先進技術の開発や実証事業に参画しています。

2023年度目標
作業所連絡車のエコカー導入  100％

省エネ型作業所仮設事務所導入  70％以上

LED照明の採用  100％

高所作業車、フォークリフトの電動化  90％以上

建設機械の省エネ運転講習実施  100％

TSAポイントシステム作業所適用  100％

周知、教育の実施  100％

T-CARBON Watchの導入  全作業所

主なTSA重点実施項目 

社外システム

社内システム

建設現場

AI：画像認識機能

システム情報

カメラ

CO₂排出量を
効率的に把握

T-CARBON Watch CO2排出集計システム概念図

地熱
超臨界

キャップロック ボーリング
低温 高温
CO₂

CO₂ CO₂
CO₂固定化

CO₂

熱媒タンク

水素
（再エネ由来）

建物

燃料電池

電気

温水
水素

建物未利用熱

水素タンク

CCS（CO₂回収貯留技術）

地熱
超臨界

キャップロック ボーリング
低温 高温
CO₂

CO₂ CO₂
CO₂固定化

CO₂

熱媒タンク

水素
（再エネ由来）

建物

燃料電池

電気

温水
水素

建物未利用熱

水素タンク

カーボンリサイクルCO₂地熱発電技術

地熱
超臨界

キャップロック ボーリング
低温 高温
CO₂

CO₂ CO₂
CO₂固定化

CO₂

熱媒タンク

水素
（再エネ由来）

建物

燃料電池

電気

温水
水素

建物未利用熱

水素タンク

水素の利活用

【リリース】｢T-CARBON E-Site｣の実装を開始 【リリース】｢T-LCA シミュレーター CO2｣を開発
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持続可能な環境配慮型社会の実現

循環型社会の実現に向けて
基本的な考え方

大成建設グループは、長期環境目標「TAISEI Green Target 2050」において、2050年目標として「建設副産物の最終処分率0％」
を掲げ、目標達成に向けたマイルストーンである2030年度目標として「建設廃棄物の最終処分率を3.0％以下」と設定しています。
作業所では、「建設副産物処理要領書」に基づいて分別・リサイクル・再資源化に取り組んでいます。また、設計段階では「大成建設
グリーン調達ガイドライン*」に基づき、建築物及び構造物の設計・施工・運用・解体時の環境負荷を低減する資機材及び工法の適
用を推進しています。

国際的に循環型社会への移行が重要な課題となっている中、省資源化、再生・再利用可能な材料の使用やプラスチックなど廃棄物によ
る自然環境汚染への対応といったサプライチェーンを通じた持続可能な調達への取り組みが求められています。循環型社会への取り
組みが十分でない場合、自社の企業価値を毀損するリスクとなる可能性があります。大成建設グループでは、作業所において建設副
産物の適正な分別管理や巡回回収システムの展開など資源の有効活用・循環利用に取り組んでいます。また、設計段階では「大成建設
グリーン調達ガイドライン*」に則り、施工・解体時の建設廃棄物の発生量が少ない資機材、再生材料を多く使用している資機材、解体
後の再生使用に配慮している資機材等、環境負荷の小さな資機材の採用を推進しています。大成建設グループは、建設副産物の排出
を抑制するとともに、新たな価値を付加して資源の効率的・循環的な利用を促進することで循環型社会の実現に貢献していきます。

リスクと機会

▎�ポリシー /コミットメント
●グループ行動指針：環境の保全と創造への取り組み
●環境方針　●環境目標　
●TAISEI Green Target 2050：循環型社会の実現
●エコ・ファーストの約束　　●大成建設グループサステナブル調達ガイドライン
●建設副産物処理要領書　　●大成建設グリーン調達ガイドライン
●グリーン購入標準ガイドライン

▎ �Performance
● 資源を有効活用する取り組み 

巡回回収システムによる建材資源循環の促進
•  都内作業所ではプラスチックごみを含む多品目の建設端材や有価

物を対象に「巡回回収システム」を展開し、建材資源の循環に貢献し
ています。

•  建設発生土は現場内や現場間での再利用を推進しています。
 産業副産物を活用したT-eConcrete®

•  セメントの代わりに産業副産物である高炉スラグ(製鋼から生じる
副産物)やフライアッシュ(石炭火力発電所で生じる副産物)を有効
活用した環境配慮コンクリートです。

•  トンネルセグメントや天然石材調建材（T-razzoセメントゼロ型の二
次製品となる石材調建材）など建設資材として活用しています。

● 水資源の循環利用
・ 工事排水の適正な管理を作業所の重点管理事項としています。全て

の作業所で排水先や地方条例等で定められた排水基準を確認し、遵
守を徹底しています。

・ 雨水・湧水の貯留タンクや沈砂池を設置している作業所では貯留水
を粉じん対策のための散水に利用するなど、水資源の循環利用に努
めています。

▎�イニシアチブ
●国連グローバル・コンパクト「環境」
●プラスチック・スマート（環境省）
●ウォーター・プロジェクト（環境省）
● 循環経済パートナーシップ（J4CE） 
（環境省、経済産業省、日本経済団体連合会）
● CDP(Water Security)

2050年の
最終処分率 ゼロ

廃棄物の分別・減容化

廃棄物の分別・処理プロセス

道路の盛り土や埋め立ての土に

再資源化可能なもの再資源化可能なもの

再資源化不可能なもの再資源化不可能なもの

土土

積替拠点

建材原料に加工

都内の建設現場
建物で
エネルギーを生産

T- eConcrete®

災害廃棄物

埋設廃棄物
廃棄物最終処分場

様々な副産物

建材として再資源化

二
次
輸
送

巡 回 回 収

建
設
副
産
物
の
分
別

資源循環概念図

「グループ行動指針」
「会社の方針」

*「�大成建設グリーン調達ガイドライン」についてはP.96用語集参照
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▎ �Performance

持続可能な環境配慮型社会の実現

自然共生社会の実現に向けて
基本的な考え方

大成建設グループは、長期環境目標「TAISEI Green Target 2050」において、2050年目標「自然資本への影響の最小化」を掲げて
います。目標達成に向けて、独自の環境DNA分析技術や、生物多様性評価ツール「コンシェルジュ」シリーズ*などを活用して生物多
様性に配慮した提案・工事の実施を行っていきます。施工計画段階では、自然環境や生物多様性に対するリスクを抽出し、設計部門、
建築・土木の施工部門、技術センターなど社内の関係部署が協働して、保有する様々な技術を用いて自然環境や生物多様性に及ぼす
影響を最小限に抑えるよう努めています。

建設工事は、自然環境や生物多様性に大きな影響を与える懸念があります。そのため、計画・設計・施工・竣工後の建物運用段階に至
るまで一貫した自然環境や生物多様性への配慮と豊かな環境づくりのためのソリューションをお客様に提供しています。計画・設計段
階では、環境関係法令への適切な対応、自然環境や生物多様性保全に関する付加価値の創出、施工段階では自然環境や生物多様性
に配慮した施工、竣工後は自然環境や生物多様性を保全するような運営・管理支援を行っています。自然資本の価値を適正に評価し、
建設工事による影響を極力低減し、自然環境の保全や生物多様性の保全・創出技術を提供することで自然共生社会の実現に貢献し
ていきます。

リスクと機会

▎�ポリシー /コミットメント
●グループ行動指針：環境の保全と創造への取り組み
●環境方針　●環境目標　
●TAISEI Green Target 2050：自然共生社会の実現
●エコ・ファーストの約束　●大成建設生物多様性宣言
●大成建設生物多様性保全ガイドライン　●大成建設グリーン調達ガイドライン
●グリーン購入標準ガイドライン　●大成建設グループサステナブル調達ガイドライ
ン

▎�イニシアチブ
● 国連グローバル・コンパクト「環境」
● 経団連生物多様性宣言イニシアチブ（日本経済団

体連合会、経団連自然保護協議会）
●(一社）企業と生物多様性イニシアチブ（JBIB）
●生物多様性のための30by30アライアンス（環境省）
● TNFDフォーラム　● CDP(Forest)
● 東京グリーンシップ・アクション（東京都環境局）

● 自然環境保全　 
大成建設が施工した地域社会の持続可能な好循環への取り組み

OKI本庄工場H1棟では、森林
循環を構築する活動に当社も
参加しています。
施設内に同じ荒川流域である
秩父産の木材を積極的に利用
し、木材を伐採した山林を再造
林するための費用の一部を負
担する他、植林活動にも参加し
ています。将来に向けた山林の
再生、森林資源の循環にお客様や地域とともに取り組み、森林循環に
貢献しています。

● 良質な自然環境を保全する技術 
環境ＤＮＡ

水や土などに含まれる生物由来のDNA分析技術を用いて、建設現
場周辺の保全対象地域に生息する希少両生類（サンショウウオ類）の
継続的な生息調査を行いました。この分析技術により、従来の目視
調査では困難だった産卵期以降の水中での生息状況を把握し、建設
工事中の継続的な生物環境モニタリングが可能となりました。グリーンインフラ

防災・減災

生物多様性

水源かん養

ヒートアイランド

景観

レクリエーション

・希少動植物の保全
・代償ビオトープ計画
・自然を活かしたランドスケープ

・人工林の自然林化
・猛禽類の保全

・都市の森づくり
・雨水を貯留可能な外構計画
・薬剤を使用しない水質浄化技術

・アマモ等海藻移植技術
・サンゴ移植、再生技術

●グリーンインフラとは、自然の持つ多様な機能をインフラ整備や土地利用などに活用
していく考え方です。災害の軽減、健康や安らぎの提供、生物多様性の保全から気候変
動の緩和まで、幅広い分野での効果が期待されています。

里山

海

奥山

都市

●自然は、奥山から里山・都市・海域まで連続性をもってつながっており、その保全・創出に
おいては、全体を俯瞰した総合的な対策が望まれます。
大成建設は、自然環境に対する多様な技術と豊富な経験に基づき、良好な自然の保全・
グリーンインフラの創出を積極的に実践しています。

グリーンインフラとは…？

自然の保全・創出に貢献する様々な技術と経験

【リリース】環境DNA分析技術を用いて希少両生類の水中生息状況を把握

「グループ行動指針」
「会社の方針」

*「�コンシェルジュ」シリーズについてはP.96用語集参照

大成建設グループについて サステナビリティセクション ガバナンスセクション データセクションあるべき姿を目指して
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持続可能な環境配慮型社会の実現

安全が確保される社会の実現に向けて
基本的な考え方

大成建設グループは、長期環境目標「TAISEI Green Target 2050」において、2050年目標「安全が確保される社会の実現のため、
環境リスクがゼロとなる価値の提供」を掲げています。目標達成に向けて、建設副産物の適正管理と環境関連法令遵守による「環境
事故ゼロ」の継続に取り組んでいます。

建設工事に起因する環境汚染は周辺環境や社会への影響が大きく、環境関連法令の遵守は環境面において最も重要な事項です。
建設副産物の適正管理をはじめ、土壌・地下水汚染などの規制に対応した技術の開発や適用、騒音・振動・粉じんなどの周辺環境への
影響を抑える工法の推進により、建設工事中の環境リスクを低減します。加えて、洪水や津波などの自然災害に備えるための技術の
提供など、ハード・ソフト面から人々の安全が確保された社会の実現に貢献していきます。また、世界では、経済発展や気候変動によ
る干ばつや水不足などの水リスクが顕在化しているため、水ストレス地域での事業活動について水リスクの評価を行っています。

リスクと機会

▎�ポリシー /コミットメント
●グループ行動指針：環境の保全と創造への取り組み　
●環境方針　●環境目標
●TAISEI Green Target 2050：安全が確保される社会の実現
●エコ・ファーストの約束　●大成建設グループサステナブル調達ガイドライン　
●大成建設グリーン調達ガイドライン　●グリーン購入標準ガイドライン　●安全衛生方針書

▎�イニシアチブ
● 国連グローバル・コンパクト「環境」
●建築副産物部会（（一社）日本建設連合会）
●土木副産物部会（（一社）日本建設連合会）
●CDP(Water Security)

▎ �Performance

騒音

振動
海

工場施設等

建設現場

河川

粉じん

排水

災害等から人々を守る汚染された土壌･地下水を
よみがえらせる
化学分解法
注水バイオスパージング®
マルチバリア®工法
T-CIM®*/SoilReme

テコレップ-Light®システム
TSounds®-Ambience
キトリート®

T-FIood® Analyzer
T-Tsunami Viewer®
T-Zone Saver®
T-LED DUV Light®

環境リスクに対する主なソリューション

1
5 8

9
10
11

6
72

3
4

建設現場の周辺環境を守る

● 作業所におけるリスク対策
本社・支店の安全環境部門が、作業所における環境法
規制の遵守を社内監査する「作業所環境パトロール」を
実施し、指摘に対しては是正と予防措置を講じて継続
的改善を図っています。
なお、2021年度に環境法令違反は発生していません。

種類 対応策（例）

騒　　 音 コンクリート関連作業の夜間作業に際し、近隣連絡を実施

振 動 工場内の重機作業について工場休業日での作業に変更

粉 じ ん 工事による粉じんの飛散防止のため、散水、シート設置の対策を実施

水質汚濁 起重機船からの燃料漏洩に対し吸水マットでの回収、再発防止策の実施

１～ 11までの詳細技術については、
環境コンセプトブック

「TAISEI Green Target 2050」
を参照ください

「グループ行動指針」
「会社の方針」

*「T-CIM®」についてはP.96用語集参照
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品質の確保と技術の向上マテリアリティ

2

基本的な考え方

大成建設では、「品質方針」を制定するとともに、各部門（建築部門・土木部門・設計部門・エンジニアリング部門・原子力部門等）が
個別方針を設け、生産活動を効率的に推進しています。各部門やグループ会社ごとに、ISO9001の認証を受け、品質マネジメント
を実施し、土木部門・建築部門それぞれでマニュアルや実施要領を作成しています。関係各部門とも連携して適切な品質管理を徹
底し、品質に起因する不具合撲滅に努め、引き渡し後にお客様満足度調査を実施し、お客様とのより良い関係づくりに注力してい
ます。

国内の少子高齢化による熟練技術者の減少、自然災害の増加、酷暑の常態化などによる品質管理能力の低下リスクなどがある一方
で、ロボット化やデジタル技術の活用による作業の省力化などが契機となり、建設作業所の生産性向上に寄与する技術の発展が大
成建設グループの競争優位性を高めることになります。

▎ �KPIs
●お客様満足度
単体・目標値（2023年度） 100％

▎ �Performance
● 建築部門のお客様満足度は、アンケート形式で実施しており、出来栄えや使い勝手・施工中

の作業所運営の評価など、5段階評価となっています。 2021年度の満足度は、90.0％と
なりました。
● 評価の低い項目については、要因を分析し、対策を立て工事反省会等で共有し、改善に努め、

お客様とのより良い関係づくりに注力していきます。

● 土木部門のお客様満足度は、発注者の工事評定点を指標とし、これに加えてCSインタビュー
も実施しており、2021年度の満足度は、97.6％となりました。
● 各支店は結果を工事反省会で共有し、改善に努め、今後も、本社・支店が一体になり、更な

るお客様満足度向上を目指していきます。

▎ �KPIs
●生産性（一人当たり売上高）
グループ・目標値（2023年度） 0.83億円

▎ �Performance
● 技術の向上の成果を図る指標の一つとして、一人当たり生産性（売上高/従業員数）をKPIと

しており、成果を見える化し、従業員一人ひとりの「生産性」に関する意識の向上を図ること
で、業務プロセスを見直し、グループ会社一体となって、生産性の向上に努めています。
●  2021年度の生産性は、0.65億円(前年度0.67億円)となり、前年より下回りました。2020

年から全世界で拡大傾向が見られた新型コロナウイルス感染症により、テレワークやオンラ
イン会議等、働き方改革が加速する一方で、工事の一時中止についての発注者との協議や、
現場見学会の延期などがあり、お客様や建設現場で働く人々との関係の在り方が問われる
年となりました。

▎�ポリシー /コミットメント
● グループ行動指針： 

お客様満足の追求、安全性・品質の確保と向上
●品質方針
● 中期経営計画(2021-2023)： 

DXにより生産システムの変革と働き方改革を実現する

▎�イニシアチブ
●ISO9001
●生産性向上推進本部（（一社）日本建設業連合会）
●国際委員会（（一社）日本建設業連合会）

リスクと機会

「グループ行動指針」
「会社の方針」

品質の確保と技術の向上

品質の確保と技術の向上

大成建設グループについて サステナビリティセクション ガバナンスセクション データセクションあるべき姿を目指して
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持続可能な社会の実現に向けた技術開発マテリアリティ

3

基本的な考え方

大成建設グループでは、SDGs達成への貢献などを視野に研究開発のテーマを選択した上で、社長を委員長とする技術委員会のも
と、成長が期待される産業分野に貢献する技術に重点をおき、技術開発を進めています。
また、グループ企業を含めた知的財産力の一層の向上を図るため、グループ行動指針の『社会的責任の遂行』に「情報・知的財産権
の管理」を掲げるとともに、「知的財産に関する方針」を制定しています。知的財産の創造・保護・活用、知的財産に関するリスク軽減、
ブランドの戦略的活用などの知的財産戦略を着実に実践しています。

気候変動による自然災害の激甚化、日本における少子高齢化の進行と人口減少、世界的な人口増加と格差の広がり、パンデミックの
発生など、ビジネス環境が急激に変化し、環境・人権などの社会的課題が山積する中、市場が顕在化していない領域に関する技術開
発が課題の解決に進展する可能性があります。既成概念にとらわれないイノベーションの創出により社会的課題を解決することは、
大成建設グループの新しい価値創造につながります。

▎ �KPIs
●特許出願件数
単体・目標値（2023年度） 280件

▎ �Performance
● 産業の発達に寄与するため、知的財産を重視した経営を推進し、特許権のほか、著作権や施

工・業務上のノウハウなど知的財産全般について、戦略的な管理・活用を実行しています。
● 知的財産戦略に基づき積極的な権利化・活用を行うことにより、当社の特許査定率は

88.4％となっており、全業種特許査定率（特許行政年次報告書2021年版における過去3
年間の平均値）74.9%に対して、高い数値となっています。

● 新しい価値の知的財産化を図り、事業戦略、研究開発戦略、知的財産戦略との三位一体に
より新技術の開発や作業所の技術支援、知的財産の活用などを通じて社会に貢献していき
ます。

▎�ポリシー /コミットメント
● グループ行動指針： 

価値創造への挑戦、社会的責任の遂行
●知的財産に関する方針
●技術開発方針
● 中期経営計画(2021-2023)： 

オープンイノベーションの活用を通じて、環境・社会課題の解決に向けた技術開発
を推進する

▎�イニシアチブ
●（一社）日本知的財産協会
●建築技術開発委員会（（一社）日本建設業連合会） 
●土木運営会議（（一社）日本建設業連合会）

リスクと機会

「グループ行動指針」
「会社の方針」

持続可能な社会の実現に向けた技術開発

▎ �KPIs
●  ZEB化建物受注件数
単体・目標値（2023年度） 8件

▎ �Performance
● 中期経営計画の重点課題にも、ZEB性能の向上を掲げており、今後の成長市場として期待

できる分野として、ZEB/ZEFの進化・普及に全力で取り組んでいます。お客様に自然エネ
ルギーなど脱炭素の取り組みについてご理解いただき、2021年度のZEB化建物受注件
数は、6件となりました。

持続可能な社会の実現に向けた技術開発

サステナビリティセクション 大成建設のサステナビリティ
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サプライチェーン・マネジメントの推進マテリアリティ

4

基本的な考え方

大成建設グループにとって取引先は、環境・人権などの社会課題を解決して行く上で鍵となる重要なビジネスパートナーです。近年
の持続可能な調達に関する国際規格の制定や社会の要請などを鑑み、2022年４月には「人権方針」や「サステナブル調達ガイドライ
ン」の内容を刷新し、その遵守を要請するなど、自社及びサプライヤーへのアセスメントをより徹底し、効果的なサステナブル調達の
構築に取り組んでいます。
当社の全役職員、支店長、調達責任者、作業所長、海外作業所など階層別・部門別の研修や説明会を開催するほか、取引先を対象にし
た支店長による説明会や、人権や環境問題など社会課題に関するeラーニング研修、訪問監査やモニタリング調査など様々な方法で
サプライヤーの能力強化やサステナブル調達の意識と実効性の向上を図っています。
それらの活動計画、実施結果、今後の展開については、関連する部門（土木・建築・調達・安全）の管理職から構成される「サステナブル
調達協議会」で審議の上、サステナビリティ委員会に報告されています。

環境・人権などの社会的課題解決に向けた企業の取り組みについては、自社グループのみによるものではなく、協力会社やサプライ
ヤーも含めたサプライチェーン全体で取り組むことが世界的な標準となっています。環境・人権リスクの発現によりレピュテーション
が低下するリスクがある一方で、良質な取引先の確保によりサステナブル調達を推進し、サプライチェーン全体で社会的課題の解決
に努め、その状況を積極的に開示していくことは、競争力の向上につながります。

▎ �KPIs
● サプライヤーのサステナブル調達 
評価項目適合率

グループ・目標値（2023年度） 100％

▎ �Performance
● 大成建設グループは、「国連グローバル・コンパクト」参加企業で構成されるグローバル・コ

ンパクト・ネットワーク・ジャパン（GCNJ）のヒューマンライツデューデリジェンス（HRDD）
分科会やサプライチェーン分科会に参加しています。また、大成建設は、2019年より
EcoVadisへのサプライヤー登録と情報開示を開始、2020年度評価において、「SILVER」
を獲得しています。
● 取引先のCSR調達ガイドライン(現サステナブル調達ガイドライン）の遵守状況や、外国人

技能実習生の管理状況について、2016年からアンケート調査を定期的に実施しています。
2021年にはサプライチェーン上の人権リスクを特定し、リスクの予防・軽減につながる施
策やその実効性を確認するモニタリング調査といった人権デュー・ディリジェンスの導入に
ついて、経営会議、CSR委員会（現サステナビリティ委員会）での審議を経て取締役会に報
告しています。2022年からは人権デュー・ディリジェンスのプロセスに則った施策を実施し、
当社グループにおける人権リスクの予防・軽減を図っていきます。

●  2022年度は、モニタリング調査の対象をグループ会社の取引先にまで拡大して実施しま
す。サプライヤーとともに環境負荷の低減や、児童労働等人権侵害の予防・軽減、コンプ
ライアンスリスクの管理などに取り組み、大成建設グループのサプライチェーン全体で持続
的に発展することを目指しています。

▎�ポリシー /コミットメント
● グループ行動指針： 取引業者とのパートナーシップの推進、 

公正な取引の確保
●調達方針　●人権方針
●大成建設グループ サステナブル調達ガイドライン 
●グリーン調達ガイドライン
● 中期経営計画(2021-2023)：環境・社会課題の解決に向けたサプライチェーン・マネジメントの推進

▎�イニシアチブ
● 国連グローバル・コンパクト「人権」
「労働」「環境」「腐敗防止」
●ISO26000
●EcoVadis「SILVER」
●HRDD分科会（GCNJ)
●サプライチェーン分科会（GCNJ)

リスクと機会

サプライチェーン・マネジメントの推進

「人権とサプライチェーン」
サステナビリティセクションP.47

「グループ行動指針」
「会社の方針」

大成建設グループについて サステナビリティセクション ガバナンスセクション データセクションあるべき姿を目指して
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労働安全衛生管理の徹底マテリアリティ

5

基本的な考え方

大成建設では、「中央安全委員会」を設置し、安全管理・環境事故防止及び専門工事業者の安全・衛生・環境に係る事項を審議し、社
長へ答申するとともに、支店ごとに総括安全衛生管理者・従業員・労働組合で構成する支店安全委員会を開催し、定期的に労働組合
との協議を実施しています。全国の協力会社で組織する「大成建設安全衛生環境協力会」と密接に連携し、「安全徹底大会」や「安全
推進大会」を開催し、事故・災害の防止に努めています。
ICT・AI 技術の活用による安全管理・監視システム等の開発・導入を積極的に推進し、建設作業所で働く人々の心に響く安全衛生の
体制強化に協力会社とともに取り組み、働く人々が安心できる安全衛生環境の向上と整備に努め、地域社会からも信頼と共感を
もって受け入れられる企業を目指しています。

国内での少子高齢化による労働人口の減少に伴い、建設作業所で働く人々の高齢化が進み外国人労働者が増加していく中、ます
ます重要度を増しているのが安全衛生体制の構築です。また、気候変動による自然災害の増加、猛暑の常態化などは、労働災害の
リスクにつながる可能性がある一方で、危険作業のロボット化やデジタル技術の活用による作業の省力化などが契機となり、建設
作業所の安全・安心の確保に寄与する技術の発展が当社グループの競争優位性の確保につながります。

▎�ポリシー /コミットメント
● グループ行動指針： 働きやすい職場の確保、取引業者との 

パートナーシップの推進
●安全衛生方針
● 中期経営計画(2021-2023)：死亡災害ゼロ、重大事故ゼロを達成する

▎�イニシアチブ
●国連グローバル・コンパクト「人権」「労働」
●ISO45001
●安全対策部会((一社）日本建設業連合会)
●労働委員会((一社）日本建設業連合会)

リスクと機会

▎ �KPIs
●死亡災害件数
グループ・目標値（2023年度） 0件

▎ �Performance
●  2021年1～ 12月に発生した大成建設単体の休業災害が45件(昨年35件)、発生度数率

は0.44（昨年0.35）となりました。また、大変残念ながら死亡災害が1件発生しました。
●  2021年の災害を分析すると、災害の型別では「転倒」が最も多く、次いで「墜落・転落2ｍ

未満」となっています。TAISEI OHSMS*に基づく安全衛生管理を徹底するため、作業所パ
トロールや作業員の安全教育を徹底しています。また2021年度の現場作業にあたる社員
に対する各種安全研修の参加人数は、1,200名となりました。

(年)

２０１７ ２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１

参考）全産業度数率 1.66 1.83 1.80 1.95 2.09

参考）総合工事業度数率 0.81 1.09 1.69 1.30 1.39

度数率（グループ） 0.44 0.58 0.64 0.37 0.56

度数率（単体） 0.41 0.43 0.62 0.35 0.44

強度率 0.22 0.14 0.26 0.34 0.08

度数率：100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって、災害発生の頻度を表したもの
強度率：1,000延実労働時間当たりの労働損失日数をもって、災害の程度を表したもの

労働安全衛生管理の徹底

「グループ行動指針」
「会社の方針」

*「TAISEI�OHSMS」についてはP.96用語集参照

サステナビリティセクション 大成建設のサステナビリティ
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技術者の育成・担い手の確保マテリアリティ

6

基本的な考え方

大成建設では、建設技能労働者一人ひとりの経験や技能について、業界統一のルールで把握するとともに、客観的かつ継続的に蓄
積・確認することが可能となる建設キャリアアップシステム（CCUS）*の普及・推進に注力しています。
将来の建設業を支える担い手の確保・育成に注力するとともに、労働時間短縮取組方針を策定し、従業員の長時間労働是正や休日
の作業所閉所に取り組んでいます。また、当社が所属する（一社）日本建設業連合会（日建連）では、時間外労働の削減に向けた業界
全体の取り組みを強化すべく「時間外労働削減ガイドライン」及び「週休二日実現行動計画」を策定しています。当社も日建連の会員
企業として、建設技能労働者が誇りをもって生涯働ける職場とするために力をあわせて取り組んでいます。

2021年の国内の建設技能労働者（技能者）の数は、309万人であり、3人に1人が55歳以上と高齢者が多い産業となっており、次世
代の技能者育成や処遇の改善が不可欠となっています。また、建設業の労働時間は全産業の平均と比べて、年間約320時間長く、
技能者や作業所で働く従業員にとって、大成建設がどれだけ魅力的な働き方を提供できるかが、あらためて問われています。

▎ �KPIs
●CCUS現場登録率
単体・目標値（2023年度） 100％

▎ �Milestone and 
Performance

●  2021年6月に、CCUS普及・推進ロードマップ
（2021～ 2023年度）を策定しました。

日建連の新目標に沿って、事業者登録率・技能
者登録率・就業履歴蓄積率の3指標の100％達
成時期を2023年度末とし、そこに至る年度毎の
目標を設定しています。
2022年3月現在の事業者登録率は90％、技能
者登録率は81％、就業履歴蓄積率は79％となっ
ています。

▎ �Milestone and 
Performance

● 「『長時間労働是正』に向けた2024
年度までのロードマップ」を策定しま
した。

「健康管理残業時間*（法定時間外労働
時間と法定休日労働時間の合計時間）」

「休日＋代休」「作業所閉所」について、年
度ごとに段階的な目標を定め、協議機
関である労働時間短縮委員会等で目標
達成に向けた活動を推進しています。

▎�ポリシー /コミットメント
● グループ行動指針： 取引業者とのパートナーシップ 

の推進、働きやすい職場の確保
● 中期経営計画(2021-2023)： 倉友会会員各社への 

支援拡充
●パートナーシップ構築宣言

▎�イニシアチブ
●国連グローバル・コンパクト「労働」
● 時間外労働削減ガイドライン 

((一社）日本建設業連合会)
●週休二日実現行動計画((一社）日本建設業連合会)

リスクと機会

▎ �Milestone and 
Performance

● 「休日＋代休」を年間104日（4週8休
相 当）取 得 できた 社 員 は、全 体 の
96.8％まで増加（前年度95.7％）しま
した。「健康管理残業時間」は、月平均
42.4時間（前年度42.5時間）となりま
した。「作業所閉所」についても４週８
閉所を目標に掲げ、働き方改革に取り
組んでいます。

● 今後も全社員がそれぞれの職場の状
況に応じた具体的な時短アクションを
議論・選定・実行し、労働時間短縮に
効果のあった活動については、全社へ
の水平展開や、継続的活動としての定
着を図る取り組みを実施していきます。

技術者の育成・担い手の確保

▎ �KPIs
●作業所の４週８閉所実施率
単体・目標値（2023年度） 100％

技術者の育成・担い手の確保

▎ �KPIs
●健康管理残業時間
単体・目標値（2023年度） 月目標50時間�
� 年720時間超過者0％

技術者の育成・担い手の確保

「グループ行動指針」
「会社の方針」

*「建設キャリアアップシステム（CCUS）」�「健康管理残業時間」についてはP.96用語集参照

大成建設グループについて サステナビリティセクション ガバナンスセクション データセクションあるべき姿を目指して
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働きがいのある魅力的な職場環境の実現マテリアリティ

7

基本的な考え方

大成建設グループでは、2021年11月には、グループの「人財活用方針（ダイバーシティ＆インクルージョン方針）」を策定し、性別、
年齢、国籍、障がいの有無、性的指向・性自認、宗教・信条、価値観だけでなく、キャリアや経験、働き方などの多様性を生かし、多様な
人財がその能力を最大限発揮できる職場環境の整備を一層強化すべく取り組んでいます。大成建設では、従業員のエンゲージメン
トの状態を把握し、組織的な課題についての改善施策を効率的・継続的に実施するため、従前の従業員満足度に替えて、2022年5
月にエンゲージメントサーベイ（㈱リンクアンドモチベーションが提供するモチベーションクラウド）を開始しました。経営者のトップ
ダウンのもと、会社と従業員の価値観のギャップを認め、相互理解に努め、働きがいのある魅力的な職場環境の実現を推進していき
ます。
また、2022年度に、社員組合と協議し、全従業員のベースアップや新卒初任給の引き上げ等による賃上げを実施しました。今後も、
多様性・公平性・包括性を重視し、従業員の「働きやすさ」と「働きがい」を高める総合的な処遇改善に取り組みます。

国内の少子高齢化により生産年齢人口は減少しており、働き手を確保するには、女性や高齢者、外国籍人財等の活用が欠かせない状
況になっています。女性活躍の推進をはじめとする多様な属性の社員に対する取り組みや、子育て・介護と仕事の両立支援など多様
な働き方を推進する取り組みを経営に活かすことは、個人のパフォーマンスの向上や、事業の成長につながります。

▎�ポリシー /コミットメント
● グループ行動指針： 風通しの良い企業風土の形成、 

基本的人権・多様性の尊重
● 人財活用方針（ダイバーシティ＆インクルージョン方針）
●人権方針
● 中期経営計画(2021-2023)： 魅力ある職場環境やダイバーシティ＆インクルージョン

を重視した施策を推進する

▎�イニシアチブ
●国連グローバル・コンパクト 「人権」「労働」
●The Valuable 500
●Ｍｙじんけん宣言 （法務省）
● 内閣府男女共同参画局の「働く女性の活躍を加

速する男性リーダー会」
●女性活躍推進法に基づく行動計画（内閣府）
● 女性の役員・管理職登用に関する自主行動計画
（（一社）日本経済団体連合会）

リスクと機会

「会社の方針」

▎ �KPIs
●男性の育児休業取得率
単体・目標値（2023年度） 100％

▎ �Performance
● 多様な属性の社員を部下に持つリーダー層を対象とした「ダイバーシティマネジメント研修」

では、個々の個性を生かした育成方法について学ぶ研修を実施しており、受講者は累計で
845名となりました。

●  2019年度以降、男性社員の育休取得率は3年連続100％を達成し、平均取得日数は9.7日
（2022年３月末現在）に達しました。
● 今後も引き続き、育児休業制度、育児短時間勤務などの様々な制度の周知に加え、介護相

談会やパートナーと参加する両立支援セミナーなど、仕事と育児・介護の両立を支援する
ための情報提供を行っていきます。 働きがいのある魅力的な職場環境の実現

▎ �KPIs
●女性管理職者数
単体・目標値（2023年度） 330名

▎ �Milestone and Performance
● 女性管理職者数は、2015年度の

39名から、2021年度は270名と
なり約7倍となっています。
●  2021年度の女性の技術者数は

767名(昨年度738名)でした。作
業所で働く女性社員は2014年度
の135名から2021年度の202名
と大幅に増加しています。

働きがいのある魅力的な職場環境の実現

●女性活躍に関する2030年目標

2024年目標 2030年目標

技術系女性採用率 20％ 25％

新卒女性採用比率 25％ 30％

女性技術者比率 – 15％

サステナビリティセクション 大成建設のサステナビリティ
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コンプライアンスの徹底
グループガバナンス体制の再構築

マテリアリティ

8

基本的な考え方

大成建設グループでは、コンプライアンス・リスクマネジメントの実践をグループ経営の最重要課題の一つと位置付け、ガバナンス
体制検討委員会においてグループガバナンス体制の構築を行うとともに、コンプライアンス遵守及び贈収賄・腐敗防止を徹底して
います。中期経営計画の重点課題に「グループガバナンス体制の再構築により、シナジーを最大化する」を掲げ、グループガバナン
ス体制の在り方の検討や、グループ経営に関する基本的な枠組みの見直しを実施しています。
また、DXによって起こる進化に伴い、サイバーセキュリティに関する脅威も日々深刻化・多様化しています。大成建設では、グループ
会社、サプライヤーとともに、情報セキュリティに関する様々な施策を実施し、あらゆるビジネスプロセスにおいて情報セキュリティ
事故“０”を目指しています。

コンプライアンスの確立は経営の根幹であり、企業の持続的成長の大前提となるものです。また、グループのシナジー最大化のため
には、実効的なグループ会社管理体制の確立が必要不可欠です。ビジネス環境が急激に変化し複雑化していく中、事業領域拡大を目
指している当社グループにおいては、内部統制の強化がますます重要になっています。

リスクと機会

▎ �Performance
●  2021年度における電子情報に関する重大なセキュリティ事故件数

は、0件（昨年度1件）でした。
● クラウドサービス利用時のリスクや近年増加している標的型サイ

バー攻撃などの新しい脅威について、全役職員を対象に、教育を実
施しています。2021年度は、情報セキュリティ教育を3回実施しま
した。

▎�ポリシー /コミットメント
● グループ行動指針：法令等の遵守、情報・知的財産権の管理
●個人情報の保護に関する方針
●ソーシャルメディアの利用に関する行動基準
● グループ運営に関する基本方針に関する行動基準
● 中期経営計画(2021-2023)：グループガバナンス体制の再構築により、シナジーを最大化する

▎�イニシアチブ
●国連グローバル・コンパクト「腐敗防止」
●日本シーサート協議会
●産業横断サイバーセキュリティ検討会
● 情報セキュリティ専門部会 
（（一社）日本建設業連合会）

▎ �Performance
● ２021年度においては、サプライヤー（専門工事業者）の事業主を

対象に、国内全支店12支店で、コンプライアンス研修を実施する
ほか、全役職員を対象にeラーニング形式によるコンプライアンス
研修を2回実施しました。

●  eラーニングによるコンプライアンス研修の受講率は100％でし
た。コンプライアンス研修の継続的な実施は定着していますが、今
後も意識向上のため、重要な内容を繰り返し啓発していきます。

▎ �KPIs
● 腐敗防止等を含むコンプライアンス研修受講率
単体・目標値（2023年度） 100％

コンプライアンスの徹底　グループガバナンスの体制の再構築

▎ �KPIs
●重大な情報セキュリティ事故件数
グループ・目標値（2023年度） 0件

コンプライアンスの徹底　グループガバナンスの体制の再構築

「グループ行動指針」
「会社の方針」

「コンプライアンス・リスクマネジメント」
ガバナンスセクションP.74

大成建設グループについて サステナビリティセクション ガバナンスセクション データセクションあるべき姿を目指して
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