戸田建設コーポレートレポート2019

2018年度CSR活動の計画と結果⼀覧

CSRへの取り組み

当社では「堅実・公正」「ものづくり」「働きがい」「コミュニケーション」の『4つのCSR⽅針』それぞれに重点活動
項⽬を設定し、各項⽬のPDCAサイクル※1を回すことでCSR活動を推進しています。設定にあたっては、ISO26000※2
で重要とされている項⽬やSDGsなどを踏まえ、当社グループの活動が今後の社会の発展への貢献につながるよう努めて
います。
※1 PDCAサイクル：Plan（計画）、Do（実⾏）、Check（確認）、Act（改善）の頭⽂字を表したもので、あらゆる業
務・活動に適⽤できる管理のサイクルを⽰したもの。デミングサイクル。
※2 ISO26000：ISO（国際標準化機構）が2010年11⽉に発⾏した組織の社会的責任に関する国際的なガイドライン。
その策定には政府・消費者・NGO・産業界・労働・学術研究機関などの多くのステークホルダーがかかわっており、特
に重要なテーマを7つの中核主題として定めている。
2018年度CSR活動の計画と結果⼀覧（PDF：1.06MB）
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2018年度CSR活動の計画と結果
4つの
CSR方針

ISO26000
中核主題

SDGs

ESG

結果 ＤＯ

評価
CHECK

◦EMSによる環境保全活動を継続、改善
◦環境管理システムの運用による、作業所の環境関連活動の支援強化と効率化
◦作業所におけるCO₂排出量削減の支援強化

◦ISO14001のサーベイランスを受審、認証登録維持承認
◦環境管理システムの運用による、作業所における環境関連活動の支援強化・高度化
◦TO-MINICA ウェブシステムの改修、CO₂排出量削減チェックシートの見直しによる、作業所における
CO₂排出量削減の支援強化・作業所におけるCO₂排出量削減のためのK-S1、BDF、新電力の採用

◎

◦EMSによる環境保全活動を継続、改善
◦環境管理システムの運用による、作業所の環境関連活動の支援強化と効率化
◦作業所におけるCO₂排出量削減の支援強化とRE100の採用
◦環境法令の順守と知識力アップ

◦建設廃棄物の最終処分率の低減
（2050年のCO₂削減目標達成に向け5.0%以下を長期目標に設定）

◦建設廃棄物の最終処分率8.4％
（建築部門における最終処分率の算出方法による影響あり）

△

◦建設廃棄物の最終処分率の低減（2050年のCO₂削減目標達成に向け5.0%以下を長期
目標に設定）

◦一般廃棄物の分別の徹底 オフィス内分別6品目以上

◦分別数平均11品目

◎

◦一般廃棄物の分別の徹底 オフィス内分別6品目以上

有害物質リスク管理の徹底

◦汚染土壌、有害物質の適正管理の徹底

◦汚染土壌、有害物質対策における不具合発生なし

◎

◦汚染土壌、有害物質の適正管理の徹底、法令違反ゼロ

温室効果ガスの発生抑制

◦CO₂排出量原単位の削減
（作業所）
（目標:20.56t-CO₂/億円以下）
(2050年に11.41t-CO₂/億円以下:1990年比60％削減）

◦CO₂排出量原単位の削減
（作業所）
（14.24t-CO₂/億円）
(1990年比50.1%削減）

◎

◦CO₂排出量原単位の削減
（作業所）
（目標:20.26t-CO₂/億円以下）
（2050年に11.41t-CO₂/億円以下:1990年比60%削減）

生物多様性への対応

◦バイオディーゼル燃料を利用した環境配慮施工

◦BDF使用実績13,000L

1,820L ※軽油の燃費促進剤

◎

◦BDF使用目標20,000L

グリーン調達の推進

◦建築：13品目 土木：12品目 ◦設計部門：8.0項目以上/1物件
◦事務用品：10品目

◦作業所 建築：13.3品目 土木：12品目 ◦設計部門：9.7項目/1物件
◦事務用品：指定10品目につき80%以上達成

◎

◦建築：13品目 土木：12品目 ◦設計部門：8.0項目以上/1物件
◦事務用品購入金額の75%

◦16の環境関連プロジェクトを推進
◦18件の異業種との協働による技術開発を検討

〇

◦研究・開発部門における環境関連プロジェクトを推進
◦異業種との協働による技術開発の推進

◦環境保全計画の提案の推進
（設計） 35項目以上/1物件

◦環境保全計画の提案37.2項目/1物件

◎

◦環境保全計画の提案の推進
（設計）35項目以上/1物件

◦CASBEEへの対応

◦CASBEEへの対応

◎

◦CASBEEへの対応

◦ISO9001のサーベイランスを受審、認証登録維持承認
◦構造躯体の施工管理徹底を継続
（杭、鉄筋、コンクリート）
◦鉄筋工事の品質確保への取り組み強化 ◦国交省によるISO活用モデル工事におけるQMS活動（年間）の実証（土木）

◎

◦QMSによる品質保証活動を継続、改善
◦構造躯体
（杭、鉄筋、コンクリート）
の施工管理徹底を継続
◦ISO活用モデル工事におけるQMS活動強化および支援

◦品質向上技術の開発と提案

◦品質向上に資する16の技術開発

◎

◦品質向上技術の開発と提案

◦お客さまにとって価値のある開発技術提案の積極的な発信
◦開発技術の社内水平展開徹底

◦社外ホームページ
（技術）
の更新 ◦開発技術パンフレットを更新
◦12支店技術説明会、PJ報告会、技術力評価アンケートなどによる開発技術の社内水平展開を徹底
◦技術一覧表を更新し、建築技術系社員全員に配布

○

◦お客さまにとって価値のある開発技術提案の積極的な発信
◦開発技術の社内水平展開徹底

◦当社独自の安心・安全技術の提案

◦地盤強化を実現した
「ハイグリップグラウト工法」
の開発
◦良質なコンクリート構造物づくりの生産性を向上した
「現場添加型の高機能性流動化剤」
の開発

○

◦当社独自の安心・安全技術の提案

重点活動項目
EMSの推進

建設副産物・
一般廃棄物の削減

Environment

ものづくり

環
境

環境配慮事項の推進

品質管理

品 安心・安全への取り組み
質 （技術とソリューション）

お客さま満足の追求

Social

コミュニティ
参画
および開発

◦震災復興工事への協力を継続

◦震災復興工事(宮城県津谷川災害復旧工事等）
への参画

〇

◦震災復興工事への協力を継続

◦24時間・365日連絡を受付、夜間・休日でも担当者へ確実に情報が伝達され、初期対応
を把握するシステムを稼働し、お客さまのあらゆるニーズに迅速に対応
◦局地的な災害発生時に被災地からの電話連絡を全国どの支店でも受け取ることができる緊
急電話を整備。また外部コールセンターに、
「ユレかんち」を設置し、かつ非常時および緊急
時における協力に関する協定書を結び、震度6弱を感知した時点での対応策をマニュアル化

◦年間の問い合わせ件数2,666件
（内夜間休日1,548件）
に対し、100％対応実施
◦本支店社屋・コールセンター被災時を想定した対策を実施
◦広島支店移転にともなう連絡網の再整備

◎

◦お客さまの夜間・休日緊急連絡対応満足度をさらに充実
◦不具合再発防止と水平展開の徹底
◦本支店社屋移転にともなう連絡網のスムーズな移転

◦女性活躍推進における上司ヒアリングの実施
（対象者：女性約550名の上司）

◦女性活躍推進における上司へのヒアリングを実施（対象者は女性社員を部下に持つ上司約５５０
名）

○

◦ダイバーシティ推進フォーラムを開催
（本社）
◦女性活躍推進におけるヒアリング実施
（対象者：女性社員約600名）

◦健康経営の推進
◦働き方改革の推進

◎

◦働き方改革、ABWへの各施策実施
◦健康経営の推進

安全衛生管理

◦TODA-OHSMSによる安全衛生管理を継続的に改善・推進する
◦以下の目標を達成するため、安全衛生管理活動を徹底する
死亡・重大災害：ゼロ 度数率：0.4未満

◦支店における安全衛生管理活動について、調査および監査を実施し、安全衛生管理レベルの向
上を図るとともに、次年度の活動計画に反映
◦『安全は中心となる価値』という認識を持って安全衛生管理を実行し、前年度と比較して労働災
害が減少 死亡・重大災害：ゼロ 度数率：0.40

○

◦TODA-OHSMSによる安全衛生管理を継続的に改善・推進
◦以下の目標を達成するため、安全衛生管理実施計画書に基づいた安全衛生管理活動を
徹底 死亡・重大災害：ゼロ 度数率：0.3以下

協力会社との協働

◦社会保険加入率企業および労働者単位のフォローアップ
◦山積システムによる労働需給の調査・展開
◦優良技能者講習会の開催支援

◦労働者単位適正加入率
（年金保険81％、医療保険82％、雇用保険85％）
◦主要5職種について山積確認、需給情報の全店共有
（1回/3か月）
◦優良技能者講習会実施
（845名認定）

◎

◦
「労務費見積もり尊重宣言」
実施要領の実行
◦建設キャリアアップシステム登録の推進
◦優良技能者講習会の開催支援

地域社会貢献

◦本支店での地域貢献活動を継続
◦地域防災活動への参加・支援
◦地域イベントへの参加・支援

◦作業所および当社施設における見学会の実施
（年183回）
◦京橋地域総合防災訓練の実施 ◦地域清掃活動の継続実施
◦日本橋・京橋祭りの実施支援など、町会活動への参加

◎

◦本支店での地域貢献活動を継続
◦地域防災活動への参加・支援
◦地域イベントへの参加・支援

◦メセナ・文化活動を支援

◦EUジャパンフェストへの協賛
◦各種大学活動への協賛

◎

◦メセナ・文化活動を支援

◦IR・広報活動の充実
◦ダイアログなどの実施
（年5回以上）

◦展示会への出展
（年8回） ◦教員の民間企業研修の実施
（年1回）
◦アナリスト説明会(2回)、スモールミーティング･個人投資家向け説明会ほか(5回)

〇

◦IR・広報活動の充実
◦アナリスト説明会
（2回）
、スモールミーティング・個人投資家向け説明会ほか
（5回）

組織統治
リスク管理

コンプライアンス

◦厚生労働省
「えるぼし認定」
取得

◦男性の育児休業取得率の向上

◦日本フィルハーモニー交響楽団への協賛

☆

☆

☆

BEE値平均1.50以上

◦厚生労働省
「えるぼし認定」
維持

コーポレート・ガバナンス／
内部統制

公正な
事業慣行

◦QMSによる品質保証活動を継続、改善
◦構造躯体
（杭、鉄筋、コンクリート）
の施工管理徹底を継続
◦ISO活用モデル工事におけるQMS活動強化および支援

BEE値平均1.506

重点目標
(KPI)

◦K-S1使用目標2,500L

◎

IR／広報活動

Governance

BEE値平均1.50

◦K-S1※使用実績

◦男性の育児休業取得率57.2％

労働慣行

堅実・公正

◦生態系に配慮した工事施工の実践

2019年度計画
（目標） ACTION

◦産業医、保健師と委嘱契約を締結し、長時間労働(個人･作業所)を含めた個別相談等対応(延べ143名)
◦ストレスチェックの実施(受検率:2017年度94.3%、2018年度94.1%)
◦土健保より
「ヘルスアップチャレンジ2018」
への取り組みに関する表彰状受領
◦健康経営優良法人2019
（ホワイト500）
を取得

人事面での取り組み

働きがい

コミュニ
ケーション

2018年度計画
（目標）PLAN

環境関連技術の研究・開発、 ◦研究・開発部門における環境関連プロジェクトを推進
◦異業種との協働による技術開発の推進
プロジェクトの推進と展開

環境・
消費者課題

人権

※凡例〈自己評価〉◎目標を達成
（計画を上回る） ○目標を達成
（計画どおり） △目標を未達成 〈重点目標
（KPI)〉☆

◦男性の育児休業取得率の向上

◦ガバナンスを主題とした投資家との対話
（年8回以上）

◦ガバナンスを主題とした投資家との対話
（年13回）

◎

◦ガバナンスを主題とした投資家との対話
（年10回）

◦メディアによる情報の発信

◦ウェブサイトの定期的更新

◎

◦メディアによる情報の発信

◦グループ全体の健全な発展に向けた、グループ会社の経営基盤強化（収益安定・不祥事
発生防止）
◦コーポレートガバナンス基本方針に基づく各対応（取締役・取締役会への自己評価など
の実施）

◦グループ会社へ当社役職員を派遣、グループ会社取締役会において重要事項の審議・決定
◦グループ会社会議を年3回開催、グループ会社社長から年度計画・事業状況の報告
◦取締役会の開催
（年17回）
◦コーポレートガバナンス基本方針に基づく各対応
（取締役・取締役会への自己評価などの実施）

◎

◦グループ全体の健全な発展に向けた、グループ会社の経営基盤強化（収益安定・不祥事
発生防止）
◦コーポレートガバナンス基本方針に基づく各対応（取締役・取締役会への自己評価など
の実施）

◦内部統制システムを整備・運用

◦金商法内部統制対象業務の運用状況の評価、不備への対応・改善（本社・12支店およびグルー
プ会社3社）

〇

◦内部統制システムを整備・運用

◦危機管理基本マニュアル改定
（近年発生リスクが高まっている事項などについて追記）

◦危機管理基本マニュアル改定作業中

〇

◦危機管理基本マニュアル改定版の発行・周知

◦BCPへの取り組みを強化・充実
（担当役職員の訓練参加率100%）
◦非常用電源確保・稼働訓練および帰宅抑制者対応訓練の実施

◦過酷事象に基づく全店一斉総合震災訓練を実施
（担当役職員の訓練参加率100％）
◦各社屋の非常用電源の充実化、稼働訓練実施。帰宅抑制者対応訓練の実施
◦BCP取り組み強化
（担当役職員の訓練参加率100%)
◦建物モニタリングシステム
「ユレかんち」
を活用した震災訓練を実施

◎

◦BCPへの取り組みを強化・充実
（担当役職員の訓練参加率100%）
◦協力会社との連携強化 ◦本社建替にともなう社屋分散に対応するBCPの取り組み
◦災害備品整備と災害訓練、帰宅抑制者訓練の実施
◦ICT技術の活用による災害発生時の初動迅速化

◦情報セキュリティ教育e-ラーニング実施
（年2回） ◦標的型攻撃メール訓練実施
（年2回）

◦情報セキュリティ教育e-ラーニング実施
（年2回） ◦標的型攻撃メール訓練実施
（年2回）

◎

◦情報セキュリティ教育e-ラーニング実施
（年2回） ◦標的型攻撃メール訓練実施
（年2回）

◦本社コンプライアンス委員会開催
（年2回） ◦本支店コンプライアンス会議開催
（年1回）
◦全店コンプライアンス委員会事務局会議開催
（年2回）

◦本社委員会
（年2回）
、本支店会議
（年1回）
、全店事務局会議
（年2回）

〇

◦本社コンプライアンス委員会開催
（年2回） ◦本支店コンプライアンス会議開催
（年1回）
◦全店コンプライアンス委員会事務局会議開催
（年2回）

◦全支店およびグループ会社での研修実施
（各1回以上）
◦人事階層別研修、個別部門研修実施
◦
「戸田建設グループのコンプライアンス
〈第8版〉」
およびコンプライアンスカードの発行頒布・誓約書回収

◦全支店およびグループ会社での研修実施（支店（延べ27回）
、グループ会社6社（延べ9回）
、東京
支店作業所
（延べ10回）
）
◦人事階層別研修、個別部門研修実施 新入社員研修、上級社員研修ほか各種人事階層別研修
(延べ10回)、投資開発・土木営業
（延べ3回）

〇

◦全支店およびグループ会社での研修実施
（各1回以上）
◦人事階層別研修、個別部門研修実施
◦内部通報制度認証取得

◦企業倫理e-ラーニング研修3回実施
（受講率100%）
◦コンプライアンス意識調査アンケートの実施
（戸田建設グループ全社）

◦企業倫理e-ラーニング研修2回実施
（受講率100％）
◦コンプライアンス意識調査アンケートの実施
（戸田建設）

〇

◦企業倫理e-ラーニング研修2回実施
（受講率100%）
◦コンプライアンス意識調査アンケートの実施
（戸田建設グループ全社）

☆

☆

☆

