
社会貢献

奨学金制度

若築建設奨学金制度
　わが国は海洋国家であり、国際貿易の基盤や海洋利用・
開発の基盤を支える「人と技術」を育てていくことが必要で
す。しかしながら、わが国の少子高齢化の進展等から、将来、
これを担う技術者の不足が懸念されています。
　このため、当社と、港湾空港技術研究所、長岡技術科学大学
は、「海洋国の礎を築くための人材育成と研究開発」を連携
協力しながら進めています。
　連携協力の一環として、質の高い技術教育及び高等教育
への平等なアクセスを得られるようにするため、若築建設

奨学金制度を創設しました。本制度は、高等専門学校におい
て建設技術に関連する学問を専攻し、経済的理由により学
業の継続・進学が困難である学生への奨学金給付を行い、
海洋利用開発に高い志を持つ若手技術者の育成に貢献する
ことを目的としています。
　現在、14名の学生に奨学金を給付しており、「ものづくり」
を通じて得られる、やりがい・感動・達成感が満載の建設会社
において活躍したいと考えている学生を、今後も応援してい
きます。

　建設業ならびに海洋土木を学ぶ場、また、将来の進路を考える場として、奨学生懇談会を毎年開催しています。

奨学生懇談会（2019年9月5日～6日）の様子

連携協力の内容

１．奨学金、教育 高専本科4年生（準学士課程）より、最大4年間、奨学金の給付を行います。
また、本奨学金受給者を対象とし様々な実務研修を提供します。

２．共同研究 当社、港湾空港技術研究所、長岡技術科学大学の三者は、必要に応じ、連携して海洋利用開発
の研究を行います。

国際圧入学会･日下部会長の講演

わかちく史料館の見学当社本店にて集合写真

長岡技術科学大学･市坪教授によるチームワーク研修

●･すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を提供
●･強靱なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化及びイノベーションを推進
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奨学金制度

　青い羽根募金は、（社）日本水難救済会が展開しており、
当社は平成15年度より全社を挙げて募金活動に取り組み、
平成30年6月5日には長年の募金活動の功績が認められ、
名誉総裁であらせられる高円宮憲仁親王妃久子殿下から当社
代表取締役社長に対して感謝状および名誉総裁盾が授与さ
れました。名誉総裁表彰の授与は平成24年5月28日の授与
に続き2回目の授与となっています。

青い羽根募金とは
･ ･海で遭難した人々の救助活動にあたる全国のボランティア
救助員の方々約52,000人を支援するための募金です。

青い羽根募金支援自販機の設置
　青い羽根募金支援自販機から飲み物をご購入すると、売上
金の一部が青い羽根募金として寄附されます。

青い羽根募金

青い羽根募金の受賞履歴

2003年〜
2018年

事業功労表彰（会長表彰） 
16年間連続

2012年 事業功労表彰（名誉総裁表彰）

2018年 事業功労表彰（名誉総裁表彰）

高円宮憲仁親王妃久子殿下より感謝状の授与

弊社にて会長表彰を授与感謝状および名誉総裁盾

社会貢献

水難救助活動への協力
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　地震や台風、豪雨などによる大規模災害は毎年のように繰り返し発生しています。地震や台風の発生を防ぎようがなく、被害
を最小限に食い止めるためには日ごろからの備えが重要である事は言うまでもありません。当社は、大規模災害の発生に対し、
社会インフラの迅速な復旧など建設会社としての社会的責任を果たすことができるよう、事業継続計画（BCP）を策定し、防災基本
方針に沿って防災体制を整備しています。

社会貢献

災害に備えて･〜社会インフラと地域の人々を災害から守る〜

●･人命の安全確保を最優先する
●･事業活動の維持、早期復旧を図る
●･地域社会の防災活動や災害の復旧、各種支援活動に積極的に取り組む

防災
基本方針

事業継続計画（ＢＣＰ） 　

　大規模災害発生時の対応として通常状態への業務復帰や
災害復旧支援の計画をはじめ、災害備蓄品の準備などを
含めた事業継続計画（BCP）を策定し、災害発生に備えて
います。
　また、大きな地震が発生した場合などに、社員の安否を
確認し、復旧体制をいち早く整えるため、携帯電話等を利用
した、「災害・安否確認システム」を採用し、毎年4月に海外事
業所も含めた安否確認訓練を行い、同時に社長を本部長と
する「災害対策本部」を立ち上げる訓練を行っています。

避難・消火訓練 　

　本社および各支店で災害自警団を組織し、災害発生時の消
火・避難・救護体制を整備し、いざという時に備えて避難訓練
や消火訓練などを繰り返し行っています。また、応急救命講習
会を実施し、救命技能認定者の養成を推進しています。

自衛消防審査会 　

　東京消防庁では、事業所の自衛消防隊が日ごろの訓練成果
を発揮し消防技術の向上を図ることを目的とした審査会を
毎年開催しています。2018年9月に行われた目黒消防署の
審査会には、本社及び東京支店のメンバーで編成した男子
隊と女子隊が参加し共に好成績をおさめました。

地域防災への取り組み 　

　本社・東京支店では、東京消防庁の災害時支援ボランティア
に登録しています。この活動は災害発生時に消防隊の後方
支援に協力し、小学校の防災訓練で消火器やAEDなどの機
材取り扱いを指導したり、地域防災訓練の場で住民の方々
と一緒に訓練を行うなど積極的に活動しています。

災害対策本部立上げ訓練

消火訓練 水防訓練 被災者救出訓練

女子隊

男子隊表彰
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社会貢献

災害に備えて･〜社会インフラと地域の人々を災害から守る〜

災害時の基礎的事業継続力･認定証
（国土交通省関東地方整備局）

関空連絡橋損傷への対応
　西日本高速道路株式会社関西支社長より、当社大阪支店
へ、感謝状贈呈（2019.4.1）
＊2018.9.6･17時〜2018.9.7･5時、台風21号の影響によりタン
カーが関空連絡橋に衝突し損傷した。無事だった橋（3車線）を
片側交互通行にするため、作業員14人を派遣し、橋の中央部に
仮設防護柵（ガードレールで中央分離帯）を設置した。

平成30年7月豪雨（西日本豪雨）への対応
･ ･国土交通省中国地方整備局長より、当社中国支店へ、感謝
状贈呈（2018.10.1）
＊2018年7月豪雨災害に伴い、支援物資を提供した。また、呉阿賀マ
リノでの清龍丸による入浴支援に伴い、交通誘導員の要員依頼に
対応した。

　国土交通省では、災害時の緊急輸送体制の確保や堤防、
港湾などインフラの復旧にすばやく対応する必要性から、
一定の事業継続力を備えている建設会社の協力を得る制度
を進めています。
　この制度は、建設会社が備えている基礎的事業継続力を
地方整備局が評価し、適合した建設会社を認定し公表するこ
とにより、地方整備局の災害対応業務の円滑な実施と地域
防災力の向上を目ざすものです。
　当社では、関東地方整備局、近畿地方整備局をはじめと
する各地方整備局において認定を受けており、災害が発生
した場合に復旧作業のための建設機材や資材等をすばやく
準備できる体制を整えています。

災害支援

基礎的事業継続力の評価・認定制度

災害対策関係功労者感謝状伝達式（最後列右端　谷本支店長）大阪支店へ感謝状贈呈（鎌田所長）

西日本高速道路株式会社関西支社　感謝状 国土交通省中国地方整備局　感謝状

災害支援活動
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地域社会とともに
社会貢献

　「防災、環境保全、地域社会との交流などの活動を推進し、社会貢献に努める」ことを社長方針のひとつに掲げています。地域
社会とのコミュニケーションは工事施工を円滑に進めるうえでも大切であると認識し、全国各地でさまざまな活動に積極的に
取り組んでいます。

2  東京港クルージング＆現場見学会  東京都

1  夏休み子供体験教室  千葉県

　2018年11月に大田区立大森小学校の児童を招いて東京
港クルージングと現場見学会を開きました。5年生20名の児
童と先生が参加し、東京港内の4つの現場と港区の物流博物
館を見学しました。
　防潮堤建設工事では、屋形船の上で作業所の女性技術者
（ミャンマー出身）が自身の工事を説明し、児童たちに建設業
の面白さをアピールしました。

　2019年7月に国土交通省･関東地方整備局･関東技術事務
所で「夏休み子供体験教室2019」が開催され、当社は、土木
学会建設用ロボット委員会の活動の一環として、社有起重機船
「若鷲丸」の模型を使った体験コーナーを展示しました。
･「浚渫ってナニ？･何のためにやるの？」という説明をした後、
土砂に見立てたビーズ浚いを楽しんでもらいました。

　護岸の耐震補強工事では、実際に袋に砂を詰める土のう作
りを体験したり、港湾模型を使って津波に対する効果を確認
したりしました。

1 4

2

35
6

会場全景
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3  みやぎスマイルポートプログラム  宮城県 　

　宮城県がボランティア活動に意欲を持つ団体を「スマイル
サポーター」に認定し、港湾や海岸の一定区域を、団体ごとに
割り振り、清掃や美化活動を行う制度です。長年に渡り、東北
支店および石巻営業所が登録し活動しています。

4  千葉港海岸（検見川の浜）清掃  千葉県 　

　千葉港海岸の埋立工事を施工したことから、千葉支店が
中心となって検見川地区や稲毛地区の海岸の清掃活動を行っ
ています。この活動は1993年から継続しており、今年は社員
や協力会社のほか千葉海上保安部の方にも参加いただき、
プラスチックごみを中心に拾い集めました。

5  リフレッシュ瀬戸内清掃活動  兵庫県、大阪府 　

　瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会が主催するこの
活動に、近畿、中国、四国の瀬戸内海に面した大阪支店管内
の各地において毎年清掃活動に参加しています。

6  北九州マラソン  福岡県 　

　北九州市制50周年を記念して2014年より毎年開催され
ている「北九州マラソン」。当社発祥の地である北九州を盛り
立てるべく、第1回大会から協賛しています。
　有志一同がレースに出場した他、多くの社員で応援団を
結成して、道行くランナーに熱い声援を送りました。

石巻営業所

東北支店

兵庫県須磨海岸

大阪府泉佐野市
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環境保全コスト

環境保全効果

分　　類 内　　訳 費用 (百万円)
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

事業エリア内コスト
公害防止コスト 水質汚濁防止、騒音・振動防止 1,167 1,399 1,279 1,953 1,748
資源循環コスト 産業廃棄物・一般廃棄物の処理・処分 745 1,309 584 825 966

小計･ 1,912 2,708 1,863 2,778 2,714
上下流コスト 環境配慮設計 4 4 4 4 4
管理活動コスト 監視・測定、環境教育や事業所周辺の緑化・美化などの環境改善対策 41 22 84 21 27
研究開発コスト 環境保全に関する研究開発 17 6 29 32 29
社会活動コスト 工事のイメージアップや地域の緑化・美化などの環境改善対策 32 44 51 1 53
環境損傷対応コスト 環境リスクの対応費や環境損傷の保険料など 6 13 4 18 22

計 2,012 2,797 2,035 2,854 2,849

2018年度は2017年度に比べ総排出量（建
設発生土を除く）が半減しました。再資源化
率は例年同様高い水準を維持しています。
今後は、森林などの自然環境保護や建設
物のライフサイクルを考慮した資材調達など
に関する取り組みも進めていきます。

再資源化量最終処分量 再資源化率
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分　　類 項　　目 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

事業エリア内効果
建設廃棄物リサイクル量 70,188t 42,955t 94,504t 151,798t 50,721t
工事による温室効果ガス排出量 40,482t-CO2 57,979t-CO2 53,428t-CO2 57,669t-CO2 39,775t-CO2
オフィスの温室効果ガス排出量 1,037t-CO2 1,210t-CO2 1,175t-CO2 1,110t-CO2 911t-CO2

上下流コスト

高炉Ｂ種セメント 31,854t 8,647t 8,682t 12,012t 2,701t
再生砕石 173,399t 191,397t 24,489t 180,734t 49,844t
再生アスファルトコンクリート 7,903t 4,512t 5,278t 33,212t 3,403t
グリーン購入（事務用品など） 21,875千円 22,397千円 26,870千円 25,504千円 26,110千円

　「建設業の環境自主行動計画･第6版」･（一般社団法人･日本建設業連合会）が掲げる目標の達成に向け活動しています。

当社の目標及び実績

施工段階におけるCO2の排出抑制

工種 2020年度目標 2018年度実績
海上土木工事 120t-CO2/億円･以下　　　･ 56.4t-CO2/億円
陸上土木工事 　57t-CO2/億円･以下 45.3t-CO2/億円
建築工事 　12t-CO2/億円･以下 20.2t-CO2/億円

建設副産物対策
建設汚泥の再資源化等率 2020年度までに90％以上 93％
建設発生土の有効利用率 2020年度までに80％以上 40％

環境データ･〜数字で見る環境保全活動〜
環境データ

環境目標

建設副産物の再資源化量と再資源化率

対象範囲：国内事業所のみとし、関係会社は含みません。　　対象期間：2018年4月1日〜2019年3月31日
集計方法：環境保全コストは、18工事をサンプリング抽出し、完成工事高により全社換算しました。サンプル抽出した工事は、完成工事高全体の

18％に相当します。なお、サンプリングの対象は、単独および当社が幹事会社である共同企業体工事です。
準拠基準：「建設業における環境会計ガイドライン2002年度版」（日建連）および「環境会計ガイドライン2005年版」

環境会計

41 CSR Report 2019



主要建設資材
セメント 3,153t･･････

生コンクリート 135,622m3

アスファルトコンクリート 7,808t

鉄鋼製品 168,277t

砕石 280,047t

主要再生資材
再生アスファルトコンクリート 3,403t

再生砕石 49,844t

施工での投入エネルギー
電力 224万kwh

軽油 17,716kℓ

Ａ重油 397kℓ

灯油 7.7kℓ

オフィスでの投入エネルギー
電力 124万kwh

ガソリン 112kℓ

灯油 15.2kℓ

I N P U T

CO2排出量
工事 ･39,775t-CO2

オフィス 911t-CO2

※指定副産物
建設リサイクル法で再資源化が義
務づけられている、コンクリート塊、
アスファルトコンクリート塊および
建設発生木材

建設副産物排出量
コンクリート塊 34,615t

アスファルトコンクリート塊 8,482t

建設発生木材 2,847t

指定副産物以外廃棄物 5,216t

建設汚泥 47,758t

再資源化量
コンクリート塊 34,612t

アスファルトコンクリート塊 8,469t

建設発生木材 2,844t

指定副産物以外廃棄物 4,796t

建設汚泥 46,200t

最終処分量
建設廃棄物 1,997t

O U T P U T

マテリアルフロー

当社が携わった再生可能エネルギー関連事業（2002年～2018年）

年間発電量総計
(百万kWh/年)

CO2削減量
(千t/年)

ドラム缶
(千本/年) 備　考

太陽光発電 200 89 230
火力発電所で消費す
る石油(1kWh当たり
0.227ℓ)をドラム缶
(200ℓ)で換算

風力発電 754 487 860

バイオマス発電 1,864 984 2,120

小水力発電 9 6 10

計 2,830 1,570 3,200

8,800本 1日当たり

※年間発電量28億3,000万(kWh)は、1世帯当たりの年間消費電力を3,500(kW)とすると、約81万
世帯分にあたります。これは、長野県の世帯数と同程度です。
※ドラム缶に換算すると、1年間で320万本、1日当たり8,800本の石油を消費せずに済んだことに
なります。
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