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1「誠実なCSR経営」の推進

皆様には、東鉄工業グループに日頃より格別のご愛顧を賜り、誠に
ありがとうございます。 

当社は、昭和 18 年 7 月、当時の鉄道省の要請により、鉄道の保持・
強化を目的に東京鐵道工業株式会社として設立以来、昭和 27 年には
社名を現在の東鉄工業株式会社に変更、同 47 年には東証 1 部に株
式を上場し、おかげさまで、平成 26 年には創業 71 年を迎えました。
当社が他の総合建設会社と大きく異なる点は、その発足経緯からも
おわかりいただけます通り、鉄道関連工事の専門技術をコアコンピ
タンスとしていることです。

「線路」部門においては、軌道メンテナンス工事や高性能な大型保線
機械の稼働力などにおいて、質・量共に我国ナンバーワン、そして
常に未来に挑戦し続ける『キラリと光る☆ナンバーワン』の東鉄工
業を目指しています。

また、「線路」・「土木」・「建築」のコア 3 事業部門においては、鉄道関連・
耐震・防災・リニューアル・メンテナンス工事など、当社独自の高い
専門性と強みを最大限に活かすとともに、「環境」部門では、時代を
先取りした「東鉄 ECO2（エコツー）プロジェクト」を積極的に推進
し、これら 4 つの事業部門が、相互にバランスよくシナジーを発揮す
る、他に類を見ない、ユニークで先進的なビジネスモデルにより、お

客様の多様なニーズにお応えすることができる『キラリと光る☆オンリーワン』の東鉄工業を目指しております。
（当社の経営理念、事業ビジョン、沿革などの会社情報につきましては、それぞれの項目をご参照下さい）

さらに、当社グループでは、その事業活動にあたり、「誠実な CSR 経営」を経営の基本方針とし、全てのステーク
ホルダーの皆様からのご理解とご支持を頂くことができるよう、社会に対する責任を果たし、社会や地球環境ととも
に「持続的に成長」してまいりたいと考えております。常に「究極の安全と安心」を追求し、「技術と品質」にこだ
わること、そして「環境」に配慮した、「人を大切にする」「誠実な CSR 経営」を推進することにより、『誠実で☆
キラリと光る☆ナンバーワン＆オンリーワン』の東鉄工業を目指してまいります。

（「誠実な CSR 経営」の詳細につきましては、「CSR 報告書」をご参照下さい）

平成 24 年 4 月にスタートした中期経営計画（2012 ～ 2015）では、その基本戦略である『3D 戦略』において、〈「顧
客層」のウイングを拡大する X 軸戦略、「業域」の深掘りを図る Y 軸戦略、「安全／品質・技術力／企業力」などを
一層強化する Z 軸戦略〉の 3 つの戦略により、企業価値の最大化に努めておりますが、おかげさまで、この間着実
に成果をあげてまいりました。業績面でも、平成 25 年度（平成 26 年 3 月期）は受注高・売上高ともに過去最高額、
営業利益・経常利益・当期純利益ともに過去最高益をあげることができました。

（『3D 戦略』の詳細につきましては、「中期経営計画（2012 ～ 2015）」をご参照下さい）

平成 26 年度は、中期経営計画（2012 ～ 2015）の最終年度となりますが、当社グループは、全力をあげて目標達
成に挑戦し、諸施策を着実かつ積極的に推進してまいる所存であります。
当年度は、首都直下耐震工事やホームドア設置工事などの施工が本格化してまいります。建設業界では技能労働者不
足や労務・資材費上昇の問題が深刻化しており、今後一層のコスト上昇が懸念されておりますが、当社は協力会社の
皆様と共存共栄を図るべく連携を強化し、施工能力を確保してまいる考えであります。さらには、安全施工を最優先
に品質向上と施工の効率化等によるコストダウンに努めて、顧客満足向上を図り、売上・利益額・利益率のバランス
が取れた増収増益構想を実現してまいります。　

（中期経営計画、業績の詳細等につきましては、2014 年 5 月 28 日付 IR 説明会資料をご参照下さい）

皆様におかれましては、このウェブサイトを通しまして、私どもの経営戦略や事業活動などにつき一層のご理解を頂
き、東鉄工業グループをご支援ご愛顧賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

２０１４年９月　
代表取締役社長　小倉雅彦

(1) トップメッセージ

2

1「誠実なCSR経営」の推進

皆様には、東鉄工業グループに日頃より格別のご愛顧を賜り、誠に
ありがとうございます。 

当社は、昭和 18 年 7 月、当時の鉄道省の要請により、鉄道の保持・
強化を目的に東京鐵道工業株式会社として設立以来、昭和 27 年には
社名を現在の東鉄工業株式会社に変更、同 47 年には東証 1 部に株
式を上場し、おかげさまで、平成 26 年には創業 71 年を迎えました。
当社が他の総合建設会社と大きく異なる点は、その発足経緯からも
おわかりいただけます通り、鉄道関連工事の専門技術をコアコンピ
タンスとしていることです。

「線路」部門においては、軌道メンテナンス工事や高性能な大型保線
機械の稼働力などにおいて、質・量共に我国ナンバーワン、そして
常に未来に挑戦し続ける『キラリと光る☆ナンバーワン』の東鉄工
業を目指しています。

また、「線路」・「土木」・「建築」のコア 3 事業部門においては、鉄道関連・
耐震・防災・リニューアル・メンテナンス工事など、当社独自の高い
専門性と強みを最大限に活かすとともに、「環境」部門では、時代を
先取りした「東鉄 ECO2（エコツー）プロジェクト」を積極的に推進
し、これら 4 つの事業部門が、相互にバランスよくシナジーを発揮す
る、他に類を見ない、ユニークで先進的なビジネスモデルにより、お

客様の多様なニーズにお応えすることができる『キラリと光る☆オンリーワン』の東鉄工業を目指しております。
（当社の経営理念、事業ビジョン、沿革などの会社情報につきましては、それぞれの項目をご参照下さい）

さらに、当社グループでは、その事業活動にあたり、「誠実な CSR 経営」を経営の基本方針とし、全てのステーク
ホルダーの皆様からのご理解とご支持を頂くことができるよう、社会に対する責任を果たし、社会や地球環境ととも
に「持続的に成長」してまいりたいと考えております。常に「究極の安全と安心」を追求し、「技術と品質」にこだ
わること、そして「環境」に配慮した、「人を大切にする」「誠実な CSR 経営」を推進することにより、『誠実で☆
キラリと光る☆ナンバーワン＆オンリーワン』の東鉄工業を目指してまいります。

（「誠実な CSR 経営」の詳細につきましては、「CSR 報告書」をご参照下さい）

平成 24 年 4 月にスタートした中期経営計画（2012 ～ 2015）では、その基本戦略である『3D 戦略』において、〈「顧
客層」のウイングを拡大する X 軸戦略、「業域」の深掘りを図る Y 軸戦略、「安全／品質・技術力／企業力」などを
一層強化する Z 軸戦略〉の 3 つの戦略により、企業価値の最大化に努めておりますが、おかげさまで、この間着実
に成果をあげてまいりました。業績面でも、平成 25 年度（平成 26 年 3 月期）は受注高・売上高ともに過去最高額、
営業利益・経常利益・当期純利益ともに過去最高益をあげることができました。

（『3D 戦略』の詳細につきましては、「中期経営計画（2012 ～ 2015）」をご参照下さい）

平成 26 年度は、中期経営計画（2012 ～ 2015）の最終年度となりますが、当社グループは、全力をあげて目標達
成に挑戦し、諸施策を着実かつ積極的に推進してまいる所存であります。
当年度は、首都直下耐震工事やホームドア設置工事などの施工が本格化してまいります。建設業界では技能労働者不
足や労務・資材費上昇の問題が深刻化しており、今後一層のコスト上昇が懸念されておりますが、当社は協力会社の
皆様と共存共栄を図るべく連携を強化し、施工能力を確保してまいる考えであります。さらには、安全施工を最優先
に品質向上と施工の効率化等によるコストダウンに努めて、顧客満足向上を図り、売上・利益額・利益率のバランス
が取れた増収増益構想を実現してまいります。　

（中期経営計画、業績の詳細等につきましては、2014 年 5 月 28 日付 IR 説明会資料をご参照下さい）

皆様におかれましては、このウェブサイトを通しまして、私どもの経営戦略や事業活動などにつき一層のご理解を頂
き、東鉄工業グループをご支援ご愛顧賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

２０１４年９月　
代表取締役社長　小倉雅彦

(1) トップメッセージ

2



4  CSR Report



CSR Report  5

5.  環境への配慮

私たちは、資源・自然環境を大切にするとともに、環境問題の解決に資する技術・サー
ビスの提供を図り、企業活動を通して環境の保全および共生に努めます。

6.  社会貢献活動の実践

私たちは、「良き企業市民」としての役割を自覚し、社会貢献活動を積極的に推進、支
援します。

7.  社会の秩序と安全の重視

私たちは、市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対しては、
毅然とした態度で臨みます。

8.  国際ルール・法律の遵守

私たちは、海外事業において、国際ルールや現地の法律の遵守はもとより、現地の文
化や慣習を尊重し、その発展に貢献するよう努めます。

9.  安全で働きやすい職場環境

私たちは、基本的人権はもとより、従業員一人ひとりの人格と個性を尊重しつつ、個々
の能力が十分に発揮でき、創意と活力に満ちた職場風土の醸成に努め、安全で働きや
すい環境を確保します。

10.  危機管理体制の整備と適正な対応

私たちは、緊急事態の発生を未然に防止するための危機管理体制を常に整備し、万
一これが発生した場合は、経営トップ自らの指揮の下、適切な対応、社会への説明、再
発防止に努めます。

11.  東鉄工業行動憲章の徹底

本憲章につきましては、経営トップが自ら率先垂範します。また、研修、チェック等を継
続的に行うことにより、その実効性あるグループ内の体制の整備と徹底を図ります。

4
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コーポレート・ガバナンス

当社グループは、規律ある、透明性の高い、より効率的な経営と、意思決定の迅速化及び経営

環境の変化に柔軟に対応できる経営機構の構築などを、コーポレート・ガバナンスの基本と考え

ています。

1. 取締役会

a. 取締役は、株主総会の決議によって選任し、「取締役の選任決議は、議決権を行使すること

ができる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨

を定款に規定しています。

b. 当社は、取締役会設置会社であり、社外取締役２名（うち独立役員1名）を含む１０名の取締

役で取締役会を構成しています。取締役の員数は、定款において「当会社の取締役は、１３

名以内とする。」旨を規定しています。

c. 取締役会は、原則として月１回開催し、会社運営に関する基本方針及び業務執行に関する

重要事項を決定するとともに、執行役員の職務を監督しています。

2. 監査役会

a. 当社は、監査役会設置会社であり、社外監査役２名（独立役員）を含む３名の監査役で監査

役会を構成しています。

b. 監査役は、取締役会、その他重要会議に出席し、取締役の意思決定の状況及び取締役会

の監督義務の履行状況を監視し、法令・定款に従い検証しています。

3. 経営会議

経営会議は、経営及び業務執行に関する重要事項を審議・報告する場とし、会社全般の統制

に資することを目的に、取締役社長、事業本部長８名、常勤監査役２名で構成し、原則月２回

開催しています。

4. 執行役員会

a. 当社は、経営と業務執行を分離し、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入

しています。

b. 執行役員会は、経営方針及び重要な施策に係る事案の審議・報告を行い、円滑な業務執行

を図ることを目的に、原則として取締役の兼務者８名を含む３５名の執行役員で構成してい

ます。

c. 執行役員会は、３箇月に１回以上開催し、取締役会における決議事項の伝達・周知並びに

執行に係る審議、各本部・支店の事業計画推進に係る事案の審議等を行っています。

（4）
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当社は、２名の社外監査役を招聘し、社外の専門的見地から、重要会議等において助言・提言を

いただき、意思決定の妥当性・適正性を確保しています。

また、会社業務及び財産の状況の調査その他監査職務の執行にあたり、内部監査部門その他

内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部署と緊密な連携を保つとともに、監査

部に所属する者が、必要があるときは、監査役の職務の補助を行い、効率的な監査を実施するよ

う努めています。

当社は、経営と業務執行を分離するため、執行役員制度を導入し、意思決定の迅速性と業務執

行の機能強化を図っています。また、社外役員として取締役2名及び監査役２名を選任しており、

社外の専門的見地から、重要会議等において助言・提言をいただいています。

なお、詳細につきましては東京証券取引所に公開している

コーポレート・ガバナンスに関する報告書をご覧下さい

55..  会会計計監監査査人人

当社は、会計監査人として、有限責任　あずさ監査法人と会社法監査・金融商品取引法監査

について監査契約を結んでおり、会計監査を受けています。業務執行した公認会計士は、

北川　健二及び阿部　與直であり、同監査法人に所属しています。継続監査年数については７年

以内となっています。

7
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定款 （PDF 106KB）

内部統制システムに関する基本方針 （PDF 53KB）

8
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リスクマネジメント

東鉄工業グループは、健全な事業活動を継続するため、リスクマネジメント活動に取り組んでいま

す。リスクを「災害に関するリスク」と「コンプライアンスに関するリスク」に大別し、「災害等に関す

るリスク対応」では、東日本大震災を教訓に、グループへのBCPの展開を進めるほか、リスクマネ

ジメント体制を整備し、リスクを適切に管理し危機発生の未然防止に努めています。「コンプライア

ンスに関するリスク対応」は、「コンプライアンス（後掲）」をご高覧ください。

東鉄工業グループでは、事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のある事態が発生し、または発

生する恐れがある場合に、情報の収集と一元管理を行い、適切な対策を講じることで、被害・損

失・影響等の最小化に努めると共に、危機管理の研究及び教育の推進等を図り、危機発生の未

然防止及び再発防止に努めています。

これらの活動を統括する組織として、本社に社長を委員長とする「危機管理委員会」を設置し、経

営トップ自らの指揮の下、即応体制を整備・維持しています。

首都直下型地震の発生が懸念される中、当社は社会的経済活動の基盤を支える総合建設会社

としての役割を十分に認識し、建設会社のＣＳＲ（企業の社会的責任）として、鉄道・道路をはじめ

としたインフラ復旧工事に積極的に貢献するため、（１）役員及び従業員とその家族の安全を確保

し、（２）会社機能を速やかに回復させ、（３）救援、復旧支援体制の早期構築を図る、の３点を基
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本社・支店災害対策本部とお客さまとの関係

・ 情報収集

・ 復旧支援の打診

・ 復旧要請への対応

・ 対応状況報告

・情報集約(安否・現場被害) ・復旧体制の要請・支援

・お客様情報集約 ・復旧対策の立案・支援

・対応優先順位の調整 ・復旧状況の把握・支援

・調査団の編成・派遣 ・お客さま対応状況の把握

・ 情報の収集

・ 復旧支援の打診・要請

・ 復旧計画の立案提案

・ 復旧工事対応

本社災害対策本部（全体把握及び支援）

お客さま

・ 鉄道会社

・ 中央官庁

・ 地方官庁

・ 民間  等

支店災害対策本部（実働本部）

復旧対策部門

災害対策副本部長

災害対策本部長

被災対策部門 お客さま対応部門

災害対策副本部長

災害対策本部長

被災対策部門 復旧対策部門 お客さま対応部門

当社は、個人情報をはじめ、お客様やビジネスパートナーの情報を取り扱う全ての情報の適切な

取扱いと保護に関する基本方針として「情報セキュリティ方針」と「個人情報保護方針」を定めてい

ます。

情報セキュリティに関する認識を深めるために、全従業員にむけた情報セキュリティ教育の実施を

継続的に行い、現場で使用するタブレット端末のセキュリティガイドラインの制定などを行っていま

す。
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コンプライアンス

東鉄工業グループでは、お客様をはじめ全てのステークホルダーの信頼にお応えするために、コ

ンプライアンス経営を最重要課題の一つと位置付け、全ての役員及び従業員が「東鉄工業行動

憲章」を周知徹底し、コンプライアンスの徹底と体制の整備に取り組んでいます。

コンプライアンス体制として、コンプライアンス

担当役員のもと、コンプライアンス統括部署を

設置し、各本部、支店、子会社に責任者及び

担当者を配置しています。

また社長を委員長とする「コンプライアンス委

員会」を本社に設置し、コンプライアンスに関

するリスク軽減等の協議を行うと共に、支店、

子会社にもこれに準じた委員会を設置し、グ

ループをあげてコンプライアンス体制の確立、

浸透、定着を図り、問題発生の場合には迅速

かつ適切な対処、原因分析、再発防止策の

策定等の推進に努めています。

法令違反の未然防止とコンプライアンスの周知、意識の高揚を図るため、私たちが守らなければ

ならない事項、実務上の注意点、あらゆるステークホルダーに対する行動規範などの基本原則を

定めた「コンプライアンス・マニュアル」を策定し、全ての役員及び従業員に対する基本教材として

教育研修の充実を図っています。

（6）

コンプライアンス体制図 

取締役会 監査役会

経営会議

顧問弁護士

コンプライアンス委員会

内部通報窓口

（監査役）

（弁護士）

コンプライアンス統括責任者

（内部統制本部長）

コンプライアンス統括部署

（内部統制本部法務部）

本   社 支   店 連結子会社

コンプライアンス責任者   コンプライアンス責任者 コンプライアンス責任者

コンプライアンス担当者 コンプライアンス担当者 コンプライアンス担当者

（各部署長）      （各部署長）        （各部署長）

従 業 員        従 業 員         従 業 員

内部監査部門
（内部統制本部監査部）

（各本部長、 （支店長） （社長）

内部統制本部法務部長）
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リスクマネジメント体制の一層の強化に向けて、規則の見直しや、リスクマップによるリスクの優先

付け、グループ全体の役員及び従業員に対する内部通報システム(企業倫理ホットライン)など、さ

まざまな取り組みを行っております。

企業倫理ホットラインの仕組み

弁護士事務所サーバ

社内端末
(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ)

弁護士コンピュータ

東鉄ネットワーク

WAN

WAN

企業倫理

ホットライン

[監査役直通]

東鉄ネットワーク

WAN

WAN

自宅

社外端末

(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ)

企業倫理

ホットライン

[弁護士直通]

東鉄工業メールサーバ
(社内設置)

監査役コンピュータ
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アナリスト・マスメディア向けIR説明会 個人投資家向け会社説明会

新設橋りょうでの現場見学

【常磐線利根川橋りょう新設工事】

適時・適切な情報開示

東鉄工業グループは、会社情報の適時適切な開示に関する基本方針を、「東鉄工業行動憲章」

及び「ディスクロージャーポリシー」に定め、透明性の高い経営に資するため、すべてのステーク

ホルダーの皆様に対し、積極的かつ公平・迅速な情報開示に努めています。

当社は、社長自らが主要なIRイベントに参加すると共に、IRを所管する「チームCFO」体制のもと、

全ての役員及び従業員が強い共感をもって「全社型IR」を推進しています。毎月の情報開示委員

会により、経営陣～現場～IR担当部門で情報が有機的に交換され、適時適切な開示、市場の声

が経営に反映される双方向ＩＲ体制の機能強化に努めています。

また、「四位一体」のIRとして、IRに加え、「PR（パブリシティ）」、「SR（株主総会運営）」、「リクルー

ト（採用活動）」にもIR資料を活用し、これら４つのシナジーを追求することで、すべてのステークホ

ルダーの皆様に当社の事業への理解をより一層深めていただく取り組みを推進しています。

●機関投資家向け

年2回の決算説明会の開催のほか、ワンオンワンミー

ティング、スモールミーティングなどを通じて、機関投

資家とのコミュニケーションを図っています。こうしたコ

ミュニケーションのなかから、特に要望の多かった当

社事業をご理解頂く機会として、アナリスト・マスメディ

ア向け現場見学会を開催しています。

（7）
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個人投資家向け会社説明会

●個人投資家向け

東京、大阪、名古屋で個人投資家向け会社説明会を

実施しています。当社の事業を一般の方にもわかり

やすくご説明しているほか、社長のプロフィールなど

親しみやすいコンテンツも発信しています。また、ウェ

ブサイト上でも「個人投資家のみなさまへ」というペー

ジを設け、積極的な情報発信を行っています。

●日本IR協議会「IR優良企業賞特別賞」受賞

当社は、2012年11月日本IR協議会が選定する第17回「IR優良企

業特別賞」を受賞いたしました。

「IR優良企業特別賞」は、IR優良企業賞に応募した企業のうち、継

続的にIRレベルを高めている、業界のリーダーとしてIRに積極的

である等、活動内容に特徴の見られる企業を表彰するものであ

り、当社は建設業界において初めての受賞となりました。

●「全上場企業ホームページ充実度ランキング調査／優良サイト（日興IR）」

当社は、日興アイ・アールが毎年発表する「全上場企業ホー

ムページ充実度ランキング調査」において、「優良サイト」に、

2008年から6年連続で選定されています。

14
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復旧後の線路

社会貢献活動

東鉄工業グループは、本業（建設事業）を通じた社会貢献を主軸に、「良き企業市民」としての役

割を自覚し、地域活動、教育支援、文化活動など、社会貢献活動を積極的に推進、支援していま

す。(東鉄工業行動憲章より)

●東日本大震災復興支援

平成23年3月11日に発生した東日本大震災。当社は、発生当初から、被災情報の収集、現地

調査、被災現場の復旧活動に全社を挙げて取り組み、東北新幹線や常磐線、東北本線などの

在来線の早期復旧に貢献しました。現在も復興住宅の宅地造成や学校・市町村庁舎の耐震

補強工事など、被災地の復興に引き続き取り組んでいます。

●常磐線広野竜田間線路復旧工事を施工（震災復興支援）

東日本大震災で被災した常磐線広野駅・竜田駅間の

運転再開に向けて、鉄道施設の復旧作業を施工いた

しました。

本工事区間沿線の楢葉町は、福島第一原子力発電

所の影響により、ほぼ全域が避難指示解除準備区域

に指定されていますが、避難区域内の鉄道としては

初めて平成26年6月1日、約3年2ヶ月ぶりに運転が再

開されました。

【東北新幹線　白石蔵王～仙台間　高架橋橋脚損傷】 【ひたちなか海浜鉄道　金上～中根間（震災直後）】 

【復旧処置完了】 【復旧工事完了】

（8）
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復旧後の線路
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【土砂崩壊直後】

運搬された除雪作業車組立

●災害復旧活動

台風などによる自然災害に対しても、迅速な復旧対

応に取り組んでいます。

平成25年10月台風26号の豪雨によりJR久留里線上

総松丘～上総亀山間(千葉県）において大規模な土

砂崩壊が発生いたしました。これに対し当社では、昼

夜分かたず復旧作業を行い、近隣住民の足として欠

かせない久留里線の早期運転再開に貢献いたしまし

た。

●記録的な大雪に対応し、鉄道の早期運転再開に貢献

平成26年2月、関東甲信地区では観測史上１位

の記録的な大雪に見舞われ、首都圏の鉄道も

運休が相次ぎました。当社はJR東日本からの

要請を受けて、新潟支店より運搬された大型

ラッセル車（除雪作業車）を稼働、全社を挙げて

除雪対応を行い、鉄道の早期運転再開に貢献

いたしました。

【復旧作業中】 【復旧後】

除雪作業（駅ホーム） 除雪写真（JR中央線八王子駅付近）
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新宿区ごみ清掃活動

東鉄技術学園（外観）

作業を見学中の生徒さんたち

●地域活動

当社の本社が所在する新宿区では、毎年5月と11月

にごみゼロ運動を行っています。当社も、この主旨に

賛同し、平成21年度からこの運動に参加しています。

また、各支店においても地域の清掃活動へ積極的に

参加し、地域との関わりを大切にしています。

●防災協定（江戸川区と東鉄技術学園が災害時避難場所として施設利用協定を締結）

●地元高校生による現場見学

JR東日本の協力のもと、平成26年5月、千葉県立東

総工業高等学校建設科の生徒の皆さんが授業の一

環として、JR内房線袖ヶ浦駅橋上駅舎新設工事を見

学されました。 生徒の皆さんは現場メンバーの説明

に熱心に耳を傾け、質疑応答も活発に行われるなど、

活気にあふれ、当社としても大変有意義なものとなり

ました。

防災協定は、大地震・大洪水などのときに、物資や人

の援助を受けられるよう、自治体が他の自治体や民

間企業と結ぶ救援協定です。当社では、江戸川区と

東鉄技術学園との間で、災害時における避難所(災

害時要援護者用）としての施設利用協定を結んでい

ます。

江戸川区との締結式

18
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ペットボトルキャップ回収ボックス【本社】

折り紙で作られた看板と記念撮影

駅緑化壁面に香りシクラメンを植栽

●エコキャップ運動、書き損じハガキおよび未使用切手の回収活動

社会貢献活動は継続的に行うことが大切と考えてい

ます。当社では、本社や各支店における身近な取り

組みとして、エコキャップ運動や書き損じハガキ、未

使用切手の回収活動を実施しています。エコキャップ

運動では、平成26年1月末現在、累計回収個数

312,204個となり、376人分のポリオワクチン購入に寄

付しています。

●アロマステーション化プロジェクトを通じた交流

JR信濃町駅のアロマステーション化プロジェクトにお

いて、新宿区立四谷第六小学校・幼稚園から完成記

念として折り紙で作られた看板を寄贈いただきまし

た。また、東京鉄道少年団の皆様からは、団体の活

動のひとつとして、壁面緑化の植え替えや清掃をして

いただきました。それぞれの取り組みに協力いただ

いた皆様に感謝申し上げますと共に、今後とも地域

団体との交流を大切にしてまいります。

19
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当社東北支店の建築部長と工事担当者の2名は、平成23年3月11日、当時新園舎の建築

工事などを行っていた宮城県多賀城市の社会福祉法人亮千会・大代保育園の現場で園

児・職員の救護活動を行いました。

震災当日、2名は当該現場で引渡し前の最終チェックの最中であり、地震発生直後の被害

状況確認の際、水路の水位の変化から大きな津波が来るのではないかと直感し、園児・

職員を屋上へ避難誘導しました。また、避難した屋上では技術者ならではの機転で園児た

ちを寒さから守る処置を行い、全員無事救助へと導きました。

【宮城県多賀城市　大代保育園（被害状況）】 【復旧後】

20
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2「究極の安全と安心」の追求

「究極の安全」を目指して

わたしたちは、「安全はすべてに優先する」という経営の最優先事項のもと、グループが一丸と

なって安全施工を徹底し、あらゆる手段を講じ、「究極の安全」を目指します。

（東鉄工業行動憲章より）

現在取り組んでいる2015年度までの中期経営計画において、「究極の安全を目指した安全衛生

強化計画」で示された「安全基本方針」及び「基本の柱」に基づき、ビジネスパートナーと一体と

なって重大事故・致命的労災を防止するため、さまざまな取り組みを展開しています。

《安全はすべてに優先する（安全に対する基軸は不変）》

1. 重大事故・致命的労災を防止する。

2. 過去の重大事故・致命的労災の再発防止に努める。

3. 作業毎の要点を限定して、事故防止に取組む。

【基本の柱】

1. 重大事故・致命的労災を防止する体制の維持、改善。

2. 重大事故・致命的労災を防止する教育・訓練の実施。

3. 重大事故・致命的労災を防止する正確な作業の実施。

4. 労働衛生対策の推進。

《圧倒的な安全レベルの獲得》

ミスや思い込み等、人間特性に基づくエラーによる事故を分析し、頻度が高く危険なものから

技術開発を実施。

《圧倒的な安全レベルの獲得》

・ 重大事故、致命的労災の防止。

・ 機械化等による業務改善。

・ 経営に資する固有技術の獲得。

（1）
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鉄道専門技術の特性を生かした総合建設業として、鉄道部門における列車脱線に繋がる事故、

鉄道旅客・一般公衆の死傷事故、さらには従業員・協力会社従事員の死亡事故を起こさないた

め、これまで取組んできた『安全に対する基軸は不変』であるとの認識の基に、『重大事故・致命

的労災防止に限定、過去の重大事故・致命的労災の再発防止に限定、実施事項を限定・明確

化』した取組みを基軸として実行します。 そのためには、「要注カードの適切有効な活用」、「支店

における要注意作業の把握と事前注意」等、日々の業務において「重要事項は“一工程”として

必ず実行する仕組み」を機能させると共に、ミスや思い込み等、人間特性に基づくエラーによる事

故を分析し、頻度が高く危険なものから技術開発を行い『圧倒的な安全レベルの獲得』を目指しま

す。

当社は、『「重大事故を防止する作業の実施」の具体的な取り組みについて』の手順に基づき、

「作業毎のリスク把握」を的確に行う『東鉄グループ方式』を組織的に実行し、重大事故・致命的

労災の防止に取り組んでいます。

22

鉄道専門技術の特性を生かした総合建設業として、鉄道部門における列車脱線に繋がる事故、

鉄道旅客・一般公衆の死傷事故、さらには従業員・協力会社従事員の死亡事故を起こさないた

め、これまで取組んできた『安全に対する基軸は不変』であるとの認識の基に、『重大事故・致命

的労災防止に限定、過去の重大事故・致命的労災の再発防止に限定、実施事項を限定・明確

化』した取組みを基軸として実行します。 そのためには、「要注カードの適切有効な活用」、「支店

における要注意作業の把握と事前注意」等、日々の業務において「重要事項は“一工程”として

必ず実行する仕組み」を機能させると共に、ミスや思い込み等、人間特性に基づくエラーによる事

故を分析し、頻度が高く危険なものから技術開発を行い『圧倒的な安全レベルの獲得』を目指しま

す。

当社は、『「重大事故を防止する作業の実施」の具体的な取り組みについて』の手順に基づき、

「作業毎のリスク把握」を的確に行う『東鉄グループ方式』を組織的に実行し、重大事故・致命的

労災の防止に取り組んでいます。

22



CSR Report  23

現場においては「要注カード」を活用するとともに、過去に発生した事故の要因や対策を作業毎に

まとめた「10年反省リスト」や、今後計画されている作業をもとに作成した「月間先取り検討事例」

も活用し、施工計画を検討する段階から要注意作業の把握と事故防止対策の確認を行っていま

す。

現場の作業員にむけた教育・訓練を実施するうえでは、重要なポイントを「見える化」したビジュア

ル教材の活用や各現場における事故防止会議を通じて、重大事故、致命的労働災害の防止に

努めています。

23
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究極の安全と安心を追求し、さらなる安全レベルの向上を図るため、毎年、安全キャラバンを各支
店や現場で実施しています。本社幹部と現場社員等との意見交換を行い、安全に関わる現場の
課題を把握し、今後の施策に活かすことで重大事故の防止に努めています。

作業環境の安全確保にむけた取り組み

追突や接触、転落など、常に事故の危険性と隣り合わせの現場では、作業環境の改善は欠かせ

ません。当社は「究極の安全」を実現するため、作業環境の安全確保にむけた技術開発に取り組

んでいます。

線路の保守業務及び異動時において、２台１組等複数台で編成する保守用車両同士の衝突を防

止するため、追突事故防止装置を開発いたしました。この装置は車両にGPSを搭載し、自身と相

手方の車両の位置情報を取得することで、車間距離が設定した値より接近した場合、音声警報

などでオペレーターに警告する仕組み装置です。順次保有車両へ搭載してまいります。

建築部門における取り組みとして、墜落事故の防止に

向けた仮設材の開発に取り組んでいます。現在は新

築・改修工事において使用される屋上等の外周手摺を

開発し、それを他の現場でも活用し、事故防止につなげ

ています。安全に対する意識の啓発だけでなく、現場の

ニーズを汲み取り改善を続けていきます。

【設置状況全景】

横方向（幅）への対応高さへの対応

（2）
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当社は、「安全は全てに優先する」という経営理念のもと、お客様・地域社会・従業員の

「究極の安全と安心」を徹底的に追求しています。その取り組みのひとつが、各種作業に

おいて特に注意すべき要点を簡潔にまとめた「要注カード」の活用です。 これは、過去に

起きた事故の再発防止を図り、正確な作業を実施するために工事に携わる関係者を「支援

するカード」として、施工計画を検討する段階から日々の作業における様々な場面で活用

しています。

25
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3「技術と品質」へのこだわり

品質要注カード

当社は、「品質管理への取り組み」において、当社・他

社を問わず、過去に起きた品質トラブルの再発防止を重

要実施課題と捉えて、業務のなかで取り組んでいます。

その取り組みのひとつが、各種作業において品質上、

特に注意すべき要点を1枚に簡潔にまとめた「品質要注

カード」の活用です。

このカードは、各作業における品質トラブルの再発防止

を目的とし、現場における品質管理のポイントをビジュア

ル化することで、正しい知識と手順、何に基づき品質管

理すべきか、注意ポイントを簡潔に表現しており、施工

計画を検討する段階から日々の作業における様々な場

面で活用しています。

技術への取り組み

当社の最大の強みである、鉄道を軸とした施工技術の維持・向上・継承、技術開発力の強化に

注力、ますます高まりつつある安全、防災、復興など、社会やお客様のニーズに的確に応えるこ

とにより、当社の「社会的使命」をしっかりと果たしてまいります。

品質管理への取り組み

当社は、鉄道や道路、高層ビルから一般住宅、環境などの幅広い事業を展開していくなかで、人

と自然との調和を大切にしながら、技術・品質の維持向上に努め、高品質な技術・サービスをご

提案、ご提供することでお客様からの高い信頼を確保したいと考えています。

当社グループは、ISO9001（品質マネジメントシステム）の認証を取得し、業務の継続的改善を

行っています。その一例として、全ての社員が同じ手順で高品質な成果をあげられるよう、各施工

本部で定めている様々な業務要領、規定、基準等の見直しを行うと共に、現場で実践的に役立つ

マニュアル・チェックリストの作成・運用に取り組んでいます。

（1）

（2）
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新幹線スラブ軌道通り整正器

当社は、経営理念に基づき、安全で高品質な技

術とサービスをお客様に提供することに努め、

日々専門技術の研鑽を図るとともに、新技術の

開発に取り組んでいます。 現在開発中の「スラブ

軌道通り整正器」は、あらかじめシステムから出

力された移動量データを自動的に反映させ、通り

整正作業を施工する機械であり、より安全で高品

質な線路メンテナンスを目指すものです。

28
28  CSR Report



4 環境への取り組み

ホーム屋根に設置した苔緑化

地球温暖化に対するCO
2
排出量削減や、様々な環境保全についての対策など、「環境問題」への

取り組みが、一段と重要視されている中で、

①当社の業務に起因するCO
2
排出量削減や、その他「環境保全」問題に関する「守り」の対策を

更に強化し、社会と共生する「誠実なCSR経営」を一層協力に推進するとともに、

②こうした世の中の動きを、当社の新しい環境関連ECO（エコ）ビジネスの大きな成長機会と捉

え、当社の強みを活かした「攻め」の戦略により、「環境事業」を当社事業の第4の柱として育成

し、業容の拡大を図ること目的に、

『東鉄ECO
2
（エコツー）プロジェクト』を立ち上げ、積極的に推進しています。

環境関連ECOビジネス

環境問題に対するお客様の様々なニーズにお応えすることができるよう、当社グループの強みを

活かした「攻め」の戦略により種々の環境関連プロダクトの開発や、ご提供に取り組んでいます。

●四ツ谷エコステ－第12回「屋上・壁面特殊緑化
技術コンクール」審査員会特別賞受賞

JR東日本様が提唱する「エコステ」のモデル駅とし

て、四ツ谷駅の改良工事を施行しました。当社がこれ

までに培ってきた様々な環境技術を活かし、省エネ設

備の導入や太陽光発電設備の設置およびホームの

屋根緑化、環境に配慮した駅づくりの一部をお手伝い

いたしました。ここでの屋根緑化の取り組みが評価さ

れ、屋上・壁面特殊緑化技術コンクール審査委員会

特別賞を受賞しました。

（1）
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香りの壁面緑化

香りのプランター

屋上苔緑化

台東区役所に設置した壁面緑化

●ＪＲ信濃町駅アロマステ-ション化プロジェクト－
第7回「みどり香るまちづくり企画コンテスト」
日本アロマ環境協会賞受賞

ＪＲ信濃町駅において、壁面、花壇、駅構内のプラン

ターに香りのある植物を植栽した緑化をおこなう「ＪＲ

信濃町駅アロマステーション化プロジェクト」を展開中

です。環境配慮だけではなく、駅を利用する方々のリ

ラックス、リフレッシュにつながる新たな駅づくりへの

活動が評価され、日本アロマ環境協会賞を受賞しま

した。

●—コケ緑化—ＪＲ勝田運輸区で
コケ屋上緑化実施中でコケ屋上緑化実施中

コケによる屋上緑化は、ビルの屋上等の新設・既設

の陸屋根、および駅・工場・屋外駐車場等の新設・既

設のセッパン屋根に設置できます。このコケ緑化によ

り屋根の温度上昇を防ぎ、室内の空調負荷を軽減す

るとともに降雨後の保水、蒸散効果によりヒートアイラ

ンド軽減効果も期待できます。JR勝田運輸区、ＪＲ四

ツ谷駅のホーム屋根などにおいて実施しています。

●-壁面緑化 -台東区役所で,壁面緑化実施中

壁面緑化（EGD工法）は、植物や自然に優しく、景観

の修景向上、さらに都市部のヒートアイランド対策にも

つながる環境に配慮された緑化工法です。この工法

は、壁面全体を緑化でき、かつ常緑植物と季節の草

花との併用使用が可能であり、デザイン性の高い緑

化が可能であります。台東区役所及び市川どろんこ

保育園などにおいて実施しています。

30

緑化ユニットを設置した仮設囲い

●仮設囲いの緑化

環境保全の取り組みの一つとして、大規模な工事現

場において「現場周辺の街並みや景観との調和」を

図るため仮囲いの緑化を推進してまいります。

具体的には、仮設フェンス（鋼板）に草花などの植栽

を設置することで、まちの「緑視率」を高めると共に、

修景・癒し効果と照り返し防止を図ります。また、打ち

水効果などによるヒートアイランド防止にも寄与してま

いります。

●トーコー駒込ビルのエコビル化プロジェクト

当社トーコー駒込ビルにおいて、エコビル化プロジェクトを計画し、様々なエコ商品を採用しまし

た。設計時の省エネ効果はほぼ達成することができました。引き続きその後のエネルギーの使

用状況をモニタリングし、お客様の様々なニーズに対応した提案に結びつけています。

●太陽光発電の普及促進を目指して

当社では、再生可能エネルギーの普及促進に寄与することを目指し、さらにお客様の太陽光

発電事業に対して様々なアドバイスやご提案をさせていただくことを目的に、当社独自の太陽

光発電事業に取り組んでいます。

31

壁面緑化は、植物や自然に優しく、景観の修景向上、

さらに都市部のヒートアイランド対策にもつながる

環境に配慮された緑化工法です。この工法は、壁面

全体を緑化でき、かつ常緑植物と季節の草花との併

用使用が可能であり、デザイン性の高い緑化が可能

であります。台東区役所及び市川どろんこ保育園な

どにおいて実施しています。
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TOTETSU蓮田ソーラーステーション

当社は、これまでコケの生育試験、灌水試験、壁

面緑化など、さまざまな研究開発に取り組んでま

いりましたが、2013年4月、太陽光発電事業など

の新たな技術の研究開発に、より積極的かつ迅

速に対応していくため「研究開発センター」を設置

しました。

現在は、主に太陽光発電と、緑と香りを組み合

わせたアロマ環境の研究開発を進めており、研

究施設として埼玉県蓮田市のセンター敷地内に

「TOTETSU蓮田ソーラーステーション」を設置しま

した。自ら太陽光発電による売電事業を行うこと

により調査・提案・設計・施工・メンテナンスの効

果検証を行い、ノウハウを蓄積し、太陽光発電事

業を検討されているお客様の様々なニーズにお

応えするとともに、再生可能エネルギーの普及

促進に寄与していきたいと考えています。
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環境保全活動

『当社は、鉄道専門技術の特性を活かした総合建設業として、安全で快適な交通ネットワークと

社会基盤の創造に貢献いたします』の経営理念のもと、“事業ビジョン”及び“行動憲章”に従っ

て、当社の事業活動及び環境保全事業が、地球及び地域の環境に深く関わっていることを認識

し、環境と調和した持続可能な循環型社会を目指した活動を推進しています。

そして、その行動指針は、次のとおりです。

1.廃棄物の排出抑制、資材の再使用・再生利用、熱回収、適正処理を推進する活動

2.建設事業等に起因する環境負荷を低減する活動

3.CO
2
削減や環境保全ニーズに応える環境事業の推進

4.環境関連法規制及び同意するその他の要求事項の順守

5.中期経営計画「アクションプラン／PDCA」の展開と環境マネジメントシステムの継続的な改善

●平成26年度環境保全計画

今年度は新中期経営計画（2012～2015）の3年目の年であり、平成25年度の目標達成状況を

評価すると共に中期経営計画に沿った新たな目標を設定し、環境保全活動目標の達成に向

け、本社・支店・現場が一丸となって環境保全活動の推進を図ってまいります。

●環境マネジメントシステム（EMS）・ISO14001認証取得

当社は、事業活動の中で発生する環境負荷の低減を図ることにより、自然環境の保全に貢献

し、組織としての社会的貢献を果たしてまいります。

ISO14001（環境マネジメントシステム）の認証を取得し、地球環境の保全に取り組んでいます。

環境マネジメントシステムの体制

（2）
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●法令順守：水質汚濁防止、騒音・振動防止、土壌汚染防止

環境法令順守に関しては、水質汚濁防止、騒音・振動防止、土壌汚染防止に重点的に取り組

んでいます。

水質汚濁防止は、地下水を排水する工事では河川や下水管理者との打ち合わせを行い、特に

コンクリート打設時は排水の取扱いに注意し、排水処理装置で浄化及びPH調整を行っていま

す。騒音・振動防止は、施工時に音源の密閉・遮断、作業時間帯の検討を行うとともに、施工

中も騒音レベルの確認を行っています。土壌汚染防止は、地盤改良や改良土を再利用する時

に六価クロム溶出試験を実施しています。また、土地の再開発等においては、土壌・地下水調

査の実施を発注者（土地所有者）と協議して調査を実施しています。

●点検作業

当社は、環境法令順守のために、現場環境点検を実施しています。現場における環境法規制

等の順守状況は、本社支店のパトロール時に点検を行うとともに、現場は環境法規制等順守

チェックリストを利用して順守状況の確認を前期後期の年2回行っています。現場点検におい

て、不具合が発見されたときや不具合が予想されるときは、その場で指導を行い改善していま

す。

●CO
2
排出量削減活動　具体的な取り組み（施工現場の軽油使用量削減・電子マニフェスト

の導入・オフィスでのCO
2
排出量削減）

当社は、地球温暖化防止対策として、施工段階のCO2排出量削減とオフィスでの電気使用量

や紙使用量の削減に取り組んでいます。

平成25年度において、施工部門は、重機械使用計画やこまめな消灯、アイドリングストップ、重

機械の適正整備等の削減活動を実施し、目標を達成しました。また、オフィスでの電気使用量

も目標を達成しました。これからも、全ての役員及び従業員一人ひとりが環境保全への高い意

識を持って、削減活動を継続してまいります。
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●具体的な取り組み

【施工部門】建設業界は、資材調達から設計・施工、運用・

改修・解体にわたる各段階でCO2排出量の削減に取り組

んでいます。当社では、軽油の消費がCO2排出量の約

80％を占めており、使用重機械の適正選定、発生残土の

再利用や処分地までの距離の削減、エコドライブセミナー

の実施、重機械の適正整備に努めています。

【オフィス部門】また、オフィス部門は電気や紙使用量の削

減、クールビズやウォームビズなど一人ひとりの意識を高

める取組みを推進しています。今後の取組みとしては、環

境省の新たな気候変動キャンペーン「Fun to Share」に参

加し、地球温暖化防止を推進してまいります。

●具体的な取り組み

【施工部門】当社は、施工部門から排出される産業廃棄物の発生抑制、最終処分量の削減の

ため、施工計画で発生抑制分別解体収集の計画、協力会社に発生抑制分別解体収集の指

導、分別収集リサイクルボックスの設置、納品業者と共同で梱包材の簡素化等の活動を実施し

ています。

総排出量は原単位ともに昨年より削減を図れています。また、産業廃棄物の不適切な処理事

例は発生していません。

当社は、地球環境保全に配慮した環境負荷の少ない建設資機材及び事務用品を優先的に購入

するグリーン購入を推進しています。

【施工部門】施工部門では、主に生コンや鉄筋、アスコン、砕石などの品目やハイブリッド車など、

品質を考慮しつつ環境配慮製品を使用するようにしています。

【オフィス部門】また、オフィス部門ではコピー用紙や事務文具用品、本支店へのLED照明などを

対象に、品質、価格を考慮し環境負荷の少ないものを優先的に購入しています。
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●具体的な取り組み

【施工部門】当社は、有害な化学物質による従業員及び作業員や施設利用者の健康障害等に

留意し、有害物質を適正に取り扱い、処理をしています。

具体例としては、廃石綿、石綿含有廃棄物の処理において、「TDBA東鉄ドライアイスブラストア

スベスト除去工法」等で除去作業を行い、適正に産廃処理を実施しています。また、揮発性有

機化合物の取扱には、安全データーシートSDSにより危険有害性を確認し、安全使用を指導す

るとともに資料を作業の見易い場所に常時掲示しています。

当社では、施工現場で活用されている「要注カー

ド」を環境配慮活動においても利用し、環境意識

の啓発を行っています。当社・他社を問わず、過

去発生した失敗事例や不適切事例及び環境法

令等の重点項目を作業ごとにカード形式で編集

し、当日の作業内容により必要な注意事項を

カードから選択して朝礼等での注意喚起に利用

するとともに、施工計画を検討する段階で法令順

守の確認を実施しています。
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5「人を大切にする」企業風土

従業員とともに

かけがえのない財産である従業員一人ひとりが、「毎日働くことにワクワクする喜びと緊張感を感

じ、従業員であることに心から誇りをもてる」ように、公平で公正な評価・処遇で「やる気の出る職

場」づくりと、職場環境の改善を図り「働きやすい快適な職場」づくりを進めています。

●次世代の東鉄マン育成に向けた教育・研修
（人材育成計画・東鉄技術学園・各施工本部ごとの研修）

当社は経営理念の実現に向けて、施工に携わる全ての従業員が鉄道関連工事の真のプロ

フェッショナルとなることを目指し、東鉄技術学園を中心として、施工本部ごとに目的別の専門

教育を実施しています。従業員の教育は「人材育成計画」のもとに進められ、会社全体の技術

の向上とよりレベルの高い専門プロ集団を作り出すために、組織的、計画的に人材を育成して

います。

（1）
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学園内での軌道研修

専門技術レベルアップ研修

新入社員研修

測量実習

東鉄技術学園は、2008年に設置された次世代の東鉄マンを育成するための専門機関で、

東京都知事の認可を受けた認定職業訓練校でもあります。理論から徹底的に学べるよう

に経験豊富なベテランの講師が年次、能力に応じてきめ細かな技術的な教育を行い、環

境の変化や現場で起こり得るリスクに、自ら対応できる技術者を育成しています。また多く

の経験豊富な従業員が退職期を迎えるなか、現場での技術継承を補う効果があり、工事

の品質、安全の向上に大いに役立っています。建設技術は、理論を伝える以上に現場で

培った経験をいかに継承していくかが重要となります。当社は、東鉄技術学園の取り組み

を通じて、確実に技術レベルの維持・向上を図ることで更なる成長を目指しています。

●女性の活躍

当社では女性社員の積極的登用を推進しています。2014年9月現在、87人の女性が在籍し、2

人の管理職が本社総務部門と設計部門で活躍中です。また、現場でも女性技術者が活躍して

います。

2014年4月には建築技術系で1名、事務系で1名の新入社員が新たに加わりました。これからも

事務系ばかりでなく、技術系の職種においても女性社員の積極採用を行うとともに、活躍機会

の拡大を図っていきます。
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家族現場見学会(大型保線機械）

花火大会鑑賞（本社会議室）

参加された皆さん

●従業員の家族への配慮（家族現場見学会他福利厚生制度の充実)

施工中の工事現場へ従業員の家族を招待し、家族向

け現場見学会を定期的に開催しています。普段は見

ることのできない工事現場の見学を通じて、当社事業

への理解を深めていただく機会となっています。

また、毎年8月の神宮外苑花火大会時には、絶好の

ビューポイントである本社会議室を従業員と家族の皆

さんに開放し、親睦を図りながら花火鑑賞を楽しんで

いただいています。その他適宜、福利厚生制度の見

直しを図っています。

40

●仕事と生活の調和に向けて　（ノー残業デー・育児介護休業制度・休暇取得推進等）

仕事と生活の調和に向けて、各種制度の整備を行い、働きやすい職場環境づくりに向けた取

組みを行っています。主な施策としては、ノー残業デーの実施や育児・介護休業制度などです。

現場で働く従業員について、効率的な作業実施と安全性を高めるために、休暇を取得しやすい

環境づくりを進めるなど、更なる充実を図ってまいります。
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道床つき固めのデモンストレーション

仮設足場を登る参加者の皆様
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●メンタルヘルス対策の推進

メンタルヘルスケア対策として、社員が各自でストレ

スチェックを行いメンタル不全を未然に防止するため

にEAP（従業員支援プログラム）を導入しています。こ

れは、外部機関による電話・メール・面談によるカウン

セリングを気軽に受診できる仕組みです。身体だけで

はなく、心の健康づくりに取り組み、従業員一人ひとり

が安心して働ける明るい職場環境づくりを目指してい

ます。

41

●究極の安全を目指した安全衛生強化計画

当社は、「安全は全てに優先する」の経営理念のもと、『究極の安全を目指した安全衛生強化

計画』による目標を定めています。重大事故・致命的労働災害を防止する体制の維持・改善・

教育・訓練などの整備に加え、具体的な労働衛生対策を進めています。

●過重労働による健康障害防止の環境づくり

過重労働による健康障害を防止するため、勤怠システムにより、全従業員の労働時間を統計

的に把握し長時間労働者の健康管理と人材の適正配置に活かしています。

あわせて、現場異動時休暇の取得奨励や「ＧＷ」「夏休み」「年末年始」に「年次有給休暇取得

推奨期間」を設ける等、疲労が蓄積することなく一人ひとりがイキイキと働くことが出来る職場づ

くりを進めています。
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線路設備の取扱い指導

KY(危険予知）研修

JY(事故予知）研修

ビジネスパートナーとともに

東鉄工業グループの事業は、施工及び資材調達等の多種多様な協力会社の皆様からのサポー

トをいただいて成り立っています。当社は、これらの協力会社の皆様を大切なビジネスパートナー

と考え、健全な取引関係と相互信頼の向上に努めています。

ビジネスパートナーとの連携を強化するため、協力会社社長会などの取り組みを行っています。ま

た、参加された会社にはアンケートをお願いし、いただいた様々なご要望やご意見をもとに適宜

改善を図り、連携強化に努めています。

ビジネスパートナーに向けては、安全に対する理念の共

有やコミュニケーションの促進だけでなく、技術支援など

の教育施策も行っています。教本などの資料をビジネス

パートナーの皆様にも配布し、現場ごとに求められる技

術指導に取り組んでいます。

●KY・JY研修・協力会社安全指導者研修・安全教育

安全で確実な作業を進めていくために、ビジネスパー

トナーに向けた労働安全衛生活動に取り組んでいま

す。年1回KY（危険予知）・JY（事故予知）研修を行

い、重大事故や致命的な労働災害防止に重点を置い

た情報発信を通じて、安全に対する理解を深めてい

ただく機会を設けています。他にも、協力会社安全指

導者研修や安全教育など各種施策に取り組んでいま

す。

（2）
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当社の経営理念である「安全はすべてに優先する」を

実施するために、当社だけでなくビジネスパートナー

との認識共有と、積極的なコミュニケーションによる関

係づくりを大切にしています。

そのための取り組みとして、ビジネスパートナーに向

けた広報誌「Professional」を年4回発行し、現場で活

躍されている協力会社の社員や各社のプロフィール

をはじめ、ビジネスパートナー同士の交流や、重大事

故、致命的労働災害の防止に多大な貢献をされた協

力会社への表彰などを紹介しています。

ビジネスパートナーに向けた情報発信活動により、よ

り一層強いパートナーシップを構築するとともに、ビジ

ネスパートナーに当社の経営理念を共有していただ

くことで、今後とも一体となって事業を進めてまいりま

す。
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東鉄工業パートナー広報誌
ＴＯＫＯ倶楽部別冊

rofessionalP 5Vol.

東鉄工業パ
ートナー広

報誌

ＴＯＫＯ倶楽
部別冊

rofessionalP 4Vol.

　東工投資会は、平素から取引関係のある協力会社の皆様から毎月一

定の金額を拠出していただき、当社の株式を取得していただくことで、

相互の親睦関係をより推進することを目的としたものです。

　本来、当社の株式を購入する場合には、100株単位の購入となり

ますので、株価の変動により購入額が大きく変わります。東工投資会では、毎月一定の拠出金で株

式を買付けしますので、無理なく計画的に当社の株式を取得できます。ぜひ、この機会に東工投資
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特集

首都直下地震について

政府は、過去の地震発生記録や南関東地域の地殻構造から、近い将来にM7クラスの地震が

70%の確率で発生すると想定しています。

このような状況のなかで、当社は、最大最重要顧客である東日本旅客鉄道株式会社からの受注

工事の安全遂行（鉄道の安全・安定輸送への貢献）を社会的使命と捉え、経営資源を重点投下

し、その最も重要なプロジェクトの一つである首都直下地震に備えた耐震補強対策工事では、万

全の施工体制を整備したうえで、御茶ノ水の盛土耐震補強をはじめ、高架橋・橋脚耐震補強、駅

舎等の天井および壁耐震補強、脱線防止ガードなど、多数の工事に取り組んでいます。

御茶ノ水駅付近防災対策工事

施工断面図

44
44  CSR Report



コゲラステーション

本工事は、御茶ノ水駅付近の神田川に沿う線路の盛土部に棒状補強アン

カーを設置して、のり枠工や既存の構造物と一体化することで首都直下地

震に備えた耐震対策を行います。

工事では、神田川を管理する東京都とJR東日本との協議により、河川増水

時の安全確保のため、川面に張り出した固定足場や、油圧モーターにより

上下左右に動く「壁面自在移動足場」（通称：コゲラステーション）を開発・実

用化し、河川増水など緊急時に対応できるようにしています。

また、施工区間の全域が線路に近

接しているため、線路への影響を最

小限にとどめるよう地盤の挙動を監

視する計測装置を設置するなど安全

対策にも万全を期すと同時に、削孔

時の汚水などが河川に流入しないよ

う配慮しながら施工を進めています。

既設「高架橋」コンクリート柱等の耐震補強は、「鋼板巻き立て工法」や「RC（鉄筋コンクリート）巻き

立て工法」、「繊維材巻き立て工法」、「RC内巻き補強工法（レンガアーチ）」等、現場に合わせさまざ

まな工法により実施しています。

特に高架下を駐車場や店舗として利用している箇所では、一時的に営業を停止していただくことに

なりますので、発注者と協力の上店舗等との協議を進め、一刻でも早く安全に、耐震補強工事を完

成するよう努めています。

【レンガアーチ高架橋耐震補強】

東北新幹線　さいたま市付近 新橋駅付近

東京土木支店　道塚所長
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既設「橋りょう」の橋脚耐震補強も、まざまな工法により実施していますが、高架橋（地上に連続して

架けられた橋）とは異なり、橋りょうは、道路・線路・河川・海・谷などの交通路上の交差物を乗り越え

るための構造物であるため、橋脚の耐震補強においては、限られた作業スペースや河川等の制約

を受けながらの施工となります。

そこで当社では、橋脚を取り囲むように配置された作業床が支柱に沿って橋脚を上下するワークプ

ラットホームを用いた特許工法「高構造物の耐震補強急速施工法」を共同で開発、施工性、及び安

全性の向上だけでなく、さまざまな制約を受ける橋脚に対しても効果を発揮しています。

【ワークプラットフォーム】

中央線　山梨県大月市付近
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大地震時において、駅舎等の天井等落下を防止することを目的に、

・天井下地の剛性を高める「耐震ブレース構法」

・下地材が損傷した際も部分的な垂下に留め天井の落下を防止する「耐震クリップ・ハンガー構法」

・天井仕上げ材下面に設置した保持材により、天井の落下を防止する「サポート構法」

等、さまざまな構法を天井の規模・材質に合わせて用い、耐震化を実施しています。

新宿駅南口

47

地震発生時、橋りょうの橋台背面に沈下が発生した場合、列車の脱線に繋がりかねません。そこで

橋台前後および橋りょう上のレールの内側に、列車の脱線を防止する目的で脱線防止ガード(地震

対策脱防ガード）の設置を進めています。

当社では、東京線路支店/品川、新橋、上野の各出張所、横浜支店/横浜出張所、千葉支店/船橋

出張所、埼玉支店/大宮出張所の管内で敷設工事を実施しています。

断面図

飯田橋駅付近
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多機能覆工板【縦置きタイプ】使用例 駒込駅

ＪＲ山手線ホームドア設置工事について

ＪＲ東日本では、ホームにおける安全対策として2008年発表の「グループ経営ビジョン2020-挑む

-」において、山手線へ在来線では初となるホームドアの導入に取り組むことを発表しました。

山手線は、日本最大の混雑区間であることや屋外が多いという環境条件以上に、構造的に古い

ホームが多く「大規模な構造改良」が必要となります。具体的には可動式のホームドアを床面に

固定出来る強度を確保するため、ホーム舗装面の下部が土で構成されているホーム（盛土式

ホーム）に対しては、鋼材等で強度を上げる工事が必要となり、いままで導入実績のあるホーム

よりもさらに高い安全性、信頼性が求められます。

このような状況のなかで、当社は、受注したホームドア設置工事の安全遂行はもとより、より作業

を効率的に進めるための工夫や、駅ホームをご利用されるお客様に不便をかけない工法など、さ

まざまな技術開発を行ってまいりました。

現在、当社等で技術開発した特許工法を用いることにより、工期の短縮だけでなくコストダウンに

も効果をあげています。

ホームドアってどんな役目をするのでしょうか？

駅ホーム上の線路に面する部分に設置し、車両ドアの開閉に合わせて可動する開口部を

持ち、ホームと線路を仕切ることでホーム上からのお客様の転落や、列車との接触などの

事故防止を目的とした安全設備です。

当社の取り組み(主な技術開発)【特許出願人】

①プラットホーム用鋼製パネル【JR東日本，東鉄工業，日綜産業】

従来の木製合板とゴムマットの組合せによる仮覆工

方法から鋼製覆工板による方法とすることで、剛性を

高くしてガタツキやたわみなどを防止し、撤去・復旧作

業を効率的に出来るように技術開発。さらに、盛土式

ホームから桁式ホームとなっても共通使用が可能な

機能等、さまざまな機能を付加しました。

49
48  CSR Report



多機能覆工板【横置きタイプ】

駒込駅ホームドア　供用開始

②ホーム柵敷設用覆工板【東鉄工業，堀口工業所】

日々の作業の進捗に対応が出来き、ホームドア本体

取付け時には、覆工板を最少の撤去範囲とすること

で作業時間の規制を受けることなく施工が可能となる

機能等、さまざまな機能を付加した多機能覆工板を開

発しました。

③プラットホームへの可動式ホームドアの設置方法【JR東日本，東鉄工業】

ホーム下のコンクリート版にホームドアを設置する工

法として、多機能覆工板（上記①②）を活用し、先端タ

イルを撤去しながら縦置き覆工板を敷設する第一覆

工工程、横置き覆工板で仮覆工する第二覆工工程、

ホームドア本体用のベースプレートを設置する設置工

程、ホーム柵を固定するホーム柵設置工程、仮覆工

を撤去し本舗装復旧を行う第三覆工工程など、一連

の施工方法（手順）を開発しました。

その他、7件の技術開発を含め『ホームドア設置工事に対応して技術開発した特許登録工法』

は、2014年8月現在10件保有しています。

当社の取組み（施工事例）

駒込駅可動式ホームドア新設工事【工期：平成22年12月22日～平成25年10月31日】

ホームドア新設工事は、ホーム構造により「盛土式」、

「桁式」に分類され、駒込駅は約6割が盛土式でした。

さらにホーム幅が狭隘なため、ホームドア設置後のお

客様（特に車いすのお客様）が通行できるスペースを確

保するため、既設階段の改良が必要となるなど難易度

の高い工事でした。 この駒込駅は、当社として目黒駅

に続き2番目に着手した駅であり、ホームドア工事用に

先行して開発した鋼製仮覆工を改良するとともに、施

工ステップの改善やケーブルルートを変更するなど、随

所に目黒駅で習得したノウハウを活かし、コストダウン

と工期短縮に取組んだ貢献度の高い駅でした。これら

は、他の駅や他の施工会社にも技術的に共有化され、

ホームドア推進に役立てることができました。
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工ステップの改善やケーブルルートを変更するなど、随

所に目黒駅で習得したノウハウを活かし、コストダウン

と工期短縮に取組んだ貢献度の高い駅でした。これら

は、他の駅や他の施工会社にも技術的に共有化され、

ホームドア推進に役立てることができました。
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東京土木支店

川口主任技術者

駒込駅は当社東京土木支店の最寄り駅で、常に社内外の関係者の

目にとまり、これまでも多くの激励や暖かい指導に恵まれました。

多くのお客様が利用されるホームの養生については、作業後だけで

なく、昼間もお客様が転ばない、躓かない、滑らないよう設備の維持

に努めてまいりました。

難しい工事を無事に完遂し、非常に感慨深いです。

山手線ホームドア設置状況（2014年8月現在）

２０１５年度までに大規模改良予定駅などを除く２４駅に設置

新宿

新大久保

高田馬場

田端

西日暮里駒込

御徒町

上野

日暮里

鶯谷

秋葉原

神田

東京

田町

浜松町

有楽町

新橋

大崎

目黒

恵比寿

五反田

品川

渋谷

原宿

代々木

目白

池袋

大塚

巣鴨

東鉄工業施工

他社施工

今後施工予定

山手線 ２９駅

大規模改良予定駅駅等 ５駅

ﾎｰﾑﾄﾞｱ設置対象 ２４駅

１２駅

１１駅

１駅

２３駅/２４駅中現在施工中駅 １０駅
施工完了・使用開始駅 １３駅
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山手線ホームドア設置状況（２０１４年１１月現在）
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編集方針

編集方針

東鉄工業（以下、当社）は、「誠実なCSR経営」の推進にむけた取り組みを、ステークホルダーの

皆さまに簡潔に分かりやすくお伝えするために、当社初となるCSR報告書を本ウェブサイトで開示

いたします。非財務情報開示による企業価値の向上を目指し、当社のCSR活動について理解を

深めていただくことを目的としています。

当社のCSR報告書は、【コーポレートメッセージ（誠実で☆キラリと光る☆ナンバーワン＆オンリー

ワン）】の「誠実で」に含まれる「究極の安全と安心」の追求／「技術と品質」へのこだわり／「環

境」への取組み／「人を大切にする」企業風土／「誠実なＣＳＲ経営」の推進」を中心に構成し、特

に重要な取り組みを「特集」としてまとめました。ステークホルダーの皆様との重要なコミュニケー

ションツールのひとつに位置づけ、今後もさらなる充実に努めてまいります。

参考にしたガイドライン

GRI （Global Reporting Initiative）「サステナビリティ・リポーティング・ガイドライン第3.1版」

環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」

対象期間

2013年度（2013年4月1日～2014年3月31日）

ただし、一部で過去の取り組みや直近の活動も記載しています。

対象範囲

東鉄工業の活動を中心に、グループ会社の取り組みを含んで報告しています。

公開時期

公開日2014年9月（次回予定2015年9月）

お問い合わせ先

東鉄工業株式会社　経営企画本部　経営企画部

〒160-8589　新宿区信濃町34番地JR信濃町ビル4階

TEL：03-5369-7611　 FAX：03-5369-7640

http://www.totetsu.co.jp
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