
「究極の安全と安心」の追求

当社は、「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、
重大事故を起こさないため、あらゆる手段を講じ、「究極の安全」を目指します。

究極の安全を目指した「安全衛生強化計画」で示す「安全基本方針」、および「基本の柱」に基づき、ビジネスパートナーと一
体となり、重大事故・致命的労災を防止するさまざまな取組みを展開しております。

安全衛生強化計画

①重大事故を防ぐための基本ルールを100％守る
②過去の事故・事象と同じことを繰り返さない
③それぞれの現場ごと、日ごとの作業のリスクを把握して、予防する

■安全基本方針

PDCAサイクルにより安全レベルの向上に努め、お客さま・
地域社会・従業員の「究極の安全と安心」を目指す。

①重大事故・致命的労災を防止する仕組みの実施
②リスク把握に基づいた計画の策定と実施
③理解・納得し実行できる安全教育の実施
③重大事故・致命的労災の防止等の技術開発

■基本の柱

労働衛生対策の推進

①過重労働による健康障害防止の環境づくりと措置の推進
②メンタルヘルスケアの推進
③放射線に関する正しい理解と作業環境の事前把握

重大事故・致命的労災の防止

「計画段階から作業実施場面まで、確実にリスクを
把握して安全対策を実施する仕組み」の実践

ねらい
正確な作業の実施

安全に関する工程

・施工計画作成

・事前安全施工検討会（作業手順の確定）

・月間工程作成、支店での要注意作業把握

・週間工程作成、支店での全作業把握、指導

・当日（当夜）の作業内容、要注意事項周知

・重大事故・致命的な労働災害防止に
　重点を置いたKY・JY活動 等



鉄道工事に関する安全マネジメント

鉄道における列車脱線・衝突につながる事故、鉄道旅客・一般公衆の死傷事故、さらには従業員・協力会社社員の死亡事故を起
こさないため、安全基本方針に基づき、「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「計画段階から作業実施場面まで、確実にリスクを把握して安全対策を実施する仕組み」すなわち『東鉄グルー
プ方式』を組織的に実行してまいります。

東鉄グループ方式

「東鉄グループ方式」は、過去に発生した事故の要因や対策を作業ごとにまとめた「10年反省リスト」を用い、「要注カード」や「月
間先取り検討事例」により、計画段階から作業実施場面までの作業ごとのリスク把握を確実に行うことで、安全対策を実施する
仕組みを組織的に実践し、重大事故・致命的労災の防止を図る取組みです。

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ものが「要注カード」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、施工計画の検討段階や日々の作業のさ
まざまな場面において活用しております。

■活用ツール① - 要注カード

将来起こりうるリスクを先取りするために、自社・他社を問わ
ず繰返し注意が必要な事象等とその注意点が記載され、施工計
画段階や事故防止会議等で活用しております。

■活用ツール② - 月間先取り検討事例



現場の作業員に向けた教育・訓練では、重要なポイントを「見
える化」した「ビジュアル教材」を活用し、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
ております。
また、事故の未然防止対策、トラブル発生時の適切対応などの
好事例を、社内で水平展開することにより、安全意識の向上に
努めております。

■活用ツール③ - 安全啓発・教育（ビジュアル教材）



E:「環境」への取組み

地球温暖化に対するCO₂排出量削減や、さまざまな環境保全についての対策など、「環境問題」への取組みが、一段と重要視さ
れている中で、
（１）当社の業務に起因するCO₂排出量削減や、その他「環境保全」問題に関する「守り」の対策をさらに強化し、社会と共生する「誠
実な経営」を一層強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）ビジネスを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を目的に、『東鉄 ECO₂（エコツー）
プロジェクト』を立ち上げ、積極的に推進しております。

環境関連ECOビジネス/ECO₂プロジェクト

建設業の社会的役割に鑑み、「低炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」の実現に向け、環境関連法規の遵守、環境負荷の低減、
環境汚染の予防など環境要注カード等を活用し、環境の保全に取り組んでおります。
中期目標を掲げたうえで毎年環境保全計画を策定し、取組み事項を現場と共有化することにより活動内容のレベルアップを図
り、全社一丸となって継続的に推進しております。

環境保全活動

施工段階のCO₂排出量 17.3t - CO₂/億円以下（完成工事高原単位）

産業廃棄物の最終埋め立て処分率 4.0%以下

電子マニフェスト交付率 90.0%以上を維持

2020年度

2020年度

-

目標値 目標年度項目

■地球温暖化防止および循環型社会構築の中期目標

実績推移

当社における施工段階のCO₂排出量は、重機械の軽油の消費によるも
のが約9割を占めております。 効率的な重機械使用計画の策定、建設
発生土の再利用や搬出距離の短縮、重機械省燃費運転教育・指導、ア
イドリングストップ等により、CO₂排出量の削減に努めております。

■施工段階のCO₂排出量



建設副産物の再利用、再資源化を推進して廃棄物の排出量を削減し、
最終埋立処分率の低減を図っております。
2016年度は単年度の特殊要因により上昇しましたが、以降は概ね目標
水準になっております。

■産業廃棄物の最終埋立処分率

産業廃棄物の適正処理や事務処理の効率化のため、電子マニフェスト
を積極的に使用しております。 交付率は、「90％以上を維持」の目標水
準を上回って推移しております。

■電子マニフェスト交付率



品質・技術へのこだわり

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、技術開発の強化に取組み、夜間・狭隘部・鉄道近接といっ
た厳しい施工条件のなか、高品質・高効率の技術の提供によりお客さまの信頼の確保に努めております。

1982年に開業した東北新幹線は、老朽化に伴いレールの一斉交換の時期を迎えています。この大規模レール更新に伴い、当社は、
世界で初めて、REXS「新幹線レール交換システム」を導入しました。REXSは、レールの運搬・積み下ろし・溶接・交換の一連のレー
ル交換作業を安全で効率的に施工することができます。
レール交換作業は、営業線のレールを交換するため、終電から初電までという限られた時間の中で、効率よく作業を完了させ
る必要があります。

REXS (Rail Exchange System)



ホームドア

駅のホームでのお客さまの安全を確保するため、ホームドアの設置が急ピッチで進められており、当社は JR 東日本の駅を中心
にホームドアの設置工事を施工しております。最近では、新国立競技場の最寄駅となる信濃町駅・千駄ヶ谷駅の工事や、従来
より工期の短縮が可能な、スマートホームドアの設置工事にも取り組んでおります。
この工事には、プラットホーム内というさまざまな構造物が介在する狭隘部の中で、お客さまの安全やホーム設備に最大限の
配慮を行いながら施工する技術が詰まっています。



駅橋上化・バリアフリー化

地域の玄関口として重要な役割を担う駅の橋上化工事は、駅を利用するお客さまや周辺住民の皆さまの安全性および利便性の
一層の向上を図るために大きな役割を担っております。
駅を橋上化することで、円滑な移動の確保やバリアフリー化の促進、鉄道で分断された市街地の一体化が期待されます。
駅の機能を維持しながら、線路の直上に建物を建てる作業になるため、お客さまの安全確保や列車の運行に支障をきたすこと
がないよう十分な配慮が必要となります。

羽鳥駅 双葉駅



人を大切にする企業

会社の持続的な成長を支える従業員一人ひとりが、健康でいきいきと業務に取り組むことができるよう、健康増進に資する取
組みへの積極投資や、従業員の価値観やライフプランに合わせた働き方を選択できるような制度設計を進めております。従業
員のやる気と個性を尊重する、働きがいのある職場づくりを進めてまいります。

働きがいのある職場づくり

従業員の多様性や個性を尊重し、お互いが協働して能力を発揮することのできる環境を整備することで、企業価値のさらなる
向上に努めてまいります。

■人権の尊重

・生活習慣病等の重症化予防のための取組み
従業員が長期にわたり高いパフォーマンスを発揮するためには、生活習慣病の発症や重症化を予防し、健康を保持・
増進することが大切であると考えております。定期健康診断の再検査の受診勧奨を産業医・保健師とともに積極的
に実施しているほか、再検査費用の補助を実施しております。また、35歳・38歳・40歳以上の従業員および配偶
者を対象に、人間ドック受診費用の補助を実施しております。

・職場復帰支援プログラムの運用
従業員がメンタルヘルスの不調により長期間休職せざるを得ない状態となることは、従業員本人にとっても会社に
とっても大きな損失であると捉えております。当社では、万が一、メンタルヘルスの不調により休職する従業員が
発生した場合に備えて、円滑な復職をサポートするための職場復帰支援プログラムを制定し、運用しております。
また、メンタルヘルスに関する研修や外部相談窓口の設置等、不調を未然に防ぐための取組みも推進しております。

・インフルエンザ等感染症予防のための取組み
当社では、感染症の拡大が企業活動に影響を与えるリスクを最小化するために、予防接種費用の補助等の取組みを
実施しております。インフルエンザの予防接種においては、従業員の接種費用を全額補助することで接種率の向上
を図るとともに、家族の接種費用についても一部を補助する取組みを実施しております。

従業員が長期にわたり高いパフォーマンスを発揮するために、健康経営の推進に取り組んでおります。健康経営の積極的な推
進にあたり、健康保持・増進に対する当社グループの方針を明文化した「健康宣言」ならびに管理本部長を健康管理統括責任
者とした「健康管理体制」を制定いたしました。「健康宣言」と「健康管理体制」の詳細は、後述の「健康経営の取組み」より
ご確認ください。

■健康経営の推進

・主な取組み事例



多様な人材が働きがいを感じながら、能力を十分に発揮し、仕事と生活の調和を図り豊かな生活ができるよう、各種制度の充
実と、働きやすい職場環境づくりに取り組んでおります。

■ワークライフバランス

・運動習慣定着のための取組み
日頃からの運動習慣を定着させることは、従業員の健康保持・増進のために大切であると考えております。当社では、
毎日各事業所においてラジオ体操の実施を継続しているほか、運動習慣の定着をサポートするための取組みとして、
従業員がスポーツクラブを利用する際の費用補助を実施しております。またソフトボール大会等の社内イベントを
開催することで、運動習慣の定着はもとより従業員間の交流が促進され、職場の活性化にも寄与していると考えて
おります。

・育児・介護休業、休暇制度

・私傷病及び介護必要時の積立年次有給休暇制度

（失効する年次有給休暇の積立制度）

・現場の4週8休に向けた休日取得の促進

・年次有給休暇取得推進期間の設定

・育児・介護短時間勤務制度

・ノー残業デーの実施

・現場異動時休暇の取得推進

・永年勤続者に対する特別休暇の付与

（20年勤続：3日 、 30年勤続：5日）

・主な取組み内容



建設業界、特に鉄道関連工事において、女性技術者が増え持てる力をもっと発揮でき活躍の舞台が広がるよう、女性にとって
働きやすく働き続けられる職場環境の整備を進めております。2020年4月には、当社で初めて線路部門に女性技術者を採用し
活躍のフィールドを広げました。また、（一社）日本建設業連合会が建設現場で働く女性の活躍を推進する「けんせつ小町工事チー
ム」への登録をはじめ、女性の活躍推進に向けた取組みを積極的に進めております。

■女性の活躍推進

・けんせつ小町登録工事所一覧

・東鉄工業の働きやすさ支援制度

榎戸建築工事所（えのきど小町） 榎戸駅橋上駅舎新設他工事

羽鳥駅工事所（はとり小町） 羽鳥駅橋上化及び自由通路新設他工事

成田空港工事所（くうこう小町） 成田空港駅コンコース改良工事

2016年12月～2019年3月

2018年8月～2020年2月

2019年3月～2021年3月

工事名 工期工事所名（チーム名称）



現場が訪日外国人の方々が多く利用する成田空港駅のため、お客さまに怪我をさせない安全設備に配慮しています。サインデ
ザインにも女性技術者・技能者の提案を取り入れました。

・くうこう小町紹介

当社では、女性が働きやすい環境整備、女性の積極的な活躍推進を図るため、行動計画を策定し、取組みを進めております。

・女性の活躍推進に関する行動計画

当社は、多様な人材活用の一環として、積極的に障がい者の雇用拡大に努めております。2020年6月1日現在の障がい者雇用
率は、2.18％となっており、さまざまな分野で活躍しております。 長く安心して働き続けられるように職場環境の整備など、
今後もさまざまな配慮をしてまいります。

■障がい者雇用

・行動計画の内容

2019年4月1日～2022年3月31日計画期間

目標

主な取り組み

・女性を積極的に採用し、技術系女性社員を2倍にする。

・女性のキャリアアップをサポートし、女性管理職数を３倍にする。

・採用パンフレットや会社ホームページにて、女性社員の活躍を紹介するほか、女性社員に
よるリクルーター活動を積極的に行い、技術系女性社員の採用を強化。

・定期的な現場巡回により技術系女性社員へのヒアリングを実施し、働きやすい職場環境の
整備を図る。

・女性のライフイベントに応じたロードマップを策定し、現場で働く女性社員が仕事とライ
フイベントを両立しながら活躍し続けられるよう、将来のキャリア形成を支援。



教育研修

ステークホルダーから信頼される誠実な経営を推進するため、安全、技術向上、コンプライアンス等を目的とした教育を実施し、
組織的に人材育成を行っております。

■人材育成計画

東鉄研修センターは、2000年に設置された次世代の社員を育成するための研修施設です。理論から徹底的に学べるように経験
豊かなベテランの講師が年次、能力に応じてきめ細や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おります。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、安全の向上に重要な役割を担っております。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。東鉄研修センターでの教育研修の実効性をより一層高めることで、確実に技術レベル
の維持・向上を図るとともにさらなる成長を目指しております。

■東鉄研修センター



目的別専門教育（線路） 測量実習



健康経営への取組み

健康宣言

健康管理体制図

東鉄工業グループは 健康経営に積極的に取り組みます。
そして、会社の成長を支える社員とその家族が、健康でいきいきとした生活を送り、
豊かな人生を歩むことを通じて、当社グループが目指す
 「安全で快適な交通ネットワークと社会基盤の創造」を実現します。

当社は、健康経営への取組みを一層強化するために、「健康宣言」と「健康管理体制」を制定いたしました。

（注）安全衛生委員会については、安全衛生委員会規則第3条において、委員長は「本社にあっては安全推進部長、支店にあっ
ては安全部長」と定められている。上図においては、健康管理に関する議事についてのみ、当該体制内にあることを意味する。



協力会社とともに

東鉄工業グループの事業は、多種多様な協力会社から施工および資材調達等のサポートをいただいて成り立っております。 当
社は協力会社の方々を大切なビジネスパートナーと考え、適正な取引と相互の信頼関係の向上に努めております。

協力会社とのコミュニケーション

当社は、協力会社と一体となって事業を推進し発展していくため、協
力会社とのコミュニケーションを大切にしております。
東鉄工業安全衛生協力会にはさまざまな工種の協力会社が加盟してお
り、安全大会をはじめ、安全パトロールなどの定期的な活動のほか功
績者の表彰などを行っております。
当社ホームページ内には協力会社の一覧とホームページのリンクを掲
載し、会社の紹介や採用に関する支援を実施しております。
また、東鉄工業パートナー広報誌「Professional」を定期的に発行し、
2020年9月発行のVol.30までの間に約300社の協力会社を掲載しまし
た。各社のプロフィールやユニフォーム( 作業服) 紹介をはじめ、現場
のプロフェッショナルを紹介する「匠の仕事」、女性技術者を紹介し
た「見つけた ! わが社のけんせつ小町」など、協力会社に向けて積極
的に情報発信をしております。
今後も、協力会社と一体となって事業を進めてまいります。

協力会社への技術指導

少子高齢化に伴い技術者が減少していく中で、当社や協力
会社の技術力継承は重要な課題の一つです。
鉄道の分岐器にかかわる専門技術に精通する人材育成の一
環として、2009 年より分岐器マイスター研修を実施してお
ります。この研修の良い点は、当社・協力会社とも等しく
同じ研修が行われるところであり、従業員・協力会社社員
ともに分岐器技能に関してのレベルアップが期待されます。
現在までに従業員・協力会社社員を含め150名を超えるマイ
スターを輩出しました。



優良技術者・職長表彰制度

将来の優良技術者の確保と育成を目的とし、処遇の改善と
業界への定着化を図るため、優れた技術者や職長に対して
表彰する制度を導入しております。

協力会社の快適な職場環境を整備

協力会社とのパートナシップの強化を図り、仕事に集中できる環境を整備するため、当社では宿舎、事務所の提供や休憩室の
整備など、快適な職場環境づくりを進めております。職場環境の改善により、協力会社社員のモチベーションアップと定着化
が期待され、施工の品質向上、安全への意識の向上が図られるようになりました。

線路 線路優良技術者表彰制度

土木 優良工事管理者表彰制度

建築 優良職長表彰制度

表彰制度名称部門



社会貢献

当社は、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、支援しております。

文化・社会貢献活動

埼玉支店では同区内にある児童クラブを訪問し、約 40 名の児童を対象に絵本の読み聞かせやクイズを交えながら、当社事業の
特徴でもある大型保線機械 (マルチプルタイタンパー )を使用した保線作業について「出前授業」を毎年実施しております。

■子供たちとの交流

2016年発刊の絵本「まよなかのせんろ」（著者：鎌田歩 出版：アリス館）では、当社の業務の一つである終電後のマルチプルタイ
タンパーによる保線作業について情報提供し、制作に協力しました。
また、2020年発刊の学習ビジュアル専科シリーズ「鉄道のひみつ」（出版：小学館）では、保線車両の紹介記事に、当社の保有す
る大型保線機械の写真・資料を提供しました。

■書籍制作への協力



新宿区では、毎年5月と11月に一斉清掃活動が実施されています。当社もこの主旨に賛同し、2009年度から本社社員が参加し
てきました。さらに2014年度からは、新宿区の四谷地区町会が中心となって行っている「ごみゼロ運動」にも参加しております。
また、現在では各支店や現場においても環境美化活動に積極的に参加する動きが広がり、地域とのかかわりを大切にしており
ます。

■環境美化活動

「公益財団法人 日本盲導犬協会」に書き損じハガキや未使用の切手、
使用しなくなった携帯電話等の寄付を行っており、盲導犬の育成活動
に協力しております。

■寄付活動



震災復興支援・災害復旧活動

2019年9月、10月に相次いで上陸した台風15号、19号は、関東地方を中心
に各地に甚大な被害をもたらしました。当社は、大きな被害を受け不通となっ
た鉄道の早期運転再開に向けて、協力会社とともに復旧工事に尽力しました。

■災害復旧



2020年3月14日に、9年もの間不通となっていた常磐線の最後の区間、富岡ー浪江間が開通しました。当社は震災発生から長
年にわたって、さまざまな復旧工事にかかわってきました。

■常磐線復旧



コーポレートガバナンス

当社は、規律ある、透明性の高い、より効率的な経営と、意思決定の迅速化およ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おり、その「基本的な考え方」や「基本方針」を、「東鉄工業行動憲章」
および「中期経営計画」に定めております。

東鉄工業グループのコーポレート・ガバナンスの仕組み



リスクマネジメント

当社は、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おります。
リスクを「災害等に関するリスク」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（Business Continuity Plan）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おります。「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」をご高覧ください。

当社では、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ともに、危機管理の研修および教育の推進
等を図り、危機発生の未然防止および再発防止に努めております。 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・維持しております。

リスクマネジメント体制

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）役員および従業員とその家族の安全確保（2）会社
機能の速やかな回復（3）救援、復旧支援体制の早期構築の 3 点を基本方針として掲げ、「東鉄工業事業継続計画（BCP）」を策
定しこれに取り組んでおります。

事業継続計画（BCP）



当社は、個人情報をはじめ、お客さまやビジネスパートナーのすべ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「個
人情報保護方針」「特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」を定めております。
また、情報セキュリティ対策として各種社内システムのセキュリティ対策を実施するとともに、「情報システムに関する規程」「情
報セキュリティ10か条」「スマートデバイスセキュリティガイドライン」などを定め、全従業員に対して情報セキュリティの認
識を深めるための教育や訓練を継続的に実施しております。

情報セキュリティ

また、計画内容につきましては適宜見直しを図っており、「震災対応ポケットマニュアル」の改訂を行いました。 また、年に1回、
全社一斉に携帯電話／スマートフォンのEメールによる安否確認訓練を実施しているほか、本支店合同の防災訓練および本支店
別に避難訓練なども実施しております。



コンプライアンス

当社は、お客さまをはじめとする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ひとつ
と位置づけ、すべての役員および従業員に「東鉄工業行動憲章」を周知し、コンプライアンスの徹底と体制の整備に取り組ん
でおります。

コンプライアンス体制は、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
責任者および担当者を配置しております。 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ともに、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
進に努めております。

コンプライアンス体制図

コンプライアンス体制



情報開示

当社は、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」および「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、ステークホルダーの皆さまに対し、積極的かつ公平・迅速な情報開示に努めております。

主なIR活動

当社は社長をスピーカーとする決算 IR 説明会を年2回開催し、事業計画や実績について、活発な質疑応答が行われております。
（※2020年度は新型コロナウイルスの影響により動画配信に変更）

■決算IR説明会

毎年、多数の機関投資家やアナリストの皆さまとのワンオンワンミーティング（個別取材）を実施しております。 これらの活
動を通じて得たご意見は、定期的に経営会議や取締役会でも報告され、経営・事業活動に反映されております。

■1on1ミーティング

* 建設業界では
当社が初めての受賞

当社はIR 活動に積極的に取り組んでまいりました。これまでの取組みが評価され、IR協議会の各賞受賞につながったものと捉
えています。今後も積極的な IR活動に努めてまいります。

■IR協議会　各種賞を受賞


