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２０１５年９月の国連サミットにおいて，全

会一致で採択された SDGs（持続可能な開発

目標）は，日本においても積極的に取り組む

企業が急増しています。SDGs普及の流れは，

業種や経営規模に関わらず中小企業にも大き

な影響をもたらします。本稿では，建設業界

でも走り出している SDGsへの取組につい

て考察します。

建設業界とSDGsの親和性

建設業界は，飲み水からトイレまでの給排

水衛生設備，断熱や太陽光をはじめ省エネル

ギー建物・住宅の建設，IoTをはじめ最新技

術を活用した設計・施工，バリアフリーや防

災建物建設等の住環境・まちづくり整備，リ

フォーム・リノベーションによる建物の長寿

命化など事業そのものが SDGsと大きく関

わっています。また，企業の経営理念・経営

方針も SDGsの目標を含んだ内容が多く，

親和性が高い業界と言えます。建設業界に関

連した目標の例示が，図表－２です。

今年予定されている“東京オリンピック・

パラリンピック２０２０”では，持続可能性に

配慮した大会を目指しています。大会で使用

するスタジアムをはじめ各種施設の建設にお

いて，SDGsの考え方を取り入れ「持続可能

性に配慮した調達コード」が策定されました。

持続可能な大会運営を実現するために，原

材料の調達・製造・流通・使用・廃棄に至る

までのライフサイクル全体を通じて，環境負

経営承継研究会
中小企業診断士 三嶋 弘幸

私は，父が創業した配管工事会社の取締役工事部長をしています。今後５年以内に事業承継を

予定しています。

現状は，大手ゼネコンの下請け工事が大半を占めています。ゼネコンは，SDGsへ積極的に

取組んでおり，今後下請けに対してもSDGs取組の要請がくることが予想され，当社での取組

に向けて対策を検討しています。

建設業界のSDGs経営に向けた対応についてアドバイスをいただきたい。

第 4 回

●図表－１ 建設業界とSDGs

建設業界のSDGs経営
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荷の最小化を図るとともに，人権・労働等社

会問題などにも配慮された物品・サービス等

を調達するとされています。それに向けて，

図表－３に示す４つの原則が定められました。

建設業界では，大会で使用するスタジアム

をはじめ各種施設の建設において，環境負荷

をかけない原材料や資源を無駄にしない工法，

廃棄物の３Rの推進，適正な労務管理・労働

環境への配慮等が求められました。この流れ

は，今後の公共工事や民間工事に波及してい

くものと考えられます。

SDGsが中小企業に波及する産
業構造

●図表－３ 持続可能性に配慮した調達４原則

� どのように供給されているかを重視する

� どこから採り，何を使って作られているの
かを重視する

� サプライチェーンへの働きかけを重視する

� 資源の有効活用を重視する

●図表－２ 建設業界に関連したゴール例
SDGs 目標 例 示

ゴール３ すべての人に健康と福祉を
従業員の健康管理・福利厚生の充実
建物の断熱性向上による健康の維持増進

ゴール４ 質の高い教育をみんなに
技術教育・研修体制の充実
高度技術・資格取得支援

ゴール５ ジェンダー平等を実現しよう
現場管理・技術者の女性登用
女性の働きやすい環境の整備
育児休暇の取得促進

ゴール６ 安全な水とトイレを世界中に
建設現場での排水削減
節水・中水利用建物の促進
水処理・排水処理の技術革新

ゴール７ エネルギーをみんなに，そしてクリーンに
再生可能エネルギー活用
バイオマス燃料，水素エネルギー活用
グリーンボンド活用

ゴール８ 働きがいも経済成長も
働き方改革による生産性向上
長時間労働の是正
ロボット等自動化による生産性向上

ゴール９ 産業と技術革新の基盤を作ろう
IOT 活用による設計，工法技術開発
５Gによる重機・建機の無人化
スマートインフラの整備・促進

ゴール１１ 住み続けられるまちづくりを
リノベーションによる建物の長寿命化
ZEH，バリアフリー・ストレスフリー化
コンパクトシティ・スマートシティの推進

ゴール１２ つくる責任 つかう責任
リノベーションによる建物長寿命化
災害に強い建物の強靭化（防災・減災）
建設廃棄物の３Rの推進

ゴール１３ 気候変動に具体的な対策を
再生可能エネルギーの利用
省エネ建築，ZEHの推進
建設・解体時のCO２排出量のさらなる削減

ゴール１４ 海の豊かさを守ろう
プラスティック材料の削減
再生可能な材料の利用

ゴール１５ 陸の豊かさを守ろう
地域緑化，都市緑化，屋上緑化等の推進
FSC認証材・間伐材の活用
建設発生土・建設汚泥の再利用
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●図表－４ 建設業界の構造
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建設業界の特徴は図表－４のとおり，重層

下請け構造であり，裾野が広く，下請け・孫

請けを中小企業が占めています。

この構造では，トップに位置する元請企業

の影響力が大きく，大手企業をはじめとする

元請企業の SDGsへの取組は，当然に下請

企業にも取組が求められます。

建設業界の労働環境改善への取組

� 女性進出の課題

建設業界は，事業者数が５０万社，従業員は

５００万人以上ですが，女性従業員が最も少な

い業界と言われています。働きやすい労働環

境の整備等による女性の活躍の場，定着率の

向上に向けた対策も課題と言えます。

� 長時間労働の改善

２０２０年４月から施行された労働時間の上

限規制は，建設業は５年間の猶予により２０２４

年４月から施行されます。

この猶予措置は，長時間労

働が常態化していることが

背景にあります。今後は，

働き方改革による労働環境

の改善や IT化の推進によ

る生産性の向上が求められ

ます。

環境負荷削減への
建設業界の取組

� CO２削減

建設業界ではすでに，

CO２排出量の削減に向けて積極的に活動を行

っています。経団連の調査では，２０１５年の

総排出量の削減率は１９９０年比５４．６％，２０１７

年は１９９０年比５６．６％と着実に削減されてい

ます。建設過程における低炭素コンクリート

の使用や電力消費の削減，資材運搬・重機稼

働における省燃費運転の促進，バイオディー

ゼル燃料へのシフトなど，一段進めた SDGs

への取組により，削減は加速されるものと考

えられます。

� 産業廃棄物削減

産業廃棄物に占める建設廃棄物は，排出量

で約２０％，最終処分量では約３０％を占めて

います。建設活動そのものから発生する廃棄

物量を抑制するために，プレカット・プレキ

ャスト化による削減やリサイクル可能な材料

の使用の促進等が必要となります。

� ３R推進

建設廃棄物の３R（リデュース，リユース，

リサイクル）の促進も求められます。国土交

通省の「建設リサイクル推進計画２０２０～「質」

を重視するリサイクル～」では，具体的に品

目別に目標が設定されています。

２０１８年の品目別目標はほぼ達成しており，

全体的にリサイクル，リユースは進んでいる

●図表－５ 建設リサイクル目標

品目 指標
２０１８
目標値

２０１８
実績値

２０２４
達成基準値

アスファルト・
コンクリート塊

再資源化率 ９９％以上 ９９．５％ ９９％以上

コンクリート塊 再資源化率 ９９％以上 ９９．３％ ９９％以上

建設発生木材 再資源化・縮減率 ９５％以上 ９６．２％ ９７％以上

建設汚泥 再資源化・縮減率 ９０％以上 ９４．６％ ９５％以上

建設混合廃棄物 排出率 ３．５％以下 ３．１％ ３．０％以下

建設廃棄物全体 再資源化・縮減率 ９６％以上 ９７．２％ ９８％以上

建設発生土 有効利用率 ８０％以上 ７９．８％ ８０％以上

（参考値）

建設混合廃棄物 再資源化・縮減率 ６０％以上 ６３．２％ －

（出所） 国土交通省「建設リサイクル推進計画２０２０」令和２年９月
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●図表－７ SDGs経営の３要素

持続可能
な開発

経済

環境社会

ことがわかります。混合廃棄物の分別解体の

促進による削減や建設発生土の有効利用の促

進が必要です。混合廃棄物の再資源化は分別

の促進により困難なものが多く，再処理技術

の開発・進展が今後の課題となっています。

建設業界のSDGsとの関連性

将来の経営目標・ビジョンを，SDGsの目

標に関連付けてあるべき姿を見出すことが出

発点になります。あるべき姿からバックキャ

スティングで逆算し，計画を具体化します。

現状の事業内容を図表－６のとおり，

SDGsとの関連性から整理することや業界お

よび自社の課題を SDGsの目標にあてはめ

て考えることが必要です。

建設業界とSDGs３要素との調和

SDGsは，図表－７のとおり，経済と環境，

社会の３要素の調和が重要であり，３要素で

自社の課題と解決方法を分類してみるのも効

果的です。

■経済成長

技術向上・イノベーションにより，生産性

の向上や労働力不足を解消し，経済成長を実

現します。

■環境保護

建設廃棄物の発生を抑制・削減のため，性

能や価値を向上させるリノベーションによる

建築物の長寿命化や高層木造ビル化，改良土

の活用等を促進します。動力を電気にした電

動式建機やディーゼルエンジンに電気エネル

ギーを補助エネルギーとして使用するハイブ

リッド重機を導入すること等で CO２排出量

を削減し，環境を保護します。

■社会的包摂

働き方改革による長時間労働の是正や休日

の増加，女性が活躍できる職場環境の整備，

ICT施工による女性の戦力化を図り，社会

的包摂を実現します。

ICTを活用した最新の取組について“BIM

（Building Information Modeling）による

生産性向上”の例で考えてみます。

●図表－６ SDGsとの関連性

女性の活用 技術革新環境負荷労働環境

事業関連目標

取組目標

現状の課題
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◇経済的側面

BIMの導入により，

設計技術が高度化し，

設計から施工の一元管

理，資材のプレカット

化など材料の効率化，

複数の工事・工程が同

時進行することが可能

となり，工期短縮やコ

スト削減，廃棄物の削

減等が実現されます。

◇社会的側面

工期短縮により，長

時間労働の改善が図れます。今後は，重機の

無人化・遠隔操作による効率化や安全性の向

上が可能となります。

ICT設計施工の普及で女性技術者の活躍

の場の拡大（子育て休職中でのテレワーク対

応や退職者の再雇用等）や BIM/CIM技術

の教育・研修の機会増加に繋がります。

◇環境的側面

トラックによる資材搬入や重機稼働の効率

化を図ることによる省エネや排気ガスの削減

を実現します。重機・車両のハイブリット

化・無人化，環境負荷が少なく，リサイクル

可能な資材への転換を図ることで環境負荷の

削減を図ることができます。

ICTによる最新の取組は，目標９「産業

と技術革新の基盤をつくろう」だけではなく，

図表－８のとおり，他の目標も関わってきま

す。SDGsは新たな課題発見のツールとも捉

えることができます。

SDGsは持続可能な成長に向け
たツール

SDGsに取り組むことは，経営リスクの回

避や経済，社会，環境の諸問題の解決にもつ

ながります。また，事業承継を円滑に進める

上で，SDGsを取り込んだ長期ビジョンと経

営計画の作成は効果的です。経営計画は，代

表者と後継者，従業員とのベクトルを揃える

ツールともなり，元請企業や金融機関等への

説明・理解による関係強化にも寄与します。

このように SDGsは，持続可能な経営，

持続可能な成長に向けての羅針盤といえます。

SDGsの取組の推進において，幅広いステ

ークホルダーとの協調が必要となります。ス

テークホルダーは，重層下請け構造の上層，

下層，横のつながりのほか，資材のサプライ

ヤー，施主，テナント・入居者等ユーザー，

金融機関等，多岐・多様に及びます。当然に，

それぞれの位置づけから利益相反や摩擦が生

じることも考えられます。そこで SDGsと

いうパートナーシップの共通言語により調整

を図ることが大切です。

� SDGsとの関連性から整理

� 環境負荷削減（３Rの促進）

� 労働環境の改善，女性の活用

� ICT の活用

●図表－８ SDGs目標の拡張性

ＩＯＴの導入による
生産性向上

女性の活躍 長時間労働改善 環境負荷軽減技術の教育・研修


