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ロゴマークについて
「知」を核とし、決まった型にはまらず、時代の変化に応じて自由に

業容を変えながら、仲間を募り広がっていくことを示しています。

その他構成企業：㈱中央設計技術研究所
㈱ジェーエステック
㈱オリエンタル群馬
㈱フーディア
㈱南アルプスゲートウェイ
㈱玉川・オリエンタルコンサルタンツ総合研究所

現地法人：インドネシア、ミャンマー、インド、カタール、タイ

その他構成企業：㈱アキバ

グループ会社

その他構成企業：㈱鈴木建築設計事務所
㈱プラウ
戸ノ口堰小水力発電㈱
大分地熱開発㈱

その他構成企業：㈱広域水道研究所
㈱白山瀬波

その他構成企業：㈱トータルフリートサービス
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海外主要拠点

ごあいさつ

　株式会社ACKグループは、グループの基

幹会社である株式会社オリエンタルコンサ

ルタンツからの株式移転により、2006年

（平成18年）8月28日に設立いたしました。

その後、海外事業を大幅に拡大するととも

に、グループとしての価値観を共有できる

さまざまな企業の参画により、海外、国内

公共、国内民間の3軸体制での経営基盤を

強化して参りました。

　昨今、経済や社会の変化に伴い、経営環

境も変化しています。

　国内においては、社会インフラの保全、

災害に強い安全・安心な国土づくり、豊か

な暮らしを実現する地域活性化などが求

められています。また、事業執行において

は、今まで以上に民間資金を活用すること

が予想されます。

　海外においては、アジアやアフリカでイ

ンフラ整備の需要が高まるとともに、本邦

企業の資金や優れた技術、ノウハウの活用

が求められています。

　このような中、私どもは、グループの強み

を活かし、個の強化、連携の強化、3軸市場

の競争力強化により、中期経営計画

ACKG2013で定めた施策を強化・推進して

います。

　私どものミッションである『世界の人々の

豊かなくらしと夢の創造』の実現に向けて

グループ役職員一丸となって邁進して参り

ます。今後ともより一層のご支援を賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。

それぞれ得意分野を持つグループ会社のシナジーで、

さまざまな課題に対して、最適なソリューションを提供します。

代表取締役社長

野崎  秀則

グループ会社 国内外の主要拠点

マニラ［フィリピン］

コロンボ［スリランカ］

マプト［モザンビーク］

カイロ［エジプト］

ジャカルタ［インドネシア］

バンコク［タイ］

ハノイ［ベトナム］

ダッカ［バングラデシュ］

ホーチミン［ベトナム］

インドネシア現地法人

ミャンマー現地法人

インド現地法人

カタール現地法人

タイ現地法人
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国内主要拠点
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これまでのプロジェクト実施

海外現地法人

ＡＣＫグループ
純粋持株会社

経営支援

技術・サービスの提供

オリエンタル
コンサルタンツ

リサーチアンド
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中央設計技術
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社会を創造する担い手

生活基盤の安全・安心、くらしの快適、国や地域の活力。これらは世界の人々の共通の願いです。

昨今、頻繁に発生する自然災害に対して、防災や減災に向けたハードとソフトの両面からの取り組みは、

私たちの社会やくらしの安全・安心に大きく寄与しています。

ＡＣＫグループは、このような社会インフラを中心に、国内・海外において総合的な知的サービスを提供し、

ミッションである『世界の人々の豊かなくらしと夢の創造』の実現を目指しています。

社会インフラ創造企業

社会インフラを中心に
総合的な知的サービスを提供

『世界の人々の豊かなくらしと夢の創造』の実現へ
～サービス領域の無限大にチャレンジ～

社会のニーズ

安 全 安 心 快 適 活 力

［ＡＣＫグループの商号について］
ＡＣＫグループは、「知：Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ」を追求し、
「前進し続ける：Ａｄｖａｎｃｉｎｇ」ことを目指す「コンサルタント：Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ」集団です。
また、ＡＣＫグループの求める「知」は、「活動的な知：Ａｃｔｉｖｅ Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ」でありたいと考えています。

私たちは、ＡＣＫグループです。



「変革」と「挑戦」で
社会インフラ創造企業へ
ＡＣＫグループは、「中期経営計画２０１３」＋強化を策

定し、２０２０年のビジョンとして、事業の基盤となる

社会インフラに関するワンストップサービスを主体的

に展開する思いを込め、「社会インフラ創造企業」

～自らが社会を創造する担い手となる～をスローガン

に掲げました。ビジョンの達成に向けて、［変革］と

［挑戦］を行っています。

Point 2 

グループの強みを活かし、
ワンストップで事業に対応
ＡＣＫグループは、交通運輸事業、海外事業の強みを

活かし、グループの力を結集して、ワンストップで事

業に対応しています。このことによって、事業のさま

ざまな段階に参画することができ、社員一人ひとりの

能力や技術を存分に活かすことができる企業グルー

プに成長しています。

Point 3

□ ＡＣＫグループがめざすもの　□ グループ会社紹介　□ ＡＣＫグループのフィールド ─プロジ　　ェクト編─　□ ＡＣＫグループのフィールド ─人材育成編─　□ ＡＣＫグループの活動 ─ＣＳＲ編─ Group Profile

「世界の人々の豊かなくらしと夢の創造」を実現します。

2006年～1999年～1957年～

ACKGORICONSUL GroupORICONSUL

中期経営計画 ACKG 2013 ＋ 強化

中長期経営計画 ACKG 2010
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国内民間海　外

社会インフラ創造企業
～自らが社会を創造する担い手になる～
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計 画

運営
管理

保 全
点検・維持管理

工事
監理

施 工

設 計調 査

海外事業
１５０カ国の海外事業実績

交通運輸事業
道路部門で第１位※

国内公共

※「日経コンストラクション」２０１4年（日経ＢＰ社）より
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ＡＣＫグループは、社会インフラ整備に関わる事業を中心にここまで成長して参りました。これからも、多様化・複雑化する国・社会のニーズ を的確に捉え、課題解決することで社会貢献を果たして参ります。

価値観を共有できる仲間を募り、
売上高５００億円の企業グループを目指しています
ＡＣＫグループは、株式会社オリエンタルコンサルタンツを中核に、グループとしての価値観を共有できるさまざまな企業が参画した、年間売上

高約４７０億円の企業グループです。「中期経営計画ACKG2013」＋強化を推進し、２０２０年には年間売上高５００億円以上を目指しています。

ＡＣＫグループがめざすもの

クライアントが企画・立案した事業に対し
て、私たちの技術・サービスを提供していく
という受身のビジネスでは、事業参画機会
が限定されます。このため、“社会を創造す
る担い手”として、自らが社会・事業の課題
を発見し、事業の形成を含めて企画・提案
を行い、主体的に事業に参画する『主導型
ビジネス』を展開して参ります。

チェンジ

チャレンジ

［変 革］

［挑 戦］

受動型ビジネス 主導型ビジネス

受託業務 事業経営＋

主導型ビジネス

受託業務

事業経営

受動型ビジネス

社会インフラ創造企業 ～自らが社会を創造する担い手となる～

社会インフラ
創造企業

チェンジ

［変 革］

私たちの事業は、発注者から業務を委託さ
れて実施する「受託業務」が基本になって
います。これに加え、“社会を創造する担い
手”として、『主導型ビジネス』を展開して
いくために、自らが資金を調達し、サービス
を提供することで、利用者や購入者から直
接対価を得る『事業経営』にも挑戦します。

チャレンジ

［挑 戦］

受動型ビジネスから主導型ビジネスへの転換

自らが投資し、事業者としてインフラビジネスを推進

Point 1 
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ORIENTAL CONSULTANTS

半世紀以上にわたり、社会に貢献する総合コンサルタント
当社は、半世紀以上にわたり官公庁を中心としたお客様のコンサルティングを通じ、あらゆるフィールドで社会に貢献しています。

国内に約４,０００社ある建設コンサルタントにおいて、トップクラスの売上実績を有した総合コンサルタント企業であり、

社会の安全・安心・快適・活力の向上の実現に関わる技術・サービスを提供しています。

デザイン 橋梁、道路、トンネルなどの基盤施設の調査、計画、設計において高い技術力を誇り、
明石海峡大橋や横浜ベイブリッジなどのビッグプロジェクトをはじめとして、全国各地に実績を有しています。

耐震補強設計［関越自動車道片品川橋］ 道路設計［大橋ジャンクション］

事業経営 社会インフラに関するPPP／PFI事業への導入可能性検討、公共施設の運営管理（指定管理者、包括管理等）のほか、
自らが事業者として行う事業経営を目指して事業領域を拡大しています。

地域活性化事業［前橋市中央児童遊園 ほか］ 小水力発電事業［岐阜県中津川市］ モビリティサービス事業［山梨県南アルプス市］

拡大メコン流域圏の東西経済回廊の要衝
であるタイとラオスを結ぶメコン国際橋（全
長2,050m）と国境管理施設を含むアプ
ローチ道路の詳細設計および調達／施工
監理を実施しました。

タイ・ラオス［第２メコン国際橋建設事業］

デリーの中心ニューデリー駅と国際空港の
約20kmを結ぶ鉄道連絡線の建設に関わ
るプロジェクトマネジメントを実施。将来構
想総延長180kmの地下鉄開発に参画し
ています。

インド［デリー地下鉄建設事業］

アジアの国際ハブ空港として、年間旅客
4,500万人もの利用が可能となった。
Phase１では、4,000mと3,700mの滑走
路、563,000㎡のターミナルビル建設のプ
ロジェクトマネジメントを実施しました。

タイ［新バンコク国際空港］

日本とエジプトの友好の証として無償資金
協力で建設され、また中東地域の平和のシ
ンボルともなっています。豪華客船クイーン
エリザベス号が通過するため、橋桁のクリ
アランス高さは70ｍ、総延長3.9Kmです。

エジプト［スエズ運河架橋］

ボスポラス海峡を横断する鉄道（沈埋トン
ネル : 延長1.4km、深さ60m）、海峡両サ
イド市街地下を通るシールドトンネル
（12.2km）、4つの地下駅等に関わるプロ
ジェクトマネジメントを実施しました。

トルコ［ボスポラス海峡横断地下鉄］

防災計画や地震リスク評価などのリスクア
セスメント、住宅事業における耐震住宅に
向けた仕組み作り、緊急復興などを実施し
ています。

ネパール［ネパール緊急復興支援事業］

一般貨物岸壁延長：１,８００ｍ（１期）、５００
ｍ（２期）、コンテナー貨物岸壁延長：１,６００
ｍ（１期）、３,６００ｍ（２期）、年間貨物取扱
量：３.５ｍｉｌｌｉｏｎ ＴＥＵ／年の開発に参画し
ています。

タイ［レンチャバン港］

２０３０年国家開発ビジョンを実現するプロ
グラムとして、経済基盤施設や公園緑地な
どを含むマスタープランを策定しました。

カタール［全国総合開発計画］

復旧・復興計画の策定、他地域への展開の
ための提言の策定、及び我が国の資金協
力を想定した緊急復旧・復興事業計画策定
及び設計を実施しました。

フィリピン［台風ヨランダ災害緊急復旧復興支援事業］

ORIENTAL CONSULTANTS GLOBAL

世界の人々の生活を支える社会環境基盤の整備に貢献
海外における開発コンサルタント業務の拡大・強化を図り、開発途上国や新興国での案件形成、開発マスタープラン策定などの「調査業務」、

社会インフラ整備や都市・地域開発などの「計画・設計」、「施工監理」、「プロジェクトマネジメント」で高度なサービスを提供いたします。

グループ会社紹介

橋梁・鉄道・空港・港湾 総合コンサルタントとして、特に橋梁・鉄道・空港・港湾など運輸・交通インフラの分野で、
アジアを中心とする世界各国で、ビッグプロジェクトをはじめとした、多数の実績を有しています。

都市地域計画・防災 国・地域・都市レベルの開発計画策定や台風・地震等被災国の復興支援・防災計画策定など、
広範なノウハウを有しています。

道路線形検討、トンネル設計施工、交通安
全・防災検討など、様々な事業段階で総合
的に取り組みました。（写真提供：首都高速
道路株式会社）

昭和６０年に竣工した本橋梁に対して、後
世に引継ぐ責任を担う一員として、既存の
技術を駆使した設計を行いました。（土木
学会田中賞受賞）

駅前通りの一体活用による賑わいづくりと、
都心生活を充足する使いやすさ、まちづくり
への展開を図ることをコンセプトにデザイン
しました。（２０１７年度グッドデザイン賞受賞）

前橋市中央児童遊園において、地域企業
及び市民等と協働し文化振興などを展開。
平成２７年に民間に管理運営が移行されて
以来、最高の利用者数を達成しました。

木曽川水系落合川本谷より取水する既存
の農業用水路を改修・更新して建設し、発
電した電力は、固定価格買取制度に基づき
売電事業を行っています。

ユネスコエコパークに登録されている南アル
プス市において、超小型モビリティ（ＥＶ）等
のレンタルサービスの提供により、着地型観
光など市内の移動手段として貢献しています。

プランニング 地域づくり、まちづくり、交通対策、環境対策、防災といった人々が安全で快適に暮らすことのできる環境づくりや、
人と自然が共存できる社会環境の創出について幅広い技術を有しています。

河川改修［白川緑の区間］ 防災［高知都呂津波避難シェルター］ラウンドアバウト［長野県須坂市野辺町］

南海トラフ巨大地震に伴う巨大津波から
「命を守る」ためのハード対策として、高知
県で日本初の津波避難シェルターを計画・
設計し、その施設が完成しました。

防災と景観が両立した良好な水辺・緑地空間
の創出に向け、河川改修事業として堤防整備
や、遊歩道・広場・照明等の計画・設計を実施
しました。（２０１５年グッドデザイン賞受賞）

道路交通法の改正後に、本格運用された日本初
のラウンドアバウトを設計しました。重大事故を
抑制し、安全を確保すると共に、信号が不要で災
害時にも自立した交通運用を図ることができます。

景観デザイン［札幌市路面電車停留所］
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ASANO TAISEIKISO ENGINEERING

「土」、「水」、「建物」のエキスパートとして、未来社会に挑戦
当社は長年の経験に裏打ちされた豊富なノウハウと技術力で、地盤・地下水・建物に関するコンサルティング、

調査・分析・設計・施工・メンテナンスまでのワンストップサービスを提供いたします。

既存技術から最新技術を駆使し、お客様のニーズにお応えするエンジニアリング会社です。

土 建物・プラント・宅地・道路・港湾・河川・鉄道・上下水道等の各種構造物の建設、社会インフラの整備に際し、
最も基本となる地下の地盤状況を把握し、設計・施工のための適切な提案を実施いたします。

土壌・地下水汚染調査 軟弱地盤解析・対策設計 地盤防災・対策設計［岩手県江刺地区］

水 当社固有の地下水調査技術を活かした地下水挙動の把握から、大深度（深さ１,０００ｍ級）を対象とした
高度水理試験装置の開発・測定、井戸、温泉、地熱資源の開発から事業化まで、水のエキスパートとしてサービスを提供いたします。

地下水機器開発［地下水流向流速測定計］ 井戸掘削・温泉掘削［沖縄県国頭郡恩納村］ 小規模地熱発電事業［噴気試験］

建　物 建物の調査・診断から補強設計、新築設計、補強工事、新築工事、解体工事まで、
建物のライフサイクルに合わせたサービスをワンストップで提供いたします。

耐震診断・補強設計・リノベーション［形状実測調査］ 環境配慮型解体工事［豊島区東池袋］ 商業ビル新築工事［渋谷区神山町］

グループ会社紹介

※ＥＰＣ（Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ）設計・調達・建設のこと

道路や鉄道、河川堤防や港湾構造物の土
構造物変形等を検討・解析し、最適な対策
工を提案いたします。

長年培われた地質・地下水の技術・ノウハウ
と最新技術を融合させ、土壌・地下水汚染
のワンストップサービスを提供しています。

地すべり解析・対策工設計、斜面安定解析、
急傾斜地調査や斜面の点検・維持管理を実
施いたします。（地すべり写真提供：岩手県
水沢地方振興局土木部）

学校や庁舎などの公共施設からビル・マン
ションなどの建物について、点検、耐震診
断、補強設計・施工監理等で、多数の実績
を有しています。

解体工事と、工事中の騒音・粉塵・アスベス
ト対策から近隣住民への説明、産業廃棄物
の適正処分までワンストップでサポートい
たします。

設計・施工一括方式（ＥＰＣ※又はＣＭ方式）
により、ビルオーナー様の手をわずらわせ
ることなく、低コストで早期完成を実現いた
します。

地熱発電の企画から設計・施工、運営管理
までのサービス提供だけでなく、自らが発
電事業を運営しています。

８１年に及ぶ井戸掘削・温泉掘削の実績と
水処理技術などの独自ノウハウの確立によ
り、確実な水源・温泉の開発を実現していま
す。

地下水流向流速計をはじめとして、他社に
ない様々な計測装置を開発しています。

CHUOU SEKKEI ENGINEERING

「水と環境のコンサルタント」として、さらなる地域への貢献のために
創業以来７０年以上にわたる長年の経験と豊富な実績に基づく技術とサービスで、

水道、下水道、廃棄物・環境、情報処理の４つの分野において、

持続的な発展が可能な社会の構築、循環型社会の構築、強靭な社会の構築へ貢献しています。

プランニング 上下水道における基本計画、水利権申請、事業計画、耐震化計画、経営認可申請、各種許可申請手続等の策定を支援し、
安心・安定・持続・環境に配慮した事業計画を支援いたします。

水安全計画の策定［大阪府松原市］ 被害想定・耐震化計画の策定［石川県小松市］ 施設統廃合による汚水処理の最適化［石川県］

デザイン 都道府県、市町村などの地方自治体における上下水道事業の課題を分析し、新エネルギー活用や循環型社会の構築に向けた、
企画、計画から設計、施工監理までを総合的に支援いたします。

バイオマス施設計画・設計［石川県珠洲市、中能登町］ 新エネルギー活用検討［大阪府渚水みらいセンター］ 簡易水道・下水道事業の公営企業会計移行支援［岐阜県中津川市等］

維持・事業経営 アセットマネジメントの視点による、維持運営の最適化を支援いたします。また、ＰＦＩ制度・民間活用等による合理化・省力化等の
経営戦略の検討、パートナーとしての官民連携事業への参画を含め、効率的で持続可能な健全経営の確立を支援いたします。

水道事業アセットマネジメント［新潟県柏崎市等］ 浄水場更新事業設計・施工一括発注工事［富山県砺波広域（事）］ 浄水場更新・運営事業［新潟県見附市］

水道水の安全を脅かす可能性のあるリス
クを抽出・分析し、リスクの発生防止や、影
響を軽減するため水安全計画を策定しまし
た。

管路耐震診断結果や補強計画案を踏まえ、
各施設の目的、設置状況等から緊急度、重
要度、財政収支を考慮した耐震化計画を策
定しました。

エリアマップ策定支援のほか、農業集落排
水の下水道接続等の施設統廃合を提案し、
事業計画策定、財産処分等諸手続きを支
援しました。

ミクロ・マクロマネジメントの観点から、施設
の健全度評価、更新投資の平準化検討、資
産管理水準の向上に関する具体的施策を
提案しています。

計画・設計・施工監理と施工を担当する企
業等で構成される特定建設工事事業体に
より、松島浄水場更新事業設計・施工一括
発注工事（ＤＢ）に取り組んでいます。

設計及び建設工事に加え、施設の「運転維
持管理業務」を含めた特別事業体に参画
し、ＰＦＩ法に準拠したＤＢＯ方式による青木
浄水場の更新・運営に取り組んでいます。

関係部局との調整、財務適用の検討、条例、
規則等の制定・改正検討等、企業会計への
移行を支援しました。

新エネルギーの情報収集整理、技術活用
可能性検討を行い、小電力発電及びヒート
ポンプ冷暖房等を設計しました。

下水道汚泥、浄化槽汚泥、し尿、生ごみの
混合処理によるバイオマス施設を計画・設
計し、未利用エネルギー活用型技術として
日本初の採択を受けました。

管路被害率による色分け図（地震） 施設の統廃合検討イメージ管路被害率による色分け図（地震）
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RESEARCH AND SOLUTION

スマートデバイス
ソリューション

スマートフォンやタブレットなどスマートデバイスの企業導入が加速的に広がっていく中、お客様の課題の本質を的確に捉え、
スマートデバイスに関連するソリューション、サービス、システムをワンストップで構築、ご提供いたします。

バックオフィス
ソリューション

公共システム
ソリューション

単なるバックオフィスのアウトソーシングサービスだけではなく、プロセスマネジメントのノウハウを活かし、
現在の業務プロセスに内在する矛盾や非効率を改善し、実効性の高い戦略的バックオフィスソリューションを実現いたします。

営業情報・物件情報・災害情報の共有、現
場への作業指示、各種イベント情報配信な
ど、様々なシーンで活用可能なクラウド
サービスです。

地図を利用した情報管理サービス［SOCOCA］

ぷらりは、観光アプリや商店街アプリを低コスト、短納期で開発
可能なプラットフォームサービスです。ビーコンやＧＰＳを活用
したプッシュ情報配信や、アプリ利用者のデータ分析など、まち
のにぎわい創出や観光施策へ繋がる機能も充実しています。

アプリコンテンツ管理サービス［ぷらり］

橋梁などの道路構造物の定期点検業務を
支援するクラウドサービスです。現場の点
検作業から報告書作成まで一連のサービ
スをクラウドでご提供いたします。

道路構造物点検システム「ＣｈｅｃｋＮｏｔｅＰｌｕｓ」

車両管理担当部門のパートナーとして、最
適な業務プロセスの構築方法を提案いた
します。

車両管理のアウトソーシング

これまでに培った知識とノウハウを活かし、
業務に専念できる環境を提案いたします。

バックオフィスのアウトソーシング

人と組織を見える化し、人事における課題
を解決出来る人材アセスメントツールです。
多言語に対応しており、グローバル人材に
もご活用いただけます。

人材評価マネジメントサービス

官公庁向け積算メーカーとして、３５年以上の経験と実績、業務ノウハウを活用し、多様化するニーズに合わせて、
各種台帳システムやGIS関連システム等、積算業務に付随する様々なシステム開発・販売・提案を実施しています。

新時代の積算業務サポートシステム「明積」シリーズは、全国３５０自治体
を超える国内トップクラスの導入実績を持つ自治体専用積算システムです。

官公庁積算業務サポート［公共積算システム「明積」］

作成した図面から材料・管工・土工数量を算出するシステムで、算出結果を積
算システム「明積」と連携することで、工事価格を算出することができます。

ＣＡＤ数量計算サポート［上水道ＣＡＤ数量計算システム「瞭水」］

最適な解決策を導き出す、ITとバックオフィスのソリューションカンパニー
当社は、お客様のニーズに的確にお応えするため、常にお客様の視点で考え（Research）、豊富なノウハウと創意工夫によって、

業務の効率化、コスト削減、経営マネジメント支援など、お客様の企業価値を最大化するベストパートナーとして、

最適なサービス（Solution、Service）を提供いたします。

グループ会社紹介

Ａ-ＴＥＣ

交通調査・コンサルティング 交通調査・解析技術の提供や交通コンサルティング、
交通量計測機器の販売で地域の交通課題を解決いたします。

設計・点検診断・ＣＭ 橋梁・道路・河川・砂防など国土基盤の調査・設計・CMや、
各種構造物の点検診断技術を提供し、お客様をサポートいたします。

新設・保全設計・ＣＩＭ対応 点検診断

交通調査・解析 交通コンサルティング 交通量計測機器ＭＯＶＴＲＡ（モバトラ）販売

設計・点検診断・ＣＭ、空間情報、交通調査・コンサルティングのスペシャリスト
当社は、優れたエンジニアリングサービス、ソリューションサービスの提供を通じて、

人々が安全でかつ快適に生活できる社会環境の創造に貢献しています。

空間情報 航空レーザーをはじめとする各種３次元デジタル計測および３次元モデリング技術や
ＧＩＳを利用したデータベース構築など、常に最新の技術を活用して空間情報サービスを提供いたします。

i-Constructionへの対応航空レーザー計測 ドローン、3Dスキャナ、ＭＭＳなど多様な計測技術

目視調査、非破壊検査、ひび割れ計測シス
テム（ＫＵＭＯＮＯＳ）、各種センサーによる
計測技術を活用し、橋梁・構造物の点検を
実施しています。

橋梁、道路、河川・砂防、都市施設などの新
設設計や保全設計を実施しています。
i-Construction対応として、ＣＩＭを取り
入れた設計にも取り組んでいます。

ＣＭ

発注者の立場で品質管理、工程管理など
各種マネジメント業務を行っています。国
土交通省をはじめ、高速道路会社や自治体
など多数の業績があります。

車両軌跡等の画像解析、交通シミュレー
ション、プローブデータ、ナンバープレート
自動読取り装置等を活用し交通状況の把
握・分析、対策立案を実施しています。

近年の多様な道路利用における歩道拡幅
等に対し、調査、評価、設計、合意形成等を
ワンストップで実施し、道路空間再編の早
期実現をサポートしています。

交通量の他、速度や車長の自動計測を行う
ことができる軽量・小型の交通量計測機器
ＭＯＶＴＲＡ（モバトラ）を販売しています。

各種計測技術で取得した３次元点群デー
タを３Ｄ-ＣＡＤなどによりモデリングし、ＣＩＭ
や国が進めているｉ-Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎに対応
しています。

ドローン（無人飛行機）、3Ｄレーザースキャナ、
ＭＭＳ（車載型レーザースキャナ）などの計測
ツールや計測技術を保有し、調査・設計から施
工計画、維持管理の各段階で活用しています。

航空機に搭載した、レーザー測量装置で地
表の座標値と高さを計測します。道路防災・
環境調査等のモニタリングに活用していま
す。
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平成２４年７月に発生した九州北部豪雨の災害
対応では、わずか１３０日で調査・復旧設計・積
算・査定を実施。延３，０００人にのぼるグループ
会社の人員を投入し、災害復旧に貢献。

インドシナ東西経済回廊の一部を形成する
ラオスの国道９号線。当道路の橋梁架け替
えプロジェクトを、日本ＯＤＡ（政府開発援
助）の無償資金協力で実施。

鹿児島県指宿市で地熱のカスケード利用と
マンゴー栽培を組み合せた地域活性化事
業。収穫祭や勉強会などを主催し、地域に
愛される事業として展開。

エイテックは、空間情報のさまざまな計測
技術を強みとして、保全・防災事業などを展
開。企画・設計に欠かせない現地情報の取
得で、グループ各社のプロジェクトを支援。

下水道事業において、全国的に展開されて
いる企業会計移行支援業務、固定資産調
査についてグループ各社の協力連携により
実施。

車両管理手続き、管理データの一元化、安全
運転研修などを含めたリスクマネジメント、
車両管理のＢＰＯサービスを提供し、車両管
理者の管理コストや交通事故の削減に貢献。

「なぜ被災したのか？　被災前の河岸形状
は？」災害調査のスペシャリストであるエイ
テックの全面バックアップを受け、わずかな
痕跡を頼りに被災要因を分析し、被災前の
形状を復元する。そのプロセスに触れ、「設
計の答えは現場にあり」と強く感じました。
護岸が壊れないようにするためにはどうす
ればいいか？現場を大事にする姿勢は、あ
の夏の経験をもとに生まれました。

オリエンタルコンサルタンツ
アサノ大成基礎
エンジニアリング

オリエンタルコンサルタンツ
グローバル

グループ会社で構成した緊急災害対策チーム

エイテック リサーチアンドソリューション中央設計技術研究所

２００７年入社
九州産業大学卒

西　大輔

壊滅的な被害を受けた豪雨災害に
ＡＣＫグループの総力を投じ、

ワンストップ対応

当社が受注したＪＩＣＡの協力準備調査にエ
イテックが参画。現地踏査や関係機関との
協議を協働で実施したことから、ラオス国が
抱えている問題点を共有しながらプロジェ
クトを進めることができました。現地の地形
状況や周辺住民の生活環境に合致した橋
梁計画の提案や、円滑なプロジェクトの進
行につながり、高い品質を提供できたと感じ
ています。

ステークホルダとのミーティング

２００３年入社
埼玉大学大学院了 政策研究大学院大学卒

野澤　誠

国際的な経済回廊の整備、
グループ会社の支援で

品質を向上

当社は、本プロジェクトにおいて発電事業と
ハウス栽培を担当しています。地域活性化
を得意とするオリエンタルコンサルタンツと
連携することで、地域資源の最大化や観光
事業とのタイアップなど、地域活性化への
取り組みを強化できることが企業グループ
である強みです。本プロジェクトを通じて、
農業の高度化や担い手育成、地域経済の循
環形成などにも貢献したいと考えています。

収穫したマンゴー

１９９４年入社
佐賀大学卒

栗本 修史

アサノ大成基礎エンジニアリングが
有する地熱利用技術を
地域活性化に活かす

オリエンタルコンサルタンツとＪＶで取り組ん
だ、鳥海ダム百宅線他道路予備設計業務では、
短期間で、計測可能なＵＡＶレーザーを提案し、
設計で３次元データを活用することで、優良業
務表彰を受賞しました。３次元計測は、ｉ-Ｃｏｎ
ｓｔｒｕｃｔｉｏｎにおける中心的な技術で様々な用
途への活用可能性を秘めております。グループ
各社で連携し取り組むことで、ＡＣＫグループ全
体の可能性を拡げていけると確信しています。

ＵＡＶレーザより作成した等高線図

１９９５年入社
奈良大学卒

吉見 晋吾

グループ各社との協働で
空間情報技術の可能性を見出し、

技術の高度化に挑戦

下水道事業の公営企業会計移行において、固定
資産調査・評価が絶対条件となっていますが、資
料の収集・整理から資産評価まで、多大な労力と
時間が掛かることが課題でした。そこで当社が
主体となり、エイテックに図書調査から資産デー
タ整理、リサーチ＆ソリューションに台帳システ
ムの資産データ構築など、各社の得意分野を活
かすことで、グループの総合力を発揮し、今後の
下水道事業の健全経営に向け貢献しています。

グループ各社による固定資産資料整理状況

１９９６年入社
秋田大学卒

須藤　勢

自治体の事業経営健全化支援業務に
おいて、各社との連携を密にし、

総合力を発揮

２０１７年１０月より子会社化したトータルフ
リートサービスと連携し、車両に設置したドラ
イブレコーダーから得られるデータを基に、運
転技術の診断やヒヤリハットマップを作成し、
安全運転講習会を開催するなど、地域の交
通事故を削減する事業に取り組んでいます。
当社が得意とする車両管理ＢＰＯサービスと
オリエンタルコンサルタンツの交通技術を結
合させ、新たなビジネスを展開しています。

チームでヒヤリハットマップの作成

２００９年入社
明治大学卒

大島 千波

ＢＰＯサービスと
交通技術が結合し、
新たなビジネスを展開

ＡＣＫグループでは、多様化・複雑化する社会のニーズに応え、社会に貢献していくために、グループ各社の技術・サービスをワンストップ で提供するとともに、グループの総合力を市場に展開しています。
そのために、グループ各社の連携・協働プロジェクトが活発に行われています。これらのプロジェクトに参画することで、グループ会社単独 のプロジェクトでは得られないさまざまな経験を積み、技術者としての成長につながっています。

ＡＣＫグループのフィールド ─プロジェクト編─

～サービス領域無限大へのチャレンジ～  グループ各社の精　鋭技術者たちが世界で、全国各地で活躍しています。
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女性が定着し、
活躍できる企業
グループに向け
て活動する女性
社員

グループ各社の技術・プロジェクト発表の様子

グループ討議の様子 経営計画策定・推進検討会の様子

研修でのディスカッションの様子 ＡＣＫグループの集合新人研修 学識経験者を招聘した講演 女性ネットワーク活動での討議の様子

ACKグループでは、グループ各社の経営資源を有効に活用・共有し、シナジー効果を発揮するため、さまざまなグループ横断的な人材育成に 取り組んでいます。具体的には、グループ会社の技術・サービスを共有する［ACKグループ定例会］の定期開催、次世代経営候補者の育成を
目的とした［経営計画策定・推進検討会］、女性の定着と活躍を目的とした［ＡＣＫグループ女性ネットワーク活動］などに取り組んでいま す。この他、グループ内人事ローテーション制度、グループ外派遣制度、グループ内人材交流・育成研修制度など各種人材育成制度を充実さ
せています。また、グループ各社が開催する人材育成研修や外部講師を招聘した技術講演は、グループ全社に門戸を開き、意欲のある社員は 誰でも参加できる［グループ横断研修制度］を導入しています。

プロジェクト成果発表 ［ＡＣＫグループ定例会］
ＡＣＫグループでは、毎年２回、技術・プロジェクト成果の発表を行い、グループ各社が保有する技術・サービスの共有と水平展開を行っていま

す。これまでに、発表されたプロジェクトあるいは研究成果は延２００件におよび、グループ各社の技術力向上に貢献しています。

人材育成研修・技術講演のグループ相互活用 ［グループ横断研修制度］
ＡＣＫグループは、人材育成におけるグループ連携を行い、社員の成長を支援しています。具体的には、グループ各社が主催する各種研修及

び技術講演に、ＡＣＫグループの社員であれば、誰でも参加できる［グループ横断研修制度］を導入しています。

ＡＣＫグループのフィールド ─人材育成編─

次世代経営候補者の育成 ［経営計画策定・推進検討会］
ＡＣＫグループでは、グループ各社で次世代の経営候補者と位置づけられる社員の人材育成を行っています。

当検討会に参加した次世代経営候補者は100人を超え、経営的視点を交えながら各現場をマネジメントしています。

女性が活躍できるグループ企業へ ［ＡＣＫグループ女性ネットワーク活動］
ＡＣＫグループでは、多様な人材が活き活きとやりがいを感じながら働ける職場づくりに向けた取り組みを行っています。その一つとして、「女

性の定着と活躍」を目的として、グループ各社の取り組みの水平展開や、女性特有の悩み相談が行える環境づくりを推進する、［女性ネット

ワーク活動］に取り組んでいます。

ＡＣＫグループを支える“人材”。人が成長できる企業グルー　プを目指し、さまざまな人材育成の取り組みを行っています。

Point 1 ： 技術を磨く・知識を拡げる Point 2 ： 人を育てる・環境をつくる
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ACKグループが考えるＣＳＲ活動とは、「企業活動においてステークホルダに対して説明責任を果たすこと」と定義し、ボランティア活動や地球 環境への活動、ＰＲ活動、ＩＲ活動、ＥＲ活動や“事業を通じた価値の提供”を総称してＣＳＲ活動と位置付けています。
特に、社会インフラの枠を超えた新たな価値・サービスを社会に提供する“事業を通じた価値の提供”に力を入れています。

□ ＡＣＫグループがめざすもの　□ グループ会社紹介　□ ＡＣＫグループのフィールド ─プロジ　　ェクト編─　□ ＡＣＫグループのフィールド ─人材育成編─　□ ＡＣＫグループの活動 ─ＣＳＲ編─ＡＣＫグループの活動 ─ＣＳＲ編─ Group Profile

地域とともに、社会とともに成長したい。ACKグループは、　このような思いを大事にして、CSR活動に取り組んでいます。

［ＰＲ（Public relations）、ＩＲ（Investor Relations）、ＥＲ（Employee Relations）］

ＡＣＫグループ
ＡＣＫグループでは、毎年４月に本
社所在地（渋谷区内）における地
域社会への貢献活動の一環とし
て、代々木公園の清掃を行ってい
ます。本活動は、ＡＣＫグループ
が、まだ前身であるオリエンタル
コンサルタンツだった２００２年よ
り継続的に実施しています。

主なCSR版重点化プロジェクト

オリエンタルコンサルタンツ
小学生にインフラの重要性と建設コンサルタントの魅
力を伝える出前講座。参加した児童からは「コンサル
タントという仕事はおもしろそう」との感想。

オリエンタルコンサルタンツグローバル
ＯＤＡにおけるコンサルタントの役割や意義、仕事のや
りがい等を大学で講義。将来を担う建設業界の人材
育成に貢献。（当社社員は前列右から二人目）

アサノ大成基礎エンジニアリング
ベトナム国ホーチミン工科大学と交換留学を実施。本年は同
大学の講師を当社に招き、主に地盤工学に関する技術交流を
図った。（写真は、左：遠藤取締役 右：Ｈｏａｎｇ Ｔｈｅ Ｔｈａｏ氏）

エイテック
防災上の危険箇所を指導する「防災まち歩き」を行
い、自助・共助の醸成、地域防災力の向上を支援。
（ジャパン・レジリエンス・アワード2016受賞）

中央設計技術研究所
自治体関係者や地域住民に、バイオマス発酵施設の
目的や仕組みを紹介。生活排水処理施設の意義や利
用方法をさまざまなステークホルダにＰＲ。

リサーチアンドソリューション
ＩＴビジネスの専門学校で、アプリケーション開発に関
わる基礎知識から開発までの指導を行い、ＩＴ技術者
の育成に貢献。

総勢約１００名が参加しての清掃活動

多岐にわたるＣＳＲ
ACKグループは、全国各地で地域貢献の一つとして、さまざまなボランティア活動を行っています。

Point 1 ： 地域への貢献 Point 2 ： 社会に新たな価値を創造

事業を通じた価値の提供
ACKグループは、自らの手で新たな社会的価値を生み出し、社会とともに成長していく取り組みとして、プロジェクトとCSR活動を組み合わせ

た『CSR版重点化プロジェクト』を展開しています。

社会と価値を共有し、社会とともに成長する
“CSR版重点化プロジェクト”とは、CSR活動を通じて社会と協働し、新たな社会価値を創造することで、社会とともに成長していくプロジェク

トです。さらに、“総合プロジェクト”として、国・地域のさまざまな課題を基盤事業と重点化事業によって、総合的に解決するプロジェクトを進め

て参ります。プロジェクト事例の一部を次ページ以降に紹介します。

オリエンタルコンサルタンツ
交通安全まちづくりプロジェクト

アサノ大成基礎エンジニアリング
食のよろこびを届ける地熱利用プロジェクト

中央設計技術研究所
地域交流と食を育む施設運営プロジェクト

オリエンタルコンサルタンツグローバル
大学施設スマート化プロジェクト

エイテック
自助防災の支援による地域安全プロジェクト

リサーチアンドソリューション
観光情報配信サービスプロジェクト
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ＡＣＫグループの活動 □ ＡＣＫグループがめざすもの　□ グループ会社紹介　□ ＡＣＫグループのフィールド ─プロジ　　ェクト編─　□ ＡＣＫグループのフィールド ─人材育成編─　□ ＡＣＫグループの活動 ─ＣＳＲ編─

大学学長のドゥウィア・アリス・ティナ様か
ら、感謝状が授与された。

校舎の屋上に設置された
太陽光発電設備

ハサヌディン大学Center of Technology棟

大学施設スマート化プロジェクト

急速な経済成長を遂げるインドネシアでは、エネルギーの安定供給が国家的な課題です。ハサヌディン大学工学部整備事業では、

キャンパスの計画・施設の設計及び入札管理補助・施工監理を担当。これを重点化プロジェクトとして発展させ、校舎のスマート化を

提案しました。スマートメーターとＥＭＳ※によりエネルギー消費量を見える化し、屋上には小規模太陽光発電の簡易システムを導

入。さらに、大学に寄附講座を設立し、国際エンジニアの育成やスマート化事業の持続的な運営を支援しています。

主なCSR版重点化プロジェクト

ハウス栽培と売電事業には、すでに複数の企業が参入初めて収穫されたマンゴー。本格生産に向けて夢が広がる

食のよろこびを届ける地熱利用プロジェクト

県漁業組合と連携し、岩魚やゴリの放流事業を実施自由度の高いキャンプ場として、外国人観光客も増加

地域交流と食を育む施設運営プロジェクト

地元小学校でのＣＳＲ活動タブレットに配信される観光名所の情報を調べる小学生

観光情報配信サービスプロジェクト

本プロジェクトは、観光ガイドの高齢化や通過型観光地からの脱却を課題とする福岡県うきは市で、ビーコンと呼ばれる情報発信

機器とタブレットを活用した観光振興に取り組むものです。リサーチアンドソリューションが有する最先端ICTの技術力と、オリエン

タルコンサルタンツが有する観光事業のノウハウを融合させ、地域活性化に取り組んでいます。また、CSR活動として、地元小学

生の郷土学習を支援し、“ふるさとを知り、学び、郷土への愛着と誇りを育む”活動を継続して行っています。

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル

株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 株式会社リサーチアンドソリューション

株式会社中央設計技術研究所

砂蒸し風呂や温泉で知られる鹿児島県指宿市は、地熱エネルギーが豊富な地域。地熱発電のノウハウを基にした新事業として、収

益事業の発電と農業の融合による新たな業態を提案しました。発電・ハウス栽培に当社自ら出資し、地元農家の方々とともにマン

ゴーなどを生産し、地産地消を実現します。この施設は地域の方々にも広く有効活用していただき、農産物のブランド化を支援、さ

らに雇用創出や地場産業育成機会の拡大につなげます。

雄大な自然あふれる石川県白山市の山間部では、少子高齢化や若者の市街地流出などが課題となっています。当社と地元住民の

共同出資により法人を設立し、野菜・山菜・土産品などの販売、害獣駆除や小規模な修繕工事など地域密着型の活動を行っていま

す。２０１６年４月には「清流の郷　瀬波川キャンプ場」の運営管理をスタート。かまくらまつり、熊猟体験ツアーなど、イベント開催の

ほか、小中学生を対象とした野外教育活動や地元住民と連携した里山保全などの活動を継続して実施しています。

※ＥＭＳ…Ｅｎｅｒｇｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｓｙｓｔｅｍの略。国際規格化されたエネルギー管理体系のこと。エネルギー使用に関して、方針・目的を設定し、計画・順序を決めて管理する仕組み。



これからのＡＣＫグループ

未来を想像し、価値を創造する企業 グループへ
ＡＣＫグループは、これまで“社会インフラ創造企業”として、「安全・安心・快適・活力」という価値を提供して参りました。

これからは、既往の事業を充実するとともに、教育・福祉・観光・農業など幅広い分野に事業を拡大いたします。

これにより、「安全・安心・快適・活力」に加え、「魅力ある社会づくり」や

「持続可能な社会づくり」につながる新たな価値を提供して参ります。

社会の課題を地域とともに解決し、国・地域の活力や魅力を高める事業を展開して参ります。

社会インフラに関わるワンストップサービス

社会価値創造企業
～新たな社会価値の創造～

変 革 挑 戦

国内民間海　外
国内公共

『事業の充実・拡大』

＋

魅力ある社会づくり 持続可能な社会づくり

共 創 ユニバー
サル

ブランド 共 生 地産・
地消

雇用
創出

教 育 福 祉
環境・
エネル
ギー

交 通 地域
活性化 水資源 都市

開発
防災・
減災

建設・
保全 観 光

農業
林業
漁業

『価値の充実・拡大』

社会インフラ創造企業
～自らが社会を創造する担い手になる～

『世界の人々の豊かなくらしと夢の創造』の実現へ
～サービス領域の無限大にチャレンジ～

安 全 安 心 快 適 活 力
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