
 

 

 

 

 

平成 22 年度 

 
 

 

 

 

FGC CSR 報告書 
（Corporate Social Responsibility REPORT） 

 

― Step1 ― 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年 3 月 
 

株式会社 復建技術コンサルタント 

CSR 推進室 
 



i 

 

 



ii 

 

 

CSR 報告書発行にあたって 

多くの事業者がCSR活動を展開するときに参考にするのが、GRI1が発行するガイドラインです。

それには CSR 報告書（≒サステナビリティ報告）について次のように記載されています。 

===================================================================================== 

『サステナビリティ報告とは、持続可能な開発の目標に向けた組織のパフォーマンスの測定、

開示および内外のステークホルダーに対する説明責任を実践することである。「サステナビリテ

ィ報告」とは、経済的、環境的および社会的影響の報告を表すために用いられるその他の用語（ト

リプル・ボトムライン、企業責任報告など）と同義語とみなされる広義の用語である。』 

===================================================================================== 

サステナビリティ報告のことを当社では CSR 報告と呼びます。「持続可能な開発の目標に向け

た組織」とは企業そのもので、企業は持続可能な開発を目標としなければならないと述べていま

す。「パフォーマンスの測定、開示」とは、経営計画・環境計画・品質計画などの計画を立てて

どのような結果になったか、それを報告することです。誰に対してかというと、内外のステーク

ホルダー（当社の企業活動に直接／間接に関わる人たち）に対してです。 

当社の事業継続の目的は、自社の事業（土木技術という分野からのアプローチ）を通して、社

会の持続可能な発展に寄与することです。当社の出発点は戦後復興です。前身である社団法人復

興建設技術協会は、戦後の荒廃した日本国土の復旧・復興を目指して建設技術者集団が昭和 21 年

に設立しました。その目的がまさに戦後復興でした。その意思を引き継いで、「①災害からの復

旧・復興のお手伝いをすること」、「②平時にあっては災害の時のために技術を維持すること」、

これを使命と考えています。 

企業が事業を継続してくには、企業の存在が社会的に地域的に必要であると市民に認知されな

ければなりません。自分たちの生活に必要なことをしている会社だと認めていただいてこそ存立

するものなのです。事業継続する企業に求められているのは、社会のために、生活する人のため

に役立つことをしているかどうかです。市民に必要とされていない会社は社会にとって不用なの

です。それは社会的にも環境面にも言えることです。 

 

 私どもは、社会基盤として流通の要であり市民の生活基盤である「道路」を中心にした土木技

術分野において社会資本整備に携わっています。また同時に、防災、災害復旧、減災を通して市

民の命と暮らしの安全・安心も提供もしています。また、雇用を作り出し、納税も行い、宮城県

内のお祭りへの協賛も行っています。また、清掃活動、災害時のボランティアも行っています。

私たちは積極的に自分たちが行っているこれら数々の活動を目に見える形で提示していくことが

求められていると考えています。それが、わが社が市民に認知してもらうために必要なことだと

考えているからにほかなりません。 

平成 23 年 3 月 31 日 

CSR 推進室長 後藤光伸 

                             
1 GRI は国際的なサステナビリティ・リポーティングのガイドライン作りを使命とする非営利団体です。オランダに本部を置く、UNEP（国連環境計画）の公認団体です。 
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1. 理念・方針 

1-1.  経営責任者の緒言 

 

社 是 
 

 

 

 

 

 

 

 

この社是は、当社の基本姿勢と存在意義を表しています。3 つの言葉には、次のメッセージが込められ

ています。 

 

・ 当社は、人がすべてであり、人を大切にし、人を育みます。 

・ 当社の社員が目指すべきものは、高い技術力と人格です。 

・ 当社は、社会基盤整備や防災等の仕事を通じ、社会に貢献します。 

・ 当社は、社会に必要とされる存在であると共に、雇用の確保をします。 

 

 

当社は、六十有余年にわたり、測量・調査・設計を通じ、社会整備に携わって参りました。社是に掲げ

る「技術・人格・社会貢献」に則り、顧客と社会ニーズに応え、地域に根差した質の高いサービズを目指し

ております。土木に関わる様々な技術の保有に努め、確固たる地域のホームドクターとして尊敬・信頼さ

れる企業となり、防災や安全・安心な地域、社会づくりに邁進します。 

事業活動を通じ、社員一人ひとりが会社という組織の中で生き甲斐を持ち、人格形成や社会貢献でき

る企業とすることが必要と考えております。 

 上記のすべての活動をすることで、企業価値を高めていくことを約束します。 

 

                           平成 23 年 3 月 31 日  

                     株式会社復建技術コンサルタント 

                       代表取締役社長 遠藤 敏雄 

技  術 

人  格 

社会貢献 
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1-2.  事業の目的 

当社は、会社創立の時から被災地の復興・復旧の担い手として考えてきました。戦争も災害と

して捉えてきています。当社にとっての最も根源的な主たる事業とは、『復興事業』です。戦争

がなくなった今は、災害対応が当社本来の事業と考えています。 

一方で、災害のない平時にあっては、意に反して災害が発生しまった時に、持てる技術と人財

を投入できるように備え、蓄え生きながらえる（事業継続）こともまた必要です。同時に災害の

発生を逓減する社会資本の整備を提言し続けることも欠かせません。このような事業を通じて私

たちは、社会の持続する発展に寄与できるものと考えています。 

私たちは、今回（2011/03/11）東日本大震災の災害に際して、この考えをより一層確信するに

至りました。 

 

【ミッション】 ・・・・ （社会的な使命） 

 ●災害時にあっては、私たちの持てる技術を結集総動員し、復興・復旧のお手伝いをする 

 ●上記のために、平時にあって復興・復旧に必要な技術を蓄え維持更新する 

 

これを踏まえて当社の事業を以下の通りです。 

【事業】 

  ●復興事業  災害により被災した社会（人と社会資本）を復旧・復興させること 

  ●維持事業  既存の社会資本を持続的に維持し、使用可能にすること（保守点検） 

  ●建設事業  社会資本の整備の担い手であること 

  ●他の事業  上記の目的のために必要なその他の事業 

         （BCP、品質活動、環境活動、雇用確保、地域活動） 
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2. CSR の展開について 

2-1.  CSR 基本方針 

当社の CSR は、下記の CSR 基本方針に基づいて実施します。 

 

2-2.  CSR 推進室 

当社の CSR を維持・継続するために CSR 推進室を設置します。 

CSR 推進室は、CSR の充実とステークホルダーへの報告（報告書作成）を目的とし、

CSR 活動目標の達成に向けて活動します。 

主な役割は以下の通りです。 

 

Plan ：CSR 活動目標、計画の立案 

Do   :CSR 活動の実施・推進 

Check:CSR 活動の定期的確認 

Act  :CSR の課題検討および改善 

 

CSR 活動報告（年次報告書の作成） 

 

CSR 基本方針 

• 私たちは、私たちが行っている社会資本整備のための企業活動を誠実に遂行することが、

CSR 活動そのものとの意識をもって行動します。 

• 私たち社員一人ひとりは、常に経営理念を意識し、これを念頭に日々の企業活動を行うこと

を通じて CSR を実現します。  

• 私たちは、技術を拠り所とする会社であることから、常に技術と人を磨き、CSR を実現する努

力を惜しみません。 

• 私たちは、地球環境への取組みを大事にし、グローバルな視点で CSR を推進します。 

• 私たちは毎年、CSR 活動目標を設定し活動するとともに、その達成度をステークホルダーに

報告することによって対話をはかります。 

平成 21 年 10 月１日

株式会社復建技術コンサルタント

代表取締役社長 遠藤 敏雄
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2-3.  CSR 推進の充実と展開 

当社の CSR を明確にし、維持・継続・充実させるため、step1～step3 の段階を経て当

社 CSR を充実し、展開します。 

 

●Step1：CSR の整理（平成 22 年 4 月～平成 23 年 3 月） 

CSR 推進室は、当社における CSR を、国際規格 ISO26000（2010 年 11 月制定）のガ

イドラインに沿う形で、社会的責任の 7 つの中核主題に分類・整理をし、「FGC CSR

報告書 Step1」（※本報告書）として取りまとめます。 

 

 

 

●Step2：CSR の充実（平成 23 年 4 月～平成 24 年 3 月） 

Step1 で分類された当社 CSR の 7 つの中核主題について、ISO26000 で設定されている

36 個の課題を検討します。個々の課題は、各組織との関連性・重要性を検討し、どの

ように取り組むか、また、取り組む課題の内容や成果をどのように定期的に確認してい

くかを検討します。 

この検討結果を、「FGC CSR 報告書 Step2」として取りまとめます。 

 

 

[企業の社会的責任の 7 つの中核主題] 

・組織統治 (organizational governance) 

・人権 (human rights) 

・労働慣行 (labour practices) 

・環境 (the environment) 

・公正な事業慣行 (fair operating practices) 

・消費者課題 (consumer issues) 

・コミュニティ参画及び開発 (community involvement and development) 
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●Step3：当社 CSR の維持・継続（平成 24 年 4 月～ ） 

Step2 でまとめた取り組むべき課題を定期的に確認し、当社の社会的責任への取り組

みを着実に高める活動を推進します。 

活動結果は、年度毎「FGC CSR 年活動告書」に取りまとめます。この報告書は、CSR

に関連した各種活動報告書や BCP 計画書等より、CSR の課題に設定された目標の達成状

況、取り組みにおける課題・検討、およびその結果を受けての次年度目標の報告書とな

ります。 

この「FGC CSR 年次報告書」は、ホームページに掲示公開する等して、ステークホル

ダーに報告（公開）致します。 

 

 

 

CSR 活動報告書のイメージ図 
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3. 当社の CSR 7 つの中核主題 

3-1.  組織 [組織統治(organizational governance)] 

3-1-1.  組織図 

当社の組織体制及び組織の詳細については、組織規定（文書番号 FS-K-0101、

FES-K-4101）に定める。平成 23 年度の組織図は下図の通りです。 
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3-1-2.  コーポレート・ガバナンス(corporate governance) 

経営者は、企業の利益確保、経営の健全化および事業目的の達成を、あらゆるステ

ークホルダーのために企業経営を実施します。 

 

(1) 経営の監視 

経営者（役員）である取締役会は、株主総会および監査役より、経営および事業実

績を評価・監視されます。株主総会は年 1 回（6 月）開催され、必要に応じて臨時株

主総会が開催されます。 

このほか、経営職群と経営者（役員）とで構成される幹部会、組合と経営者（役員）

との話し合いの場である団体交渉にて、経営に関する質問・意見等が交わされます。 

 

 

  

 

  

臨時幹部会(2011.02.19) 

 

(2) 経営戦略および事業執行 

経営の健全化、事業目的および事業計画の確実な実施に向け、経営会議および執行

役員会議を実施しています。経営・営業に関する事項、および事業執行に関する事項

が審議し議決します。 
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(3) 委員会の設置 

重要な課題や制度の見直し等については、各種委員会を設置し、検討を重ね答申書

の作成、または審議事項の取りまとめをします。答申書または審議事項は、執行役員

会に諮られ議決します。 

現在設置されている委員会は以下の通りです。 

 

・ 中期計画策定委員会（平成 22 年度 第 12 次策定） 

・ 人事制度改善委員会 

・ 安全衛生委員会 

・ 苦情処理委員会 

・ BCP 検討委員会 

・ ISMS 推進委員会 

・ 環境実行委員会 

 

(4) 業務のマネジメントシステム 

当社業務は、品質の確保、環境への配慮、および情報セキュリティの確保を目的と

して、国際規格（ISO：International Organization for Standardization）の認証

を取得している下記マネジメントシステムに基づき実施されます。 

このマネジメントシステムは、毎年内部監査および外部審査を実施し、見直し・継

続されています。 

 

○ 品質マネジメントシステム[ISO9001] 

(QMS：Quality Management System) 

認証取得 1997 年 11 月 

○ 環境マネジメントシステム[ISO14001] 

(EMS：Environmental Management System) 

認証取得 1999 年 5 月 

○ 情報セキュリティマネジメントシステム[ISO27001] 

(ISMS：Information Security Management System) 

認証取得 2009 年 7 月 

 

●ISO 関連年次報告書 

・ 品質管理年次報告書 

・ 環境報告書 

・ 内部監査報告書 
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(5) 当社 CSR とステークホルダー(stakeholder) 

当社におけるステークホルダーは、会社を所有する株主、業務を契約する発注機関

（国、県、市・町・村、または民間企業を含む団体等）、関係機関（取引先、学会や

協会等を含む）等をはじめ、当社の事業により、整備される公共施設等の利用者（住

民を含む）、影響を受ける環境、更には当社で働く従業員及びその家族等、社会的に

広く多くあります。 

当社事業によって関わる各ステークホルダーの利益や権利を守り、向上させる責任

があります。これを当社 CSR として位置づけ、事業を継続しています。 

 

 

ステークホルダーの関係イメージ図 



株式会社 復建技術コンサルタント                  FGC CSR Report  –Step 1-  2011.3 

 

 

10 

3-2.  人権 (human rights) 

3-2-1.  人権の尊重・差別に関する方針 

(1)従業員の基本的人権を尊重し、ハラスメントのない明るい職場作りに努めます。 

(2)従業員の処遇・雇用にあたり、不当な差別を禁止し機会均等と公平な処遇の実

現に努めます。  

3-2-2.  人権を尊重するための体制 

(1) 労働組合との関係 

当社では、ユニオンショップ制を採用しており、労働環境・条件に関する諸問題

について労働組合と定期的に交渉・協議しています。更に、人事制度など重要な案

件については労使で委員会を設置し、見直しや新規の策定を行っています。また、

転勤や出向など社員の生活に大きな影響を与える人事異動等があった場合には、事

前に条件を説明するなど誠実な対応をとっています。 

 

●人事制度改善委員会 

労使の双方の代表者が委員となり、より良い人事制度構築のために意見を出し合いました。 

  

人事制度改善委員会の様子 

(2) 従業員及び業務で取り扱う個人情報保護 

ISO27001 を認証取得し、規定に基づき個人情報に対してもアクセス権の設定や保

管場所の施錠など漏洩をはじめとする脅威から保護しています。 

 

(3) セクシャルハラスメント、パワーハラスメントの防止 

ハラスメントの禁止を就業規則に明文化し、その行為者に対して厳しく処罰することを定

めています。 
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(4) 従業員相談窓口の設置 

ハラスメント対策として、各フロアに担当の相談員（社員）を窓口として配置して

おります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談員 相談員 相談員 

総務人事部 

従 業 員 

ハラスメント対策体制 
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3-3.  労働慣行 (labour practices) 

3-3-1.  人事、公正な評価・処遇 

(1) 人事に関する基本方針 

1.社是を根幹とする人材育成と人事考課制度 

復建の社員としてあるべき姿を明示する“社是”実現のために人事制度を通

じた人材育成を推進します。 

 

2.社員一人ひとりのチャレンジ精神の発揮や、自己実現可能な場を提供 

現状に甘んじることなく、常に高い目標を自ら設定し、更なる成長や発展の

ためにチャレンジする姿勢に応えます。 

 

3.雇用の確保最優先 

厳しい時代においても雇用の確保を最優先します。 

 

(2) 公正な評価・処遇 

（1）客観性・透明性の確保 

・コンピテンシーモデルを設定し、あるべき姿・とるべき行動を明示しています。 

・部下が上司を評価し、上司の気づきの機会とする 360 度評価制度を採用してい

ます。 

・社員からの苦情に対し、評価の妥当性を審議する苦情処理委員会を設置してい

ます。 

 

（2）能力・成果に応じたメリハリのついた処遇 

・期初に目標を設定し、その達成度に応じ賃金等の処遇に反映します。 

・高業績者に対するインセンティブ「マイスター表彰」の創設をしています。 

 

（3）時代に即した人事考課制度の構築 

・制度の定期的なメンテナンスを行うため、労使からなる人事制度改善委員会を

設置しています。 



株式会社 復建技術コンサルタント                  FGC CSR Report  –Step 1-  2011.3 

 

 

13 

3-3-2.  人財産の充実 

(1) 雇用 

①人材の雇用状況 

当社では、新卒者の定期採用を行い、中・長期的な視点に立って育成している他、

高い技術力を持った人材を中途採用しています。 

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

従業員数 235 241 229 

男性 200 207 195 

女性 35 34 34 

 

②障がい者雇用 

現在法定雇用率の早期達成を目指し、紹介機関の活用など積極的に採用募集を行

っております。 

 

③再雇用制度 

当社では、60 歳定年到達後も定年退職者再雇用制度に定める一定の要件を満たす

社員を対象に再雇用を行っております。永年培ってきた技術の伝承などを主な業務

として、後進の育成に当たっております。 

 

(2) 従業員の育児・介護支援 

当社では、育児休業制度を平成4年、介護休業制度を平成11年から規定化しております。

特に子育て支援には力を入れており、平成 14 年には法を上回る 3歳までの育児休業や週休

3日制度、短時間勤務制度を導入しました。制定以来、育児休業取得率は 100％となってお

り、子育てをしながら働くことが当たり前という職場風土が定着しています。 

この取り組みが対外的に評価され平成 20 年度子育てにやさしい企業として宮城県から

表彰されました。また、ポジティブアクションへの取り組みを県内企業に広めようと企画

された宮城県の子育て支援事業「女性のチカラは企業の力普及推進サミット」のメンバー

としてワークショップに参画しております。 

 

「子育てにやさしい企業」表彰 
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(3) 休暇制度 

当社では、本来の年次有給休暇（最大 40 日）とは別に、本人の病気や家族の看護

等に利用できる傷病用有給休暇（最大 20 日）制度があり、両者を合わせると最大 60

日の保有が可能となります。 

その他にも永年勤続表彰として勤続 15・25・35 年の節目の年に功労金とリフレッ

シュ休暇を取得できる制度があります。 

 

  

永年勤続表彰 

 

(4) 福利厚生 

①建友会 

福利厚生を充実させる目的で設立された建友会（共済会）では、新年会、花見、忘

年会等）に補助金を支出しております。また、認定したクラブには補助金を支出しま

す。 

現在認定されているクラブ・同好会は全部で 18 団体にのぼり、部門間や世代間を

越えて一緒にクラブ活動を楽しんでいます。 

 

   

テニスクラブ             スポーツ同好会          ゴルフ部 
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②全社行事 

社員のより一層のコミュニケーションの充実を目的として、平成 20 年度から全社行

事を開催しております。社員のみならず、日頃社員を支える家族も招待しています。 

平成 20 年度 全社一斉忘年会 

平成 21 年度 全社バーベキュー大会 

平成 22 年度 全社芋煮・ぶどう狩りツアーin 山形 

 

 

全社行事[芋煮・ぶどう狩りツアーin 山形] 

 

3-3-3.  人材の活用と育成 

(1) 従業員の活用と育成に関する方針 

知的創造力及び技術力が当社の商品です。したがって、優秀な人材の確保はもち

ろんのこと採用後の人材育成には特別に力を入れています。 

 

(2) 能力開発支援 

毎年期初に年間研修計画を立て、各種セミナー、講習会等に随時派遣。各種資格

試験についても論文指導や模擬面接等全社的な支援体制を整えています。 

その他にも若手社員のための海外研修制度や専門機関への長期派遣制度などが

あります。 

 

 

 

社内講習会の様子 
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(3) 緊急時の教育訓練 

①AED 講習会 

突然の心停止の際に、迅速かつ的確に救命処置がなされるよう AED の設置と訓練を行って

おります。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

②避難訓練・エレベータ救出訓練 

火災や地震時の避難訓練及びエレベータに閉じ込められた場合を想定した救出訓練

を行っています。 

 

  

 

避難・防火訓練とエレベータ救出訓練状況 

設置した AED と AED 講習会 
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3-3-4.  安全と健康 

(1) 現場での安全管理 

労働災害の発生を未然に防止するためには、作業の計画段階から予め危険を予測し

て、それに見合った対策を講じ、関係者全員が作業の安全について十分検討し、認識

したうえで臨むことが重要となります。 

そこで、当社では労働災害防止のために留意すべきポイントを記載した「現場安全

管理等対策要綱」を策定しております。 

当該要綱に基づき、現場ごとに KY（危険予知）活動や安全パトロールなどを行って

います。 

また、協力業者を含めた安全大会を定期的に開催し、ヒヤリハット事例の紹介など

を行い、事故防止に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ヒヤリハット事例を用いた勉強会 ●ボートを使った点検業務前のミーティング

●作業着手前の KY（危険予知）活動
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(2) 長時間労働対策 

当業界が抱える長時間労働問題を解消するため、社内委員会の設置や労使間で改善策を

協議するなど、ワークライフバランス実現に向けた職場環境づくりを推進しています。 

 

・ ノー残業デー（月 2回） 

・ 有給休暇促進ポスター 

・ 日常管理記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) メンタルヘルス対策 

近年社会問題ともなっているメンタル不全は「心の風邪」と表されるほど誰もが罹る可

能性のある病です。社員の長期戦線離脱は会社にとっても大きな痛手となります。そこで

当社は、予防策として外部から講師を招き、セルフケア・ラインケア研修会や産業医によ

る面接指導や保健指導などメンタルヘルス対策を行っております。 

併せて、安全衛生委員会が平成 21 年に策定した「休職・復職のためのガイドライン」に

基づき、長期休業した社員のスムーズな職場復帰実現ができるよう支援しています。 
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3-4.  環境 (the environment) 

3-4-1.  環境基本方針 

当社の掲げる環境基本方針に則り、環境への取り組みを実施します。実施に当たっ

ては、当社の環境マネジメント（ISO14001）マニュアルに準じ、その実施結果について

は、「環境報告書」で年次の報告をします。 

 

 

環 境 方 針 

理 念 

当社の事業活動が公共事業の最上流分野に位置し、地球環境に大きな影響を与える

社会的責任を認識し、地球環境の保全に配慮した行動を行う。 

方 針 

当社の事業活動を、①啓蒙活動、②事務活動、③コンサルタント(成果品) 業務に大

別すれば、業務の中心となる③のコンサルタント業務は、公共事業の最上流分野に位置

し、事業の計画・建設・維持管理・更新の全ライフサイクルにわたるコスト縮減、環境保全、

さらには防災に大きな影響を与えることを認識し、地球環境に配慮したコンサルタント業務の

成果品を提供する。 

また、業務のミス、手戻り、工期遅れ等が省資源に大きなマイナスであることから、成果品

のチェックを徹底し、工期の遅れを未然に防ぐなど、発注者の満足を得られる成果品の作

成を目指す。 

そのために啓発活動を積極的に行うとともに、全社員の関与する事務活動を通じて、環

境意識及び防災意識の徹底を図る。 

 

１、環境理念を全社員に徹底し、環境方針を周知させ、常に地球環境を意識した行動を

取るよう社内における環境教育を推進する。 

２、 事務活動では、整理整頓を徹底し、無駄を排することにより、業務の効率化を図る。 

３、コンサルタント業務においては、ライフサイクルコストの観点から、省資源・省エネルギーの

思想に基づき、建設副産物発生の削減に努めるとともに、環境保全及び防災に配慮し

た設計を行う。 

４、成果品のミスと工期遅れを防止するために、検査課を強化する。 

５、環境経営に取組むことにより、企業価値の向上と地域社会への貢献を実現する。 

６、環境保全活動を自社内に留めず、他企業、他団体の環境への取り組みもサポートす

る。また、当社の取り組み状況を外部に積極的に発信する。 

 

2009 年 7 月 1 日 宣言

代表取締役社長 遠 藤 敏 雄
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(1) 環境管理組織 

 環境に対する当社の組織体制は、下図の組織図に示す通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 環境マネジメントマニュアル(2010.6.1 改訂)p.7 より抜粋 

(2) 環境に係る役割と責任および権限 

 環境に係る役割と責任および権限は以下の通りです。 

名称 主な役割 

代表取締役社長 ①環境方針を定める。 

②人､もの（技能､インフラ、技術）、資金を用意する。 

③管理責任者を指名、権限を付与する。 

④内部環境監査の結果を報告させる。 

⑤定期的にマネジメントレビューを行う。 

執行役員会 ①EMS 文書の審議。 

システム管理責任者 
①システムを構築し、実施運用し、維持・改善する。 

②社長に見直しのためのシステム運用の情報を報告する。 

システム管理事務局 

システム管理責任者の指示に基づき次の事項を行う。 

①EMS 文書の素案の作成。 

②内部監査の実施。（主任監査員の職務を除く。） 

③外部審査機関との連絡調整。 

④品質・環境委員会運営の支援。 

⑤マネジメントレビュー資料の整理保管。 

⑥EMS 文書及び記録の管理。 

環境実行委員 

①取組みテーマ、目標の検討及び監視。 

②特定作業の特定。 

③環境情報の周知。 

全社員 ①運用への協力。 

※環境マネジメントマニュアル(2010.6.1 改訂)p.7 より抜粋 

執行役員会 

システム管理責任者 
（技術本部長） 

システム管理 
事務局 

技術本部 事業企画本部 

全社員 
環境実行委員会 

管理統括本部

代表取締役 社長 
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3-4-2.  環境マネジメント 

(1) 環境管理実施計画書および環境報告書の作成 

環境実行委員会は、「環境管理実施計画書」を作成し、年

度目標や過去の取り組みの結果をもとに、環境における目標

を立案し、目標達成に向けて環境への取り組みを推進します。

その取り組み結果を「環境報告書」に取りまとめ報告してい

ます。 

 

(2) 当社と環境との関わり 

当社と環境との関わりは、事務活動、事業活動、緊急時について次の表 1～表 3 示

す通りです。 

表-1 環境との関わり（事務活動） 

環境との関わり 設備、使用品目、業務名等 管理部門 

○電気の消費 照明、空調、OA 機器 総務人事部 

○ガソリンの消費 社用車 〃 

○コピー用紙の使用 コピー用紙 〃 

上下水道の使用 上下水道 〃 

○一般廃棄物の排出 事業ゴミ（可燃・不燃） 総務人事部、各支店

○産業廃棄物の排出 プラスチック類 総務人事部 

○グリーン購入 文具、作業服 全部門 

○リサイクルの推進 段ボール、紙類等 総務人事部、各支店

家電の廃棄 TV、冷蔵庫等 〃 

自動車の廃棄 自動車 総務人事部 

○業務の効率化 全業務 全社 

表-2 環境との関わり（事業活動） 

環境との関わり 設備、使用品目、業務名等 管理部門 

○環境配慮設計 

道路、河川、橋梁及び構造物､都市及び地

方計画の概略､予備詳細設計業務 

環境影響評価業務 

構造技術部 

交通計画部 

調査防災部 

北東北事業部 

東京事業部 

○ミスの防止 設計検査 

構造技術部 

交通計画部 

調査防災部 

北東北事業部 

東京事業部 

技術管理部 

表-3 環境との関わり（緊急時） 

環境との関わり 設備、使用品目、業務名等 管理部門 

○１ 火災の発生 社屋、テナント 総務人事部、支店 

※表 1～表 3 は、「平成 22 年度環境管理実施計画書」p.2 より 
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(3) 環境実行委員会の設置 

環境実行委員会を設置し、環境への取り組みを実施しています。環境実行委員会は、

毎年環境管理実施計画書を作成し、その実施結果の環境報告書を作成します。 

環境実行委員会の主な活動内容は以下の通りです。 

・ 事業所における環境への配慮（電気、ガソリン、用紙） 

・ ゴミの分別、リサイクル 

・ グリーン購入 

・ クールビズ、ウォームビズの実施 

・ 仙台市エコニコオフィスの登録 

・ エコドライブコンテストの参加 

 

(4) 環境に係る文書体系 

環境に係る EMS 文書体系と EMS 文書の種類と作成・審査・承認の責任者は次に示す通

りです。 

 

 

 

※環境マネジメントマニュアル(2010.6.1 改訂)p.11 より 

 

EMS 文書 作成 審査 承認 

環境マネジメントマニュアル

(2010.6.1 改訂) 

環境管理実施計画書 

システム管理事務局 執行役員会 社長 

レッツシリーズ 総務人事部 技術本部長 社長 

復建テクニカルレポート 技術管理部 技術本部長 社長 

※環境マネジメントマニュアル(2010.6.1 改訂)p.12 より 

(5) 教育訓練 

 環境に係る教育訓練を、下表に基づき実施しています。 

研修目的 対象者 研修内容 

EMS 運用能力の向上 

システム管理事務局員

環境実行委員 

内部監査員 

①EMS 規格の理解 

②外部環境保全活動の実態把握 

ミスの防止 技術職員及び請負者 
①ミス事例の紹介 

②検査・照査結果等 

緊急事態対応訓練 全社員 緊急事態を想定した対応手順テスト 

※環境マネジメントマニュアル(2010.6.1 改訂)p.8 より 

環境マネジメントマニュアル 

様式集 年度環境管理実施計画書 手順書 
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3-5.  公正な事業慣行 (fair operating practices) 

当社は、公正な事業慣行のために、コンプライアンス（法令遵守）およびリスク管

理（情報セキュリティマネジメント（ISMS）および事業継続計画（BCP）の立案・実

行）を行っています。 

3-5-1.  コンプライアンス 

当社はかねてより全社員に「独占禁止法の遵守に関する規定」、独占禁止法遵守マ

ニュアル」を配布し、特に受注業務に直接関与する社員に対しては強く啓蒙を図って

きたところでありますが、（社）建設協会策定の「独占禁止法遵守のための行動計画」

に従い、再度全社員に独占禁止法の徹底を図り、行動指針の実行を要請することと致

しました。 

当社ではここに、あらためて「独占禁止法遵守の宣言」をするとともに、（社）建

設コンサルタンツ協会が制定した「独占禁止法遵守マニュアル｣の内容を周知徹底し、

違反行為発生の未然防止を図るものです。 

 

 

 

(1) 独占禁止法遵守マニュアルの制定  

｢独占禁止法の遵守に関する規定｣(平成 5 年 3 月 22 日制定)第 7 条による独占禁止

法遵守のための社内マニュアルは(社)建設コンサルタンツ協会｢独禁法に関する特別

委員会｣編集の｢独占禁止法遵守マニュアル｣を当社の社内マニュアルに指定し、全社

員に配布しています。(ホームページ、総務部、諸規定集、ファイル№461 を参照) 

 

独占禁止法遵守の宣言 
 

当社は独占禁止法の遵守と違反行為の未然防止のため、次の事項について不断の

努力を払うことを宣言する。 

 

（1）（社）建設コンサルタンツ協会の定める倫理綱領に則り、公正かつ自由な競争を堅

持する。 

（2）入札等に際しては不当な取引制限を排除し、自らの意思と責任において行動す

る。 

（3）入札等に際しては他の事業者の公正かつ自由な事業活動を阻害しない。 

 

2009 年 4 月 1 日

               代表取締役 遠藤 敏雄
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(2) 独占禁止法遵守の行動指針 

① 営業倫理行動規範  

当社は健全な営業活動を推進するため｢営業倫理行動規範｣を定めています。 

営業活動に関わるすべての役員および社員は、この営業倫理行動規範を十分に理解

し、一人一人の行動が常に会社に対する社会の信頼を左右するという重大性を自覚し、

関係法規を遵守するとともに、本規則の精神に則り、高い倫理観を持って営業活動を

行うように心がけます。 

 

 

② 入札業務管理体制  

入札業務にあたっては、ISO9001 品質マニュアルの｢契約管理規定｣によりますが、

具体的内容は次の通りです。 

1)  現説、入札時に第三者から疑惑を持たれる行動および集まりには参加しない。  

2)  指名通知を受けた営業担当者は、｢指名通知台帳｣と｢掲示板｣に必要事項を記載し、

支店営業課長、営業所長(以下課長)に報告する。 

3)  課長は、現説・閲覧への参加者を指名する。 

4)  参加者は｢入札(見積)状況表｣を作成して、支店長に報告する。 

5)  支店長は内容を確認し、積算担当者に指示する。また必要に応じ関係者(事業部

長・OB・積算課長等)と協議し、積算担当者に指示する。 

6)  積算担当者は内部積算資料に基づいて積算し、積算内容について積算課長の確認

を受けた後、｢入札(見積)金額積算書｣を作成し、支店長に報告し承認を得るもの

とする。 

7)  積算に必要な事項で不明な点があれば、積算担当者は発注者にヒヤリングを行う

ものとする。 

8)  支店長は｢入札(見積)金額積算書｣より決定した金額を｢入札(見積)金額指示書｣

営業倫理行動規範 

1.独占禁止法およびその他の法令を遵守し、公正かつ自由な競争の原理に基づいて営

業活動を行う。 

2.営業活動にあたり、第三者から疑惑をもたれる行動や、疑惑をもたれるような会合には参

加をしない。 

3.官公庁等を対象とする営業活動にあたっては特に関係法規等を遵守し、常に社会的良

識に反しないよう節度ある行動を心がけること。  

平成 22 年 7 月 1 日

事業企画本部長 佐藤 啓
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に記載し、課長に指示する。課長は、入札参加者を指名し｢入札(見積)金額指示書｣

に基づく入札金額を指示する。 

9)  入札までのプロセスの途中で、発注者より呼び出しがあった場合は、支店長(営

業所は所長)が対応する。  

10)  落札状況によっては、発注者へ理解を求めるための挨拶を支店長(営業所は所長)

または営業本部長が行う。 

11)  同業者からの入札に関する諸連絡については、一切受け付けない。  

③ 監督および監査体制  

支店長(営業所は所長)は営業担当者の日常の営業活動が独占禁止法等の法令に違

反していないかについて監督を行うものとしています。必要の都度、営業担当者に対

して適切な指導を行います。 

 入札業務に関する監査は、ISO9001 品質マニュアル｢契約管理規定｣に基づいた定期

社内審査によって、実施状況を確認します。  

④ 教育および研修  

独占禁止法の遵守ならびに違反行為の未然防止のための教育および研修を、次の通

り実施しています。 

1) 社内研修 ｢独占禁止法の遵守に関する規定｣第 8条により営業担当者を対象に内部

講師による研修を毎年 1 回行う。 

2) 社外研修 (社)建設コンサルタンツ協会等が実施する講習会に営業担当役員、営業

担当者等を出席させ、情報・資料の収集を行うとともに、意識の高揚と認識を深

めさせ社内研修、日常教育の啓蒙活動に活用する。 

3) 日常教育 独占禁止法等の遵守については日常のミ－テイング等で継続的に啓蒙

を図る。 

⑤ 社内相談体制  

日常の営業活動や入札業務等に関連して、独占禁止法に違反する行為か否か、不明

な点が生じた場合の各営業担当者からの相談体制を次の通りとしています。 

 第１順位 支店営業課長、営業所は所長 

 第２順位 支店長 

 第３順位 営業本部長  

社内相談だけで解決出来ない事案に関しては、(社)建設コンサルタンツ協会本部の

独占禁止法遵守に関する顧問弁護士に相談するものとしています。  

⑥ 違反行為者への社内処分  

当社の社員が独占禁止法に違反した場合は、｢独占禁止法の遵守に関する規定｣第 6

条に基づき処分します。 
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3-5-2.  情報セキュリティ管理 

当社の情報セキュリティ管理は、当社 ISMS マニュアルにより管理します。情報セ

キュリティに関する詳細については、ISMS マニュアルによります。 

 

(1) ISMS 基本方針 

継続して、公共工事の発注機関（国、県、市町村、その他公共機関）である顧客か

らの要求に応え、信頼される成果品を提供していくことを目的に、「ＩＳＭＳ基本方

針」を定め、当社が取り扱う資産の適切な保護対策を実施するための指針とします。

この方針に沿って、情報セキュリティシステムを確立し、導入、運用、監視、見直し、

維持及び改善を行います。 

 

 

(2) 情報セキュリティの管理・推進 

 情報セキュリティに関る事項は、ISMS マニュアルに基づき管理します。ISMS 推進委

員会は、情報資産台帳を管理し、リスクの対応計画の策定を行います。内部監査や外部

審査結果を受け、見直しを実施し、マニュアルの改訂や課題の対応をします。 

 

 

ＩＳＭＳ基本方針 
１.測量、調査、設計業務、営業活動及びそれを支える事務活動で利用する情報資産

に適用します。 

２.ＩＳＭＳの構築、推進に当たって、各部の代表のメンバーで構成されるＩＳＭＳ推進委員

会を設置します。 

３.ＩＳＭＳ推進委員会は，ＩＳＭＳの確立、導入、運用、監視、見直し、維持及び改善に関

る重要事項を審議するものとします。 

４.情報セキュリティの重要性を十分に認識し、特定された、事業上の要求事項、法令

の要求事項、規制要求事項及び契約上のセキュリティ要求事項を遵守するものとし

ます。また、違反した者に対しては、社内規定等に則り厳格な措置をとることとします。 

５.全従業員に対し、情報セキュリティに対する知識と意識を向上させ、情報資産の適

正な利用を行うように継続して教育訓練を実施します。 

６.万一情報セキュリティ上の問題が発生した場合、迅速な原因究明を行い最小限の

被害にくい止める最善の策を講ずるとともに、予防及び維持改善に努めます。 

 

2009 年 7 月 1 日

株式会社 復建技術コンサルタント

代表取締役社長 遠藤 敏雄
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(3) 情報セキュリティ教育 

システム管理事務局は以下により、セキュリティ教育を実施します。必要に応じ、

外部委託先社員に対しても教育を実施しています。 

 

区分 実施時期 対象者 教育内容 

適時 
適用範囲の全従

業員 

自覚教育 

採用時 新規採用者 

(1) 情報セキュリティの活動の意味と、

セキュリティに対する役割と責任の

周知。 

(2) セキュリティインシデントが組織

に重大な影響を及ぼすことを周知。

(3) 情報セキュリティ基本方針の周

知・徹底。 

ISMS 構築時 
適用範囲の全従

業員 

採用時 新規採用者 

(1) 本 ISMS マニュアル、手順書類の内

容を周知する。 

(2) 事業継続計画の教育・訓練。 

手順の大幅な変

更時 

手順にかかわる

全従業員 

(1) 変更のあった手順の周知。 
手順教育 

適時 
適用範囲の全従

業員 

(1) 再教育の必要性が判断されたと

き、再度規定・手順の徹底を図る。

(2) 事業継続計画の教育・訓練。 

専門教育 適時 
専門の力量を必

要とする従業員

(1)セキュリティの維持・改善に必要な

力量を習得させる。 

例 内部監査員教育、システム管理者

教育 

※ISMS マニュアル（2010.06.01 改訂）p.11 より 
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3-5-3.  BCP(事業継続計画) 

(1) BCP(事業継続計画)基本方針 

当社の ISMS マニュアル「5.7 事業継続計画」p.13 に準じ、BCP 検討委員会は、手順を

可能な範囲でテストを行うとしています。 

当社では BCP 検討委員会を設置し、下記基本方針に則り、事業継続計画の策定及び関

連する訓練の実施、および非常時に備え機器類等の整備を行っています。 

 

 

事業継続計画（BCP）基本方針 
《目 的》 

本事業継続計画は、株式会社 復建技術コンサルタントが災害や事故で被害を受けて

も、事業が中断せず、万一中断した場合でも可能な限り短時間で事業を再開することを目

的とする。この事業継続の取り組みにより、「顧客の他社への流出」、「マーケットシェアの低

下」、「企業評価の低下」などから経営の安定を守ることが期待される。 

《基本方針》 

事業継続計画の最高責任者は社長であり、被災時に事業が中断せず、仮に中断しても

可能な限り短期間で事業再開ができるように当計画を策定する。 

基本方針は取締役会の決議を経るものとし、社長は承認された方針を社内外の関係者

に公表する。また社長は活動に必要な予算や要員などの経営資源を確保する。 

《達成しようとすること》 

従業員と家族の安全を最優先とし、雇用を守る。 

社内の生産体制への悪影響を最小化し、速やかに災害復旧などの社会貢献を可能に

する。 

地域の人命救助、火災防止、弱者支援などの安全確保と地域の早期復旧、災害支

援に貢献する。 

《発動基準》 

本社所在地である仙台市青葉区において震度 5 弱以上の地震発生時とする。 

《重要業務》 

当社の重要業務は「災害復旧対応事業」とする。 

《目標復旧時間》 

「通常業務」の目標復旧時間は「1.0 ヶ月」とする。 

２０１０年４月１日

株式会社 復建技術コンサルタント

代表取締役社長  遠 藤  敏 雄
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(2) 事業継続計画の策定 

BCP 検討委員会は、事業継続計画(BCP)を作成しています。予定では、平成 23 年 6 月

に策定となっております。 

 

(3) BCP 訓練 

BCP 検討委員会は、非常時(災害時等)を想定した手順を定め、下記の訓練を実施して

います。 

 

・ AED 講習会（2010.07.30） 

・ BCP 防火訓練（2010.11.04） 

・ BCP エレベータ訓練（2010.01.19） 

・ 緊急地震速報による避難訓練、安否確認訓練（2010.07.01） 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火訓練状況AED 講習会の状況 

緊急地震速報を利用した避難訓練、安否確認訓練状況

エレベータ訓練状況 
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(4) BCP 関連設置機器の整備 

BCP 検討委員会は、非常時(災害時等)に備え、備蓄品や緊急時の器具を取り揃えてい

ます。 

 

・ AED の設置 

・ 緊急地震速報装置の設置 

・ 帰宅支援キット購入 

・ 備蓄品購入（毛布、ミネラルウォーター、食料等、帰宅支援キット） 

・ 緊急時の器具購入（担架、レスキューセット、救急セット、携帯トイレ等） 

 

  

 

 

  

AED の設置状況

備蓄品等の保管状況
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3-6.  お客さまへの対応[消費者課題 (consumer issues)] 

3-6-1.  社員行動規範 

 当社のお客様への対応は、当社の定める社員行動規範に則り対応いたします 

 

 

 

社員行動規範 
復建技術コンサルタントは、地域のホームドクターとして、社員一人ひとりが人格と技

術を磨き、企業活動を通じて社会に貢献します。 

そして私たちは、この実現のため、社員行動規範に則り実践します。 

 

●私たちは、優れた人格を形成するため  

 約束をして、これを守ります。 

 顧客を第一に考え、迅速に対応します。  

 挨拶を率先して行い、明るい環境を作ります。  

 

●私たちは、優れた技術を提供するため  

 技術力向上のために、日々努力します。 

 個人知を組織知に変える努力をします。 

 報連相・確認を行い、情報共有に努めます。  

   

●私たちは、責任ある企業活動を果たすため  

 コスト意識を向上し、生産性の改善を続けます。 

 整理整頓をし、良質な作業環境を構築します。  

 コンプライアンスと、社内ルールを守ります。  

 心と身体の健康保持に努め、仕事と生活の調和を図ります。 

 

2010 年 4 月 1 日          

株式会社 復建技術コンサルタント

代表取締役社長 遠 藤 敏 雄
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3-6-2.  品質管理 

(1) 品質方針 

当社は、品質方針と品質方針展開の基本原則を定め、お客様に提供する成果品の品質

向上に努めています。 

 

 

 

 

 

 

【品質方針展開の基本原則】 

a)方針を達成するため、品質マネジメントシステムを確立し、実施し、維

持する。  

b)品質マネジメントシステムの有効性の継続的改善に取組む。  

c)方針を確実にするために、組織全体に周知徹底させる。  

d)方針は、特に改訂を要する事由がない限り継続して実施する。  

e)継続して適切であるようにマネジメントレビュー時に品質方針をレビュ

ーする。また、業務内容及び大幅な組織変更などで品質方針の変更等が

必要と判断された場合、品質方針のレビューを実施する。  

 

 

品質方針 
１．工期厳守 

２．きれいで、わかりやすく、ミスがない成果品 

…レビューとチェックの実施  

３．地球環境と高齢化社会に配慮した成果品 

…環境ＶＥとレビューの実施 

４．顧客に対する適時・適切な対応と提案 

                

以上、業務４原則の徹底 

 

                     ２００９年 7 月１日 

             代表取締役 社長 遠藤 敏雄 
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(2) 品質の管理 

① 品質の日常管理 

日常における品質管理は、受注業務ごとに品質計画書を作成して管理します。こ

の計画書に基づき、打合せや照査、設計検査等を確実に実施し、品質の確保に努め

ています。 

当社では、品質計画書の実施状況を効率的に把握して管理するために、FGC ワー

クフローシステムを開発し、品質に関する照査状況や検査の実施状況および業務の

進捗状況等を管理しています。 

 

 

FGC ワークフローシステムの業務一覧画面 

 

② 管理年次報告書の作成 

品質の管理は、当社の品質マネジメントマニュ

アルに従って行い、その結果を「品質管理年次報

告書」にとりまとめ報告します。 

主な内容は、技術者数、照査の実施状況、設計

検査状況、成績評定、顧客満足度調査、優良業務

表彰等について、年度毎の結果や課題を整理・検

討し、品質向上に役立てています。 
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(3) 品質管理に関する点検 

品質計画書に基づき、成果品の品質を確保するために、照査および設計検査を実施し

ています。 

① 照査の実施 

当社では、設計方針の確認や、みやすさ、わかりやすさ、環境への配慮等につい

て、照査を実施することで品質確保に努めています。また、照査はミス・トラブル

を未然に防ぐ有効な手段として、業務内容に応じ適切な回数を適切な期日に確実に

実施することとして、その実施状況を管理しています。 

 

 

※平成 21 年度品質管理報告書 p.6 より 

② 検査の実施 

設計検査、最終検査等で発見されたミスは、納品前に修正し、お客様にミスのあ

る成果品が納品されないように努めています。 

平成 21 年度に設計検査により発見されたミスは下記の通りです。 

 

※平成 21 年度品質管理報告書 p.10 より 
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(4) 品質に関する教育 

設計業務におけるミスの原因のほとんどはヒューマンエラー2です。照査や検査に加え、

教育も重要な品質確保の有効な手段と位置づけております。 

品質に関する教育として、ミス防止会議や照査技術者会議、および、協力会社を対象

としたミス防止会議を実施し、ミス防止に努めています。また、社内 HP やグループウ

ェアのサイボウズを活用し、ミス事例情報を共有するミス・トラブル事例の水平展開を

しています。 

 

ミス・トラブルの水平展開の社内 HP の画面 

 

 

                             
2 ヒューマンエラー(human error)：人為的過誤や失敗（ミス）のこと。意図しない結果を生じる人間の行為。 
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(5) 成果品ミス・クレーム 

納品前に照査や設計検査等で発見された不適合品や、納品後にクレームを等によりミ

スが発覚した場合は、速やかな報告を基本とし、その内容により「不適合管理規定」、

または「是正措置・予防措置規定」に従い、ミス・クレーム処理を行います。 

① 納品前に発見されたミス 

平成 21 年度品質管理報告書によると、軽微なミスは 7,795 個、重大なミスは 148

個と報告されています。平成 18 年度以降に急激にミスが多く発見された背景とし

て、構造設計のみならず、道路設計業務の検査の実施や、チェック項目の増加によ

るものと分析されています。 

 

  

 

※平成 21 年度品質管理報告書 p.11 より 

② 納品後、クレームにより発覚したミス 

納品後に発注者等からのクレームにより発覚したミスに対しては、是正処置を行

っています。平成 21 年度は、設計における是正措置のほか、積算や現場でのミス・

トラブルが多く発生しておりますが、是正措置により再発防止策を講じています。 

 

※平成 21 年度品質管理報告書 p.11 より
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(6) ミスの分析と対応 

設計検査等で発見されたミスは、そのミスの発生時期（どのプロセスで発生したか）

と、防御個所（どのような対処が必要か）を集計し分析を行っています。この分析結果

より、更なるミスの減少に向けての対応策を提案し、実施しています。 

平成 21 年度の品質管理報告書によると、図面作成時や数量作成時にミスの発生が多

く、注意不足や知識不足、完成時の照査やチェック不足が原因で、75%の割合で照査報

告書とチェックシートで防御できると分析されています。対応策として、既存の照査に

加え検査細目一覧表の使用や、協力会社の成果品にもチェックシートの提出を義務化す

る等の方策が述べられています。 

 

 

※平成 21 年度品質管理報告書 p.13 より 
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3-6-3.  お客様満足の向上 

(1) お客様満足に関する調査・監査 

お客様の満足の向上のために、顧客満足度調査と成績評定結果の監視・管理を実施し、

その結果をフィードバックすることでお客様の満足の向上に努めています。 

 

① 顧客満足度調査の実施・フィードバック 

 

 

② 成績評定結果の監視・管理、フィードバック 

 

 

※平成 21 年度品質管理報告書 p.4 より 

※平成 21 年度品質管理報告書 p.27 より 
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(2) お客様の要望に応えるために 

お客様の多様な要望に応えるために、技術者の充実、技術の開発および研究や色々な

技術への取り組みを行っています。 

また、社内にて技術論文発表会を行い、優れた論文は学会等で発表しています。この

ように技術の研鑽に努めています。 

 

① 技術者の充実（数、種類） 

 

 

 
※平成 21 年度品質管理報告書 p.5 より

※平成 21 年度品質管理報告書 p.3 より
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② 技術開発・研究、 

[開発技術] 

• スライド式橋梁衝突緩衝装置（共同開発）:NETIS 登録 No.TH-050023-A 

• 管理情報閲覧システムの開発：NETIS 登録 No.TH-030019-A 

• ボアホールカメラ開発：NETIS 登録 No.TH-900002-A、実用新案登録 3119012 号 

• 落石検知システム開発：特許第 4145731 号 

[研究] 

• 丘陵地の谷埋め盛土に関する研究 

• 造成宅地地盤図に関する研究 

 

③ 取り組み技術 

• トンネル点検技術 

（低コスト・高品質・スピード対応で画像による維持管理システムの IT 化） 

• 消融雪システム（東北の冬の道路を快適にする技術） 

• シンプル GIS（安くて簡単、誰でも使える GIS） 

 

④ 技術論文の作成 

業務や研究開発で取り組んだ主要な技術は、技術論文として作成します。作成

された技術論文は、FKKEN TECHNICAL REPORT としてまとめ、社内で技術の共有を

しています。 
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(3) お客様に対する情報提供 

① ホームページによる情報発信 

事業内容の紹介、実績・表彰業務の紹介、

研究・取り組みの紹介、リクルート情報、CSR

の取り組み情報、組織情報等 

 

 

(株)復建コンサルタント ホームページ 

  http://www.fgc.jp/ 

 

 

 

 

② EE 東北等のイベント参加による技術の紹介 

 

  

 

③ その他 

その他、日々の営業活動等にて、会社案内やパンフレット等の配布などにより、

当社の有する技術情報をお客様に届けます。 

 

              

              会社案内         ホームドクターリーフレット 

 

EE 東北 2010 出展状況 
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3-6-4.  お客様との対話 

当社の事業は、公共施設の調査、計画、設計を主体としています。公共事業の施設管

理者等の発注者および公共事業の施設利用者をお客様（消費者）と位置づけて対話を行

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対話①：公共事業の施設管理者（発注者）との対話 

・業務打を通じての対話 

発注された業務において、発注者との打合せ協議により、発注者の要求事項

の確認や要望事項を確認致します。 

・営業活動を通じての対話 

営業活動を通じて、当社の技術や提案をお伝えするとともに、お客様の要望

やクレームに対応します。 

 

対話②：公共事業の施設利用者との会話 

事業主体からの受注業務に関連して実施される住民説明会の支援や、PI（Public 

Involvement）業務、利用者アンケート調査等により、施設利用者の声を事業に反

映して業務の成果を取りまとめます。 

 

対話③：公共事業の施設施工業者との会話 

当社の成果により施工される工事等のサポートを実施しています。事業主体で

ある発注者を通じて寄せられる、施工業者の問い合わせ等に対応します。 

株式会社復建技術コンサルタント 

公共事業の施設管理者（発注者） 

公共事業の施設利用者等 

業務委託 
技術提供 

（業務の成果品） 

施工業者等 

利用者の声 

（要望、苦情等） 

公共施設の提供 

（整備・管理） 

工事発注 

施工 

（協議・問合せ） 

対話② 

対話① 

対話③ 
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3-7.  コミュニティ参画及び開発 (community involvement and development) 

3-7-1.  社会貢献活動 

＜基本事項＞ 

① 当社社是「技術・人格・社会貢献」に基づき、積極的に社会貢献に努めます。 

② 地域文化振興・スポーツ振興の支援、自然環境保護、社会福祉等を中心に社会貢献活 

動を実施します。 

③ 各種ボランティア活動への積極的な参加・協力及び従業員の活動を支援します。 

 

(1) 地域文化振興・スポーツ振興への支援 

1)地域文化振興支援（地域の祭り等への協賛） 

・仙台青葉まつり（仙台市） ・仙台七夕まつり（仙台市） 

・SENDAI 光のページェント（仙台市） 

・塩釜みなと祭り（塩釜市） ・白石夏まつり（白石市）  

・亘理町夏まつり（亘理町） ・東根まつり（東根市） 

2)スポーツ振興支援 

・ベガルタ仙台クラブスポンサー 

・第 9 回果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会（東根市） 

 

(2) 協会を通じた社会奉仕 

・岩手･宮城内陸地震下水道災害支援（水コン東北支部） 

2 名×3 日活動（2008 年 6 月） 

・仙台市下水道フェアーへの参加（水コン東北支部） 

1 名参加（2008 年 7 月） 

    

  下水道フェアの開催状況（2009・2010） 
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・仙台市青葉区内清掃活動（宮測協仙台支部：七夕まつり前清掃活動） 

5 名参加（2008 年 7 月） 

・広瀬川 1 万人プロジェクト～広瀬川流域一斉清掃（水コン東北支部） 

6 名参加（2008 年 9 月） 

  

 

(3) 地域貢献（感謝状） 

・ 亘理町観光協会（緩硬進行への寄与：2008 年 4 月） 

・ 東日本高速道路株式会社（横浜環状南線庄戸地区地質調査：2008 年 10 月） 

・ 国土交通省磐城国道事務所（久之浜地区地質調査：2008 年 11 月） 

・ 国土交通省北上下流事務所（北上川水系迫川流域応急復旧検討業務：2008 年 11 月） 

・ 山形市黒沢自治会 

   （市道半郷黒沢線地質調査委託及び橋梁詳細設計委託：2008 年 12 月） 

・ 宮城県築館警察署（岩手・宮城内陸地震行方不明者の捜索活動：2009 年 1 月） 

(4) 行政への支援 

・ 宮城県「女性ノチカラは企業の力」普及推進サミット出席 

（2009 年 7 月～2010 年 3 月） 

・ せんだい男女共同参画財団「ワークライフバランスセミナー」事例発表 

（2009 年 8 月） 

(5) 交通安全活動 

・ 第 49 回交通安全国民運動中央大会 交通安全優良事業所表彰（2009 年 1 月） 

・ 平成 21 年度社内安全運転講習会開催（2009 年 10 月） 

・ 平成 21 年地区安全運転管理者会交通事故防止対策優良事業所表彰（2009 年 11 月） 

(6) その他 

・ ゆうとくんを救う会（横山由宇人くんの米国での心臓移植）募金活動 

・ ペットボトルのキャップをエコキャップ推進協会に寄付 

広瀬川 1万人プロジェクトの参加 
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3-7-2.  地域社会との関わり 

＜基本事項＞ 

1)地域社会との連帯と協調を図り、その一員として責任を果たします。 

2）役員・従業員のボランティア活動等を支援すると共に、公民権の行使について最

大限配慮します。 

3)社会への貢献度・目的・公共性等を勘案し、事業活動を行っている国や地域で適時

かつ適正な寄付を行います。 

(1) 雇用創出による地域への寄与 

宮城県仙台市を拠点とし、主に東北地方において約 250 名の雇用を創出し、地域に貢

献しています。 

(2) 協会活動への寄与 

協会の地位向上・発展を目的に、各種協会活動に積極的に参加しています。また活動

主体を通じ、行政との意見交換等を行い、目標達成に努めています。 

 

・（社）建設コンサルタンツ協会 

・（社）全国上下水道コンサルタント協会 

・(社)宮城県測量設計業協会 

・（社）日本技術士会 

・宮城県砂防ボランティア協会 

等各種協会・学会 

(3) 仙台市消防団協力事業所の登録（2010 年 4 月認定）活動・行事 

仙台市消防団協力事業所の認定を受け、仙台市消防団の訓練等の活動や行事に参加し

ています。 

 

[参加した訓練・行事] 

せんだい青葉祭り、せんだい七夕まつり、どんと祭、年

末年始等の特別警戒、仙台市総合防災訓練、水防訓練、石

油コンビナート等防災訓練春季・秋季火災予防運動協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
訓練状況 



株式会社 復建技術コンサルタント                  FGC CSR Report  –Step 1-  2011.3 

 

 

46 

(4) AED（自動体外式除細動器）の設置、「杜の都ハートエイド」制度の登録 

当社は事業所近隣で発生した傷病者に対し、AED（自動

体外式除細動器）の私用を含めた心配蘇生法などの応急

手当を行い、より救命効果を高めることに協力します。 

(5) 「裁判員休暇」制度の設置 

当社では、2009 年 5 月からの裁判員制度の導入に伴い、

従業員が参加しやすい環境を提供するため「裁判員休暇」

制度を設置しました。 

(6) 被災地への支援 

当社が締結した各種協定に基づき、積極的な支援活動

を実施しています。 

  また、従業員による被災地へのボランティア活動・救援物資の提供及び消防団による

救援活動への参加を支援しています。 

 



 

 

 

 

 

 

 

・発行年月日：平成 23 年 3 月 31 日 

・発   行：CSR 推進室 
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