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FGC CSR -step2-報告書発行にあたって 
 
東 日 本 大 震 災 から約 1 年 半 が経 過 し、各 方 面 で復 興 に向 け懸 命 な努 力 が続

けられています。被 災 された皆 様 には厳 しい生 活 環 境 の中 で、いまだに不 自 由 な

生 活 をされていることと思 います。  

心 からお見 舞 い申 し上 げ、国 土 の社 会 基 盤 整 備 を担 う企 業 として、弊 社 の震 災

復 興 対 策 室 を中 心 に、総 力 を上 げ全 力 でご支 援 をさせていただく覚 悟 でありま

す。 

ふるさと東 北 が、新 しい姿 に生 まれ変 わるまでには、多 くの困 難 が予 想 されます。

すべての人 々との絆 の力 で、あらゆる苦 難 を乗 り越 え、再 び美 しく豊 かな東 北 が

築 かれるものと信 じております。  

当 社 の事 業 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、持 続 可 能 な社 会 の形 成 に寄 与 することであり、戦 後 の復 興 が出 発 点 であり

ます。社 団 法 人 復 興 建 設 技 術 協 会 仙 台 出 張 所 として昭 和 21 年 6 月 1 日 に発

足 して以 来 、東 北 を中 心 とした、国 土 の復 興 、社 会 基 盤 整 備 に携 わってまいりま

した。その意 思 を引 き継 ぎ、平 時 においては常 に技 術 の維 持 ・向 上 を図 り、災 害

時 においては迅 速 な対 応 をすることが当 社 の使 命 と考 えておりました。この度 、東

日 本 大 震 災 という未 曾 有 の大 災 害 に遭 遇 し、復 旧 ・復 興 はもとより、この震 災 から

学 んだことを、これからの社 会 や暮 らしに生 かしていくことが当 社 の責 務 であると考

えております。  

この大 震 災 により、弊 社 および社 員 も被 災 し、震 災 後 の対 応 において困 難 な

状 況 に置 かれましたが、数 多 くの方 から様 々な支 援 を頂 き、この難 局 を乗 り越 える

ことができました。ここに改 めて御 礼 と感 謝 の気 持 ちを申 し上 げます。  

今 後 も、持 続 可 能 な社 会 への貢 献 を追 求 し続 けることはもちろんのこと、経 営

の中 心 に据 えている CSR を更 に発 展 ・向 上 させ、事 業 継 続 計 画 （BCP）の強 化 を

図 り、皆 様 のための企 業 であり続 ける所 存 です。  

 

 
平成 24 年 9 月 30 日  

代表取締役社長 遠藤 敏雄 
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1. CSR step2 の概要 

1-1.  当社の CSR の策定について 

当社の使命は、建設コンサルタントとして、つぎの 2 つを社会における存在意義として位置付

けています。 

 

 
 

社会に存在することで組織活動が社会に与える影響に責任が生じ、あらゆるステークホルダー

（利害関係者）からの要求に対し、適切な意思決定をして事業継続（企業の経済活動）すること

が求められます。事業継続するにあたっては、ステークホルダー（利害関係者）に対する説明責

任があり、説明できなければ社会的容認が得られず、信頼のない企業は持続できないとされて

います。 

これら踏まえ、当社における企業の社会的責任を整理し、ステークホルダー（利害関係者）に

対しての説明責任の一端として、「株式会社復建技術コンサルタントの社会的責任に関する報

告書：FukkenGijutsuConsultant Co.Ltd Corporate Social Responsibility REPORT（以下、

「FGC CSR 報告書」という）」を取り纏めるものです。 

 

 
ステークホルダーへの説明責任概念図 

・平時にあっては、災害に備えて技術を維持すること

・災害からの復旧・復興のお手伝いをすること  
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1-2.  FGC CSR REPORT の策定 

FGC CSR REPORT を策定するにあたり、内容が企業活動全体に及ぶことや、「CSR」の解釈

が時代によって変わってきたことを踏まえ、当社の CSR（企業の社会的責任）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」とし

て取りまとめました。（平成 23 年 3 月） 

 

 

 

●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 の

課題を検討します。個々の課題は、組織との関連性等を検討し、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」（本報告書）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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課題の検討に関しては、本報告書の「2.課題の検討」に取り纏めています。この課題の検討に

あたり、「ISO26000：2010 社会的責任に関する手引き」[ISO/SR 国内委員会 監修]（以下、

「ISO26000 の手引き」という）、「建設コンサルタントの社会的責任（CSR）― 考え方と取組み方 

― 2010 年 3 月」[建設コンサルタンツ協会 企画委員会 CSR 専門委員会]（以下「建設コンサ

ルタントの社会的責任」という）を参考にしています。 

具体的には、「建設コンサルタントの社会的責任」にある「ISO26000 の手引き」の課題に相当

する中項目及び小項目について、当社の企業活動が該当しているかどうかを検討及び内容を

整理しました。 

また、今年度は東日本大震災の対応がありました。平成 23 年 3 月 11 日 14：46 発生した東北

地方太平洋沖地震（東日本大震災）において、当社が震災時および震災後に、ステークホルダ

ーに対し、どのような企業活動（社会的責任）を果たしたかを「3.震災対応（3.11 東日本大震

災）」に取り纏めました。 

 

●Step3：当社 CSR の維持・継続（平成 24 年 4月～平成 25 年 3月） 

Step2 でまとめた取り組むべき課題を確認し、当社の社会的責任への取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 年次報告書」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します。

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）します。 

 

CSR 活動報告書のイメージ図 

 

この CSR 報告書の初年度となる 2012 年度は、CSR を維持

継続するための体制と CSR における PDCA サイクルの体制

を確立することを目的とします。 

 

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  
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1-3.  FGC CSR の実践 

実践にあたっては、「ISO26000 の手引き」の「7.組織全体に社会的責任を統合するための手

引き」を参考に、社会及び環境の持続可能な発展に貢献することを念頭に、当社における社会

的責任を充実させることが望ましい。その上で、ステークホルダーとのエンゲージメントをどのよう

にしていくかなどが大事と考えます。 

 

 

 
また組織内では、当社の特性と社会的責任の関係を、社会的変化に応じた優先順位を整理

しながら、社会的責任に対する理解、信頼性の向上、自主的なイニシアチブ、またコミュニケー

ションに留意し、組織全体へ社会的責任を統合していくことが重要と考えます。 
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2. 社会的責任に関する課題の整理（当社の取組み） 

2-1.  課題の検討について及び検討結果 

企業が社会に存在することで組織活動が社会に与える影響に責任が生じ、あらゆるステーク

ホルダー（利害関係者）からの要求に対して適切な意思決定を目指して、事業継続（企業の経

済活動）することが求められます。このステークホルダーの要求に関連して、「ISO26000 の手引

き」では「課題」として 36 の課題が挙げられております。この課題に対して細目が設けられており、

社会が期待する組織（当社の場合企業）への社会的責任が列挙されています。 

この課題の検討にあたり、細目の検討項目に関しては「建設コンサルタントの社会的責任」に

記載の項目を元にして検討を実施しました。 

 

2-2.  課題の検討結果のまとめ 

課題の検討結果について、主な内容を以下に示します。各課題の検討項目については、巻

末の≪資料 2≫として添付しています。 

 

(1) 企業統治  

[活動の概要] 

・課題の項目に関するなんらかの取組みは実施されている。 

[未着手内容] 

・特にないが、各々の会議や責任の所在、手順など、明確に詳述したものがない。 

（会議の簡単な説明は、組織規定にある） 

 

(2) 人権  

[活動の概要] 

・人権侵害を受けた場合など、苦情処理委員会による対処する仕組みや、労働組合と

の団体交渉の場などがある。 

[未着手内容] 

・人権問題に対する方針や、生存権、言論・表現の自由、結社の自由などに関連する取

り決め、方針、規則等がない。 

 

(3) 労働慣行  

[活動の概要] 

・雇用に関する規定関連はほぼ整備されている。安全衛生委員会や労使間協議などによ

り、諸問題を検討・協議する場がある。 

[未着手内容] 

・海外での労働に関する記載や、宗教的なものに関する記載は、諸規定にない。 

・権利などの行使にあたっての脅威に関するものは特に設けていない。 
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(4) 環境  

[活動の概要] 

・環境実行委員会が主体となり、職場や業務を通じ、環境活動に取り組んでいる。 

[未着手内容] 

・農業・漁業・動物保護や林業活動には関与していない。 

・事業活動において、化学物質に関する取り扱いがない。 

 

(5) 公正なビジネス 

[活動の概要] 

・独占禁止法遵守宣言や営業倫理行動規範等の周知、関係する講習会の参加は行っ

ている。 

[未着手内容] 

・政治的活動や贈収賄に関与しない具体的な取り決めがない。内部告発を妨げない仕

組みや、汚職及び贈収賄防止のための主体的活動がない。 

 

(6) 利用者・納税者に対する配慮（消費者課題） 

[活動の概要] 

・品質に関係する取組みや価格に関する適正な運用等については取り組んでいる。 

[未着手内容] 

・消費者との裁判紛争に関する取り決めや、性差・宗教・民族などに関する固定概念の表

現等に関するものなど、具体的な取り決めはない。 

 

(7) コミュニティ活動  

[活動の概要] 

・技術および建設関連の学会や各種協会活動においての地域貢献、ボランティア活動な

どは実施している。 

[未着手内容] 

・児童教育、医療サービスに関することや、業務以外でのコミュニティに関係する事業へ

の直接的関与がない。 
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2-3.  ステークホルダーへの報告の現状 

企業の社会的責任について、ウィキペディアの記述をみると「企業の経済活動には利害関係者

に対して説明責任があり、説明できなければ社会的容認が得られず、信頼のない企業は持続でき

ないとされる。」下記に示すように企業には利害関係者（ステークホルダー）に対する説明責任があ

るとされています。ここでは当社の説明責任の現状について整理した結果を記載します。 

現状について調べた結果、企業活動の品質・環境・コンプライアンス等に関する内容がされて

いないことや、情報が更新されていないなど、今後の課題がありました。 

 

 

【ステークホルダーへの報告について課題】 

ステークホルダーへの説明手段と説明状況を整理すると、下記の課題がみられました。 

 

①情報の更新  

イントラネットや、社内・社外向けホームページを通じ、説明責任に関する色々な情報を発信し

ていますが、情報の更新がされていない状況も見受けられました。 

 

②情報の不足  

協会活動や地域貢献活動などが、社員向けに情報が発信されていない、QMS・EMS・ISMS に

関する取り組み情報が、顧客に発信されていないなどの状況が見られました。 

 

③情報の内容  

上記、①・②において、発信内容が「説明責任」として十分かどうか検討の余地があると判断さ

れました。例えば、品質や環境に取り組んでいるという認証取得を発信はしているが、取り組み内

容は顧客や地域に対し発信されていないというような状況です。 
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1)説明手段 

ステークホルダーへの報告（説明責任）の手段について、社外に対しては、ホームページや営

業活動、展示会の出展を通じて当社の事業（営業品目、技術）に関する報告をしている。社内

の従業員に対しては社内のイントラネットを通じ、事業活動に関する情報や、労働に関係する報

告や、QMS・EMS・ISMS に関連する活動報告が行われています。 

情報を整理すると、ホームページ等の協会活動や地域活動等において未更新の情報が存在

していることがわかりました。報告の手段はあっても情報が更新されていないと、説明責任がきち

んと果たされていないことになるので、今後の課題としました。 

 

ステークホルダーへの説明手段 

ステークホルダー 手段 説明内容 備考 

株主 株主総会 年次事業報告 

（決算報告） 

 

従業員（正社員、パー

ト、派遣社員等） 

社内ホームページ 

サイボウズ等 

事業運営、労働条件（諸

規定・人事制度）、QMS・

EMS・ISMS 等の活動等 

 

関連団体および取引

先（顧客含む） 

社外ホームページ 

営業活動 

保有技術、手続き書類、

地域活動 

一部ホームページ

で未更新あり 

一般（地域住民、企

業、学校、各種団体）

社外ホームページ 

展示会への出展 

保有技術、地域活動、雇

用条件等 

一部ホームページ

で未更新あり 
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2)ステークホルダーへの報告の現状 

ステークホルダー別に報告内容を検討した結果、従業員に対しては社外活動（各種協会や地

域活動）の報告がされておらず、社外のステークホルダーには、品質や環境、情報に関する取組

み状況が報告されていないなどがわかりました。これも今後の課題としました。 

 

 

経営の理解・促進
年次事業報告
（決算報告）

株主総会 株主

項目 報告（情報）内容 手段 ステークホルダー

ステークホルダーへの報告の現状①
・株主総会への報告

組織統治
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3. 震災対応（3.11 東日本大震災） 

当社の使命は、災害からの復旧・復興のお手伝いをすることです。これは戦後、日本国土の

復興建設を目的に「社団法人復興建設技術協会」が設立されて、その組織が社団法人から株

式会社に変わって当社になってきた経緯からです。その時の目的を忘れず、後々に意思を引き

継ぎ、使命として社名に「復建」の 2 文字を残しました。 

 

平成 23 年 3 月 11 日 14 時 46 分に太平洋三陸沖を震源とするマグニチュード 9.0 の東北地

方太平洋沖地震が発生し東日本大震災が起きました。これにより東北から関東にいたる広範囲

に甚大な被害をもたらしました。当社では、当時作成中の BCP を 3 月 14 日の執行役員会で諮

り正式に運用を開始する予定でおりましたが、その直前に震災が起きてしまいました。全社員に

対する説明会もしていない状態ではありましたが、この BCP 原案をベースに震災対応にあたりま

した。 

 

3-1.  東日本大震災における当社の責任 

震災の対応の要請に対して、行政からのいかなる要請も「決して断ることのないように！」という

トップからのコミットメントを出しました。これは災害時に、東北に拠点を置く建設コンサルタントと

して、復旧・復興に全力を投入する責任があり、間違って要請を断る様なことがあれば、被災対

応に追われる国や地方自治体の行政活動に支障をきたす虞があったからで、 終的に住民が

大変困ることになるからです。 

 

「人を出してくれ！」「点検してくれ！」「早く見てくれ！」と、発災から１日を過ぎると、各行政か

らの電話が絶え間なく鳴り続けました。わずか二百数十名の社員の手はすぐに満杯になりました。

人員不足の面は、他の地域からも「助っ人」を集め対応しました。当社に要請された以上、あら

ゆる手を使って応える。これが震災時における当社の使命であり、責任です。 
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3-2.  震災時直後の社内状況 

地震直後、社内は停電し非常灯だけが点灯していました。電話の親回線は使用できま

したが、子回線や内線電話は、交換機のバッテリーがなくなると使えなくなりました。 

大きな揺れで机の上や棚に置いてある書類などは散乱しました。本社 3 階で壁に固定

されていた移動式の書棚が連鎖して転倒し、その倒れた棚で机の上のパソコンが 1 台壊

れました。棚やパソコンの被害はここだけで、これによる人的被害がなかったことは不

幸中の幸いでした。 

 

  
地震直後の社内の状況（停電） 

 

   
転倒した移動式の書棚（3F フロア） 

 

 
地震直後の避難状況 

抜けた固定金具 

金具の抜けた跡の壁
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3-3.  震災当日の社員の帰宅（帰宅支援キットの活用） 

地震発生後、帰宅を希望する社員には帰宅の許可が出され、16 時頃には帰宅可能な社員の

ほとんどは退社しました。帰宅できない社員や、また外部からの連絡に備え留守番をする社員な

ど、一部の社員は会社に残りました。 
地震の影響により公共交通機関の交通はすべてストップしていましたので、帰宅する社員のほ

とんどが徒歩による帰宅でした。当社の BCP（事業継続計画）により、震災時の帰宅困難を想定

し、本社に帰宅支援キットを備えておりましたので、遠方に帰宅する社員は、この帰宅支援キット

を持って帰宅しました。 
このときにわかったのですが、帰宅支援キットに小型電灯の乾電池が入っていませんでした。

急きょ乾電池を社内からかき集めて対応しました。 
この震災の経験から、帰宅支援キットや備蓄品等の見直しがされました。帰宅支援キットでは、

乾電池のほか夜の暗い道路を歩く事を考慮し蛍光タスキが新たに準備されました。 
備蓄品では、災害時用の発電機、省電力タイプの FAX 複合機、衛星携帯電話、その他マス

クやティッシュ、トイレットペーパーなどを新たに備え、備蓄食料を増量しました。 
 

備蓄品等を見直し、追加購入した内容 

 

 

      
    帰宅支援キット               発電機（震災後購入） 

 

   
備蓄品置場の状況 

①帰宅支援キットの見直し・購入  
・ 追加品：乾電池（小型電灯用）、蛍光タスキ（夜間歩行用）、 
・ 備蓄先：支店にも帰宅支援セットを購入  
②備蓄品等の見直し・購入  
・ 機器類：省電力タイプの FAX 複合機、発電機の購入（災害本部用）、衛星携帯電話

・ 備 品：マスク、ティッシュ、トイレットペーパー 
・ 食 糧：缶詰、災害備蓄用パン 

     

電池と蛍光タスキ 



株式会社 復建技術コンサルタント                  FGC CSR Report  –Step 2-  2012.9 

 

 

- 14 - 

3-4.  震災後の状況 

(1) 災害対策本部の立ち上げ（3 月 11 日） 

急遽、緊急災害対策本部を社長室に立ち上げました。 

以下は時間を追っての緊急災害対策本部の風景です。 

 

    

社長室に緊急災害対策本部を設置 

※写真は 3/17（木） 11：52 撮影 

 

(2) 緊急災害対策本部の立ち上げと時間経過状況 

 

 
  3/12（土） 15：24 本部の様子 
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3/13（土） 8：20 本部の様子      3/13（土） 8：20 事実経過の記録 

 

  

3/13(日) 10：17 本部の様子         3/13(日) 10：18 本部の様子 

 

  

3/13(日) 9：36 報道の様子       3/14(月) 13：30 本部の様子 
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(3) IT 機器周辺野の回復経過の状況 
3 月 11 日  
・ 14 時 47 分地震発生。長いゆれが 3 分ほど継続  
・ 停電、重いものが移動、3 階移動式書庫が転倒（けが人なし） 
・ 緊急災害対策本部まで災害優先電話の線を配線。固定 /携帯電話は不通  
・ 電話交換機は 3 月 11 日 17 時頃にバッテリー切れにより、社内通話不通になる 
・ サーバ室内で転倒はなし確認、UPS で動いていたサーバを手動停止  
・ 災害用携帯電話で、安否確認を開始  
3 月 12 日  
・ 緊急災害対策本部の電話、小型 TV、ノート PC が使える状態になる。 
・ 停電は 22 時に一時的に回復。しかし夜中 1 時頃また停電  
3 月 13 日  
・ 点検で屋上のキューピクル（ビルごとの変電設備）に漏電、自動切断  
・ 100V 系は午前中に回復、エレベータなど 200V 系の電気系統は停電  
・ 午前中に温度監視しながら、社外通信系のサーバの縮退運転開始  
・ 復建 6 社仲間にキューピクル特殊部品の注文を依頼  
・ 盛岡支店には通信の二重化設備を導入済みであるが、盛岡の停電のため稼動せず 
 

   
サーバ室冷却のため雪の塊を利用           送風機による室内風循環 

 

3 月 14 日  
・ 調査防災部員が山から雪を運んできてくれる 
・ サーバ室に雪の固まりを入れ、一部サーバを運転開始  
3 月 16 日  
・ キューピクル特殊部品、復建調査設計が手配、東京に到着  
・ 東京支店の車で、仙台までの移送を依頼  
3 月 17 日  
・ キューピクル特殊部品、仙台に到着、ユアテックさんに修理してもらう 
・ 午前中に空調設備回復。サーバ全面運転  
・ 水周りも復旧（ただし 3 階は配管から水漏れ発生） 
・ 夕方にはエレベータの点検が終了して回復  
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(4) 社員の出社状況と安否確認 

①出社状況確認  

出勤日の 3 月 14 日から 17 日までの数日間は、サーバ

停止により勤務管理システムが使用できない状態でした。

そのため災害対策本部で、各部からの出社状況報告を

座席表でチェックし確認しました。 

本社に勤務する社員 291 名（派遣社員等含む）のうち、

震災後出社初日（3 月 14 日）に出社した社員は約 1/5 の

63 名でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②安否確認  

電子メールによる安否確認は、3 月 14 日から開始しました。14 日までに 91 名から安否確認

のメールがあり、これ以降も安否確認を続け社員全員の無事を確認できました。しかし、安否確

認後、1 名連絡が取れなくなった社員がいました。下記は震災後 1 ヶ月後の社員の安否、家族・

自宅の被災状況の集計結果です。連絡の取れなかった 1 名の家族・実家の状況が未確認とな

っていますが、後日、自宅が被災したため親戚の家にいることが確認されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011/4/11 現在の社員の被災状況 
社員  291 名中     全員確認（派遣社員等含む） 
社員の無事      全員無事  
家族・実家の無事  
  死者        3 名（実父 1、義母 1、祖母 1） 

行方不明      1 名（実母 1） 
未確認       1 名（1 名の家族・実家が未確認） 

家屋（自宅） 
   床上浸水      2 戸 
   被害（重）     6 戸 
   被害（軽）    33 戸 
未確認          2 戸 
家屋（実家）の被害  29 戸 

3 月 14 日の出社状況確認した時の座席表 

（各部からの出社状況報告を座席表にチェックし集計） 
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(5) 物資の調達 

本社のある仙台は、震災の影響により、あらゆる物資の調達が困難という状況が暫く続きまし

た。比較的影響の少ない支店に連絡し、物資の調達を行いました。例えば福島支店には新潟

県まで車を走らせ、下記の物資の調達をしました。現地調査に必要な道具や、常備品の薬、食

糧（非常食）などです。 

 

 

 

(6) 燃料（ガソリン）不足の対応 

この震災でガソリンの供給不足が発生しました。被災地では、国の機関や自治体、民間企業、

一般の方もガソリン不足の対応に追われました。スタンドそのものが震災により、機材の転倒や停

電による機能停止、更にはスタンドにガソリンを補給する車両が、被災地に来ること自体が困難

な状況になっていました。 

震災の緊急点検等の要請が来ても、ガソリンが無ければ対応できません。そこで当社は、下

記の対応により、車の燃料確保に努めなんとか対応いたしました。 

 

①災害緊急車両指定  

加盟している協会と地方自治体等との間で交わしている災害協定に基づき、当社の車両も災

害緊急車両指定を受けました。ガソリンスタンドによっては、優先的に扱ってくれるところもありま

した。高速道路は緊急車両のみの通行が認められていましたので、高速道路の S.A.のガソリン

スタンドでの給油が可能でした。S.A.のガソリンスタンドも長蛇の列ができたり、給油量制限が設

けられたりしている状況でした。 

 

②ガソリンスタンド情報の共有  

営業しているガソリンスタンド、緊急車両を優先または専用で給油してくれるガソリンスタンドな

どの情報を共有し、ガソリンの入手に努めました。電話などで情報交換し、サイボウズ（グループ

ウェア）で情報を共有しました。 

 

③携行缶によるガソリン集め 

ガソリン用の携行缶を持って、ガソリンスタンドをめぐり、ガ

ソリンの確保に奔走しました。携行缶も少なかったのですが、

購入・借用する等して対応しました。 

 

 

 

・薬（風邪薬、腹痛、解熱、バンソーコー他）  

・デジタルカメラ、乾電池（単４、単３、カメラ用メモリー）  

・ポール、チョーク、トラチョッキ、マーカー、測量テープ 、付箋 

・炭、カップラーメン、栄養補助食品、携帯食料、海苔、ふりかけ 

・カセットコンロのガスボンベ 

ガソリンの携行缶 
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3-5.  従業員のための対応 

(1) 食料確保の支援（炊き出し、休日の振り替え等） 

今回の地震の影響により、物流が麻痺し、食料の調達が困難な状況でした。震災に備えた備

蓄品の食料は、備蓄品のビスケットや水で食べられるご飯などが少量の食糧しかありませんでし

た。地震後いろいろなところから米や野菜、漬物、お菓子、カップ麺などの支援物資が会社に届

きました。この食料を使って炊き出しを実施しました。おにぎり等を朝早くから準備し、現場に出

かける社員や、食料調達が困難な社員に配りました。 

 

 

 

  

 

  

おにぎり、味噌汁の準備状況 

  

 

(2) 社員の帰宅支援 

震災により、JR や地下鉄などの公共交通機関が一部利用できない状況でした。これを受

けて、自転車やバイク通勤、徒歩通勤に切り替える社員もいました。会社では、帰宅困難者

に対し、社有車での乗合通勤や、臨時社宅として近くのマンション・アパート等を契約し利

用できるように対応しました。 
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(3) 社員および社員の家族へお風呂提供 

ガス・水道等の復旧が遅れている地区に住んでいる人も多いことから、会社で借りたマン

ションの部屋にあるお風呂や洗濯機を、社員および社員の家族が利用できるようにしまし

た。 

 

(4) 支援金・支援物資の配分 

取引先の会社や社員および社員の親戚、知人など多くの方より色々な義損金および支

援物資を頂きました。 

頂いた支援物資のうち、食品等、会社で消費しきれない支援物資は、社員に有償で還元

し、それで得たお金は被災地への支援金として役立てました。 

会社に届いた義捐金は、会社慶弔見舞金とは別に、半壊以上の被災社員および肉親を

亡くした社員への支援金として支給しました。 

 

(5) その他、勤務等に関係する特別措置等 

社員の生活などに配慮しながら震災対応を行うため、下記のような特別措置がとられまし

た。 

・経営職群へ震災対応深夜作業日当等の支給（～8 月末までの特別措置） 

・JR 通勤者への通常通勤手当に上乗せ補助  

・地震直後(3/12～13)の休日出勤の取り扱いについて（休日出勤手当等） 

・食糧やエネルギー事情が回復するまで、19:00 迄には極力部員を帰宅させる 

・当面（3 月中）、部内交替制で休日スケジュールを組む 

※土日の休みを食料の確保しやすい平日に振り替えるこが目的  

・社員の通勤手段確保（①宿泊施設の確保、②地域毎の社有車相乗り出勤） 

・計画停電に伴う支店の勤務（停電時間帯を避ける変則勤務） 

・物資（コピー用紙や必要物品、食料等）の確保  

・本社必要物資の調達（支店に要請） 

・人事異動・人事考課の延期などの措置  

 

(6) 復建労組との調整 

震災対応で、残業時間が増大する中、組合（復建労組）との協議（事務折衝）を通じ、勤

務条件や残業に対する 36 協定の特別措置を協議しました。 

 

・ 年間残業時間 720 時間の上限一時的見直し 

（上限：男子 1,000 時間、女子 600 時間） 

・ 上記に伴う健康診断の実施（対象者に対する健康診断を複数回実施） 
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3-6.  当社が受けた支援 

(1) 支援物資 

震災直後より、社員及び社員の家族や親戚、取引企業や知人など多方面より多くの支援

物資や支援金などを頂きました。お米や野菜、漬物、お菓子、カップ麺などの食料品をはじめ、

ロビーは頂いた支援物資で溢れていました。 

震災の影響により、食料調達が困難な状況でした。多くの社員は、食料を調達する時間も

なく震災対応に追われていました。この食料支援により、社員は震災対応業務に専念できまし

た。 

また、コピー用紙、乾電池、ティッシュなどの実用的な様々な物資も頂きました。地震で故障

した本社ビル高圧電源部品の調達にも色々な方のご協力で、早い復旧が出来ました。乾電

池やティッシュ 1 個ですら入手困難な状況に陥っていましたので、大変助かりました。 

頂いた支援物資につきましては、巻末の≪参考資料 2≫支援物資リストに掲載しています。 

 

  

 

   

頂いた支援物資（食料品） 
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頂いた支援物資（お米、調味料、ほか） 

 

  

頂いた支援物資（コピー用紙、ティッシュなど） 

 

 

(2) 技術者支援 

震災対応の業務では、数多くの協力会社の方々に、多大なるご協力を頂きました。当社の要

望に対し、現地調査に係る人の手配や、図面等の作成など、緊急を要し、人手も多く要する業

務ばかりでした。 

復建グループには「災害発生時の相互支援」（2010.1 協定書発効）の協定に基づき支援を要

請致しました。災害査定に関わる業務で緊急を要する業務に多くの技術者を、遠くは九州から

派遣して頂きました。 

現地調査から図面、資料作成、時には打合せに同行して頂きました。機動力溢れる若いスタ

ッフや、業務を担当する優秀な人材を数多く派遣して頂き、膨大な資料をなんとか査定日まで

に準備することができました。 
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3-7.  地域住民のための対応 

当社は、国および県との災害協定に基づき、協会の一員として緊急点検を実施しました。そ

の他、各自治体等の要請に応え、様々な公共施設の被災状況調査を実施しました。 

その後、災害に関連した業務を受託し、復旧・復興のための事業活動に携わっています。 

 

(1) 地震後の緊急点検および被災状況調査 

地震直後は安全確保のための橋梁や道路、斜面の被災状況の緊急点検を実施しました。そ

のほか、漁港・港湾施設、海岸施設等の公共施設の調査要請に応え被災状況を調査しました。

引き続き災害査定に必要な復旧の予備設計（または詳細設計）、査定説明資料作成を実施し

ました。 

災害査定終了後も引き続き、関連する対策工等の詳細設計なども受託し、復旧・復興の事

業に協力しています。 
 
 

公共施設等の被災状況 

 

   
道路の被災状況 

 

 

   
斜面崩壊箇所の被災状況 
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橋梁の被災状況 

   
橋梁の被災状況 

 

 

  
海岸施設の被災状況 

   
海岸施設の被災状況 
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漁港・港湾の被災状況 

 

  
河川の被災状況 

 

  
ダム施設の被災状況 

 

  
上水道施設の被災状況（水管橋） 

 



株式会社 復建技術コンサルタント                  FGC CSR Report  –Step 2-  2012.9 

 

 

- 26 - 

  
下水道管路施設の被災状況（管路施設） 

 

  
津波による被災状況 

  
津波による被災状況 

  

 

 

 

(2) 復興に向けての対応（市街地・集落） 

地震の影響で発生した巨大津波により、市街地や集落ごと流され壊滅的な被害が各所で発

生しました。壊滅的な被害を受けた個所では、復旧ではなく復興が必要となりました。当社では

復興に必要な復興パターン検討や、高台移転などに関する検討、また復興や移転に関する住

民説明会のお手伝いなどの業務も実施しています。 
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★東日本大震災による被災現況調査の業務

業務概要：東日本大震災により被災した自治体の被災状況を調査し、市街地特性・地理的特

性・社会特性等と被災状況の関連性を整理・分析し、今後の国における復興手法等の検討、

被災自治体における復興計画検討の支援を図るための基礎資料作成を行う業務。

業務個所の被災状況（仙台市内） 

業務箇所の被災状況（名取市内） 
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★東日本大震災の被災状況に対応した市街地復興パターン検討業務 

業務概要：東日本大震災により被災した自治体の被災状況調査業務の成果を踏まえ、被災状

況や都市特性、地元の意向等に応じた市街地復興パターンを概略的に検討する。今後の復興

手法等の検討のため、さらには被災自治体における復興計画検討の支援を図るための資料作

成を行う業務。 
 

  

  
業務個所の被災状況（女川町内） 

 

  

  
被災状況写真（野田村内） 
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(3) 警戒区域内での業務（福島第一原発事故の影響による警戒区域） 

立ち入りが制限されている警戒区域（福島原発 20km 圏内）での橋梁点検業務も実施しました。

業務に当たっては、放射線管理区域と同様に立ち入りのための放射線に関する講習受講や健

康診断等の所定の手順を実施し、業務にあたりました。 

 

★警戒区域内における橋梁点検業務 

業務概要：東日本大震災に伴う国道６号線応急復旧工事における橋梁点検業務。 

 

  

  
警戒区域内の橋梁点検状況（福島県放射能区域内） 

※福島第一原発事故による警戒区域内（20km 圏内）での業務です。 
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(4) 被災した宅地の調査および対応 

今回の地震では、多くの宅地被害が発生しました。当社では宅地被災調査への協力をすると

ともに、下記のような内容の業務を実施しております。 

 

★仙台市宅地復旧対策関連の業務 

業務概要：東日本大震災による激甚災害に伴い丘陵地の造成宅地に滑動崩落等が発生し、

防災上重要で滑動崩落対策を重点的に実施する必要がある箇所において緊急的に対策を推

進することにより、再度災害の防止を図り、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的

に創設された造成宅地滑動崩落緊急対策事業に関連する業務。 

 

  

 

  

 

   
宅地の被災状況（仙台市内） 
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(5) 宅地地盤図に関する問合せ対応 

大震災の影響で、当社作成の「造成宅地地盤図(切土・盛土分布図)」に関する沢山の問合

せがありました。地域の安全・安心のために、一つひとつの問い合わせや相談にも真摯に対応し

ました。 

問い合わせは、自宅周辺を心配する個人をはじめ、民間企業、公営企業、独行法人、NPO

法人など多方面のから、防災や被災箇所の想定などの研究目的、土地・家屋販売などの参考

資料、教育教材の一つとして使いたいなど数多くありました。 

TV 局からの取材依頼もあり、地震と宅地地盤に対する社会的関心の高さが伺えました。 

 

 

  

造成宅地地盤図（仙台北部）                  造成宅地地盤図（拡大図） 

 
参考：造成宅地地盤図に関する研究のページ 

http://www.fgc.jp/solution/technical/kouzou01/index.html 
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4. 当社 IMS と FGC CSR の関連 

当社では、次年度より QMS、EMS、ISMS を統合した IMS（IMS：Integrated Management 

System）に着手します。CSR の 7 つの主題のうち主に環境、公正な事業慣行、消費者課題の品

質に係わる大部分が IMS の一部として位置付けられます。これにより複数のマニュアルや規定

類がまとまることにより、分散していた手順がまとまり、業務上の不具合などの解消が期待されて

います。 

将来的に当社の IMS は CSR の 7 つの主題の範囲に拡大することが提案されています。個々

の取り組みであった各主題は、1 つのマネジメントシステムの中に位置付けられることで、当社が

取り組むべき課題（責任）が明確になります。この IMS は、当社が社会的責任を果たす上での有

効なツールとなることが期待されます。 

 

 

 

現状及び将来的の IMS の適用範囲イメージ 
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≪資料 1≫CSRstep2 における課題の検討結果（当社の現状）一覧表 

 ※[ ]内は、「ISO2600 の手引き」で使われている項目 

No. 課題の内容 課題に対する当社の現状 

１ 企業統治[組織統治] 

意思決定のプロセス及びシステム 

（a） 

説明責任、透明性、倫理的行動、ステークホ

ルダー利害の尊重、法の支配の尊重が実践

される環境を創出し醸成する仕組みがある 

株主総会、HP 等による情報公開、執行役員会

等経営に関する会議の情報伝達等、情報を公開

する仕組みがある。監査、ISO 外部審査、内部監

査等、定期的に実践内容を監査する仕組みがあ

る。営業行動規範、独占禁止法の遵守宣言、社員

行動規範等法を守るための方針がある。 

（b） 
社会的責任の実践に対してインセンティブを

与えるシステムがある 

表彰制度、昇進昇格制度（人事制度）等、社会的

責任の実践に対しての評価制度がある。 

（c） 

財政資源、天然資源、人的資源の効率的利

用を促進する方針がある 

ISO にある各種方針の中で、環境による資源の有

効活用を促進する仕組みがある。中期計画検討

委員会等(による資産の活用および人的資源の活

用を図る仕組みがあり、方針がある。 

（d） 

公平に上級職に昇進させる人事システムがあ

る 

人事制度があり、公平な昇進制度に努めている。

（人事考課者会議、360 度評価制度、苦情処理委

員会） 

（e） 

企業のニーズとステークホルダーのニーズの

バランスを図る仕組みがある 

株主総会など、株主のニーズを聞き調整する機械

がある。顧客満足度調査、評価点の記録など顧客

のニューズを知る取組みを行い、反映していく仕

組みがある。 

（f） 

ステークホルダーとの間に、双方向のコミュニ

ケーションの仕組みがある 

株主総会等、コミュニケーションの機会がある。協

会を通じ、発注者との意見交換会、問合せ対応な

どコミュニケーションの仕組みがある。 

（g） 
企業の社会的責任に関する意思決定に、男

女双方の労働者が参加する仕組みがある 

女性職員の採用（技術職および一般事務職） 

（h） 
権限、責任、能力のバランスの取れた人材を

経営陣に登用する仕組み 

役員会規定による。 

（i） 
決定されたことが実行されているか、経過を

追跡する仕組みがある 

経営会議、執行役員会議,中期計画委員会 

２ 人権[人権]  

【課題 2-1】デューディリジェンス（企業が当然払うべき注意）[デューディリジェンス] 

  
人権侵害の危険性を回避し対処する仕組み

がある 

苦情処理委員会があり、問題があれば随時協議

を行っている。 

【課題 2-2】人権問題に直面した時の方針[人権に関する危機的状況] 

  人権問題に直面したときの方針がある ※特になし 

【課題 2-3】他者の人権問題を黙認して共謀されないための方針[加担の回避] 

  
他者の人権侵害を黙認しない仕組みがある 
（内部告発を保障するしくみ。） 

※特になし 

【課題 2-4】人権に関する苦情の解決[苦情解決] 

  
人権に関する苦情の受付と救済制度がある 苦情処理委員会があり、そこで受け付けて検討す

る。（救済の制度化まではされていない） 

【課題 2-5】社会的弱者に対する差別の廃止[差別及び社会的弱者] 
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No. 課題の内容 課題に対する当社の現状 

  

機会均等の仕組みがある 職能資格等級審査委員会、苦情処理委員会があ

る。ただし制裁に関する審査と弁明を行う委員会

等が定められていない。 

【課題 2-6】市民的・政治的権利の保証[市民的及び政治的権利] 

（a） 生存権が脅かされない ※社内規定には特になし。 
（b） 言論及び表現の自由がある ※社内規定には特になし 
（c） 平和的集会及び結社の自由がある ※社内規定には特になし。 

（d） 
国境を越えた情報・通信に任意の介入を受け

ない 
※社内規定には特になし。 

（e） 適正かつ公正な懲戒処分手続き 制裁の定めはあるが、弁明の機会がない。 

【課題 2-7】経済的・社会的・文化的権利を侵害しない仕組み[経済的、社会的及び文化的権利] 

  

経済的社会的及び文化的権利（健康、教育、

仕事、食事、宗教、文化など）の侵害の危険

性を回避し対処する仕組みがある 

※社内規定には特になし。 
（日本国憲法でのみ保護されている。） 

【課題 2-8】労働における基本的権利を守る仕組みがある[労働における基本的原則及び権利] 

  

以下の事項に対処する仕組みがある：結社

の自由及び団体交渉、強制労働の禁止、児

童労働からの受益の禁止、差別の禁止 

労働組合と協議の場がある。 

（強制労働や児童労働等、特に規定などに記載は

ない。） 

３ 雇用と労働[労働慣行]  

【課題 3-1】雇用と雇用関係[雇用及び雇用関係] 

（a） 法律で認められた人材の雇用 社員就業規則 

（b） 偽装雇用の禁止 必要に応じて、再委託の届け出を提出。 

（c） 
安定雇用の促進 （第 12 次中期）経営計画（安定的な経営を目指す

ことで、安定的な雇用を促進している。） 

（d） 
労働者への不利益情報の事前提供（事業所

の閉鎖など） 

社員就業規則第 2 章第 1 節第 7 条 

（e） 機会均等と差別の禁止 男女雇用機会均等法の順守 

（f） 恣意的、差別的解雇の禁止 社員就業規則 

（g） 取引業者の労働慣行の確認 下請法の遵守、外注業者登録 

（h） 
提携先、供給業者、下請け業者の不公正、搾

取的、虐待的労働慣行から利益を得ない 

下請法の遵守、外注業者登録 

（i） 海外では当該国の雇用開発を重視する ※特になし 

【課題 3-2】労働条件及び労働者の保護[労働条件及び社会的保護] 

（a） 
 労働条件が国内法および国際労働基準に

従っている 

法に準拠した諸規定を設けている。 

（b） 
労働協約がある場合は、水準の高い労働条

件の規定を尊重する 

法に準拠した諸規定を設けている。 

定期的な労使交渉。 

（c） 
海外で当該国に法令が無い場合、ILO の基

準に従う 
※特になし 

（d） 

賃金、労働時間、週休、休日、安全衛生、母

性保護、家庭と仕事の両立に対して適切な労

働条件を与える 

産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、時間外規

制・管理、36 協定遵守、有給休暇取得促進等 

（e） 

地域の類似雇用者が与える条件と同等で、し

かも仕事と生活のバランスがとれる労働条件

を与える 

定期的な労使交渉にて実施している。 
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No. 課題の内容 課題に対する当社の現状 

（f） 

 国内法令および関連する団体交渉などの慣

行に従って賃金及びその他の労働条件を与

える 

定定期的な労使交渉にて実施している。 

（g） 
同等の価値の労働に対して同等の賃金 チャレンジシートに基づく人事考課の実施。苦情委

員会の開催。（諸規定集：人事考課規定） 

（h） 
法律や団体協約で許容されない限り、労働者

に直接賃金を支払う 

労働基準法の遵守。社員就業規則。 

（i） 
海外で当該国に労働者の社会的保護の規定

があれば、それを尊重する 
※特になし 
（諸規定に特に記載されていない） 

（ｊ） 
法令または団体協約で設定された労働時間

を守る 

社員就業規則により、法に準拠した労働時間を遵

守する仕組みがある。（36 協定の遵守など） 

（k） 労働者に時間外労働の報酬を与える 諸規定集（賃金規定）に明記されている。 

（l） 
週休については、国または宗教的な伝統及

び慣習を守る 
※特になし 
（諸規定に特に記載されていない） 

【課題 3-3】当同組合・団体交渉[社会対話] 

（a） 
企業は労働組合などの存在が重要であり、そ

れとの団体交渉も重要であると認識する 

労働組合法の遵守。定期的な労使交渉 

（b） 
労働者が独自の組織を結成し、参加し、団体

交渉を行うことを反対しない、また妨げない 

労働組合法の遵守。定期的な労使交渉 

（c） 

そのような労働者を解雇、差別したり、配置転

換や業務を取り上げると脅したり妨害したりし

ない 

※特になし 
（諸規定に特に記載されていない） 

（d） 

雇用に大きな影響を及ぼす経営判断をする

場合企業は行政や労働者を交えて影響を

小限に抑える 

経営職群との幹部会の開催。労働組合との労使

交渉の実施。 

（e） 
可能な範囲で、正式に指定された労働者の

代表に、社内の種々のアクセス権限を与える

可能な範囲で社内情報開示（経営会議資料・執行

役員会資料等を労働組合等に提示） 

（f） 
結社の自由及び団体交渉の権利の行使を制

限するように政府に働きかけない 
※特になし 
（諸規定に特に記載されていない） 

【課題 3-4】労働における安全衛生[労働における安全衛生] 

（a） 
安全衛生環境に関わる方針を策定し実施し

維持する 

安全衛生委員会。安全運転講習、安全大会の開

催等を実施。 

（b） 
企業の活動に伴う安全衛生リスクを分析、管

理する 

安全衛生委員会にて、分析・管理する仕組みがあ

る。 

（c） 
適切な安全慣行を労働者に従わせる 安全衛生委員会：現場安全管理等対策要綱。安

全運転講習会等 

（d） 

業務上の疾病及び不慮の事故を防止する。

また、非常事態に対応する安全設備を設ける

安全衛生委員会：現場安全管理等対策要綱、メン

タルヘルス対策。健康診断の定期実施。ＡＥＤの

設置。 

（e） 

労働者が引き起こした安全衛生の偶発事象

及び問題を記録し調査してリスクを低減又は

除去する 

安全衛生委員会。交通事故・労災等の記録に基

づく社内への周知。 

（f） 
労働者が受ける職業上の安全衛生リスクの

特定とリスク被害の状況について理解する 

安全衛生委員会にて、検討している。 

（g） 

現場作業から運営管理まで階層管理を含め

て作業手順や個人保護具などの安全衛生管

理の原則を理解し適用する 

安全衛生委員会：現場安全管理等対策要綱があ

る。 
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（h） 

職場における心理社会的災害はストレス及び

職業病の原因となる可能性があることを認識

する 

JMI の心の健康調査を実施して、ストレス及び職

業病の原因となる可能性を認識する活動を実施し

ている。（安全衛生委員会：メンタルヘルスケアや

リワーク支援を実施） 

（i） 
関連するすべての職員に対し、関連するすべ

ての課題にかかわる適切な訓練を行う 

安全大会、安全運転講習、運転適正試験、雪道講

習及び防災訓練の実地・ＢＣＰの運用等 

（ｊ） 
安全衛生対策について労働者が支出を行う

べきではない 

健康診断費用の会社負担等 

（k） 

関係する労働者の参加に基づき、かつ、労働

者の次の権利を認識及び尊重する安全衛生

環境システムを採用する 

安全衛生委員会の設置や労働組合を認め、労働

者の権利などを尊重する仕組みがある。 

（l） 

安全衛生リスク及びこれらのリスク 

に対処するために用いられるベストプラクティ

スに関係する完全かつ正確な情報 

安全衛生委員会。安全大会 

（m） 

労働に関連する安全衛生のすべての側面に

おいて自由に問い合わせし相談を受けること

労働に関連する安全衛生の側面において、自由

に問い合わせし相談を受けられる安全衛生委員

会を設置している。 

（n） 

労働者の生命又は健康若しくは他の人々の

生命及び健康に緊急かつ深刻な危険を呈す

ると考えられる労働の拒否 

労働者の生命や健康に関係する業務について労

働の拒否も含めた検討をする安全衛生委員会が

ある。（具体的には警戒区域内（放射能等）での作

業についての事前相談・調整を実施。） 

（o） 外部の勧告を求めること ※特になし 
（p） 安全衛生問題を当局に報告すること 労災・事故の報告 

（q） 安全衛生のプロセス及び決定に関与すること 安全衛生委員会。労使交渉 

（ｒ） 
上記いずれかの行為を行うことによる、報復の

脅威がないこと 
※特になし 

【課題 3-5】職場における人材育成及び訓練[職場における人材育成及び訓練] 

（a） 

労働者に対し技能開発及び訓練及び実習へ

のアクセス並びにキャリアアップする機会を与

える。 

社員研修、講習会への参加。資格取得の奨励等 

（b） 
技能認定システムを通じて労働者の再就職を

支援する 
※特になし 

（c） 
適切な労働時間や保育施設及び育児休暇な

どで家庭における労働者の責任を尊重する。

産前産後休暇、育児休暇、介護休暇、時間外規

制・管理、36 協定遵守、傷病有給休暇等 

（d） 
採用、選定、訓練へのアクセス、昇進及び解

雇などで差別しない 

諸規定集（職能資格等級規定、人事考課規定等）

（e） 
障害者や社会的弱者の保護及び進歩に寄与

する積極的な措置を講じる 

障害者雇用や女性の技術者雇用など、社会的弱

者を排除しない取組みを実施。 

（f） 
健康及び福祉を推進する労使合同プログラ

ムを確立する 

安全衛生委員会や労働組合との事務折衝などを

通じ、健康及び福祉を推進する体制がある。 

４ 環境[環境]  

【課題 4-1】汚染の予防[汚染の予防] 

（a） 
企業の活動、製品及びサービスに係る汚染

及び廃棄物源を特定する 

分別徹底。処分業者、リサイクル業者への委託。 

（b） 
著しい汚染源について、測定、記録及び報告

を行う 

環境管理実施計画書に基づき実施結果の報告書

を作成。環境記録、アンケートの集計。 

（c） 
廃棄物削減ステップに従い、汚染及び廃棄物

の適切な管理を確実にする 

月１回の定期清掃日の実施。一般廃棄物、産業

廃棄物の分別と適切な処分、搬出。マニフェスト
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(産業廃棄物管理票)による産廃処分。 

（d） 
使用済み及び排出有毒物質や有害物質の量

及び種類を公開する 
※特になし 

（e） 

禁止化学物質および懸念されている化学物

質の使用を特定及び回避するためのプログラ

ムを実施する 

※特になし 

（f） 
化学的事故の予防及び準備プログラムを実

施する 
※特になし 

【課題 4-2】資源の持続可能な使用[持続可能な資源の利用] 

（a） 
エネルギー源、水源及びその他使用する材

料の供給源を特定する 
※特になし 
（業務を通じて、提案する場合・可能性がある） 

（b） 
エネルギー、水及びその他材料の著しい使用

に関し、測定、記録及び報告を行う 

環境管理実施計画書に基づき実施結果の報告書

を作成。環境記録、アンケートの集計。 

（c） 

エネルギー、水及びその他材料の使用を削

減するための資源の効率使用に関する施策

を実施する 

電気使用量の削減、燃費の改善、業務の効率化、

コピー用紙削減、リサイクルの促進、廃棄物の適

正な処分、グリーン購入、環境配慮設計の促進 

（d） 
再生不可能な資源を再生可能な代替資源、

及び影響の低い資源に補完又は置換する。 

グリーン購入、リサイクルの推進、家電の廃棄、自

動車の廃棄 

（e） 

流域内のすべてのユーザーにとって、公正な

アクセスが確実となるよう水資源を管理する。 
※特になし 
（業務を通じて、提案する場合・可能性がある） 

【課題 4-3】気候変動緩和及び気候変動への適応[気候変動緩和及び気候変動への適応] 

（a） 

直接及び間接的な温室効果ガス排出源を特

定し、その責任の範囲を決定する 

クールビズ、ウォームビズの実施、適切な温度設

定、電気機器不要時オフ、 エレベータの使用自

粛、昼休みの消灯、照明の間引き、エコドライブの

励行、低燃費車両への更新 

（b） 
著しい温室効果ガス排出について測定、記録

及び報告する 

環境管理実施計画書に基づき実施結果の報告書

を作成。環境記録、アンケートの集計。 

（c） 

企業が排出する温室効果ガスを徐々に削

減、縮小させる対策を実施する 

クールビズ（上着及びネクタイ無しＯＫ）、ペンダン

トカード、温度設定、ポスターの作成配布、卓上カ

ード、推進グッズの作成設置、 

（d） 

化石燃料への依存を低減し、温室効果ガス

の低排出技術及び再生可能エネルギーを利

用する 

クールビズ、ウォームビズの実施、適切な温度設

定、電気機器不要時オフ、 エレベータの使用自

粛、昼休みの消灯、照明の間引き、エコドライブの

励行、低燃費車両への更新 

（e） 

加工又は冷暖房空調設備を含む装置からの

温室効果ガス排出を防止する 

クールビズ、ウォームビズの実施、適切な温度設

定、電気機器不要時オフ、 エレベータの使用自

粛、昼休みの消灯、照明の間引き 

（f） 
炭素固定化又は排出削減プログラムなどを通

じカーボンニュートラルを目指す 
※特になし 
（業務を通じて、提案する場合・可能性がある） 

（g） 
排出権取引などの手段及び開発メカニズムな

どの活用機会を検討する 
※特になし 
（業務を通じて、提案する場合・可能性がある） 

（h） 

将来の気候予測を考慮してリスクを特定し、

気候変動への適応を意思決定に統合する 

クールビズ、ウォームビズの実施、適切な温度設

定、電気機器不要時オフ、エレベータの使用自

粛、昼休みの消灯、照明の間引き、エコドライブの

励行、低燃費車両への更新 
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（i） 

気候変動に関連する自然災害による損害を

回避又は 小限に抑える機会を特定する 

環境に係る教育訓練の実施（EMS規格の理解、外

部環境活動実態把握） 

ミスの防止（ミス事例の紹介、検査照査結果） 緊

急事態対応訓練 

【課題 4-4】自然環境の保護及び回復[環境保護、生物多様性、及び自然生息地の回復] 

（a） 

生態系サービス及び生物多様性に対する悪

影響を特定し、それらを排除又は抑制する措

置を講じる。例えば、開発者に対して環境配

慮及び環境保全に貢献する提案を行っている

業務を通じての環境調査（動植物生態系調査・保

護の提案検討）。環境配慮設計（道路設計等：北

四トンネルの輪王寺など） 

（b） 
環境負荷の費用を吸収する市場メカニズムに

参加し、生態系サービスを保護する 
※特になし 

（c） 

自然生態系の喪失回避・回復・喪失の埋め合

わせにより、長期の生態系サービスに良い効

果を与える 

業務を通じての環境調査（動植物生態系調査・保

護の提案検討） 

（d） 

保全及び持続可能な使用を推進するような

陸、水及び生態系の管理のための統合戦略

を検討する 

業務を通じての環境調査（動植物生態系調査・保

護の提案検討） 

（e） 

悪影響を受ける可能性がある固有種、絶滅の

危機にある種、生息地を保存するための措置

を取る 

業務を通じての環境調査（動植物生態系調査・保

護の提案検討） 

（f） 

土地利用に関する決定が引き起こしうる環境

負荷を考慮しながら、計画、設計及び業務履

行を行う 

業務を通じての環境調査（動植物生態系調査・保

護の提案検討） 宅地工業団地等の造成設計 公

園計画 

（g） 

自然の生息地、湿地帯、森林、野生動物の通

り道、保護地域及び農地の保護を環境資源

開発で考慮 

業務を通じての環境調査（動植物生態系調査・保

護の提案検討） 

（h） 

主要な基準及び認証法で規定される持続可

能な農業、漁業、動物保護及び林業活動を採

用する 

※特になし 

（i） 
基準及び認証スキームの要求事項に適合した

サプライヤーからの製品の購入の拡大 
※特になし 

（ｊ） 
種の絶滅又は移入種の流入若しくは拡散に

つながるアプローチを回避する 
※特になし 

５ 公正なビジネス[公正な事業慣行]  

【課題 5-1】汚職防止[汚職防止] 

（a） 

汚職によるリスクを特定し、汚職、便宜支払

い、贈収賄及び恐喝に対する方針を作成し実

施する 

※特になし 
（営業倫理行動規範、独占禁止法遵守の宣言、社

員行動規範等はあり、独禁法研修などに参加をし

ている） 

（b） 
汚職及び贈収賄防止のためリーダーシップを

発揮し、責任をもって関与し、監視を行う 
※特になし 

（c） 

従業員及び代理店社員による、贈収賄及び

汚職根絶のための取組みを支援する 
※特になし 
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（d） 

汚職及びその対策に関して、従業員及び代

理店社員を訓練し、認識を高める 
※特になし 
（営業倫理行動規範、独占禁止法遵守の宣言、社

員行動規範等はあり、独禁法研修などに参加をし

ている） 

（e） 
従業員及び代理店社員の報酬が適切なもの

であることを確認する 

賃金規定および賃金白書を元にした労使協議 

（f） 
報復や解雇への不安を抱くことなく報告できる

メカニズムを採用する 
※特になし 

（g） 
刑法違反に関して、関連の法執行機関の注

意を喚起する 
※特になし 

（h） 

他の組織が、同様の汚職防止業務を採用す

るよう影響を及ぼすことで、汚職防止に尽力

する 

※特になし 

【課題 5-2】政治的関与の場合の責任ある行動[責任ある政治的関与] 

（a） 

責任ある政治的関与及び貢献について、従

業員並びに代理店社員を教育し、認識を高

める 

※特になし 

（b） 
ロビー活動、政治献金及び政治的関与に関

連する活動に関し、透明性を保つ 
※特になし 

（c） 

組織の代表として意見を述べることを職務とし

て雇用される者の活動を管理する方針及び指

針の確立 

※特になし 

（d） 
特定の者や政治家が有利・不利になるような

政治献金を行わない。 
※特になし 
（規定はないが、政治献金はしていない） 

（e） 
誤った情報、事実と違う表示、威嚇又は強制

を伴う活動を禁止する。 
※特になし 

【課題 5-3】公正な競争[公正な競争] 

（a） 
競争に関係する法律を遵守した活動を行い、

公正取引委員会などと協力する 

独占禁止法の遵守に関する規定の制定。独占禁

止法遵守の研修会を部会や課会に取り入れる 

（b） 

反競争的行動への関与又は共謀を防止する

ための手順及びその他の予防手段を確立す

る 

独占禁止法遵守マニュアルを掲示している。 

（c） 

競争に関係する法律の遵守及び公正な競争

の重要性に関する従業員の認識を高める 

社長名で『独占禁止法遵守の行動指針」 

建コンの「独占禁止法遵守マニュアル」を当社マニ

ュアルとし社員に配布 

（d） 
反トラスト及び反ダンピングの慣行、並びに競

争を促す公共政策を支援する 

QMS、EMS、ISMS 活動に一部含まれる。（基本的

に自社に直接関係すること） 

【課題 5-4】自社の影響力の範囲においての社会的責任の推進 

[バリューチェーンにおける社会的責任の推進] 

（a） 

購買契約方針に、安全衛生を含む倫理的、

社会的、環境的、かつ男女平等に関する基準

を組み込む 

※特になし 

（b） 
他の組織が反競争的行為に迎合することな

く、同様の方針を採用することを推奨する 
※特になし 

（c） 

グループ会社や外注先の行動に対して社会

的責任に関し適切な調査及びモニタリングを

実施する 

協力会社との基本契約に表現 
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（d） 
中小規模の企業に対し社会的責任問題につ

いて適切と思われる支援を行う 
※特になし 

（e） 

グループ会社や外注先の社会的責任課題及

び原則に対する認識を高める活動に、積極的

に関与する 

※特になし 

【課題 5-5】知的財産権を含む財産権の尊重[財産権の尊重] 

（a） 
財産権及び伝統的知識の尊重を促進する方

針及び業務を実施する 
※特になし 

（b） 
財産の使用又は処分のための合法的な所有

権を有しているという調査を実施する 

問題が発生の都度、契約弁護士との相談・協議を

している。 

（c） 

支配的地位の乱用、偽造及び海賊行為、消

費者権利の侵害等により、財産権の侵害をし

ない 

※特になし 

（d） 

組織が取得又は使用する財産に対して、公

正な補償を支払う 

ISMS にて、ソフトウエアのコピー禁止、不正利用

のチェック（QND）。その他著作権等についてはそ

の都度対応している。 

（e） 

個人が知的及び物的所有権を行使及び保護

する場合の社会的利益、人権、基本的ニーズ

を考慮する 

※特になし 

６ 利用者・納税者に対する配慮[消費者課題] 

【課題 6-1】公正なマーケティング、事実に即した公平な情報、及び公正な契約業務 

[公正なマーケティング、事実に即した偏りのない情報、及び公正な契約慣行] 

（a） 

消費者に、重大な情報の省略を含む、欺瞞

的、虚偽的、詐欺的又は不公正な情報を与え

ない 

※特になし 
ホームページなどの情報発信や成果品に、虚偽

的、詐欺的などの内容がないように各自取り組ん

でいると思われるが、監視する仕組みはない。 
（b） 宣伝及びマーケティングを明確に区別する ※特になし 

（c） 

総価格、税金、製品、サービスの諸条件、使

用に際して必要な付属品、配送費を開示する

見積においては、仕様書に基づき適正な金額を提

示、金額変更時にも同様。当社が業務委託する場

合は、委託会社に対して指示書・注文書、打合せ

時やメールでのやりとりで開示している。 

（d） 
基礎をなす事実及び情報を提供することによ

って主張又は表明を立証できるようにする 
※特になし 

（e） 

性差、宗教、民族及び性的嗜好に関する固

定観念を永続させる可能性のある表現やイメ

ージを避ける 

※特になし 

（f） 不当に脆弱な消費者をターゲットとしない ※特になし 

（g） 

十分、正確、理解可能かつ比較可能な情報

を提供する 

ＨＰやパフレット、テクニカルレポートに実績を掲載

し、顧客が委託先候補選定の際の情報を提供して

いる。代替案を提示した上で、特定した形式、ルー

トなどの妥当性を説明している。 

（h） 

契約時には不公正な契約条件を排除し、価

格、諸条件、費用に関し、明確で十分な情報

を提供する 

発注者との契約は公契約であるため適用除外と

なるが、外注業者との契約については下請法に基

づき必要事項を記載した書面を交付している。 

【課題 6-2】利用者・納税者の安全衛生維持[消費者の安全衛生の保護] 
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（a） 

通常の使用条件下及び当然予想される使用

条件下において、安全な製品及びサービスを

提供する 

示方書や構造令などに従い、平時及び想定される

緊急時にも耐えうる成果品を提供している。・検証

は照査や設計検査などで実施 

（b） 

健康及び安全に関する法規制、規格及びそ

の他の仕様の妥当性を評価する 

納品前段階においては、照査や設計検査による

成果品の妥当性の確認を行っている。納品時には

納品検査が実施されている 

（c） 

製品設計におけるリスクを 小限に抑える 工期、利益、対発注者とのコミュニケーション、環

境、技術力、マンパワー、情報管理、自然災害、施

工時など（現場でどの程度リスクを認識している

か） 

（d） 

発がん性、突然変異誘発性、繁殖毒性又は

難分解・蓄積性がある化学物質は使用しない

※特になし 
（事業活動において化学物質の使用はないが、成

果品により、施工で土壌改良材などが使われる可

能性がある。） 

（e） 

新しい材料又は生産方法を導入する場合、製

品及びサービスの健康リスク評価を実施する 
※特になし 
（当社の成果物は、紙・電子媒体による図面・報告

書等は、健康リスク評価に該当しない。） 

（f） 
安全に関する極めて重要な情報を、消費者に

伝える 

業界活動を通じ当社が防災・災害対応など生活の

安全に直結する業務を実施していることをＰＲ 

（g） 
製品の適切な使用に関して、使用に伴うリス

ク情報を消費者に提供する 

当社設計の施工等により、環境などにリスクが生

じる場合は、報告書に記載する。 

（h） 

消費者による製品の不適切な取り扱い又は保

管中に危険な状態になることを防止する措置

を講じる 

※特になし 
（当社の成果物は、紙・電子媒体による図面・報告

書等である。怪我や事故等につながる要因はな

い。但し、当社設計による工事施工等の危険防止

は、施工計画（案）や施工時の留意事項を記載） 

（ｉ） 

販売開始後に、製品に危険があることが判明

した場合、製品をリコールする 

納品後にミスが発覚した場合は即発注者に対し連

絡し、差し替えるなど誠実に対応している。賠償保

険に加入し、金銭賠償に備えている。 

【課題 6-3】持続可能な公共事業の推進[持続可能な消費] 

（a） 

消費者に社会的・環境的に有益な製品・サー

ビスを提供し、環境・社会への負の影響を軽

減する 

環境配慮設計（景観、動植物保護、アメニティの確

保など）推進、利便性の向上 

（b） 
ライフサイクル全体を考慮し、可能な限り効率

的に機能する製品及びサービスを提供する 

ＬＣＣを考慮した設計 

（c） 

動物の身体的完全性を尊重し、残酷な行為

を回避する方法で、動物の繁殖および飼育を

行う 

環境配慮設計の推進（生態系への配慮） 

（d） 

騒音及び廃棄物など製品及びサービスが健

康及び環境に与える負の影響を除去又は

小限に抑える 

環境配慮設計の推進（快適なアメニティの創出） 

（e） 

簡単に再使用、修理、再資源化できるように

製品を設計、梱包し、再資源化や処理サービ

スを提供 

維持管理コストの縮減、建設リサイクルの推進 

（f） 

製品やサービスの生産や配達に関する環境

要因及び社会要因に関する追跡可能な情報

を提供する 

環境配慮設計等で行い、報告書の納品にて追跡

可能な情報を記載（提供）している。 

（g） 

消費者に対し、製品又はサービスを提供して

いる組織の社会的責任に関する情報を提供

する 

ホームページやパンフレット等により、当社の社会

的責任に関する情報を提供している。 
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（h） 
消費者に製品及びサービスの持続可能性に

関する情報を提供する 

事業の有益性をいかに地域住民に対しＰＲするか

（ｉ） 
製品及びサービスの環境的及び社会的品質

を伝える 

ISO（QMS,EMS）の取得をホームページなどで提

供。 

（ｊ） 

ユニバーサルデザインの原則を使用し、消費

者に製品及びサービスへのアクセスを提供す

る 

業務を通じ、ユニバーサルデザイン（公園・河川環

境整備事業など）に関わる事業に当社のサービス

（技術）を提供。 

【課題 6-4】利用者・納税者への情報提供、支援及び紛争解決 

[消費者に対するサービス、支援、並びに苦情及び紛争の解決] 

（a） 

通信販売による製品取得者を含め消費者に

対して、苦情を防止するための予防措置を講

じる 

QMS に基づくクレーム対応及び再発防止のため

の是正処置をとっている。技術管理部を中心とし

たミス防止の活動。 

（b） 
クレームを再検討し、これらのクレームに応え

て、業務を改善する 

QMS に基づくクレーム対応及び再発防止のため

の是正処置をとっている。 

（c） 
該当する場合には、法律で保証される期間を

超え、製品寿命に合った期間保証を提供する

保証書などの発行はないが、法及び契約により瑕

疵責任を負っている。 

（d） 
供給後のサービス及びサポートへもアクセス

できる方法を消費者に明確に伝える 

納品検査をクリアすれば契約上業務は終了となる

が、納品後のアフターフォローも行っている。 

（e） 
適切かつ有効なサポートおよびアドバイスシ

ステムを提供する 

地域のホームドクターとして、お客様の要望には

出来る限り応える。納得されるまで対応。 

（f） 

適正価格で保守及び修理を提供し、部品の

入手可能性に関して、情報を入手できるよう

にする 

橋梁点検・補修設計など、維持管理業務を行って

いる。歩掛りを基にした適正な積算（適正な価格

提供）。 

（g） 

消費者に無料又は 低限度のコストで、裁判

外紛争処理、紛争解決及び救済手続きを利

用する 

※特になし 
(近年、裁判にまで発展した紛争はない。) 

【課題 6-5】個人データの保護及びプライバシー 

[消費者データ保護及びプライバシー] [必要不可欠なサービスへのアクセス] 

（a） 
支払停滞に対し猶予期間を与えず、必要不

可欠なサービスを打ち切ることはしない 

全てサービス完了後による支払い（中間払いを除

く）のため、支払停滞によるサービス停止はない 

（b） 
優先事項や料金設定の際に、困窮者への補

助金一覧を提供する 
※特になし 

（c） 

価格や料金を設定する際に、情報を提供する

ことにより、その透明性を保つ 

見積においては、仕様書に基づき適正な金額を提

示、金額変更時にも同様。(外注金額は、協力業

者との協議によって決定している。) 

（d） 

団体消費者が支払いを停滞した場合、すべて

の消費者に対して一斉にサービスを打ち切ら

ない 

※特になし 

（e） 

供給の削減又は中断に際しては、あらゆる消

費者集団を差別することなく公平な方法で管

理する 

※特になし 

（f） 

サービスが中断されることのないように、シス

テムの維持およびアップグレードを継続的に

行う 

BCPを策定し、短期間で事業再開可能な体制を構

築している。ネットワークシステムの維持保守を行

い、可用性を確保している 

【課題 6-6】公共事業や建設プロジェクトに対する認識の向上[教育及び意識向上] 

（a） 
製品ハザードを含む安全衛生に関する消費

者教育 
※特になし 
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（b） 

該当する規制、救済を得る方法、並びに消費

者保護のための機関及び組織に関する情報

該当しない（消費者センターや国民生活センター、

お客様相談センターなどのことを指していると思わ

れる） 

（c） 
製品およびサービスに関するラベル表示、並

びにマニュアルや指示書での情報提供。 

成果品に社名を入れている。内容を報告書や概

要版で情報提供している。 

（d） 

必要不可欠なサービスに係る、重量及び寸

法、価格、品質、信用状態及び利用可能性に

関する情報 

成果品に社名を入れている。内容を報告書や概

要版で情報提供している。 

（e） 金融及び投資商品に関する消費者教育 ※特になし 

（f） 
環境保護に関する消費者教育 協会を通じたイベントへの参加（清掃）。水の大切

さ、河川愛護など。ビオトープを通じた体験教育 

（g） 
材料、エネルギー及び水の効率的な利用に

関する消費者教育 

※特になし 

（h） 
持続可能な消費に関する消費者教育 協会を通じたイベントへの参加。水の大切さ、河川

愛護など。 

（i） 包装及び製品の廃棄に関する消費者教育 ※特になし 

７．コミュニティ活動[コミュニティ参画及び開発]  

【課題 7-1】コミュニティ参画[コミュニティ参画及びコミュニティの発展] 

（a） 
政策策定及び開発プログラムの策定、実施、

モニタリング及び評価に参加する 
※特になし 

（b） 
地方自治体の役人及び地方議会議員と透明

性のある関係を維持する 

協会を通じた社会奉仕（岩手・内陸地震下水道災

害支援、東日本大震災各種災害支援） 

（c） 

コミュニティ代表団との協議で、社会投資及び

コミュニティ開発事業に関する優先課題を特

定する 

各種協会への参加（建設コンサルタンツ協会、全

国上下水道コンサルタント協会、宮城県測量設計

業協会、東北測量設計協会等） 

（d） 
コミュニティ参画においては法律の精神に則

った活動の実施を心がける 
※特になし 

（e） 

公共の利益及びコミュニティの開発目標への

貢献を目指し、地域コミュニティの団体に参加

する 

参加可能な地域コミュニティに参加している（広瀬

川 1 万人プロジェクト[広瀬川 1 万人プロジェクト実

行委員会]、環境美化活動[青葉区安全安心街づく

り協議会]、青葉区消防団など） 

（f） 
コミュニティ内の非主流派集団との対話を通

し、彼らを事業に関与させる 
※特になし 

【課題 7-2】地域社会への教育的貢献と地域文化の尊重雇用創出及び技能開発[教育及び文化] 

（a） 

教育を推進及び支援し、教育の質を向上、地

域住民の知識の有効利用に向けた活動に従

事する 

インターンシップの受け入れ[地域の学校] 

（b） 

児童の義務教育への就学を奨励し、児童労

働など児童が教育を受ける際の障害の排除

に貢献する 

※特になし 

（c） 

文化活動を推進し、人権の理念に基づき地域

の文化及び文化的伝統を重んじる 

地域文化振興支援（仙台市青葉まつり、仙台七夕

まつり、SENDAI 光のページェント、塩釜みなと祭

り、白石夏まつり、亘理町夏まつり、東根夏まつ

り） 

スポーツ振興支援（ベガルタ仙台クラブスポンサ

ー、楽天イーグルスオーナーズシート会員、果樹

王国ひがしねさくらんぼマラソン大会） 
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（d） 

企業の活動による文化遺産への影響が懸念

させる際は、特に文化遺産の保全及び保護を

心がける 

※特になし 

（e） 
先住民族の知識の有効利用を促進する 環境配慮設計（道路設計等：北四トンネルの輪王

寺など） 

【課題 7-3】地域社会の雇用創出及び技能開発[雇用創出及び技能開発] 

（a） 

経済的に実行可能な範囲で、雇用促進を通

した貧困緩和の促進を目的とする直接投資を

行う 

※特になし 
（貧困緩和の促進を目的としていないが、雇用の

確保に努めている） 

（b） 
経済的に実行可能な範囲で、雇用機会が

大限に引き出される技術を選択する 

障害者雇用、女性技術者の雇用 

（c） 

アウトソーシングが、委託する側の組織及び

委託される側の組織の両方における雇用創

出に及ぼす 

協力会社への外注 

（d） 

自らのコミュニティへの参入及び撤退が及ぼ

す経済的、社会的影響に関し、より客観的な

評価を行う 

※特になし 

（e） 

地域の供給業者の商品及びサービスを優先

的に選択し、地域の供給業者の発展に貢献

する 

関係団体への講師派遣 

（f） 
コミュニティ及び国家が運営する技能開発プ

ログラムへの参加を検討する 

資格取得、講習会への参加等 

（g） 
住民又はコミュニティ組織との連携に基づくプ

ログラム策定に向けた取組みを支援する 
※特になし 

（h） 
雇用創出に必要な社会的枠組みの構築に向

けた、取組みへの参加を検討する 

事業継続 

【課題 7-4】地域社会のための技術開発及び 新技術の導入[技術の開発及び技術へのアクセス] 

（a） 

コミュニティの技術開発に貢献するため、低コ

ストの社会技術の開発に向けた取組みを支

援する 

地域のための技術開発（宅地地盤図、青森の建

築 DB、スライド式橋梁衝突緩衝装置の開発等） 

（b） 

地域住民の知識及び技術を、経済的に実現

可能な範囲で開拓することを検討する 

業務を通じ、住民の意見および発注者の情報によ

り、道路計画、防災計画等により検討に参加して

いる。 

（c） 

地域の大学や研究所とのパートナーシップを

構築し、科学・技術開発事業の実施について

検討する 

共同研究開発（岩手大学等） 

（d） 
技術の移転及び普及に向けた取組みを、経

済的に実現可能な範囲で実施する 

学会への入会・活動（日本技術士会、土木学会

等） 

【課題 7-5】地域社会の富及び所得の創出[富及び所得の創出] 

（a） 
納税額の決定に必要な情報を税務当局に提

出し、納税義務を果たす 

納税(法人税、消費税、ほか住民税、所得税） 

（b） 
適切な法制度の枠組みの下で活動する団体

に限ったパートナーシップの構築をする 

協会活動 

（c） 

法的要件を満たすことが状況的に難しいと思

われる団体と共同で経済活動に従事する場

合：極度の貧困の緩和を目的とする活動であ

る場合、供給業者が法制度の遵守に向けた

取組みを進めている場合 

※特になし 
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（d） 
コミュニティ組織による適切な法的枠組みの

下での活動を支援する 
※特になし 

（e） 
貧困軽減に資する持続可能な方法による天

然資源の利用に努める 
※特になし 

（f） 

地域の天然資源の利用に先立ち、地域住

民、特に先住民族による伝統的な天然資源の

利用を尊重する 

※特になし 

（g） 

社会的弱者及び低所得者層の人々に食糧及

びその他の生活必需品を提供するプログラム

を支援する 

※特になし 

（h） 

女性中心の住民による事業、協同組合の設

立、生産性の向上、利用可能な資源の有効

利用を支援する 

※特になし 

（i） 

コミュニティに不足している製品やサービスの

提供に取り組んでいる企業家に対して支援す

る 

※特になし 

【課題 7-6】地域社会の衛生向上[健康] 

（a） 

健康的なライフタイルを推進することにより、

住民の良好な健康を促進することについて検

討する 

社内に、健康的なライフタイルを推進している（健

康に関する取組みなど） 

（b） 
主要な疾病、並びにそれらの予防に関する認

識の向上を促す 
※特になし 

（c） 

医療サービス、清潔な水及び適切な公衆衛生

へのアクセスの拡大に努め、疾病の防止に貢

献する 

※特になし 

（d） 

企業によって提供される製品又はサービスの

健康への悪影響を 小にする又は除去に努

める 

※特になし 

【課題 7-7】地域社会の社会的投資[社会的投資] 

（a） 

企業の活動場所である 1 つ又は複数のコミュ

ニティへの社会的投資の実施を実現可能な

範囲で検討する 

募金活動(緑の募金、ゆうと君を救う会、大震災等

への募金活動等） 

（b） 
組織が得意とする活動が、コミュニティの能力

構築に生かされる分野を特定する 

砂防ボランティアなど 

（c） 

社会的活動及び社会貢献活動は、企業の能

力開発に関する全体目標に一致していること

が重要である 

企業の発展のための、能力開発プログラム（資格

取得支援など）がある。 

（d） 
社会的投資事業の策定及び実施にコミュニテ

ィを参加させる 
※特になし 

（e） 
社会的投資の計画に際しては、コミュニティの

発展の促進を考慮に入れる 

コミュニティ（協会や団体）への参加による効果を

検討し、参加する。 

（f） 

地方自治体及び中央政府が定める優先課題

を考慮したうえで、コミュニティへの貢献策を

検討する 

※特になし 

（g） 
企業の慈善活動に対する地域の依存が永続

化するような活動を回避する 

客観的な慈善活動の参加（協会を通じてのボラン

ティア活動、募金、協賛金等） 

（h） 
既存のコミュニティ関連事業を評価し、改善の

余地がある個所を特定する 
※特になし 



株式会社 復建技術コンサルタント                  FGC CSR Report  –Step 2-  2012.9 

 

 

- 46 - 

≪資料 2≫支援物資リスト 

 

 



株式会社 復建技術コンサルタント                  FGC CSR Report  –Step 2-  2012.9 

 

 

- 47 - 

 

 



株式会社 復建技術コンサルタント                  FGC CSR Report  –Step 2-  2012.9 

 

 

- 48 - 

 



株式会社 復建技術コンサルタント                  FGC CSR Report  –Step 2-  2012.9 

 

 

- 49 - 

≪参考文献≫ 
 
・「建設コンサルタントの社会的責任（CSR） ― 考え方と取組み方 ―」 [2010 年 3 月]  

[発 行 元]（社）建設コンサルタンツ協会 企画委員会 CSR 専門委員会 
 
・「ISO26000：2010 社会的責任に関する手引き」[2011 年 2 月]  

[発 行 元] ISO/SR 国内委員会  監修   日本規格協会 
 
・「企業の社会的責任[CSR]の基本がよくわかる本」 [2009 年 2 月] 

[発 行 元] 中経出版 
 
・「CSR 企業価値をどう高めるか」 [2007 年 3 月 8 日] 

[発 行 元] 日本経済新聞社出版 

 
 
 



株式会社 復建技術コンサルタント                  FGC CSR Report  –Step 2-  2012.9 

 

 

- 50 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・発行年月日：平成 24 年 3 月 31 日

・発行：CSR 推進室 


