
環境マネジメント
五洋建設は、地球環境を守り、豊かな自然環境を後世に伝えていくため、
環境活動指針をもとに全員参加による環境マネジメントシステムを運用しています。

環境活動指針
❶循環型社会の形成、地球温暖化防止等による環境保全に努める。
❷環境事故等の発生防止に努める。
❸地域社会とのコミュニケーションを図り、環境に配慮した設計・施工を行うとともに、環境保全・修復の技術開発を行う。
❹当社の事業に関わる人々に環境保全活動の重要性を周知し、意識の向上に努める。

プで

 外部審査（再認証審査）
実 施 日：2012年7月30日～8月3日
審査登録機関：（株）マネジメントシステム評価センター
審 査 結 果：改善指摘…0件

観察事項…6件
充 実 点…5件

当社は、大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭等の環境事故の防止と環境関連法令違反ゼロを目
的に、また環境に関する苦情の発生を極力防止するために、各支店の建設現場において着工後、環境パトロールをでき
るだけ早期に実施しています。

企業は今、地球温暖化、廃棄物管理など、あらゆる面で環境に配慮した経営が求められており、環境関連法令遵守状
況を把握する必要があります。廃棄物の処理および清掃に関する法律や土壌汚染対策法などの最近の環境関連法令
の改正に対しては速やかに対応し、常に環境関連法令違反の防止に心がけています。
2012年度の環境法令違反はありませんでした。

環境パトロール

環境法令の遵守状況

環境マネジメントシステムの運用状況

 内部監査の実施状況
実 施 日：2012年4月1日～2013年3月31日
審 査 結 果：是正処置要求……………………… 4件

指導観察事項…………………… 368件
【主な内訳】
・品質目標に関する指摘……………………………56件
・監視・測定に関する指摘…………………………46件
・文書管理に関する指摘……………………………25件
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環境マネジメント

教育内容
⃝環境一般教育
⃝環境法令・約束事項の特定
⃝環境法規制・改正の概要
⃝廃棄物処理法・建設リサイクル法
⃝海洋汚染防止法・土壌汚染対策法
⃝解体工事における環境対策
⃝環境事故発生時の措置

 環境専門教育
建設現場における環境管理全般に関する必要な知識や法改正のポイントを確認するために環境専門教育を実施し

ています。環境専門教育は毎年、本・支店ごとに開催され、当社職員は定期的（3年に1回）に受講しています。2012年

環境教育

度の受講者は389人でした。

 環境一般教育 
環境に関する基礎的知識を向上させ
るため環境一般教育を実施しています。
2011年度からe-ラーニングで実施し、
2012年度は「オゾン層の破壊」「公害問
題」「身近な環境保全活動（エコドライ
ブ）」について実施しました。2012年度
の受講者は2,399人でした。

環境教育研修
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環境マネジメント

■ 建設工事のライフサイクルと環境保全への取り組み

建設業では、研究・技術開発～企画・設計～施工～運用・改修～解体といったライフサイクルにおける各活動段階で地
球環境・地域環境とのかかわりを持っています。当社では、それぞれの活動段階において環境保全への取り組みを行っ
ています。

事業活動と環境保全への取り組み

● オゾン層破壊防止
● CO2発生抑制
● 生態系保全
● 省エネルギー

● 廃棄物発生抑制
● リサイクル
● グリーン購入

● 大気汚染
● 水質汚濁
● 土壌汚染
● 騒音・振動

● 地盤沈下
● 悪　　臭
● 有害化学物質
● 海洋汚染 他
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環境マネジメントシステム
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環境保全・修復
コミュニケーション 豊かな環境の創造 次世代への継承
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OUTPUTINPUT

運用・改修
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研究・技術開発

環境保全への取り組み 公害防止への取り組み資源循環への取り組み
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環境マネジメント

当社は「環境方針」に基づき、過去の活動実績と年度事業計画をもとに、年度ごとの「環境目的及び目標」を設定し、
その達成に向けて環境活動を展開しています。2012年度の環境目的・目標と実績、および2013年度の目標は以下の
とおりです。

2012年度の活動成果と2013年度の環境目標

環境目的
2012年度 2013年度

目標 実績 評価 目標

Ⅰ
環境リスクの
低減

環境事故防止・予防
⃝特定事故（油流出・濁水流出）の発生ゼロ
⃝環境事故度数率0.14以下
⃝環境関連法違反ゼロ

⃝特定事故（油流出）1件
⃝環境事故度数率0.05
⃝環境関連法違反ゼロ

△

環境事故防止・予防
⃝特定事故（油流出・濁水流出）の発生ゼロ
⃝環境事故度数率0.09以下
⃝環境関連法違反ゼロ

Ⅱ
環境社会
貢献の促進

環境社会貢献への意識の向上
⃝環境社会貢献への意識を高める。

⃝環境専門教育講師養成講習
⃝環境専門教育
⃝e-learningによる環境一般教育の実施…
（受講率93.96%）
⃝自然観察指導員講習会に共済金拠出
⃝教員研修で現場見学会を実施
⃝ホームページで当社の環境活動を広報

○ 3年間連続して目標を達成したため、目標か
ら取り下げる。

チャレンジ25活動の推進
⃝事業所の年間エネルギー使用量（原油換
算）1,500㎘未満の維持を行う。
⃝全社電気使用量目標　4,839千kwh
（…2002～2004年度実績平均値に対し、
15％削減する）

⃝エネルギー使用量1,351.5㎘（原油換算）
エネルギー使用量前年度比105.0%
⃝全社電気使用量4,724千kWh
電気使用量前年度比105.2%
本社使用量1,894.5千kWh
電気使用量前年度比106.8%

○

チャレンジ25活動の推進
⃝事業所の年間エネルギー使用量（原油換
算）1,500㎘未満の維持を行う。
⃝全社電気使用量目標　4,839千kWh
（2002～2004年度実績平均値に対し、
15%削減する）

Ⅲ
地球温暖化
対策

二酸化炭素排出量の削減
⃝施工活動におけるCO2排出量を2012年
度までに1990年度比13%削減する
全社：49.56t-CO2/億円以下
（13%削減）

⃝全社：56.44t-CO2/億円以下（0.9%削減） ×

二酸化炭素排出量の削減
⃝施工活動におけるCO2排出量を2020年
度までに1990年度比20%削減する
全社：48.16t-CO2/億円以下（14%削減）

Ⅳ
建設副産物
対策

ゼロエミッションの推進
⃝施工高当たりの廃棄物最終処分量を前年
度比2%減とする
4,413kg/億円以下
（2011年度実績4,503kg/億円）

⃝最終処分率：2.3%
⃝最終処分量：6,224kg/億円 ×

ゼロエミッションの推進
⃝施工高当たりの廃棄物最終処分量を前年
度比2%減とする

建設廃棄物のリサイクルの促進
⃝リサイクル率目標値 ⃝リサイクル率実績値

建設汚泥、建設発生木材の日建連目標値
を過去3年間達成しているため監視項目と…
する。

建設発生木材 全社：93%以上 建設発生木材 全社：98.9%以上
○土木：94%以上 土木：99.8%以上

建築：92%以上 建築：98.3%以上
建設汚泥 建築：85%以上 建設汚泥 建築：100% ○
建設廃棄物全体 全社：94%以上 建設廃棄物全体 全社：97.7%以上

○土木：95%以上 土木：96.6%以上
建築：93%以上 建築：98.8%以上

建設発生土の有効利用率の向上
土木：85%以上

建設発生土の有効利用率
土木：88.3% ○

建設発生土の有効利用率
2015年度までに土木工事の建設発生土
の有効利用率を90%以上とする。
土木工事87%以上

混合廃棄物の削減
⃝2015年度までに建築の新築工事におけ
る混合廃棄物の延床面積あたり発生原単
位を10kg/m2以下にする。

混合廃棄物の削減
⃝2015年度までに建築の新築工事におけ
る混合廃棄物の延床面積あたり発生原単
位を10kg/m2以下にする。
⃝2013年度目標値
20kg/m2以下にする。

○:達成　△:一部達成　×:未達成
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環境マネジメント

環境目的
2012年度 2013年度

目標 実績 評価 目標

Ⅴ
環境配慮
設計の推進

環境配慮設計の実施（土木部門）
⃝環境配慮提案の採用項目数を全社で190
件（本社100件を含む）以上。
※中間評価後目標値を上方修正した。

目標：全社190件（本社100件）に対し
実績：全社234件（本社151件）
達成率：全社123%（本社151%）

○

環境配慮設計の実施（土木部門）
⃝環境配慮提案の採用項目数を全社で120
件（本社60件を含む）以上。
※中間評価後目標値の見直しを行う。

建築物環境性能評価の実施（建築部門）
⃝CASBEEによる環境性能評価を行う案件
に対し、総合評点「B+」以上となるものを
95%以上とする。

⃝9件中9件がB+以上であった。 ○

建築物環境性能評価の実施（建築部門）
⃝CASBEEによる環境性能評価を行う案件
に対し、総合評点「B+」以上となるものを
100%とする。

設計段階における運用時CO2の排出抑制
（建築部門）
⃝省エネ法の基準モデルに比べ、一次エネ
ルギー消費量が5%以上削減となる案件を
増やす。

設計段階における運用時CO2の排出抑制
⃝省エネ法の基準モデルに比べ、一次エネ
ルギー消費量が5%以上削減となる案件
を、対象案件の30%以上とする。

○:達成　△:一部達成　×:未達成
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環境マネジメント

 2012年度環境保全コスト
当社では環境保全活動の効率的な実施や環境経営へ生かしていくために、また取り組み状況の正確な情報開示の
有効手段として2000年度より環境保全コストを公開しています。

 基本事項と集計方法
環境保全コストについては、「建設業における環境会計ガイドライン2002年版」（建設3団体）、「環境会計ガイドラ

イン2005年版」（環境省）を参考とした当社の算出基準にしたがって算出しています。

環境保全コスト

⃝事業エリア内コストは作業所にて発生したコストのみで算出。
⃝上・下流コスト、研究開発コスト、社会活動コストは本支店などの間接部門で発生したコストのみで算出。
⃝管理活動コスト、環境損傷コストは作業所および間接部門の合算で算出。
⃝「作業所のコストは海外工事を除くサンプル現場の数値と期中完工高を基に全体を推計。
⃝間接部門のコストは海外を除く本支店全部署（営業所を含む）全数を集計。
⃝作業所のサンプル数は土木工事33件、建築工事54件の計87件とした。

項目 コストの内容 2010年度実績 2011年度実績 2012年度実績

1.事業エリア内コスト 作業所における環境負荷低減コスト（小計） 3,350 3,611 3,833

公害防止コスト 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染など公害防止に要したコスト 1,488 2,037 2,325

地球環境保全コスト 温室効果ガス削減活動、生態系維持活動などに要したコスト 69 227 68

資源循環コスト 建設副産物のリサイクル、廃棄物の最終処分などに要したコスト 1,793 1,348 1,440

2.上・下流コスト グリーン購入の差額及び環境配慮検討などに要したコスト 195 191 158

3.管理活動コスト 事業活動に伴い発生する環境負荷の間接的な抑制に要したコスト 874 921 445

4.研究開発コスト 環境保全関連の研究開発に要したコスト 491 468 484

5.社会活動コスト 社会活動における環境保全に要したコスト
※作業所における地域住民への環境保全活動支援は除く

35 36 62

6.環境損傷コスト 事業活動が環境に与えた損傷に関して修復などに要したコスト 391 245 217

合　計 5,336 5,475 5,199

■ 2012年度環境保全コスト（百万円）

※数値は四捨五入しています。
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環境に配慮した技術

設計部門では、設計業務がお客様を含めた社会のニーズに適合するか、最小限の費用で提供できるかの検討を行う
ことに加え、環境に配慮した設計とすることができないか、という視点での検討を行っています。
お客様には、自社で開発した技術を中心に環境負荷を低減する工法を積極的に提案しており、取り組んでいる内容

は下図に示すとおりです。
建築部門は27物件の設計において、530項目の環境配慮設計提案を行いました。
提案内容を分野別に見てみると「地球環境・資源エネルギー関連技術」「景観関連技術」で全体のほぼ5割以上と

なっています。前年度との比較では、各分野の割合に大きな変化はありませんでした。
土木部門では74物件の設計において、「騒音・振動関連技術」や「大気汚染関連技術」、「水質汚濁・汚染関連技術」

を中心に、276項目の環境配慮提案を行いました。

千葉県市川市に、災害に強く環境にも優しい建物を目指した当社の社員寮を
建設しています。共用部のダウンライトは省エネで高寿命なLED光源照明を採用
することで、消費電力の削減を図り、給湯器には線熱回収システムを採用するこ
とで、ランニングコストやCO2削減に貢献しています。屋上には太陽光発電シス
テムを設置し、昼間の照明の一部に利用するとともに、共用部に発電電力量をリ
アルタイムで掲示することで住民の環境意識を高めます。また、基礎杭に高炉ス
ラグを再利用した混合セメントである高炉セメントB種を使用し、省資源化・省エ
ネルギー化を図っています。積極的に環境配慮に取り組み、CASBEE（建築環境
総合評価システム）は最高ランクの評価であるSランクを取得しました。

環境配慮設計

環境に配慮した設計・施工の取り組み

土木部門 建築部門

❶ 大気汚染関連技術

❷ 水質汚濁・汚染関連技術

❸ 土壌・地下水汚染関連技術

❹ 地盤沈下・地下水変動関連技術

❺ 騒音・振動関連技術

❻ 悪臭関連技術

❼ その他の健康障害関連技術

❽ 廃棄物関連技術

❾地球環境関連技術

10景観関連技術

11生態系関連技術

12地球環境・資源エネルギー関連技術

13焼却施設（清掃工場）解体・
処理関連技術

14その他の環境配慮技術提案

18％

14％

5％

27％

21％

32％

8％

3％
4％
6％

7％

18％

6％
4％

3％
5％
5％15％

■ 環境配慮設計提案件数の項目別割合

完成予想パース
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五洋建設では、発生抑制を基本とした3R（リデュース・リユース・リサイクル）推進活動を全員参加で実施してい
ます。さらに最終処分量の減量化を目指して、2006年度より全社にてゼロエミッション活動を推進しています。
2012年度も当社国内の建設工事から排出された建設廃棄物について全量調査・集計を行いました。

廃棄物・資源の適正管理

2012年度の建設廃棄物総排出量は556.5千ｔとな
り、量的には2011年度より約36.6千ｔ減少しました。施
工高１億円あたりの排出量原単位は270.6ｔ/億円とな
り、2011年度より5.7ｔ/億円増加しました。品目別の排
出量ではコンクリート塊が土木部門で1.5倍の約50千ｔ
増加しましたが建設汚泥は57千ｔ減少しました。建築部
門では全体で約50千ｔ減少し、全社廃棄物総排出量に占
める割合が約47％から約40％に減少しました。全社的
には土木部門の発生原単位の増加は東日本大震災の影
響によるものであり、建築部部門の原単位の減少は解体
工事現場の減少等によるものと思われます。

全品目のリサイクル率は97.7％と2011年度に比べ0.6ポイント下がりましたが、依然高いリサイクル率を確保して
います。建設汚泥は2011年度比7.3ポイント、その他がれき類は7.6ポイントと減少しましたが、コンクリート塊、アス・
コン塊については2011年度同様ほぼ100％のリサイクル率で、建設リサイクル推進計画（国土交通省）の目標値を上
回っており、高いリサイクル率を維持しています。今後もリサイクル率がより向上するように重点的な取り組みを実施し
ていきます。

建設廃棄物排出量

リサイクル率推移
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■ 建設廃棄物排出量原単位推移

■ リサイクル率推移

■ 2012年度 建設廃棄物総排出量集計表（千t）
　　　品目
部署　　　 コンクリート塊 アスコン塊 建設汚泥 建設発生木材 混合廃棄物 その他 排出量計

土　木 149.7 68.9 89.3 11.8 1.6 6.6 327.9

建　築 143.0 11.4 45.1 4.5 7.8 16.8 228.6

全　社 292.7 80.3 134.4 16.3 9.4 23.4 556.5
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廃棄物・資源の適正管理

2012年度は、土砂利用量1,624千m3に対し、建設発生土利用量は1,426千m3となり、有効利用率は87.8％となり
ました。2011年度の有効利用率と比べ7.8ポイント向上しています。これは近年続いた「購入土（新材）使用」として発
注者より指定された大型公共工事が終了し、各現場の地道な努力が影響した結果と思われます。今後も更なる建設発
生土の有効利用率向上に向けた積極的な活動を展開していきます。

当社では、建設副産物の最終処分量を限りなくゼロに近づける
ことをゼロエミッションと定義し、2006年度よりゼロエミッション
を全社にて推進しています。2012年度の最終処分率は土木部門
3.4%、建築部門1.2%、全社で2.3%となり2011年度より0.6ポ
イント増えました。それにより最終処分原単位は6,224㎏ /億円と
なり目標値を達成することができませんでした。2013年度はさら
にさまざまな工夫をこらし、廃棄物の最終処分量ゼロに向けて組
織的に取り組んでいきます。

建設発生土有効利用実績

ゼロエミッション推進活動

ゼロエミッション推進基本方針
3R活動を推進し､
建設廃棄物の最終処分量を“ゼロ”に近づける。
重点実施事項
▪建設廃棄物の発生抑制
▪地域性に対応した分別収集･再資源化の徹底
▪教育･啓蒙活動（意識の共有化）

■ 2012年度 有効利用実績
土木 建築 全社

建設発生土利用量（千ｍ³） 1,326 100 1,426

新材利用量（購入材）（千ｍ³） 176 22 198

全土砂利用量（千ｍ³） 1,502 122 1,624

建設発生土利用率（％） 88.3 82.0 87.8

五洋建設 CSR報告書2013 環境活動報告
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五洋建設では、環境保全の取り組みとして、地球温暖化防止への取り組みをはじめ、
オフィス業務活動を通じた環境負荷低減活動や、化学物質の適正な管理を推進しています。

環境保全の取り組み

 二酸化炭素排出量削減の取り組み
当社は、「2012年度までに1990年度に対し、13％二酸化炭素排出量を削減する」という目標を設定し、2004年度

より二酸化炭素排出量の調査・集計を行うと同時に、排出削減に向けた取り組みを推進しています。2012年度は土木
工事83現場、建築工事59現場、合計142現場をサンプリングし、二酸化炭素排出量の集計を行いました。
その結果、二酸化炭素排出原単位は、土木工事94.0ｔ-CO2/億円、建築工事17.9ｔ-CO2/億円、全社56.4ｔ-CO2/億
円となり、土木工事・建築工事・全社とも、2012年度目標は達成できませんでした。排出原単位の低い建築工事の比率

 コピー紙使用量の削減
両面コピー・ワンシートコピー・裏面利用、電子媒体の
活用、再生紙の使用・購入量の管理による削減活動を徹
底しています。2012年度は前年度に比べ一人当たりの
使用量では微増しておりますが、使用量総数では2012
年度は前年度に比べ、1.4％減となりました。一部ではあ
りますが、iPad等を利用することよりペーパーレス化に
努めております。

 グリーン調達
オフィス活動の一環として、事務用品のグリーン製品
購入比率を管理しています。2012年度は全体の購入比
率は約3％増加しました。グリーン製品対象のものがある
品目については対象品を購入するよう、今後も積極的に
取り組んでいきます。

地球温暖化防止への取り組み

オフィスにおける省資源・省エネルギーの促進

が減少し、排出原単位の高い海上土木工事の比率が増
えたことや、CO2排出量の多くなる解体工事が増えたこ
とが目標を達成できなかった原因と思われます。
2012年度までに1990年度比13％削減する最終到
達目標年度でしたが、0.9％の削減にとどまり目標の達成
はできませんでした。
今年度からは「2020年度までに1990年度比20％削
減」に向けてCO2排出量削減に取り組んでいきます。
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■ CO2排出原単位
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■ 一般紙 　■ 再生紙
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■ 一人あたりのコピー紙使用量（全体集計）

■ グリーン製品購入比率（％）
2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

紙類 94 90 92 92 87

文具類 88 89 84 78 77

機器類 92 91 100 0 100

OA機器 85 78 60 75 68

家電製品 43 0 79 0 0

照明 86 71 37 75 88

平均 88 88 75 81 84
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環境保全の取り組み

 電力使用量の削減
当社は「チャレンジ25キャンペーン」にチャレンジャー
登録をしています。地球温暖化対策を推進するため、
COOL…BIZに賛同している旨をエントランスに掲示し、お
客様にご理解をいただいています。2012年度の全社で
の電力使用量は前年度比5.2%増ではありますが、2011
年度に引き続き実施している、昼休みの消灯、退社時の
部分消灯、空調機の温度設定、扇風機の使用、平日・休日
のエレベータの稼働台数の制限などの節電対策は社内に
おいて着実に定着してきております。また一部で導入済
みのLED照明も2013年度は増やしていく予定です。

 ゴミの分別収集
ゴミの分別をわかりやすくするために、オフィス各フロ
アーにゴミの分別ボックスを設置し、分別収集を行って
います。分別状況のチェックは毎日行い、分別状況は高
水準を維持しています。また、プルトップ・ペットボトルの
キャップ・割り箸の回収も行っています。

近年では、有害物質による土壌汚染問題、焼却施設におけるダイオキシン類問題など、有害物質によるさまざまな環
境問題が発生しています。当社では、それらの環境問題の解決のため対策の実施や技術開発に積極的に取り組んでい
ます。

 ダイオキシン類
当社では、早くからダイオキシン類の有毒性に着目し、ダイオキシン類対策の技術
開発に取り組んできました。2000年に全国で初となる「ダイオキシン類ばく露防止
対策を伴う焼却施設の解体工事」を実施して以来、約60件にのぼる焼却施設の解体
実績を有し、それに伴い発生する廃棄物や汚染土壌などの適正な管理・処理を数多く
行っています。

 土壌汚染
2010年4月の土壌汚染対策法の改正により、調査の拡充や区域の分類化と対策の
明確化、搬出土壌の規制などが強化されています。そのような状況の中、当社では調
査、対策計画の立案、対策などを実施するにあたり、専門チームを設置して関係法令を
遵守するとともに周辺環境に配慮した適切な対応を図り、さらなる技術開発に取り組ん
でいます。

有害・化学物質への取り組み

2011201020092008 2012（年度）

0

1,000

2,000

3,000

4,000
（kW/人）

3,009 2,989
3,247 3,024 3,186

0

20

40

60

80

（％）
100

2011201020092008 2012（年度）

99.8 99.6 99.9 98.8 99.8

■ 一人あたりの電力使用量（全体集計）

■ 一般廃棄物分別状況（全社平均）

ダイオキシン類汚染土壌対策状況

VOC汚染土壌原位置改良状況
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品質マネジメント
五洋建設は、業務の品質をさらに向上させるためマネジメントシステムをツールとして運用し、
顧客満足度のさらなる向上に努めています。

品質活動指針
❶柔軟な発想や創造力を発揮し、付加価値の高い製品とサービスを提供する。
❷工事施工に際しては、適切な施工管理体制を確立する。
❸社員の職務遂行能力の向上を図り、品質確保技術の維持向上に努める。

プで

 外部審査（再認証審査）
実 施 日：2012年7月30日～8月3日
審査登録機関：（株）マネジメントシステム評価センター
審 査 結 果：改善指摘…0件

観察事項…6件
充 実 点…5件

継続的なシステムの改善と効率的で効果的な業務を推進するための手段として、
マネジメントシステムを運用していきます。

品質・環境マネジメントシステムに関わる社員教育は2008年度から毎年実施しています。2012年度は全職員を対
象に、e-ラーニングを活用して実施しました。2012年度の参加率は97.1%でした。

マネジメントシステム教育

品質マネジメントシステムの運用状況

 内部監査の実施状況
実 施 日：2012年4月1日～2012年3月31日
審 査 結 果：是正処置要求……………………… …4件

指導観察事項…………………… 368件
【主な内訳】
・品質目標に関する指摘……………………………56件
・監視・測定に関する指摘……………………………46件
・文書管理に関する指摘……………………………25件

五洋建設 CSR報告書2013 社会活動報告
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品質マネジメント

当社では民間工事において、一層のサービス向上を図ることを目的として、お客様アンケートを実施しています。私た
ちが施工した建物や、工事担当社員、営業担当社員について、2012年度も多くのお客様から「大変満足」あるいは「満
足」との評価をいただいています。満足いただいた理由としては、建物のでき栄えやコストパフォーマンスなどが挙げら
れています。
一方、公共工事においては、発注者から高い評価が得られた80点以上の工事は減少しましたが、65点未満の工事は

ありませんでした。
工事成績評定は、集計・分析し、高評価、低評価されている項目を把握します。取りまとめられた分析結果は、各支店、
工事事務所へ会議や研修を通じて周知させています。特に工事成績の中で低評価だった項目については、その原因と
対策を明確にした資料を作成して、全社を挙げて改善できるようにし、より一層、顧客満足度の向上を目指しています。
今後も良質な製品の提供は当然のことながら、安全衛生環境に配慮した施工に努めていきます。

顧客満足への取り組み

❶ 大変満足 51％

❷ 満足 44％

❸ やや不満 4％

❹ 大変不満 0％

❺ その他 1％

❶ 建物のでき栄え 41%

❷ コストパフォーマンス 29%

❸ デザイン 29%

❹ その他 1%

顧客満足度

満足した
理由

■ 顧客満足度アンケート調査（民間工事） ■ 工事成績評定 評定別工事件数の推移（公共工事）
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品質マネジメント

 シンガポールでマウントエリザベスノヴィナ病院が竣工
当社が施工した「マウントエリザベスノヴィナ病院」はシンガポー

ルのノヴィナ地区に建設された総合病院で、シンガポールの高級
ショッピング街であるオーチャードロードから5分という好立地にあ
ります。病室は全て格調高い個室となっており、世界水準の最新
医療設備と最高の医療サービスを提供している病院です。空中庭
園、200室以上の特別病室、外来患者専門センター、エコロジカル
な太陽光発電システムが備えられており、その環境に優しい設計と
設備により、シンガポール政府建設省よりプラチナムグリーンマー
ク賞を受賞しました。また施工品質管理の指標であるCONQUAS
（Construction…Quality…Assessment…System）に お い て も
96.9ポイントと、これまでの当社建築で最高点を獲得しています。
2012年7月1日に開業以来、シンガポール国民並びに世界中の
方々に世界水準の医療サービスを提供しており、シンガポール医療
水準の世界的な評価を更に高め、高水準なヘルスケアを提供する施
設となっています。

 国内最大級の大型自航式起重機船が完成
2012年6月、大型多目的自航式起重機船「CP-5001」が就役し

ました。本船は、我が国の国際競争力向上のための戦略的・重点的
高度な港湾整備や、既存の港湾施設の延命化、耐震機能向上の必
要性、そして離島での港湾整備プロジェクトなどに対応するために、
2011年5月より約1年の歳月をかけて新規建造したものです。
この船は、500t吊全旋回式クレーンを装備し、クレーン作業、浚渫
作業、砕岩、魚礁沈設作業など多彩な作業が可能で国内初の近海区
域内を自航可能な作業船で、自航式の起重機船としては国内最大級
の大きさです。
当社はこれからも、この『CP-5001』をはじめとする各種作業船を
駆使し、海洋土木分野のプロフェッショナルとして、社会からのさまざ
まな要請に応え、今後ともわが国の発展に貢献してまいります。

良質な建設物の提供
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