
今後のよりよい報告書を作成するための参考とさせていただきます。
皆様のご意見、ご感想をお寄せください。

①内容について

②読みやすさについて

③ページ数について

④デザインについて

⑤e-bookについて

□充実している

□読みやすい

□多い

□よい

□読みやすい

□ふつう

□ふつう

□ちょうどよい

□ふつう

□ふつう

□もの足りない

□読みづらい

□少ない

□よくない

□読みづらい

Q1.どのようなお立場でお読みになりましたか。

●性　別　（男　・　女）　　　●年　齢　（　　　　　　　歳）　　　●お住まい（　　　　　　　　　　　　都道府県）

Q6.淺沼組のＣＳＲ全般について、ご意見・ご提案などがあればご記入ください。

ご協力ありがとうございました。差し支えなければ下記にもご記入ください。

Q3.どの項目に関心を持たれましたか？

Q4.当社のＣＳＲ活動について、高く評価できるのはどれですか。

Q5.当社のＣＳＲ活動について、今後の努力が望まれるのはどれですか。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - □ □ □
---------- - - - - - - - - - - - - □ □ □

---------- - - - - □ □ □

該当する内容の番号を下記リストから選び、その番号をご記入ください。（複数可）

□にチェック（　）を入れてください。

本報告書の内容

Q2.報告書をお読みになった全体的な感想をお聞かせください。

株式会社 淺沼組
本社 企画部
TEL.06-6763-6219
E-mail:kikaku-csr@asanuma.co.jp

□報道関係

□当社社員

□学生□ＮＰＯ・ＮＧＯ□お客様

□当社事業所近隣住民

□政府・行政機関

□ＣＳＲ専門家

□投資家・株主

□企業のＣＳＲ担当者

□その他（　　　　　　　　　　　　　）

①トップメッセージ　　②企業理念・経営方針　　③淺沼組のＣＳＲ　　 ④特集・東日本大震災復興　　⑤企業統治
⑥社会の要請に応えた建設活動の推進　　⑦人間的共感性のある企業の実現
⑧よりよい環境の創造と保全　　⑨社会との調和の促進　　⑩その他（　　　 　　　　　　　　　　　　    ）

個人情報について◎お預かりした個人情報につきましては、弊社にて厳重に取扱います。問合せの回答、また当社からご連絡をさせて
いただく場合以外の目的で利用いたしません。詳しくは、当社ホームページの「プライバシーポリシー（個人情報保護方針）」をご覧ください。

「2014 CSR報告書」アンケート
06-6763-6336

こちらが送信面です。

http://www.asanuma.co.jp/



「2013年度 人・都市・自然のシンフォニーレポート」
アンケート集計結果ご報告

■レポートをご覧になった感想

■どの項目に
　関心を持たれたか

■当社の取り組みに
　対する評価

■当社の取り組みに対し、
　今後の努力を望む項目

１．トップメッセージ

２．淺沼組のCSR

３．企業統治

４．特集　太陽光発電所

５．社会の要請に応えた建設活動の推進

６．人間的共感性のある企業の実現

７．よりよい環境の創造と保全

８．社会との調和の促進

９．その他

■主なご意見・ご要望と、2014年版での対応
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ま ち

昨年発行の「2013年度 人・都市・自然のシンフォニーレポート」のアンケートに、
大変貴重なご意見をいただきました。ご協力に感謝し、結果をご報告させていただきます。

まち

すべて（複数回答）

PDF版と電子書籍（e-book）版にて公開しています。
パソコンやスマートフォン、タブレット機器で閲覧いただけます。

http://www.asanuma.co.jp/csr/

⑤e-book

普通  65％

読みやすい  29％ 読みづらい  6％

①内容

充実  27％ 普通  71％

もの足りない  2％

②読み易さ

読みやすい  36％ 普通  53％

読みづらい  11％④デザイン

普通  48％良い  50％

よくない  2％

③ボリューム

多い  11％

適量  83％

少ない  6％

●障がい者雇用に関する記事がないので、次回に淺沼組の考えを示してほしい。

　⇨「人間的共感性のある企業の実現」に雇用として掲載しました。

●社内教育・研修等のフローチャートなどの図式があるといいのでは？

　⇨「人間的共感性のある企業の実現」の人材育成に社員研修制度の図を掲載しました。

●読み込まないと内容把握が困難、目次を設けて初めに要約してから本文という構成にしてはどうか。
●CONTENTSを頁数を交えてもっと細かく記載したほうがいいのではないか？

　⇨構成を変更するとともに、CONTENTS（目次）も詳細な内容にしました。

●除染や下水復旧などの震災関連工事や自然エネルギーへの対応等に対する取組実績や方針なども
　もっと詳しく取り上げても良いと思います。

　⇨特集記事を「東日本大震災復興（がんばろう！東北）」にしました。
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