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アンケート調査票 

 

2021 年 8 月吉日 

各都道府県建設業協会 

会員企業各位 

一般社団法人 全国建設業協会 

事業部 

 

地域建設業における SDGs に関するアンケート調査 

 

ご回答にあたってのお願い 

 

１．回答方法 

インターネット上での入力となります。 

回答用 URL：https://forms.office.com/r/NyQSzBexGQ 

 

２．回答期限 

令和 3 年 9 月 3 日（金）まで 

 

３．その他 

アンケート結果は、全国建設業協会の SDGs に関する経営指針の元データ

として使用させていただきますが、個別データや個々の企業名を無断で公表

することや他の目的に使用することはありません。 

  

 

 

【アンケートに関する問い合わせ先】 

  一般社団法人 全国建設業協会 事業部   担当者：犬飼 

 M a i l： jigyo@zenken-net.or.jp 

 TEL ： 03-3551-9396   FAX ： 03-3555-3218 

アンケートにつきましては、web 上でご回答ください。 

この調査票は、事前のメモや回答控えとしてご使用ください。 

https://forms.office.com/r/NyQSzBexGQ
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地域建設業における SDGs に関するアンケート調査票 

 

■ 事前説明 ■ 

 

SDGs(Sustainable Development Goals)とは、2015 年９月の国連サミットで採択され

た 2030 年を期限とする 17 のゴールから構成される国際社会全体の開発目標。全ての

関係者（先進国、途上国、民間企業、NGO・NPO、行政等）の役割を重視し、「誰一人取

り残さない」社会の実現を目指して、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的

に取り組むものとされています。 

ビジネスの世界においても、経営リスクを回避するとともに、新たなビジネスチャン

スを獲得しながら自社の持続可能性を追求するための指針として、SDGs の活用が注目

を集めています。 

SDGs の 17 のゴールは以下のとおりです。 

 

①ゴール１貧困をなくそう 

②ゴール２飢餓をゼロに 

③ゴール３すべての人に健康と福祉を 

④ゴール４質の高い教育をみんなに 

⑤ゴール５ジェンダー平等を実現しよう 

⑥ゴール６安全な水とトイレを世界中に 

⑦ゴール７エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

⑧ゴール８働きがいも経済成長も 

⑨ゴール９産業と技術革新の基盤をつくろう 

⑩ゴール１０ 人や国の不平等をなくそう 

⑪ゴール１１ 住み続けられるまちづくりを 

⑫ゴール１２ つくる責任つかう責任 

⑬ゴール１３ 気候変動に具体的な対策を 

⑭ゴール１４ 海の豊かさを守ろう 

⑮ゴール１５ 陸の豊かさを守ろう 

⑯ゴール１６ 平和と公正をすべての人に 

⑰ゴール１７ パートナーシップで目標を達成しよう 

 

 

 

 

アンケートにつきましては、web 上でご回答ください。 

この調査票は、事前のメモや回答控えとしてご使用ください。 
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■ 貴社について ■ 

 

問１ 貴社の資本金についてお答えください。 

１．1,000 万円未満・個人企業 

２．1,000 万円以上 3,000 万円未満 

３．3,000 万円以上 5,000 万円未満 

４．5,000 万円以上 1 億円未満 

５．1 億円以上 

 

 

問２ 貴社の主たる業種についてお答えください。 

１．土木工事業 

２．建築工事業 

３．土木・建築工事業 

４．その他（                           ） 

※直近 5 年間の完工高に占める土木工事または建築工事の割合が 80%以上の場合は、「１」また

は「２」を選択してください。 

 

 

問３ 貴社の本社所在地についてお答えください。 

   １．北海道  ２．青森   ３．岩手  ４．宮城   ５．秋田  ６．山形 

   ７．福島   ８．茨城   ９．栃木  10．群馬   11．埼玉  12．千葉 

   13．東京   14．神奈川  15．山梨  16．長野   17．新潟  18．富山 

   19．石川   20．岐阜   21．静岡  22．愛知   23．三重  24．滋賀 

   25．京都   26．大阪   27．兵庫  28．奈良   29．和歌山 30．福井 

   31．鳥取   32．島根   33．岡山  34．広島   35．山口  36．徳島 

   37．香川   38．愛媛   39．高知  40．福岡   41．佐賀  42．長崎 

   43．熊本   44．大分   45．宮崎  46．鹿児島  47．沖縄 

 

アンケートにつきましては、web 上でご回答ください。 

この調査票は、事前のメモや回答控えとしてご使用ください。 
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■ SDGs（持続可能な開発目標）について ■ 

 

問４ SDGs の認知度・対応 

貴社における SDGs の認知度・対応状況について最も適当なものをお答えください。 

（１つ選択） 

①SDGs について全く知らない（今回の調査で初めて認識した） 

②SDGs という言葉を聞いたことがあるが、内容は知らない 

③SDGs の内容について知っているが、特に対応は検討していない 

④SDGs について対応・アクションを検討している 

⑤SDGs について既に対応・アクションを行っている 

 

 

問５  SDGs についての印象 

※問４で①～③に回答した方が対象 

SDGs の印象について当てはまるものをお答えください（複数選択可） 

 

①国連が採択したものであり、自社には関係ない 

②大企業が取り組むべきものであり、自社には関係ない 

③経済活動に比べると、社会貢献・社会課題解決に取り組む優先度は下がる 

④目新しさはなく、既に自社で取り組んでいるものである 

⑤取組の必要性は理解するが、何から取り組んでいいかわからない 

⑥取組の必要性は理解するが、取り組む余裕がない 

 

 

問６  SDGs を知ったきっかけ 

※問４で②～⑤に回答した方が対象 

SDGs を知ったきっかけをお答え下さい（１つ選択） 

 

①取引先からの対応の要請 

②行政からの情報提供 

③他の企業からの情報提供 

④業界団体や支援機関等からの情報提供 

⑤テレビ、インターネット、新聞、雑誌等の媒体 

⑥自社の社員からの情報提供 

⑦その他 

 

アンケートにつきましては、web 上でご回答ください。 

この調査票は、事前のメモや回答控えとしてご使用ください。 
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問７  SDGs の社内認知度 

貴社内での SDGs の認知度について、該当する状況をすべて選択してください（複数選択可）。 

 

① 主に CSR 担当に定着している 

② 経営陣に定着している 

③ 中間管理職に定着している 

④ 従業員にも定着している 

⑤ 関連会社などステークホルダーにも定着している 

⑥ 定着していない 

⑦ 分からない  

 

 

 

問８  SDGs に取り組む際の課題 

SDGs に取り組む際の課題についてお答えください。（複数選択可） 

 

①社会的な認知度が高まっていない 

②社内での理解度が低い 

③取り組むことによるメリットがわからない 

④何から取り組んでいいかわからない 

⑤具体的な目標・KPI の設定の仕方がわからない 

⑥進捗状況の確認・取り組み内容の効果検証・評価方法がわからない 

⑦マンパワーの不足 

⑧資金の不足 

⑨行政の関与が希薄 

⑩その他 

アンケートにつきましては、web 上でご回答ください。 

この調査票は、事前のメモや回答控えとしてご使用ください。 
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■ SDGs 等に関する取組等について  

 

問９  貢献（行動）していると考える SDGs のゴール（後付けマッピング） 

※問４で⑤に回答した者（SDGs について既に対応・アクションを行っている者）が対象 

 

現在、貴社が貢献（行動）していると考える SDGs のゴールについてお答え下さい。 

 

 

①ゴール１貧困をなくそう 

②ゴール２飢餓をゼロに 

③ゴール３すべての人に健康と福祉を 

④ゴール４質の高い教育をみんなに 

⑤ゴール５ジェンダー平等を実現しよう 

⑥ゴール６安全な水とトイレを世界中に 

⑦ゴール７エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

⑧ゴール８働きがいも経済成長も 

⑨ゴール９産業と技術革新の基盤をつくろう 

⑩ゴール１０ 人や国の不平等をなくそう 

⑪ゴール１１ 住み続けられるまちづくりを 

⑫ゴール１２ つくる責任つかう責任 

⑬ゴール１３ 気候変動に具体的な対策を 

⑭ゴール１４ 海の豊かさを守ろう 

⑮ゴール１５ 陸の豊かさも守ろう 

⑯ゴール１６ 平和と公正をすべての人に 

⑰ゴール１７ パートナーシップで目標を達成しよう 

 

アンケートにつきましては、web 上でご回答ください。 

この調査票は、事前のメモや回答控えとしてご使用ください。 



7 
 

 

 

 

問１０ 具体的な SDGs 取組事例 

※問９で回答した方が対象 

素晴らしい取り組みを行われている企業については、その内容をガイドライン等で紹介さ

せていただく可能性がありますので、先進的な取り組み内容を是非ご紹介ください 

SDGs で掲げる 17 の各ゴールのうち、貴社が貢献（行動）していると考える取組について

ゴールをすべてお答えください。 

 

 

（記入例）  

ゴール５ジェンダー平等を実現しよう 

幹部職員のうち女性が〇人中〇人である。 

建設現場に快適トイレ及び更衣室を設置している。 

ゴール８働きがいも経済成長も 

 ○○の取組を進めて、4 週 8 休に向けて活動している。 

（記入欄） ゴール１貧困をなくそう 

  

（記入欄） ゴール２飢餓をゼロに   

 

（記入欄） ゴール３すべての人に健康と福祉を   

 

（記入欄） ゴール４質の高い教育をみんなに   

 

（記入欄） ゴール５ジェンダー平等を実現しよう 

（記入欄） ゴール６安全な水とトイレを世界中に 

（記入欄） ゴール７エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

アンケートにつきましては、web 上でご回答ください。 

この調査票は、事前のメモや回答控えとしてご使用ください。 
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（記入欄） ゴール８働きがいも経済成長も 

（記入欄） ゴール９産業と技術革新の基盤をつくろう 

（記入欄） ゴール１０ 人や国の不平等をなくそう 

（記入欄） ゴール１１ 住み続けられるまちづくりを 

（記入欄） ゴール１２ つくる責任つかう責任 

（記入欄） ゴール１３ 気候変動に具体的な対策を 

（記入欄） ゴール１４ 海の豊かさを守ろう 

（記入欄） ゴール１５ 陸の豊かさも守ろう 

（記入欄） ゴール１６ 平和と公正をすべての人に 

（記入欄） ゴール１７ パートナーシップで目標を達成しよう 

アンケートにつきましては、web 上でご回答ください。 

この調査票は、事前のメモや回答控えとしてご使用ください。 
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問１１ 貢献（行動）できると考える SDGs のゴール（先付けマッピング） 

※問４で①～④に回答した者が主な対象であるが、⑤に回答した者も当てはまる場合は回

答可能。 

 

今後、貴社が貢献（行動）できると考える SDGs のゴールについてお答え下さい。 

 

①ゴール１貧困をなくそう 

②ゴール２飢餓をゼロに 

③ゴール３すべての人に健康と福祉を 

④ゴール４質の高い教育をみんなに 

⑤ゴール５ジェンダー平等を実現しよう 

⑥ゴール６安全な水とトイレを世界中に 

⑦ゴール７エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

⑧ゴール８働きがいも経済成長も 

⑨ゴール９産業と技術革新の基盤をつくろう 

⑩ゴール１０ 人や国の不平等をなくそう 

⑪ゴール１１ 住み続けられるまちづくりを 

⑫ゴール１２ つくる責任つかう責任 

⑬ゴール１３ 気候変動に具体的な対策を 

⑭ゴール１４ 海の豊かさを守ろう 

⑮ゴール１５ 陸の豊かさも守ろう 

⑯ゴール１６ 平和と公正をすべての人に 

⑰ゴール１７ パートナーシップで目標を達成しよう 

 

 

 

アンケートにつきましては、web 上でご回答ください。 

この調査票は、事前のメモや回答控えとしてご使用ください。 
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問１２ 今後考えられる具体的な SDGs への取組 

※問 11 で回答した方が対象 

素晴らしい貢献（行動）を考えられている企業については、その内容をガイドライン等で

紹介させていただく可能性がありますので、先進的な貢献内容を是非ご紹介ください 

SDGs で掲げる 17 の各ゴールのうち、今後、貴社が貢献（行動）できると考える取組につ

いてゴール毎にすべてお答えください。 

 

 

（記入例）  

ゴール５ジェンダー平等を実現しよう 

今後、女性職員を〇人/年程度採用する。 

ゴール１２ つくる責任つかう責任 

 ○○○の取組を行っている。 

（記入欄） ゴール１貧困をなくそう 

  

（記入欄） ゴール２飢餓をゼロに   

 

（記入欄） ゴール３すべての人に健康と福祉を   

 

（記入欄） ゴール４質の高い教育をみんなに   

 

（記入欄） ゴール５ジェンダー平等を実現しよう 

（記入欄） ゴール６安全な水とトイレを世界中に 

（記入欄） ゴール７エネルギーをみんなにそしてクリーンに 

（記入欄） ゴール８働きがいも経済成長も 

（記入欄） ゴール９産業と技術革新の基盤をつくろう 

アンケートにつきましては、web 上でご回答ください。 

この調査票は、事前のメモや回答控えとしてご使用ください。 
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（記入欄） ゴール１０ 人や国の不平等をなくそう 

 

 

 

（記入欄） ゴール１１ 住み続けられるまちづくりを 

（記入欄） ゴール１２ つくる責任つかう責任 

（記入欄） ゴール１３ 気候変動に具体的な対策を 

（記入欄） ゴール１４ 海の豊かさを守ろう 

（記入欄） ゴール１５ 陸の豊かさも守ろう 

（記入欄） ゴール１６ 平和と公正をすべての人に 

（記入欄） ゴール１７ パートナーシップで目標を達成しよう 

アンケートにつきましては、web 上でご回答ください。 

この調査票は、事前のメモや回答控えとしてご使用ください。 
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問１３ カーボンニュートラル 

SDGs のゴール 13 に関連して「カーボンニュートラル化」に向けた取組に注目が集まっ

ていますが、貴社のカーボンニュートラル（CO2 削減を含む）に関する取組についてお答

えください。（複数回答可） 

 

①取組をしていない 

②事業所等の節電対策および事業所等の電力に太陽光などの再生可能エネルギーを活用す

ることにより ZEB 化を図っている 

  

③使用するコンクリートの再資源化、脱炭素化を図っている 

 

④重機の脱炭素化を図っている 

 

⑤発注者に低炭素、脱炭素の発注を促すよう提案している 

 

⑥その他の取組をしている 

 

（記入欄）  

（記入欄）  

（記入欄）  

（記入欄）  

（記入欄）  

アンケートにつきましては、web 上でご回答ください。 

この調査票は、事前のメモや回答控えとしてご使用ください。 
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問１５ ESG 経営 

SDGs に関連して、ESG 経営という言葉が注目されています。貴社の ESG 経営に関する考

え方についてお答えください。 

 

①ESG 経営について全く知らない（今回の調査で初めて認識した） 

②ESG 経営という言葉を聞いたことがあるが、内容は知らない 

③ESG 経営の内容について知っているが、特に対応は検討していない 

④ESG 経営について対応・アクションを検討している 

⑤ESG 経営について既に対応・アクションを行っている 

 

 

問 1６ SDGs に関する KPI について 

 

貴社で SDGs に関する KPI（重要業績評価指標）についてお答えください。 

① KPI の設定が無い 

② KPI は設定しているが、SDGs に関する内容が無い 

③ SDGs に関する KPI を設定している 

 

問 1７ SDGs に関する KPI の内容について 

 

問１５で③と回答された方は差し支えない範囲で KPI を記入ください 

 

問１８ 連絡先 

■長時間にわたりご協力いただき、ありがとうございました。貴重なご意見として有効に

活用させていただきます。 

お答えいただいた内容や取組事例について不明な点等があった場合に照会させていた

だくため、恐れ入りますがご連絡先をご記入ください。 

 

〈貴社名〉 

 

 

〈所属部署〉 

 

 

〈ご担当者名〉 

 

 

〈電話番号・メールアドレス〉 

 

 

 

以上 

（記入欄）  

 

アンケートにつきましては、web 上でご回答ください。 

この調査票は、事前のメモや回答控えとしてご使用ください。 




