


2 社会・環境貢献活動書

株式会社山田組　代表取締役　山田　厚志

敢えて「そろばんづく」のECO＆CSRを展開

当社の社会・環境貢献活動は、取り組む際になんらかの「ビジネスメリット」を追求しています。

メリットは必ずしも金銭的なものばかりではありません。たとえば当社では広く市民向けの「なごや

環境大学共育講座」を 9 年連続で企画・運営していますが、「企業講座」というだけで同大学の助成金

対象講座とはなっていません。従って毎年いくらかの運営資金がかかっているわけですが、その資金

投入を上回る以下のようなビジネスメリットを見出しています。

　・毎回の講座内容を必ず建設業界紙に記事掲載してもらう（広告代の負担軽減）

　・同大学を運営する名古屋市の市民サービスの施策に協力して評価を得ている

　・毎年のべ100名前後の受講者が当社の「市民サポーター」となっている

貢献活動とはいえども企業として持続的に取り組む以上、常に原価意識を持つことが必要だと当社は

考えます。

<持続可能性>がビジネスでも貢献活動でもキーワード

企業が取り組む社会・環境貢献活動にはお金がかかるケースが少なくありません。大企業ならともかく、

中小企業の中にはその負担を嫌ってこうした活動に取り組まない会社もあります。しかし、そもそも企業

とは嫌でも社会的な存在ですから、なんらかの責任や貢献を果たすのは当然の務めだと、私は考えます。

従来までの建設業者は「世間に目立たないこと」で社会・環境貢献活動を免れてきた感がありますが、

市民の税金を原資として行う公共事業を担う業者がそうした閉鎖的で社会性に欠ける姿勢ではお話に

なりません。自ら率先して社会・環境貢献活動に取り組む「公益的姿勢」が私たち建設業者には強く

求められるはずです。

そうだとすれば中小企業の取り組む社会・環境貢献活動の課題はおのずから明らかで、それは

「いかに金銭的負担を軽くして持続的に活動に取り組むか」に尽きます。そしてそれは、ほかでもない

本業を続ける上でも切実で最大の課題なのですから、両者を分けて考えるのではなく「本業をしっかり

やって、その成果を基に社会・環境貢献活動を持続的に展開する」ことが私たち山田組のめざす

理想形なのです。

公共建設業だからこそのビジネスモデルの構築をめざして

幸い公共事業の調達は今、「価格競争」のみではなく「企業の社会的責任の評価」も加味されます。

詳しい説明は省きますが、その中身は「防災・減災貢献」「子育て支援貢献」「環境貢献」「品質貢献」

などをポイント化することで出来上がっています。それは「社会・環境貢献活動に取り組むことが

本業受注時にメリットとして機能する」ことを意味します。

まだまだその評価の仕組みは未成熟で不十分ですが、社会・環境貢献活動に意欲的に取り組むことが、

現時点でも本業の公共建設業の持続性をより確かなものにする一助として機能しているのです。この

点では民間市場で闘う他業種より貢献活動に取り組みやすい環境下にあり、その仕組みを積極的に

利用して行う活動を、当社では「攻める ECO、攻める CSR」と呼んでいるわけです。

もっとも「攻める」と威勢が良いことを言ってはいますが、取り組みの中身はささやかな活動の

積み重ねにすぎません。しかしこれが現状では精一杯の活動です。「できることを、持続的に」という

ポリシーで取り組む当社のこの 1 年間の貢献活動の記録を、どうかご笑読ください。

1. 巻頭挨拶

攻めるエコ、攻める CSR を持続的に
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2年遅れの景気の底
昨年暮れに政権が変わって、公共事業にフォローの風が吹き始めたと世間では言われています。しかし、

東日本大震災の復興事業がまずは優先的に手当てされるべきで、その上で防災・減災対策を中心に

全国各地に公共投資がなされるのが順当な流れの上に、通常でも「建設業界の景気動向は 2 年遅れて

くる」と言われています。当社にとって今期がまさにこの「景気の底」であった気がします。結果と

して年間完工高は対前年を 1 割強下回り、利益が望めない厳しい成績となりました。

必ずしも単年度の営業利益だけが会社の評価とは言えませんが、社会・環境貢献活動を持続的に

行なっていく上では支障になります。業績改善が来期の最優先の課題です。

地域を守り、地域に貢献する建設業者の育成を
上述のとおり、今後は公共工事の受注環境も徐々に改善されていくと予測していますが、発注者に

は「適正な公共調達への見直し」という抜本的な課題を訴えていきます。公共工事は当然ながら税金

を原資とする公益的な事業であり、適正な工事原価で施工されるべきもののはずです。しかし現実に

は過当競争下でいたずらなダンピング受注が横行する荒れた市場になり果て、受注金額を上回る原価

が発生する工事も珍しくありません。これは税務的には「リベート」に相当する異常事態です。

こうした事態の原因の大半は「発注者の業者選定権限の放棄」にあります。行政は防災協定の存在

や多彩な貢献活動などを積極的に評価した業者選定の仕組みを早急に構築して、市民や企業に正しい

説明責任を果たしていただきたいと思います。

事業所名： 株式会社　山田組

所　在　地： 名古屋市中川区戸田5-1213

資　本　金： 3,300万円

代　表　者： 代表取締役　山田厚志

従業員数： 約 70名

事業の内容： 土木工事、環境・景観整備工事、上下水道工事、

　　　　　　 パイプメンテナンス工事、その他管工事、

 住宅リフォーム工事、アグリ事業（都市内農業）

支　店　等： 四日市支店

会社沿革： 昭和29年　7月12日：創業

 昭和36年　5月　4日：株式会社　山田組　設立

 昭和39年　5月24日：資本金を600万円に増資

 昭和42年 10月　4日：資本金を1,000万円に増資

 昭和50年 12月 17日：資本金を3,000万円に増資

 平成　6年　4月25日：資本金を3,300万円に増資

 平成12年 10月　5日：ISO9001取得

 平成13年 11月 26日：ISO14001取得

 平成14年 11月 28日：名古屋市エコ事業所認定

 平成21年　2月　4日：名古屋市エコ事業所優秀賞受賞

 平成21年 12月 14日：中部の未来創造大賞特別賞

 　　　　　　　　　　　　中日新聞社賞受賞

 平成22年 12月　1日：愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録

 平成25年　2月12日：名古屋市子育て支援企業　優秀賞受賞

2. 山田組の現況報告

2012年度の事業概要 （会社年度2012.7.1～2013.6.30）

会社概要
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　2011年秋の水害被害出動の記録【続編】

1.公共建設業は、本来的に社会貢献活動

公共建設業の受益者は「市民」です。工事の内容は「地域課題」そのものです。その地域課題を

計画的かつ安全に解決することを「施工管理」と呼びます。つまり山田組の現場代理人は、上下水

道や土木工事の施工管理を通じて地域課題の解決に当たり、工事完成という成果を受益者である市民に

還元します。これは最近の概念で言えば「ソーシャル・ビジネス」そのものだと考えます。

平成 23 年台風 15 号における災害支援活動に従事し貢献したものとして国土交通省中部地方整

備局庄内川河川事務所長より、感謝状を頂きました。

■表彰式当日の様子から

被害に遭われた方々には、改めてお見舞いを申し上げると共に、今後も災害復旧にはいち早く

駆けつける体制を維持して参ります。

↑感謝状

出席者：取締役工事統括部長　岡崎　利泰

3. 本業における貢献

本項では山田組の本業を通じての貢献活動に関する報告をします。
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2.事務所での環境貢献と子育て支援の概要

ISO9001、14001 の認証を受ける企業として、日々の業務においてさまざまな活動を行って

います。事務所業務では、

・廃棄物の減量化と分別の徹底

・ペーパーレス活動の促進によるコピー枚数と紙ごみの削減

・節電、エコドライブの徹底

などに日常的に取り組んでいます。

また、工事着手前の「VE 会議」や月次の ISO 会議を通じて、環境リスクの予防活動や迅速な

是正活動に努めています。

その他にも、社内で働く人にもより良い環境を提供したいと考え、以下の取り組みを行っています。

当社の環境に配慮した取組みが評価され、昨年の 7 月に『名古屋市優良エコ事業所』に認定され

ました。これからも環境に対する取組みを、より一層深めていきたいと思います。以下に環境に

配慮した当社の主な活動内容を紹介します。

①環境に配慮した当社の主な取り組み内容

②その他、徹底した節電、社用車にハイブリット車・天然ガス車の積極的な導入など

③環境に配慮した取り組み目標の制定と実績

・目　標　　温室効果ガス排出量：基準年比最低10％の削減

・実　績

太陽光発電システムの導入 社屋屋上の緑化

貯留タンク設置による雨水の有効利用 『山田組エコ広報』看板の設置

温室効果ガス

排出量

基準年度（平成17年度） 昨年度（平成24年度） 削減率

122.7t － CO2 95.9t － CO2 21.9％

［1］優良エコ事業所認定に取り組む活動
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当社の子育て支援の取り組みは、単に社員の子育ての支援にとどまらず、地域や広く社会の子育て

支援まで行い、幅広く多彩です。ポイントは社を挙げて地域や社会の子育て支援を展開することで、

社員が自社や自身の仕事に誇りを持ち、自分の子ども達に胸を張って話すことができる環境を創り

出す点にあります。

こうした取り組みが評価されて、平成 24 年 8 月 27 日付けで「名古屋市子育て支援企業」の

認定を受け、さらに平成 25年 2月 12 日には「名古屋市子育て支援企業優秀賞」を受賞しました。

以下に、その取り組みの一部をご紹介します。

子ども特別休暇の制定と運用

　子ども特別休暇とは、子どものために年 5 日

まで特別休暇を取得できる制度です。

ノー残業デーの制定と運用

　毎週水曜日をノー残業デーとし、社内掲示等で社員周知に努めています。

ファミリーホリデー補助金制度　			（平成 24 年 7 月制定）
　休日に家族と共に旅行やレジャー等を楽しんだ費用の一部を援助する補助金制度です。

子ども特別休暇取得日数実績

年　度 年間取得日数（日） 取得人数（人）

平成24年

平成25年

16.0

7.0

5

4

ファミリーホリデー補助金制度利用実績

年　度 取得人数（人）

平成25年
（6月末まで）

7

［2］子育て支援企業認定に取り組む活動

←子育て支援企業の認定書
出席者：代表取締役社長	山田厚志

■表彰式当日の様子から

↑ファミリーホリデー補助金制度を利用した社員の楽しい様子
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3.施工現場に関わる取り組み

昨今は、工場見学や社会科見学がブームです。ツアーバスが出るほどですし、産業観光という

言葉もあちらこちらで聞くことができます。テレビでは、食品工場や家電工場など様々な製品を製造

する工場の中を見学しながら、クイズを出す番組もよく目にします。考えてみれば、私たち建設業

の“製造場所”は、市民の皆さんの目の前です。こんなに身近で使用するものが、目の前で作られる。

これほど面白いことはありません。暇さえあれば１日中作るところを見ていることだって可能です。

こんなにオープンに製造過程を見ることができる産業も珍しいのではないでしょうか。

私たち山田組は、市民の皆さんの目の前で仕事をするからこその楽しみもあり苦労もあります。

市民の皆さんの近くだからこそご迷惑をおかけすることもありま

すが、現場の社員は日々その課題解決のためにも様々な工夫をしな

がら、工事を進めています。施工現場こそが、私たち山田組の出店で

あり当社のお客様である市民の皆さんとの接点です。身近なところ

で工事が始まったら、どうぞ現場をご覧ください。危険のない範囲で

身近な社会資本ができる過程をお楽しみいただけます。

なお、当社では常時、市民の皆さんの現場見学をお受けしてい

ます。問合せ・申し込みは当社管理部までご一報ください。

平成 23 年 4 月から堀川改修工事を行うにあたって、工事広報誌「堀川 VOICE」を毎月 1 回

発行しています。これは周辺の住民の方々に工事の内容やスケジュールや、騒音や振動対策等に

ついてお知らせするためです。制作は、山田組の子会社であるナックプランニング（広告、プラン

ニング部門）が行い、現場責任者への取材や堀川周辺のイベント情報、工事に関する豆知識等を

加えて“楽しんで読める”広報誌を制作しています。

なお、この現場は平成 24 年 9 月 7 日に、名古屋市緑政土木局

より「平成 24 年度優秀工事施工業者」として表彰されました。

この現場の工事の方法や内容はもちろんのこと、工事広報誌の配布、

工事概要を記載した案内板の設置、イルミネーションによる景観の

向上などが、評価されたと考えています。上記の堀川だけでなく、

現場の状況をよりわかりやすく伝えるために、各現場の工事着手の

お知らせや工事ニュースなどのチラシを制作しています。

堀川現場での施工に関連して、当社では平成25年 5月 7日 ( 火 )

に「ぴかぴかナヤバシ大作戦」と題した清掃活動に参加しました。

この活動は堀川にかかる「柳橋」の建造100周年の記念行事を控えて、

関係者で清掃しようと実施されたものです。このように、私たちは

自分たちの現場清掃はもちろんのこと、様々な場所で清掃活動に参加

しています。

↑堀川VOICE

↑現場見学会の様子

［1］工事広報紙による近隣への周知活動

［2］現場周辺の清掃
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山田組は数年前から、名古屋市内における都市内農業にこだわって取り組んでいます。農業を英語で

アグリカルチャー（Agriculture）といいますが、当社は農業事業のことをアグリ事業と呼んでいます。

都市の農業は、消費者と近接しているという立地条件を活かし、新鮮・安全な農産物の供給に加え、

防災機能、交流・レクリエーション、癒し・福祉、教育・学習・体験の場の提供、自然環境保全機能、

ヒートアイランド現象の緩和など、いわゆる多面的役割を果たしています。しかし農地面積の減少

や、農業従事者の高齢化や後継者不足など、様々な問題を抱えています。

当社が所属する（社）名古屋建設業協会（以下、協会）は、平成 21 年度「国土交通省元気回復事業」

に採択されました。同年協会は「なごや環境大学」共育講座として「市民農園試行活動」を開講、

公募市民と連携して都市農業に着手しました。平成 23 年度からは名古屋市に本社のある建設企業

3社（東海建設（株）、大有建設（株）、（株）山田組）が連携体を組織し、都市内農建連携事業として「市民

体験農園事業」「大型コンテナ畑の開発」「高付加価値の野菜栽培販売事業」などを展開して都市

農業の振興に積極的に取り組んできました。私たちは、建設業の経験・技術・経営資源を生かして

農業生産振興を図ることを大きな目的として、「畑ちがい屋」ブランドを立ち上げ、『建業農家』と

しての道を歩み始めました。

当社は上記活動で中心的役割を果たしつつ、建設業者としての自社の強みを生かしてさらに都市

農業振興と農地保全に貢献すべく、名古屋市守山区にある農地の利用権設定（農地の賃借契約）を

申請し、名古屋市で初めて利用権設定が公告されました。

この公告により、山田組は平成 24 年 10 月 1 日付で農業参入しました。「天空のアグリパーク」

と名付けた 7,557m2 の農地で、ブルーベリーやウメ、カンキツ類などの果樹を中心とした観光

農園を運営していきます。平成 27 年夏に観光園として本格オープンを目指して、お客様をお迎え

できる居心地のよい空間に、また多くの方にご利用いただける農園となるよう、整備していきます。

食の安心安全、美味しいことはもちろん、

皆様と一緒に育む、おもしろい農業に

取り組んでいきたいと思います。ぜひ

一度ご来園ください。

4.新たなまちづくりへの貢献

↑農園での植え付け作業 ↑ブルーベリー園の整地 ↑天空のアグリパークからの景色

↑畑作りの様子（多くのボランティアの方にお手伝いして頂きました）

　「アグリ事業」への本格参入
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平成24年

9月21日

9月24日～

10月1日

10月15日～	

12月29日

平成25年

2月5日

6月9日

6月17、24、27日

7月27日

●天空のアグリパーク

463-0001　名古屋市守山区上志段味東谷2110-20

●天空のアグリパークの出来事履歴

ブログ「天空のアグリパークだより」http://berry-good.sblo.jp/　では農園での日々の出来事

や農業技術のことやイベントのお知らせなどを書いています。ぜひ、ご覧ください。

農園内測量

ブルーベリー園等造成工事開始

利用権設定（農地の賃借契約）公告

ブルーベリー植え付け開始

金城六華園（児童養護施設）から当農園初めてのお客様としてミカン狩りに

名古屋市立一色中学校より職場体験受入

「天空のアグリパーク」で初めてのイベント

「梅の摘み取りと梅シロップ作り体験」開催

名古屋市内障害者福祉施設より就業体験受入

なごや環境大学山田組講座「天空のアグリパークへ行ってみよう！」開催

「天空のアグリパーク」ギャラリー「天空のアグリパーク」ギャラリー

↑ブルーベリー ↑梅狩りイベント ↑イベントで大人気！ブルーベリーかき氷

↑梅シロップ作り体験 ↑自家製梅干し ↑戸田川緑地でのイベント参加

　（摘み取り園）

キャラクター
「ブルーベアー」
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1. 地域防災貢献活動

地域に根ざす建設業者が最も果たすべき貢献が、「防災・減災」活動だと思います。当社では従

来から多彩な防災活動に取り組んできましたが、特に一昨年 3 月の東日本大震災が契機となって、

地域や市民が私たちに寄せる期待をますます強く感じるようになりました。本項ではこうした期待

に応える活動の一部をご紹介します。

平成 24年 10月 14日日曜日の午前、8年目となる「供米田（くまいでん）中学校区地域防災大会」

を開催しました。この大会は当社所在地の中学校区を対象として、地域や行政、各種団体、NPO

の皆さんと共に「防災・減災の知識と技」を学ぼうと始めたもので、過去の大会では「避難所体験」

「安心・安全非常食クッキング」「防災運動会」など毎年趣向を変えた取り組みをしてきました。

今回までの 3 年間は「供米田防災学園」と銘打って、学園仕立ての内容になっています。今年は

参加者も 400 名を大きく超え、笑顔の絶えない楽しく学ぶことができる防災大会となっています。

＊毎年の大会の様子を伝える記録誌が、当社ホームページからダウンロードできますので、ご覧

ください。

特定非営利活動法人「レスキューストックヤード」は、名古屋市に本拠を置いて活躍するわが

国を代表する災害ボランティア団体です。

当社は同団体の評議員の一員として、その活動を支援してきました。同時に私たちも、さまざま

な防災・減災の知恵を学ばせてもらいました。これからも、レスキューストックヤードの皆さんと

一緒になって、防災・減災貢献活動に取り組んでいきたいと思っています。

■レスキューストックヤードの HP のご紹介

　http://rsy-nagoya.com/web/

↑チラシ供米田防災学園の様子

4. 業務以外の貢献活動

［1］供米田（くまいでん）中学校区地域防災大会の企画・運営

［2］災害ボランティアNPO「レスキューストックヤード」との関わり
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2. なごや環境大学共育講座の企画と運営

｢まちじゅうがキャンパス｣ を合言葉に、名古屋市が 2005 年に開校した「なごや環境大学」は、

新しい形の環境生涯学習の仕組みです。市が市民・NPO 団体の環境講座を審査の上、助成金を出し

てその活動を支援します。あわせて企業講座の開講も呼び掛けて、市民・学校・企業・行政が一体

となった ｢教え教えられる環境学習と活動の展開｣ をめざしています。

当社は ｢なごや環境大学｣ 開校以来、9 年連続で ｢共育講座（きょういくこうざ…主催者・受講

者が共に育ち合う意味の造語）｣ を企画・運営しています。これは中小建設業者としては市内唯一の

取り組みです。ここでは毎年連続 5回の共育講座の多彩な取り組みのうち、市民受講者に大好評の

｢岐阜県加子母（かしも）まるごと体感バスツアー｣ の講座の様子

を一部ご紹介します。加子母の野外講座以外にも、企業や行政の

防災関連施設を巡る講座や河川環境を踏査する講座などを運営し

ています。詳しくは当社ホームページをご覧ください。

レスキューストックヤードと当社は、過去様々な協働活動を展開してきましたが、ここではその

一つとして「きずな公園」プロジェクトを採り上げます。

宮城県七ヶ浜町は、平成 23 年 3 月 11 日の大震災で大きな被害を受けました。高台にある生涯

学習センターは、被災直後には避難所として活用され、現在は同センター前面の緑地の大半に仮設住

宅が立ち並んでいます。「子ども達の遊び場が欲しい」―そんな声を受けて現地を長期支援して

いるレスキューストックヤードから当社を含む名古屋建設業協会会員有志に公園整備の依頼があり

ました。資金は主にブラザー工業の社員の皆さんの寄付による浄財が充てられ、私たちが現地に

6 日間滞在して完成させました。｢きずな公園｣ と名付けられた高台のこの公園には、現在、多くの

子ども達やお母さんたちが集まってきて、賑やかな笑い声が響いています。

↑きずな公園の看板 ↑建設中の様子 ↑完成後の様子

岐阜県加子母（かしも）まるごと体感バスツアーの様子

［3］レスキューストックヤードとの協働事例…「きずな公園」の建設
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3. 学校現場や児童館での出前授業の実施

従来、建設業は社会への発信力に乏しい業界でした。その仕事は地域の課題を解決する極めて公

益性の高いものであるにも関わらず、必ずしも市民の皆さんの理解が得られていませんでした。その

原因の大半は、自らの仕事の意義や必要性を私たちの側がきちんと発信できていなかったからです。

当社では社員の働く意欲向上の目的も兼ねて、積極的に建設業の役割を伝える「出前授業」に

取り組んできました。特に ｢環境パートナーシップ・CLUB｣（通称 EPOC ／会長会社：デンソー）

が会員活動として取り組む次世代交流事業に参画し、学校現場や児童館からの要請に応えて出前講座

を行なっています。以下に、最近の出前講座の一部をご紹介します。

4. 被災地支援活動:レインボープロジェクト

震災で甚大な被害を受けた宮城県宮城郡七ヶ浜町の被災者の方を支援する「レインボープロジェ

クト」を 2012 年 3 月から継続して実施しています。これは NPO 法人レスキューストックヤード

と私たちが地元の洋菓子店フィレンツェと協力して、被災地に笑顔が少しでも「カエル」ように

願うプロジェクトです。

内容としては、被災者の方に裁縫でバッグなどを作っていただき、そこにフィレンツェのお菓子を

つけて販売し、その売上の一部を作り手さんに工賃として還元したり、買った人からのメッセージを

届けるものです。現在ではこの活動も定着し、被災した方々が工房に集り、おしゃべりをしながら制作

を楽しんでいただけているようです。

震災から約 2年半がたち、少しずつ復興の兆しが見えてきました。けれども、現地の人たちの心の

ケアや仕事への不安など、まだまだ課題は山積しています。私たちの活動は小さいものですが、少し

でも現地での交流が生まれ、かつ仕事や生き甲斐につながると良いと思います。

建設業者である株式会社山田組は、震災直後にいち早く被災地に入り、復興を支援しました。そして、

子会社である株式会社ナックプランニングでも、デザインを通じて支援活動を

続けています。名古屋からできる支援活動はまだまだ沢山あります。被災地

支援の一環となるこのプロジェクトを今後も

継続していくつもりです。

↑毎月7日「グラニーバッグ」
フィレンツェさんにて販売
（1050円 /個）※限定20個

↑ランチ時や、子どものおも
ちゃ入れにも便利です

↑これまでの「グラニーバッグ」から、
　新たに和をイメージさせるバッグを製作中

↑児童館で先生方を対象にした講座 ↑「環境にやさしいまちづくり」を
　テーマにした講座

↑「つくること、まもることの実習体験」
　をテーマにしたエコブリッジづくり
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当社は地元建設業協会の会長会社として、業界活動にも積極的に取り組んでいます。なかでも

「地元建設業者の役割を社会に発信する」活動には中核的役割を果たしています。本項では、その

取り組みの一端をご紹介します。

当社が所属する社団法人名古屋建設業協会（以下、名建協）では、

名古屋市が主催する大規模なエコイベントの「環境デーなごや中

央行事」に毎年出展参加しています。近年は、市民の皆さんの防

災意識の高まりに応えて「地元建設業者が災害時に担う役割」に

ついてパネル展示やゲーム・クイズなどを使って発信しています。

同じく名建協の中に「市民農園研究会」を立ち上げて、建設

業者が「都市内農業の担い手」となるための活動に着手してい

ます。市民の皆さんに農園活動の機会を提供する「市民農園」を

はじめ、親子で収穫した食材を調理して食する参加型食育イベント

の企画・開催など、市の施策実現の担い手として意欲的に展開

しています。

「地元中小建設業者の窮状を打開してほしい」という切なる声に応えて、平成 24 年 2月、名建協

内に「港・中川地域サポート会議」を設立しました。これは名古屋市港区・中川区内の名建協会員

有志によって組織された発注者

との交流や地域貢献活動を主たる

目的とするグループで、今後、

当社のノウハウも生かして地域

に根ざす建設業者らしい活動を

展開していきます。

環境デーなごやでの名建協ブース→

↑収穫体験の様子 ↑親子でピザ作りイベントの様子

↑港・中川地域サポート会議の様子 ↑清掃活動の様子

↑手づくりのピザ窯

 地元建設業の役割を社会に発信する活動

5. 業界諸活動への貢献

［1］環境デーなごや」での出展活動

［2］市民農園研究会の活動

［3］港・中川地域サポート会議の活動
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株式会社山田組　代表取締役　山田　厚志

市民の「ありがとう」が力になる

「ありがとう、同じところでも毎年違う内容なので楽しく参加させてもらっています」と、名前も知ら

ないそのご婦人は両手にお土産を抱えながらとびきりの笑顔でバスを降り、夕ぐれの街を家路に

向かいました。その瞬間、他の用事を断ってこの日の早朝から自社の「共育講座」に主催者として

参加して本当に良かったなと、私は感じました。

「共育講座」とは 2005 年に開校した「なごや環境大学」の一つの特徴を表す造語で、「互いに

学び合い育ち合う市民講座」を意味します。そもそもこの大学は、名古屋市が市民サービスの一環

としてつくったバーチャル大学で、校舎を持たず「まちじゅうがキャンパス」を活動イメージとして、

各所で多彩な環境講座が運営されることが期待されています。開校以来、当社が共育講座を連続開講

していることは本冊子の最初に紹介した通りですが、冒頭のご婦人の光景は「たっぷり体感！加子母（か

しも）バスツアー」という当社の名物講座での一コマです。

この日の講座の参加者は市民 45 名。早い段階から申込みが相次ぎ、最後は数人の皆さんの参加

をお断りする盛況ぶりとなりました。

負担するだけではない貢献活動のかたち

私は、たとえばこの講座に当社の貢献活動の取り組みのエッセンスが詰まっていると考えています。

それは、

　・毎年5回シリーズの共育講座を企画し、そのうちの1回を「加子母バスツアー」と決めて開催する

　　ことで内容や運営が洗練されてきた･･･持続的開催の効用

　・現地の加子母の皆さんからも感謝してもらい、講座運営に対してさまざまな援助をいただけるよう

　　になった…相手とのウィン・ウィンの関係構築

　・参加していただく市民の皆さんと加子母との交流が深くなる同時に、当社と市民の皆さんとの信頼

　　関係も年々強くなっている･･･市民とのきずなの醸成

このように、今では「取り組めば取り組んだだけ成果が上がる」という好循環が生まれています

から、やりがいがありますし、ここまでくると責任も感じます。この「やりがい」や「責任」が、

貢献活動を持続させるエンジンにもなっているのです。

これからも持続的な貢献活動を

もちろん当社の貢献活動は「共育講座」の企画・運営だけではありません。何年も前から「全国一、

地域貢献を行う建設会社」を標榜していますから、資金力に乏しい中小企業ながら精一杯の多彩な取り

組みを行なってきました。「都市内農業」しかり「地域防災大会」しかりです。いずれも「本業由来」の

活動であり、同時に「ビジネスチャンス」に繋がる活動と位置付けることで、持続性を担保している

つもりです。

当社はこれからも社会・環境貢献活動に活発に取り組んでいきます。そんな前向きな姿をホーム

ページや本冊子を通じて多くの皆さんにご覧いただき、引き続きご指導ご鞭撻を頂戴できれば、これに

勝る喜びはありません。

どうぞよろしくお願いいたします。

6. むすび

愚直に続ける貢献活動
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平成25年 6月1日　安全大会の様子






