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1. 巻頭挨拶

株式会社山田組　代表取締役　山田　厚志

3 月 11 日に発生した東日本大震災は、はからずも地域建設業者の役割の大きさを市民に身をもって知ら

しめることになりました。日頃からの着実な防災対応の社会資本整備も、発災後の迅速な復旧活動も、そし

てその後の本格的な復興にも、私たち地域建設業者はなくてはならない存在です。

とはいえ、このことを「過去からの自明の事実」と言い放つ気は私にはありません。それは、多くの市民

が建設業者の役割に気がつかない状態にしたのは、ほかならぬ私たち建設業者に問題があったから、という

自責の念があるからです。

長年にわたって建設業界は「内向き」でした。その心理的象徴が「建設仮囲い」だと、私は思っています。

なるほど安全に仕事を進める上ではまことに都合がよいのが仮囲いです。しかし囲いの中に「市民の目線」

が届かないということは、せっかくの公益的かつ利他的な社会資本整備の仕事を、社会の関心から隔離する

ことも意味したのです。

なにも仮囲いがいけないと言っているわけではありません。公共建設の意味をきちんと社会に発信するこ

となく業界人が邁進した結果、気がつけば世の中は「コンクリートから人へ」なる空虚なキャッチコピーに

同調する「脱社会資本整備」の気運で盛り上がっていたのです。必死に仕事をしてきた結果がこれでは、先

輩建設人諸氏は憤りを感じるでしょう。

しかし憤っているだけでは何も変わりません。こうした事態がもっぱら私たち建設業者の体質に起因する

なら、自ら社会に一歩踏み出してこの状況を変えていかなければと行動する最中に、東日本大震災は発生し

ました。

東北の皆さんへの哀悼の意と復興支援の思いは強く持っていますが、山田組の活動そのものには、何の変

化もありません。今まで通り「地域あっての山田組」であることを自覚して社業に取り組んでいきます。そ

の姿勢を貫けば、自ずと環境貢献も社会貢献も活発に展開していくことになります。

「地域にどれだけ寄り添うことができるか」―。

私たちはこのことをいつも意識して社業に励みます。同時にこのことは「地域がいかに山田組を迎え入れ

てくれるか」を意味することも忘れません。地域に認められ、頼りにされる建設業者をめざして、これから

も歩み続ける所存です。その道の半ばで書きつづったこの「社会・環境貢献報告書」を、ぜひご一読ください。

地域にどれだけ寄り添うことができるか
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2. 山田組の現況報告

○厳しさを増す受注環境

当該年度の山田組の事業概要は、端的に表現すれば以下の通りです。

・年間完成工事高は、ほぼ前年横ばい

・経常利益額は減少ながら利益を確保

すなわち完工高はおよそ 25 億円、経常利益額はおよそ 1 千 5 百万円でした。主な発注者である国・県・

市とも年々、公共事業量が減少または横ばい傾向にある上、業者間の過当競争から不適正な落札金額で受

注せざるを得ない工事物件も少なくありません。そんな中で全社一丸となって原価低減・安全施工・受注

努力に努めた結果が利益確保となって実を結んだわけで、社員の頑張りは賞賛に値すると考えています。

○納税者を守る建設業者からの調達こそ、真の公共性の発揮

今、発注者に望むことは「今日までの競争性・透明性・公平性とは、いわば業者に対する説明責任の発

揮でしかない。これからは < 納税者にメリットをもたらす業者から公正に調達する > という真の公共性

を発揮していただきたい」というものです。

会社にメリットを生む社会・環境貢献でなければ各企業とも長続きもしませんし、面的な広がりも期待

できません。公共事業の財源が国民の税金である以上、納税者メリットをもたらす複数の業者から調達す

ることこそ、正しい意味での競争性・透明性・公平性の確保だと山田組は考えて、これからも貢献活動を

続けていきます。

2010年度の事業概要 （会社年度2010.7.1～11.6.30）

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

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

会社概要
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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。

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。

本来的に社会貢献活動と言える社会資本整備の一翼を担う山田組の本業活動の一端を報告します。

2. 事務所での貢献活動の概要
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。

特筆すべき内容は別項に述べることとして、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。

3. 施工現場の貢献活動の概要

当社の現場パトロール活動は、安全な現場作業・近隣住民等の第三者に配慮した安全管理活動の確認

のみならず、現場の進捗状況の確認、現場職員及び協力会社も含めた現場作業員の健康状態の確認、各

種法令の順守状況、周辺住民の生活環境への影響等に配慮した施工状況の確認と問題点の指導・助言が

主な目的です。

現場での活動は、より良い品質の社会資本整備を目指して活動することはもちろんのこと、そのプロ

セスにおいても、できるだけ地域住民の生活環境への影響の少ない施工を行うことも重要な課題である

と考え活動しています。

施工方法の工夫や施工機械の選定などにより騒音・振動などの直接的な影響の低減対策を行うことや

交通渋滞の緩和、昼間の交通影響に配慮しての夜間施工・休日施工の取り組みなど、施工前から工事完

了までの間、常に地域の

皆さんとコミュニケー

ションを行い、ご理解と

ご協力をいただきながら

しっかりと取り組んでい

ます。

（水野）

［1］現場パトロールの主目的

［2］社会・環境貢献面での現場活動
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4. 貢献活動事例

［1］堀川護岸整備　現場の広報活動

私たち公共工事の請負者は、事業の必要性に対する説明責任があります。特に広報活動を通じて、近隣

住民に対して事業内容や工事内容を周知することは、安全で円滑な工事施工の一助となります。

堀川護岸整備 ( 広域河川堀川改修工事 ) は、護岸の老朽化による再整備を目的として株式会社山田組 ( 上

流部 ) と東海建設株式会社 ( 下流部 ) で整備を行っていることから、2 社合同で工事広報紙を作成するこ

ととなりました。

広報紙は工事期間中の 4 月から 11 月まで各月 1 回発行します。工事状況の分かる写真を毎月、大き

くとりあげました。また、工事名や工事場所、工事の目的、工程、工事会社の概要などの基礎情報の他に、

環境配慮事項や堀川の歴史などを適宜、紹介しています。

山田組ではこれまでも工事説明看板や広報紙を作成してきましたが、今回の現場では、毎月 1 回広報

紙を発行するという頻度の高さと、デザイン性を高めた読みやすい紙面構成が、地域住民の方にも評判で

した。

私たちはこれからも「安全施工」を第一としながら、工事の内容や目的の積極的な開示・発信に努めて

いきます。( 平石 )	

【広報紙】	 ◆仕様：A4両面、カラー　　
	 ◆発行頻度：毎月1回（8ヶ月間発行）
	 ◆発行部数：350部／月
	 ◆広報方法：町内会を通じて近隣各戸配布

【工事看板】　
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［2］NO-DIG（非開削）国際展示会 2011（ドイツ）視察報告

期　間：平成 23 年 5 月 3 日（火）から 5 月 8 日（日）の 6 日間

会議名：29thNO-DIG	国際会議

会場：Survey	halls（ドイツ：ベルリン）

当社は過去 30 年以上にわたり非開削工法を手がけてきました。こうした工法が掘削土量の減量化や既

設管路の延命化に貢献することは言うまでもありません。

今回は非開削工法の視野を更に広める事に将来的な必要性を感じ、世界的な新工法・新技術に触れて参

りました。

今回の視察では大口径より小口径管路への対応技術の展示が多くみられました。これは日本のみならず

世界的な流れなのかもしれません。

当社では常に最新の情報の収集に努め、積極的に新工法の導入を目指していきます。（毛利）

メイン会場（メッセベルリン） 小口径に対応可能な管内カメラ　

超大型止水プラグ 分岐可能な小口径管内カメラ

会場内でのデモ施工の様子 やはりドイツと言えば・・・
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［3］更生工事の概要紹介 (SZ)

当社はパルテム技術協会に所属し、非開削による更生工法の技術を 30 年以上にわたり培ってきました。

※パルテム（PALTEM）とは　Pipeline	Automatic	Lining	sysTEM の略称です。

この協会の非開削工法はホースライニング工法・SZ 工法・フローリング工法に大別されますが、概要

紹介では下水道管更生に使われる SZ 工法についてご紹介いたします。

SZ 自立管（本管改築工法）

SZ工法は、マンホールを利用して下水道管内にSZライナーを引込み、空気と蒸気とでライナーを拡張・

加熱して既設管の中に自立管を形成する工法です。

管内に形成された SZ パイプは、優れた耐久性、耐薬品性を有しています。

このように、非開削工法とは全く道路を掘り返す事無く古くなった管を再生させる、環境に十分配慮さ

れた地球にやさしい工法です。当社ではこうした工法のより積極的な普及拡大に努めていきます。（毛利）

施工箇所（マンホール）部分：黄色矢印 既設管の洗浄と前処理を行います（管内カメラ）

材料をマンホールから引き込んでいます 引き込んだ材料を拡張と加熱をし硬化させます

取付管の穴を開けています（管内カメラ） 古い管が蘇りました（管内カメラ）
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［4］会社ウェブサイトのリニューアル

平成 23 年初頭から会社ウェブサイトをリニューアルしました。

これは当社の社会・環境貢献活動を従来以上に積極的に発信することを第一の目的として行ったも

のです。

具体的な変更点として、トップページに「地域貢献更新情報」を掲載して多彩な活動内容をいつでもど

なたでも閲覧できるようにしました。これは私たち山田組社員にとっては「不断の更新」を強く意識しな

ければならない思い切った会社としての意志表示だと思います。事実、リニューアル後の貢献活動は質量

とも増加しています。

以下に、トップページと地域貢献活動の一部を引用・掲載します。

【トップページ】　

【地域貢献活動】　
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4. 業務以外の貢献活動

　本項ではさまざまに取り組む業務外の貢献活動のうち、［1］なごや環境大学共育講座の企画・運営につい

て、［2］供米田学区地域防災大会の企画・運営について、［3］そのほかの各種行事への参画について、の以上3

点について報告します。

1. なごや環境大学共育講座の企画・運営について
2005 年春に名古屋市が中心となって作り上げた環境学習の新しい仕組み「なごや環境大学」の開学

以来、山田組は地元企業として唯一、7 年連続で講座を開講しています。

「共育 ( きょういく ) 講座」と名付けられた仕組みの特徴は、講座主催者が受講市民と一緒に環境問題

を学んでいこうとする姿勢を表しています。山田組では数年前から受講市民の一部が講座内容を提案し、

それを山田組が運営して学び合う、文字通りの「共育講座」が実現しています。以下に実際の講座の一部

を紹介します。

平成22年7月24日（土）名古屋建設

業協会と共同で「満喫！加子母の人

と地域と食の魅力」を開催しました。

平成22年10月2日（土）名古屋市上下水道局

「打出処理場」にて、受講者参加による環境講座

を開催しました。
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2. 供米田学区地域防災大会の企画・運営
なごや環境大学共育講座の開講と同時に、山田組は地元・供米田 ( くまいでん ) 中学校区を舞台に「地

域防災大会」の企画・運営をスタートしました。この大会は、

・地域と地域とのつながり

・地域と行政・災害ボランティア団体とのつながり

・地域と山田組とのつながり

以上 3 つのつながりの再生や強化を基本的なテーマとし、具体の活動目的を、

・行政による「公助」に頼らなくてもよい地域防災力の強化

・大会を契機とした地域の世代を超えた交流の促進

・山田組の「力量」の現状認識とやる気の醸成

の 3 つに設定しています。さらに内容は、

・地域の人たちが「参加」したくなる仕掛けを盛り込む

・楽しい体験型の防災学習の機会とする

・毎年、新しいコンテンツを編み出して、成果をストックしていく

の 3 つの考え方に基づいて企画しています。

ここでは 2010 年の第 6 回地域防災大会「世界一受けたい防災・減災授業」の一コマを紹介します。

なお詳細は山田組ホームページから過去の大会の記録誌をダウンロードできます。

関係者参加による事前打ち合わせ会の様子

「供米田防災・減災学園」校長先生役
の名古屋大学・福和先生

笑顔が並ぶ体験型の防災授業の様子

山田組社員も倒壊家屋からの救出訓練に参加
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［1］学校現場での出前授業の実施

今期も「環境パートナーシップ・CLUB」の活動の一環として小学

校などへの出前授業に出向きました。授業の内容は主に環境学習 ( こ

れからのまちづくりを含む ) と防災学習についてですが、本項では特

に地元供米田中学校から招かれて

実施した全校一斉の特別授業『東日

本大震災から学ぶこと』( 平成 23

年6月27日)について紹介します。

3. 各種行事への参画
「日本で最も活発に社会貢献活動を展開する建設業者をめざす」ことを目標とする山田組では、年間多

くの社会行事に参加しています。そのいくつかを以下にご紹介します。

( 詳細は山田組のホームページをご覧ください )

［2］CSR及び関係の各種シンポジウムへの登壇

今上記の教育現場への出前授業のほか、名古屋市の運営する生涯学

習機関「鯱城学園」での授業も担当し、受講されている高齢者の熱心

さに感心しました。また「NPO と企業との協働シンポジウム」「地域

連携フォーラム」など各種シンポジ

ウムにも登壇しました。それらの一

コマを画像で紹介します。

［3］地域清掃活動への参加

名古屋建設業協会はじめ各種団体の主催する地域清掃活

動にも積極的に参加しました。また 6 月の会社「安全大会」

開催時には会場の富田北地域会館周辺の清掃活動に社員・

協力会社全員で取り組

みました。

　
当日は4月に現地に赴いた宮城
県七が浜町での支援活動を中心
に報告しました

　
全校生徒が最後まで熱心に聴講して
くれて、感心しました。

　
本年6月20日に開催された名
古屋市主催の「地域連携フォー
ラム」です。

　
供米田学区地域防災大会の活動報告
と後半のパネルディスカッションに
参加しました。

　
毎年、地元の戸田川
清掃活動にも参加し
ています。

　
根気の必要な活動ですが、引き続き協力し
ていきます。
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1. 元気回復助成事業
2010( 平成 22) 年初頭から国交省の事業である「元気回復助成事業」を展開しました。これは、

・公益法人格を持つ建設業協会が事業代表者となって

・地方自治体はじめ他分野の企業・団体も参画して

・平成 23 年春までの事業期間内で

・地域建設業者の新規事業の開拓に取り組むこと

を目的とした事業スキームであり、最大 2 千万円の助成金額が設定されました。

そこで山田組代表者が会長を務める社団法人名古屋建設業協会を代表者として、

・名古屋市緑政土木局

・名古屋市建設技術サービス財団

・緑信用協同組合 (JA みどり )

・社団法人愛知知県建設業協会

の 4 団体を構成員とする「都市型農建連携 < アグリ事業 > 協議会」を結成して、「市民農園の開設・運

営を通じて都市内の農地の活性化を図ること」「建設技術を応用して最適土の製造を行うこと」の大きく

二つの事業テーマを掲げて精力的に活動しました。

名古屋市、国交省の支援も受けた上、時あたかも名古屋市で『生物多様性条約第 10 回締約国会議

(COP10)』が開催されて都市内農地の活用策に注目も集まる中、多くの活動成果を生むことができまし

た。山田組は代表団体の会長会社として、多彩な活動に主体的に関わりました。

5. 協会活動ほかへの参画

建設業の強みを生かして重機に
よる畑づくりから事業を開始

地元建設業者と市民
参加者が一緒になっ
て耕起作業を

野菜の収穫作業を通じて
市民との交流も

秋には収穫祭も開催

事業の集大成
のシンポジウ
ムは満席に
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2. フロンティア事業
2011( 平成 23) 年春以降、昨年度の元気回復助成事業を継続・発展させる形で「フロンティア事業」

に取り組みました。この事業の内容は、以下の通りです。

・元気回復助成事業とは違って、事業主体は建設業協会ではなく二社以上の建設業者が連携する

・助成金額は最大 1 千万円、活動期間は最大平成 24 年 12 月末まで

・地域建設業者が新規事業分野に進出することを目的とする

山田組は昨年の元気回復事業で取り組んだ「都市内農建連携事業」を中心に据えた 3 つの事業テーマ

を掲げてフロンティア事業に申請して、採択されました。

この事業の大きな特徴は、

・従来、連携が活発であったとは言い難い名古屋市内の複数の建設業者が本業を側面から支える新規

　　事業に協働して取り組むこと

・具体的な構成メンバーは、山田組のほか東海建設株式会社 ( 本事業代表者 )、大有建設株式会社の

　　三社

・事業テーマは、「市民・観光農園の事業化」「大型コンテナ野菜畑の開発」「建設業者が取り組む都

　　市型で付加価値の高い農作物栽培 < 畑違い屋 > 事業」の 3 つ

ここでは特に「新ブランド < 畑違い屋 >」で取り組む「ブルーベリー栽培と観光農園ビジネス」につい

て、その一端を紹介します。

　
ブルーベリーの栽培。
オープン時は摘み取りイベントを
開催しました。

　
都市内農建連携〈アグリ事業〉
振興連携体の打合せ風景。
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3. 被災地支援活動
東日本大震災は、平成 23 年 3 月 11 日に発生した三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震とそれ

に伴って発生した津波、及びその後の余震により引き起こされました。

本震、余震により建造物、交通、電力、水道といったライフラインが損壊

し、人への直接被害も甚大で、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部には特に

大きな被害がもたらされました。

山田組では震災発生約 2 週間後の 3 月 23 日から 29 日までの間、

国土交通省中部地方整備局からの要請を受け現地での復興支援に参加

しました。当社役員 1 名、社員 3 名の計 4 名が、庄内川災害協力会

の仲間とともに、24 時間体制で津波で浸水した地域の排水作業を行

いました。

また 4 月 3 日には名古屋市上下水道局からの要請を受け、株式会社

山田組と東海建設株式会社は合同で、「災害時応援隊第 2 班」として

宮城県石巻市へ向け出発、名古屋市上下水道局の職員とともに上水道

の復旧作業を行いました。

被災地では道路の状態や信号機不作動によ

り道路が非常に混雑し、移動に片道 1 時間を

要することもありました。	各所で液状化現象

によりマンホールが隆起し、車の運転に注意

する必要がありました。（派遣社員談）

このような行政の要請を受けての被災地支援の他に、山田組では社

員有志によるボランティア活動も行っています。災害ボランティア団

体のレスキューストックヤードを支援するための募金活動や、名古屋

建設業協会有志会社の一員として七ヶ浜での瓦礫撤去のボランティア

参加にも取り組んでいます。

行政や民間による支援、個人によるボランティア活動などの輪はひ

ろがっていますが、未だに多くの方が避難生活を余儀なくされていま

す。今後も息の長い復興支援活動が必要です。

　
被災地に向かう山田組社員と関
係会社のみなさん。

　
石巻市内での
被災の様子。

　
社員有志によるボラン
ティア活動の様子。
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6. 後記

株式会社山田組　代表取締役　山田　厚志

「地域に根差す小さな建設業者であっても、なにか役にたつことはあるはずだ。」

そんな想いで日々の会社の生業 (なりわい )を見直してみると、無理に探そうとしなくても建設の現場は「地

域の人に役に立つ仕事」そのものでした。

限られた予算と期間の下、悪条件をものともせずに生活に密着する社会資本整備に携わる社員たち。その

割に地域の皆さんからのほめ言葉や励ましは聞こえてきません。

これは業界や経営者が真剣に考えるべき問題だと、私は思います。

この問題を業界の名だたる人たちに話すと、多くは「社会やマスコミが悪い」とおっしゃる。加えて「我々

建設業界はかつてない厳しい環境下に置かれている」と指摘される。

確かにその通りかもしれません。しかし私はそんな風に客観的な態度ではいられません。なにしろ社員は

今日もまた現場で無理解や苦情と闘っているのですから、一刻も早く地域に根ざす建設業の大切さと貢献ぶ

りを社会に向かって発信し、なんとしても理解を得なくてはいけないと、焦るばかりです。

昨年の社団法人名古屋建設業協会を中心とする国交省「元気回復助成事業」に取り組む動機も、また一緒

です。「元気になりたければ自ら手を挙げよ」との国からの呼び掛けに応えざるを得ませんでした。ここで

声を上げなければこの業界は死に体になる ･･･ やや大げさに言えば、そんな危機意識からでした。

「社会やマスコミが悪いわけではなく、タイムリーに自らの活動や存在感をアピールできない建設業界に非

がある」、「良い環境とは不断の努力によって自ら創り出していくもの」。こう捉え直すと、それまで私たち

の前に立ちはだかって見えた「問題」は、ひょっとすると解決できるかもしれない「課題」へと質を変える

はずです。

私たち山田組は、いち早くこの「課題」に気がつき自覚したのだと思います。自覚した以上は、課題解決

に邁進するのみです。まだまだ道半ばですが、その活動の一端を皆さんにご確認いただけたとすれば、これ

に勝る喜びはありません。

どうかこれからも、山田組の活動にご理解・ご支援、そしてご教示を、どうぞよろしくお願いいたします。

自ら元気に
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