大成建設株式会社
活動名

大成学術財団の運営

活動時期 通年
1

活動分野 ｂ．教育活動
人がいきいきとする環境を実現する学術研究（建築・土木・開発・エネル
ギー・環境・防災等に関する学術研究）を助成し、わが国の学術研究の発展に
活動概要
寄与することを目的に研究者を支援しています。２０１８年度は新規に１０件
（総額１，９７２万円）が助成対象研究として選定されました。
活動名

大成建設外国人留学生奨学金

活動時期 通年（平成２９年９月設立）
2

活動分野 ｂ．教育活動
建設業の担い手不足が課題となるなか、日本との懸け橋として活躍する次世代
建設技術者の人材育成をより一層強化することを目的に、国内の大学に在籍す
活動概要
る私費外国人留学生に向けた給付型奨学金制度を設立しました。第一期生とし
てベトナム人３名、インドネシア人２名への受給を決定しました。
活動名

横浜国立大学で特別講義を実施

活動時期 通年
3

活動分野 ｂ．教育活動
大成建設技術センターは、毎年、横浜国立大学に講師を派遣しています。この
講義は、同大学の理工学部３年生以上を対象に、自然災害を防ぐ技術、新材
活動概要
料・新工法の開発、環境対策技術、国家的なプロジェクトなどを紹介する内容
で、年１３回にわたり行われています。
活動名

技術センターでＴＦＴ(table for two)を導入し途上国の子供たちを支援

活動時期 通年
4

活動分野 ｃ．地域社会の活動
大成建設技術センターは「途上国の子供たちの食糧支援」を目的としたＴＦＴ
(table for two)活動への協力や東戸塚地域活動ホーム“ひかり”「障がい者の
活動概要
自立に向けた実習」におけるパン販売の支援を毎週行っています。また、近隣
小中学校や一般・学生等見学会も随時実施しています。
活動名

寄付機能付自販機で「ボルネオへの恩返しプロジェクト」に協力

活動時期 通年
5

活動分野 ｄ．環境活動
大成建設は寄付機能付自動販売機を設置し、売上金の一部をＮＰＯ法人ボルネ
オ保全トラスト・ジャパンに寄付しています。これはボルネオの熱帯雨林の減
活動概要
少に伴い、絶滅危惧種であるボルネオ象を保全する「ボルネオへの恩返しプロ
ジェクト」に賛同するもので、約２０ヶ所の事業所等に設置されています。
活動名

「アニマルパスウェイと野生生物の会」・「アニマルパスウェイ研究会」に協力

活動時期 通年
6

活動分野 ｄ．環境活動
大成建設は、樹上小動物（ニホンヤマネ等）を保護する団体“アニマルパス
ウェイと野生生物の会”ならびに“アニマルパスウェイ研究会”を支援し、ア
活動概要
ニマルパスウェイの設置や研究等に協力しています。また、当社社員（家族）
は、「ヤマネの巣箱づくり」ボランティアに毎年参加しています。
活動名

環境ボランティア活動「いきいき里山づくり」を実施

活動時期 通年
7

活動分野 ｄ．環境活動
大成建設は、環境を保全するボランティア機会を提供しています。その一例と
して、社員（その家族）が東京都主催の「東京グリーンシップ・アクション」
活動概要
に参加し、町田市「七国山緑地保全地域」で地域の団体・ＮＰＯ等と協働し
て、里山の雑木林等の自然環境を保全する環境活動を行っています。
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活動名

「大成１トンくらぶ」による環境貢献

活動時期 通年
8

活動分野 ｄ．環境活動
２０１０年より『会社と社員の家庭でカーボンオフセットを同時に実現』を
テーマとしてスタートした環境貢献活動で、これまで７回実施しています。大
活動概要
成建設グループ役職員の自主参加によるクレジット購入や寄付を通じて国内外
の自然環境保全に関わる団体の支援を行っています。
活動名

福島マルシェの開催

活動時期 通年
9

活動分野 ｆ．災害救援、災害被災地支援活動
福島県産品の販売会を年数回開催しています。また、福島県産米を社員食堂で
活動概要 使用するなど、風評被害に苦しむ福島県産品の販売を促進し、震災の復興に協
力しています。
活動名

「公益信託大成建設自然・歴史環境基金」による助成を実施

活動時期 通年
10

活動分野 ｇ．自主プログラム活動
「公益信託大成建設自然・歴史環境基金」は、２５年間にわたり毎年約１,５００
万円、延５８６件の助成を行っています。現在及び将来の人類共通の財産であ
活動概要
る自然環境等の保全に資する事業を助成し、これらを次世代に継承し、もって
人類の健康で文化的な生活の確保に資することを目的としています。

№6

№7

ヤマネの巣箱づくりボランティア

いきいき里山づくり

№7

いきいき里山づくり

-71-

NIKEN 2019.indb

71

2019/03/22

17:18:22

大成ロテック株式会社
活動名

小学生が技術研究所・機械技術センターを訪問（舗装技術を体験学習）

活動時期 平成３０年１２月
1

活動分野 ｂ．教育活動
小学校の児童を受け入れ、舗装技術の体験学習を行いました。同校が行う総合
学習「ふるさと探検隊」の一環で、当社では毎年受け入れています。体験学習
活動概要
ではポーラスアスファルト舗装にじょうろでまいた水の浸透状況を確認した
り、大型アスファルトフィニッシャーの運転席に座る体験も実施しました。
活動名

室蘭ろう学校のグランド転圧作業

活動時期 平成３０年５月
2

活動分野 ａ．社会福祉活動
道南事業所では、例年上記学校に対し、良好なグランド造りのため、整地転圧
活動概要 作業のボランティア活動を行なっています。本年は、同校運動会にあわせ、５
月２１日に実施しました。
活動名

北斗市立萩野小学校及びカナデール（会館）駐車場舗装他工事

活動時期 平成３０年９月
3

活動分野 ａ．社会福祉活動
活動概要

例年北斗市教育委員会に対し、ボランティア活動を行なっているもので、今回
は萩野小学校をの舗装補修、区画線工事を行いました。

活動名

安全・安心１０運動

活動時期 平成３０年１０月、１２月
4

活動分野 ｃ．地域社会の活動
仙台中央警察署と仙台中央地区企業防犯連絡協議会が主催している活動で「安
活動概要 全・安心１０（イチゼロ）運動」として、振り込め詐欺・乗り物盗難・万引き
等各種犯罪防止の自主防犯意識の普及高揚の街頭キャンペーンに参加しました。
活動名

「年賀タウン」を活用した近隣住民への火災警報器の点検・交換の推奨と消防
団員募集の呼掛け

活動時期 平成３０年１２月
5 活動分野 ａ．社会福祉活動
仙台市消防局とタイアップし、火災警報器の点検・交換の推奨と消防団員募集
活動概要 の呼掛けを「年賀タウン（あて名不要のはがき）」にて近隣住民に実施しまし
た。
活動名

職場体験学習（矢巾町立矢巾中学校）

活動時期 平成３０年８月
6

活動分野 ｂ．教育活動
中学校の生徒に職場体験学習として工場見学・アスファルト舗装工事体験・重
機操作の見学等を実施しました。職場体験を通して働くことの意義や職業観を
活動概要
育ててもらうとともに、地域産業についての理解を深め、実社会の一端に触れ
ることで進路選択に向けての経験としてもらうことも目的に実施しています。
活動名

職場体験学習（盛岡市立乙部中学校）

活動時期 平成３０年１０月
7

活動分野 ｂ．教育活動
乙部中学校の生徒に職場体験学習として工場見学・アスファルト舗装工事体験・
重機操作の見学等を実施しました。職場体験を通して働くことの意義や職業観
活動概要
を育ててもらうとともに、地域産業についての理解を深め、実社会の一端に触
れることで進路選択に向けての経験としてもらうことも目的に実施しました。
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活動名

地元小学生を招いて工場見学を実施(石岡市立三村小学校）

活動時期 平成３０年１１月７日
8

活動分野 ｂ．教育活動
三村小学校の３年生を招いて毎年工場見学を実施しています。当社の社員が講
師となり、工場の説明や重機・ダンプの運転席での記念撮影、合材のサンプル
活動概要
品などに触れる体験イベントを行いました。道路舗装についての知識を深める
と共に、興味を持って頂く良い機会となっています。
活動名

むつみ祭

活動時期 平成３０年１０月
9

活動分野 ｃ．地域社会の活動
２０１８年１０月２７日、浦和合材工場の近隣施設である大崎むつみの里の文
化行事「むつみ祭」に、地域交流の一環として昨年に引き続き参加しました。
活動概要
焼きそば・唐揚げ・綿あめ・ペットボトル飲料・フライドポテトの販売を社員
及び協力会社職員の協力を得て行い、非常に盛況でほぼ完売となりました。
活動名

工場見学

活動時期 平成３０年１０月
10

活動分野 ｄ．環境活動
福岡合材工場の近隣に位置する小学校から児童を招待し、工場で行っている環
境対策活動について説明会を開催しました。活動内容を印刷した下敷きの配布
活動概要
や、再生材や再生合材を直に触れる体験をしてもらい、環境問題に対する関
心、理解の向上に努めました。

№1

№4

小学生（舗装技術を体験学習）

安全・安心１０運動

№7

№9

職場体験学習（乙部中学校）

むつみ祭
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大日本土木株式会社
活動名

献血協力

活動時期 平成３０年１０月～１１月
1

活動分野 ａ．社会福祉活動
活動概要

毎年、日本赤十字社 東京都赤十字血液センター様に協力させていただく形
で、献血活動を行っています。

活動名

下水処理場工事現場見学

活動時期 平成３０年３月
2

活動分野 ｂ．教育活動
パプアニューギニアの首都であるポートモレスビ―の下水処理場の現場で現場
活動概要 見学会を開催し、ソゲリ日本語学習センターの学生６０名が見学に参加しまし
た。
活動名

新川クリーンアップ運動

活動時期 平成３０年４月・６月・８月
3

活動分野 ａ．社会福祉活動
新川クリーンアップ運動は、北名古屋市・清須市・豊山町の２市１町で営む土
活動概要 木建設会社や施工に携わった建設会社を会員として構成され、年３回とも鴨田
エコパークの清掃活動に取り組みました。
活動名

国営巨椋池地区の地域貢献活動

活動時期 平成３０年３月
4

活動分野 ａ．社会福祉活動
活動概要

近隣住民の憩いの場としての役割を担っている巨椋池干拓地の水路内の草取
り・水路周辺の清掃活動に取り組みました。

活動名

女性のための建設現場見学会

活動時期 平成３０年８月
5

活動分野 ｂ．教育活動
活動概要

女性の就職先として建設業に関心を持ってもらうことを目的に開催し、岐阜県
内の大学・高等専門学校・高校から２３名が参加しました。

活動名

あまいこいベンチ

寄付

活動時期 平成３０年１月
6

活動分野 ａ．社会福祉活動
活動概要

大阪府高槻市が整備を進めている安満遺跡公園で、近隣の方々に公園に愛着を
持ってもらえるように、公園に「あまいこいベンチ」を５基設置しました。

活動名

使用済み切手の寄付・エコキャップ運動

活動時期 通年
7

活動分野 ａ．社会福祉活動 ｄ．環境活動
使用済み切手は、公益財団法人日本キリスト教海外医療協力会に送付し、海外
の保健医療協力費用となります。
活動概要 ペットボトルのキャップは、ＮＰＯ法人エコキャップ推進協会によるＣＯ２削
減とリサイクル促進に貢献しています。
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活動名

地域貢献活動

活動時期 平成３０年５・８月・１１月・１２月
8

活動分野 ｃ．地域社会の活動
新宿区主催の打ち水大作戦では、打ち水用の水を東京都下水道局より再生水を
調達し、入居ビル周辺で行いました。また、５月のゴミゼロ運動と１１月の秋
活動概要
の地域ごみゼロ運動、１２月の年末クリーン大作戦では、新宿駅西口周辺を清
掃しました。
活動名

夏期・冬期インターンシップ受入の実施

学生向け現場見学会

活動時期 通年
9

活動分野 ｂ．教育活動
各大学等の教育機関からインターンシップを希望する学生に対して、建設業界
の就業体験をする機会を昨年同様夏と冬に提供しました。
活動概要
また、建築系の学生向けの現場見学会も随時開催することで、建設業界の仕事
を見ていただく機会も設けました。
活動名

平成３１年・２０１９年版カレンダーの寄付

活動時期 平成３０年１２月
10

活動分野 ａ．社会福祉活動
会社で来年のカレンダーを取りまとめて、社会福祉法人 品川区社会福祉協議
活動概要 会に送付し、民生委員の方等を通じ、ひとり暮らしの高齢者の方や必要とされ
る方に配布されています。

№2

№5

下水処理場工事現場見学

女性のための建設現場見学会

№8

№9

新宿打ち水大作戦

高等専門学校

インターンシップ
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大豊建設株式会社
活動名

地域除雪活動（東京土木支店）

活動時期 平成３０年１月
1

活動分野 ａ．社会福祉活動
活動概要 積雪時、近隣住民の安全通行を確保するため、周辺歩道の除雪を行った。
活動名

耕作放棄地解消支援活動

活動時期 平成３０年４月、１０月
2

活動分野 ａ．社会福祉活動
宮城県加美郡加美町表薬莱において、NPO法人「美しい田園２１東北支部」によ
活動概要 る耕作放棄地解消支援活動に参加。地域住民とともに農地再整備及び獣害防止
柵設置活動に協力した。
活動名

平成３０年度水源かん養林「水土里ネットの森」第１回下草刈り

活動時期 平成３０年６月
3

活動分野 ｄ．環境活動
活動概要

熊本県阿蘇市一の宮町坂梨日の尾原野にある「水土里ネットの森」にて行われ
ている樹木周りの下草刈りに九州支店から６名が参加した。

活動名

江東区立平久小学校の現場見学会実施

活動時期 平成３０年７月
4

活動分野 ｃ．地域社会の活動
活動概要

下水道の役割や必要性を理解してもらうため、また社会見学の一助としてもら
う目的で、地元小学生を対象に現場見学会を開催した。

活動名

利府小学校開校記念式（学校創立１４５周年）にて講演

活動時期 平成３０年７月
5

活動分野 ｂ．教育活動
宮城県宮城郡利府町において、当社「利府小学校作業所」所長がゲストティー
活動概要 チャーとして招かれ、利府小学校の歴史の変遷を学校建築物の紹介を通して
行った。
活動名

地元住民を招いた現場見学会（西宮シールド作業所）

活動時期 平成３０年８月
6

活動分野 ｃ．地域社会の活動
活動概要

合流貯留管の下水道工事の目的と必要性を理解してもらうため、地元の住民の
皆様に、実際の工事中のシールド坑内を見てもらう現場見学会を開催した。

活動名

学生インターンシップ受入活動（名古屋支店）

活動時期 平成３０年８月
7

活動分野 ｂ．教育活動
活動概要

建設業に興味を持ってもらうことを目的に、毎年２回（春・夏）に学生イン
ターンシップを受け入れている。
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活動名

「下水道の日」のイベントに参加協力（奈良シールド作業所）

活動時期 平成３０年９月
8

活動分野 ｃ．地域社会の活動
下水道施設としての奈良県浄化センターの役割・必要性を理解してもらうため
に、センター職員がインターネットで「下水道の日」の開催を告知し、近隣住
活動概要
民に参加を呼び掛け、センター内見学及びイベントを開催した。（住民等参加
者：２日間で約２２０名）
活動名

工事現場の仮囲いのイメージアップ（世田谷区太子堂）

活動時期 通年
9

活動分野 ｃ．地域社会の活動
活動概要

三菱地所レジデンス㈱との協力のもと、現場周辺の保育園児に書いてもらった
絵を工事現場の仮囲いに貼るイベントを行った。

活動名

中央区地域環境美化活動「まちかどクリーンデー」

活動時期 通年（毎月１０日）
10

活動分野 ｄ．環境活動
活動概要

平成１８年より、中央区が推進する地域の環境美化・リサイクル活動「まちか
どクリーンデー」に参加。毎月１回、本社周辺で清掃活動を行っている。

№3

№5

「水土里ネットの森」下草刈り

利府小学校開校記念式講演

№6

№9

地元住民を招いた現場見学会

工事現場の仮囲いのイメージアップ
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髙松建設株式会社
活動名

集団献血

活動時期 平成３０年２月、７月
1

活動分野 ａ．社会福祉活動
活動概要

大阪本店にて年に２回、日本赤十字社を招いて社員による献血活動を実施。
２０１８年度採血者数は１６２名。

活動名

職場体験

活動時期 平成３０年６月
2

活動分野 ｃ．地域社会の活動
新北野中学校の学生が営業部や設計部など各部署を回り業務を体験。２０１８
活動概要 年度体験内容として、営業部、モデルルームの見学、社内展示スペースの見学。
設計部、竣工写真の整理作業、３Ｄ－ＣＡＤの入力作業。
活動名

クリーンキャンペーン

活動時期 通年
3

活動分野 ｃ．地域社会の活動
活動概要

地域社会活動の一環として、毎朝当番制にて社員によるオフィス周辺道路の清
掃を実施。周辺地域の美化を目的に取り組んでいます。

活動名

港区

芝小学校創立140周年記念ハロウィンパレード応援

活動時期 平成３０年１０月
4

活動分野 ｃ．地域社会の活動
髙松建設東京本店のある地元の本芝町会からのご依頼で、創立１４０周年を記
活動概要 念した地元の柴小学校の子供たちによるハロウィンパレードに参加しました。
東京本店の前で仮装した子供たちにお菓子を配布しました。
活動名

御穂鹿嶋神社例大祭

活動時期 平成３０年６月
5

他

他

活動分野 ｃ．地域社会の活動
髙松建設東京本店のある地元の本芝町会にて開催している「御穂鹿嶋神社例大
祭」に協賛し、当社社員も一緒に御神輿を担がせて頂きました。地域のお祭り
活動概要
への協賛は、東京本店がある港区芝以外でも、当社の施工物件がある各エリア
において実施してます。
活動名

新日本フィルハーモニー交響楽団

支援

活動時期 通年
6

活動分野 ｅ．文化・芸術・スポーツ活動
１９７２年、指揮者・小澤征爾のもと楽員による自主運営のオーケストラとし
て創立。定期演奏会、特別演奏会を行うほか、地元の学校体育館や小中学校の
活動概要
音楽授業、各種施設を訪れるなど、地域に根ざした演奏活動も精力的に行って
います。当社は法人賛助会員として、この団体を支援しています。
活動名

わんぱく相撲大会

協賛

活動時期 平成３０年７月
7

活動分野 ｅ．文化・芸術・スポーツ活動
小学４年生から６年生が参加し、日本国内２００地区(主催青年会議所単位)の
予選大会から勝ち上がり、東京・両国国技館で決勝にあたる全国大会が開かれ
活動概要
る、小学生対象で最大規模の相撲大会。子供達が相撲を通して心身の鍛錬や思
いやりや感謝の気持ちを学び、健やかに成長する事を支援しています。
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活動名

高松建設presents 十川家の音楽サロン

活動時期 平成３０年１２月～平成３１年１０月（全６回）
8

活動分野 ｅ．文化・芸術・スポーツ活動
当社プレゼンツによる、ラジオ番組。ヴォーカリストの母娘サロン形式。毎回
活動概要 素敵なゲストが参加され、トークと演奏、親子の弾き語りで綴るスペシャルな
サロンです。

№1

№3

集団献血

クリーンキャンペーン

№7

№8

わんぱく相撲大会

協賛

十川家の音楽サロン
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株式会社竹中工務店
活動名

「子どものまち・いしのまき」に協力

活動時期 平成３０年１２月
1

活動分野 ｂ．教育活動
「子どもと築く復興まちづくり」のプログラムで今年で７回目となる震災復興
イベントを開催し、ものづくりなどをして働き給料をもらい、買い物をするな
活動概要
ど経済の仕組みを体感してもらいました。当社は子どもたちにお菓子の家をつ
くってもらい、未来のいしのまきを創ってもらいました。
活動名

「教員の民間企業研修」の実施

活動時期 平成３０年８月
2

活動分野 ｂ．教育活動
（一財）経済広報センター主催の「教員の民間企業研修」に協力しました。夏
休み中の３日間で、高槻市の小中高校延べ２２名の先生方が参加し、模型によ
活動概要
る構造設計の体験学習やものづくりの最前線である作業所見学を体感してもら
うなど、実際の教育現場に役立てていただくようプログラムを実施しました。
活動名

竹中技術実務研修センター「想」における学生向け教育プログラムの実施

活動時期 平成３０年１０月～１２月
3

活動分野 ｂ．教育活動
体験型研修を実施している竹中技術実務研修センター「想」（兵庫県）では、
平成２４年より工業高校生徒、建築専攻他の大学生を対象として、建設業の魅
活動概要
力を伝え、建設技術にも興味を持ってもらうために、授業・講座を開催してい
ます。平成３０年は３校４８名（累計６校５４９名）の学生が参加しました。
活動名

地域における体験学習等に協力

活動時期 通年
4

活動分野 ｂ．教育活動
出張授業を行う社員有志の集まり「なにわ出前塾」と「お江戸出前塾」が、神
戸市の中学生に建物構造の実験や働きたいオフィスの模型制作を行いました。
活動概要
東京都江東区の中学校では、建設プロジェクトに携わった社員が学校がどのよ
うにしてできるかを、計画設計施工の各プロセスについて説明しました。
活動名

江東区における地域交流

活動時期 通年
5

活動分野 ｃ．地域社会の活動
江東区主催の環境フェアでは、「木育」をテーマに子どもたちに鉋削りの体験
教室を開催し、東京本店近隣の東陽公園で開催されたグリーンフェスティバル
活動概要
では、鳥の巣箱づくりを通して、使う木材がどこでつくられたかなど、資源と
循環の仕組みを説明するワークショップを行いました。
活動名

「環境月間」にグループ全体で環境保全への取り組みを強化

活動時期 平成３０年６月
6

活動分野 ｄ．環境活動
毎年６月を「環境月間」とし、グループ全体で身近な環境保全活動に積極的に
取り組む期間としています。共通の活動では、今年も環境省主導の「ライトダ
活動概要
ウンキャンペーン」に参加し、海外を含むグループ１５社、計１９０事業所が
消灯・残業ゼロを励行し、約５,２００kWhの電力量を削減しました。
活動名

継続的な地域交流の推進

活動時期 通年
7

活動分野 ｃ．地域社会の活動
ベトナムでは毎年１２月の国際障害者デーに、障害のある子供たちを勇気づ
け、地域社会とのつながりを促すマラソンイベントが開催されます。ベトナム
活動概要
竹中ではこのイベントに参加し、子どもたちと一緒に３ｋｍの道のりを走りま
した。その他、各国・地域で地域との交流を図るイベント等に参加しています。
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活動名

歴史的建築物の保存活用

活動時期 通年
8

活動分野 ｅ．文化・芸術・スポーツ活動
聴竹居（京都・大山崎町）は、当社が２０１６年に取得し、地域の方々ととも
に保存・活用しながら、後世に残していくことを目的に、施設公開とともに
活動概要
イベントの開催を通じて地域と一体となった建築文化の発信に努めています。
２０１７年には、国の重要文化財に指定されました。
活動名

公益財団法人竹中育英会による学生の奨学支援及び建築研究助成

活動時期 通年
9

活動分野 ｂ．教育活動
１９６１年１２月に設立された「竹中育英会」は、青少年の育成と教育の振興
を図ることを趣旨に事業を続けています。奨学金の給与、海外留学生への学資
活動概要
金支援のほか、将来性のある建築系研究者に対する助成や、文化・芸術分野へ
の支援も行っています。
活動名

公益財団法人の活動（竹中大工道具館・ギャラリーエークワッド）

活動時期 通年
10

活動分野 ｅ．文化・芸術・スポーツ活動
竹中大工道具館は１９８４年神戸に開館し、民族遺産として大工道具を収集・
保存し、研究や展示を通じて工匠の精神や道具鍛冶の心を後世に伝えています。
活動概要
ギャラリーエークワッドは２００５年に東京本店に開設し、様々な企画展を通
して「建築の愉しみ方」や「建築の持つ芸術性や文化」を発信しています。

№1

№5

子どものまち・いしのまき

東陽公園グリーンフェスティバル

№8

№10

３財団企画展「南の島の家づくり」

聴竹居「紅葉を愛でる会」
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株式会社竹中土木
活動名

大通公園清掃活動

活動時期 平成３０年
1

５～８月

活動分野 ｄ．環境活動
活動概要

大通公園の清掃活動を年４回実施（２００７年より１１年間継続中）
毎回１０名程度参加

活動名

アユ稚魚放流体験会

活動時期 平成３０年４月
2

活動分野 ｃ．地域社会の活動
活動概要

環境保全や河川愛護について考え、川に親しむ目的で大船渡市に流れる盛川に
おいてアユの稚魚の放流会を実施(本年度は８名参加)。

活動名

第６回南相馬市鎮魂復興市民植樹祭(兼第１回ふくしま植樹祭)

活動時期 平成３０年１１月
3

活動分野 ｃ．地域社会の活動
東日本大震災で犠牲となった方々を慰霊し、震災の教訓をいつまでも忘れない
活動概要 ように、また１０年後には「命を守る緑の防災林」となる「鎮魂の森」を作る
ことを目的とした植樹祭(本年度は１１名参加)。
活動名

海の灯まつりinお台場２０１８

活動時期 平成３０年７月
4

活動分野 ｃ．地域社会の活動
おだいばビーチにペーパーランプで描く地上絵づくりに参加。夕暮れ時、描か
活動概要 れた絵図が点灯し、幻想的な空間を演出。炎天下での作業の疲れを忘れ、大き
な達成感を味わいました。
活動名

夏休み子供体験教室

活動時期 平成３０年７月
5

活動分野 ｂ．教育活動
「建設技術展示館」主催の小学生を対象とした夏休み子供体験教室に参加。レ
活動概要 ンガと砂を使ってのアーチ橋づくりを体験してもらうことで、将来の建設業の
担い手に建設業に興味を持ってもらうことができました。
活動名

第３６回江東区民まつり

ワークショップ出店

活動時期 平成３０年１０月
6

活動分野 ｂ．教育活動
地元・江東区の「江東区民まつり」において「ふれてみよう…みんなの身近な
土木」をテーマに、幼児～小学生を対象としたレンガによるアーチ橋をつくる
活動概要
体験イベントを開催。お子さんやご両親から土木に対し高い関心や親近感が寄
せられました。
活動名

地元町民の現場見学会

活動時期 平成３０年１１月
7

活動分野 ｃ．地域社会の活動
建設工事への理解を深める事を目的として、山梨県のトンネル工事において、
地元の町民を招いて現場見学会を行いました。発注者による工事概要説明後、
活動概要
開通前の高速道路を歩いてもらいました。また、子供たちにはお絵描きスペー
スを設け、道路上で自由に絵を描いて楽しんでもらいました。
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活動名

永源寺ダム湖岸クリーン作戦

活動時期 平成３０年１０月９日
8

活動分野 ｄ．環境活動
永源寺ダム愛護事業の一環として、毎年ダム湖岸に漂着浮遊している流木等が
ダムの運営上障害となるため、その撤去作業を行いました。
活動概要
上流より漂着する流木は想像以上に多く、トラック数台分にもなりましたが、
皆で力を合わせて作業を行いました。
活動名

八木用水クリーン作戦

活動時期 平成３０年１１月
9

活動分野 ｄ．環境活動
一級河川太田川から取水する約１６ｋｍの２４０年以上の歴史を持つ用水路の
清掃を毎年継続して実施しています。今回も多くの企業や地元住民の方が参加
活動概要
されました。当社からは７名が参加し、地元の中学生とグループを構成し、交
流を図りつつ清掃活動に勤しみました。
活動名

大蘇ダム周辺清掃活動

活動時期 平成３０年８月
10

活動分野 ｄ．環境活動
九州農政局大野川上流農業水利事業所の主催で熊本県大蘇ダムおよび周辺地域
活動概要 の草刈・清掃活動に参加。

№3

№4

南相馬市鎮魂復興市民植樹祭

海の灯まつりinお台場２０１８

№7

№8

地元町民の現場見学会

永源寺ダム湖岸クリーン作戦
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鉄建建設株式会社
活動名

献血活動の実施

活動時期 平成３０年２月、８月（年２回）
1

活動分野 ａ．社会福祉活動
活動概要 町内会主催の献血活動に多くの社員が趣旨に賛同し積極的に参加しました。
活動名

フレッシャ－ズキャンプ開催（建設技術総合センタ－）

活動時期 平成３０年４月
2

活動分野 ｂ．教育活動
東京都市大学工学部都市工学科の１年生約１００名を招いて見学会を開催しま
した。この取組は今回で３回目となります。授業では、ホ－ム構造や踏切り設
活動概要
備の確認、HEP&JES工法や分岐器等を実際に触れて学んでいただく事によって、
鉄道工事への関心を深めてもらい人材育成の支援を行いました。
活動名

北海道新幹線、渡島トンネルで現場見学会を開催

活動時期 平成３０年１０月
3

活動分野 ｂ．教育活動
日建連北海道支部主催で、函館工業高校環境土木科１年生の現場見学会を開催
しました。見学会には、函館工業高校の生徒と先生、函館建設業協会、日建
活動概要
連、計５０名の方が参加され、ＪＶ事務所にて概要説明を行った後、現場へ移
動しトンネル坑内の見学を行い人材育成の支援を行いました。
活動名

北陸新幹線、武生トンネルで現場見学会を開催

活動時期 平成３０年１１月
4

活動分野 ｂ．教育活動
当社が施工している北陸新幹線武生トンネル現場で見学会を開催し、福井大学
工学部の学生３０名と講師１名が現場を訪れました。作業所で工事概要や施工
活動概要
方法、地質状況等を説明した後、トンネル内部の施工状況を見学してもらい、
土木工事によりいっそうの興味や関心を持っていただけました。
活動名

「三崎稲荷神社例大祭」への参加

活動時期 平成３０年５月
5

活動分野 ｃ．地域社会の活動
本社ビルが所在する千代田区神田三崎町で「三崎稲荷神社例大祭」が開催さ
活動概要 れ、約３０名の社員が参加しました。地域行事への参加を通じ、日頃お世話に
なっている地域の皆様との交流をより一層深めることができました。
活動名

「新しい鉄道林」植樹式に参加

活動時期 平成３０年９月
6

活動分野 ｄ．環境活動
羽越本線平木田駅構内で鉄道林の苗木を植える植樹式が開催され、当社の関越
支店、北陸支店の社員約３０名が参加しました。今回の植樹は約２，０００㎡の
活動概要
土地にコナラやアカマツなど１４種類、約７，０００本の樹木を約８００名の参
加者で行い、２０年後には強い鉄道林に育つ予定です。
活動名

仙台まち美化サポート活動（地域の清掃活動）

活動時期 平成３０年６月、９月、１０月、１１月
7

活動分野 ｄ．環境活動
仙台市内の企業などの各種団体が、市が管理する道路･公園等の清掃活動を行う
「仙台まち美化サポート活動」に参加しました。当社の東北支店では、支店近
活動概要
隣の「錦町公園」の清掃活動を実施しました。１０年以上継続して取り組んで
いる活動で、３０年度は４回実施し、延７６名の社員が参加しました。

-84-

NIKEN 2019.indb

84

2019/03/22

17:18:31

活動名

千代田区一斉清掃活動

活動時期 平成３０年６月、１１月
8

活動分野 ｄ．環境活動
活動概要

平成３０年６月、１１月の２回にわたり、千代田区主催の一斉清掃活動の一環
として町内及び水道橋駅周辺の清掃活動を行いました。

活動名

東日本鉄道文化財団への協賛

活動時期 平成３０年１０月
9

活動分野 ｅ．文化・芸術・スポーツ活動
鉄道に関する地域文化の振興、調査・研究の促進、国際理解・国際交流の推進
活動概要 と鉄道文化と交通文化の醸成に寄与することを目的とした「東日本鉄道文化財
団」の活動に協賛しました。
活動名

災害時の事業継続のための訓練実施と地域支援活動

活動時期 平成３０年９月
10

活動分野 ｆ．災害救援活動
本社及び各支店で震度６強の地震が発生した事を想定し、ＢＣＰに基づいた全
国一斉防災訓練を実施しました。当日は、安否確認、物資調達、救護訓練等を
活動概要
行うと共に、本社ビルが所在する町内会とは、災害発生時に非常用物資の提供
と駐車場を救護所として開放することをお互い確認しました。

№2

№5

レ－ルスク－タ－運転状況

若手社員が元気にワッショイ！

№6

№7

植樹状況

清掃活動後の集合写真
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東亜建設工業株式会社
活動名

物品の寄贈

活動時期 通年
1

活動分野 ａ．社会福祉活動
事務所で使いきれないカレンダーや手帳、使用済み切手やタオル等を福祉施設
や社会福祉協議会へ、災害備蓄品を期限前にフードバンクへ寄贈しました。ま
活動概要
たアジア連帯委員会（ＣＳＡ）を通じて毎年タイやラオスに救援衣類を送って
います。
活動名

「西日本豪雨」災害支援活動

活動時期 平成３０年７月
2

活動分野 ｆ．災害救援、災害被災地支援活動
災害協定を結ぶ各団体より応援要請を受け、飲料水・非常食・ウエットティッ
活動概要 シュ・タオルなどの救援物資の援助をいたしました。その他にも、被災者に対
する入浴支援を行いました。
活動名

インドネシア共和国

地域行事への寄付

活動時期 平成３０年８月
3

活動分野 ｃ．地域社会の活動
活動概要

セントラルジャワ作業所では、周辺地域で祝日に開催された各種祭事・行事
（スポーツイベント、感謝祭、犠牲祭）への寄付を行いました。

活動名

大学生・高専のインターンシップ受入れ

活動時期 通年
4

活動分野 ｂ．教育活動
国内外の支店にて一年を通じ、インターンシップの受入をしています。学生に
活動概要 将来的な職業選択に向けての経験、建設業の魅力や業界への理解を深めてもら
うため現場事務所の業務体験や現場見学会を実施いたしました。
活動名

横浜開港祭への出展

活動時期 平成３０年６月
5

活動分野 ｅ．文化・芸術・スポーツ活動
「市民が創る・世界に誇れる港の誕生祭」というテーマで、当社からは水深
活動概要 ３，０００ｍでも活躍出来る水中工作機械の動作披露や、搭乗が出来る機械の
展示を行いました。
活動名

全国各地でボランティア清掃を実施

活動時期 通年
6

活動分野 ｄ．環境活動
東京湾をきれいな環境に取り戻す取り組みとして、関東地方整備局千葉港湾事
務所と千葉県千葉港湾事務所の共催による、千葉ポートパークの緑地及び人工
活動概要
海浜の清掃活動に参加。その他、全国各所で近郊の海岸や川、公園や事務所周
辺の清掃活動に参加しております。
活動名

小中学校の社会科見学および職場体験学習

活動時期 平成３０年４月・１０月・１１月
7

活動分野 ｂ．教育活動
地元の小中学校の社会科見学で技術研究開発センターにて実験施設やドック等
の見学、埋立の歴史・技術、浅野総一郎の功績等についてお伝えしました。社
活動概要
員指導のもと、造波水路を使用した作業船の動揺についての模型実験を行い、
波の特性や作業船（模型）の動揺の違いについて学習しました。
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活動名

ゼネコン女性交流会の開催

活動時期 平成３０年１０月
8

活動分野 ｈ．その他
建設業界で女性社員が有志で集まり、現場見学・懇親会等で親交を深める交流
会を行っています。１６回目の開催は当社が幹事となり、１１２名の女性が参
活動概要 加下さいました。参加者は市営火葬場の見学で施工のポイントを学び、懇親会
では他社社員のキャリアや福利厚生の話を聞き、貴重な経験となりました。
活動名

献血活動への参加

活動時期 通年
9

活動分野 ａ．社会福祉活動
活動概要

多くの拠点において献血のイベントに参加したり、定期的に献血車に来ていた
だく等、献血活動に積極的に参加しています。

活動名

各種協賛・寄与

活動時期 通年
10

活動分野 ｅ．文化・芸術・スポーツ活動
赤い羽根募金を始め、地域の方々との交流を深めるため、各所で開催されるお
祭りや、マリンスポーツ等の事故防止を目的に開催されているイベントへの協
活動概要
賛、海難救助活動を支援するための寄付をしました。また、発展途上国の子供
達へのワクチン提供のため、エコキャップ回収活動を実施しています。

№4

№5

インターンシップの受け入れ

横浜開港祭の出展

№7

№8

社会科見学および職場体験学習

ゼネコン女性交流会の開催
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東急建設株式会社
活動名

マリ共和国への衣料品提供支援活動

活動時期 平成３０年１０月～１２月
1

活動分野 ａ．社会福祉活動
西アフリカで救援活動を展開しているＮＧＯ「マザーランド・アカデミー・イ
ンターナショナル」を通じ、従業員と協力会社から寄せられた衣料品を援助の届
活動概要
かないアフリカ地域へ提供する活動を１９９１年から実施。２０１８年は１５６
箱・約３，０００着を寄贈。これまで２８年間の累計は約１６万着。
活動名

「リレー・フォー・ライフ・ジャパン」への協賛とチーム参加

活動時期 平成３０年９月
2

活動分野 ａ．社会福祉活動

ｃ．地域社会の活動

がん患者と家族を支援する地域密着型チャリティーイベント『リレー・フォー・
ライフ』の「さいたま大会」に１０年連続で協賛参加。社員と家族、協力会社
活動概要
が２４時間チャリティーウォークや募金活動に協力。会場図面作成や当日の設
営・撤去作業など大会運営面もボランティアでサポート。
活動名

環境美化・浄化キャンペーンへの参加

活動時期 通年
3

活動分野 ａ．社会福祉活動

ｃ．地域社会の活動

ｄ．環境活動

作業所や事業所周辺の清掃・美化活動に参加。本社周辺では、渋谷駅周辺清掃
活動概要 （毎月第一火曜日）、渋谷駅周辺一斉清掃（年２回開催）に参加。また作業所
周辺の清掃活動をはじめ、全国各地の清掃活動に積極的に参加している。
活動名

生き物観察会に講師として参加

活動時期 平成３０年９月
4

活動分野 ｂ．教育活動

ｃ．地域社会の活動

２０１２年より「公益財団法人東京都公園協会」と共催で、幼児～小学校低学
年を対象に「夏休み！公園生き物観察会」を開催。２０１８年は台風のため中
活動概要
止となったが、港区立青南小学校が実施している生き物観察会に講師として参
加。
活動名

東急建設技術展の開催

活動時期 平成３０年１１月
5

活動分野 ｂ．教育活動
当社が保有する建設技術や環境に関する技術の開発やノウハウの蓄積を広く社
会に紹介し、顧客をはじめ社外との交流や社内周知を目的として、当社技術研
活動概要
究所で「東急建設技術展」として毎年開催。専門紙記者も含め社内外から多数
参加。
活動名

「とうきゅうキッズプログラム」への参加(東急グループを通じた社会貢献活動)

活動時期 平成３０年１２月
6

活動分野 ｂ．教育活動

c．地域社会の活動

東急グループが全国で編成する「東急会」を通じ、文化講演会、スポーツイベ
ント、体験学習などに参加。特に「とうきゅうキッズプログラム」では、小学
活動概要
生の親子を対象とした体験学習を当社技術研究所で開催。施設見学のほか、モ
ニター画面を見ながらのラジコンクレーンの操作を体験。
活動名

エコキャップの回収活動の実施

活動時期 通年
7

活動分野 ａ．社会福祉活動
活動概要

全社でペットボトルのキャップ回収活動を実施し、NPO法人エコキャップ推進協
会の活動を支援。
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活動名

現場見学会

活動時期 通年
8

活動分野 ｂ．教育活動

ｃ．地域社会の活動

全国の作業所において、地域の小中高生や住民を対象とした現場見学会を実
施。建設業への理解を深めてもらうこと、将来の担い手確保などを目的とし
活動概要
て、ゼネコンの業務内容や最新の土木技術、女性活躍に向けた取り組みも紹
介。
活動名

ＢＣＰ訓練活動

活動時期 通年
9

活動分野 ｃ．地域社会の活動

ｆ．災害救援活動

当社は、２００８年にＢＣＰ（事業継続計画）を策定し、国土交通省関東地方
整備局から「建設業における災害時の基礎的事業継続力」の認定を２００９年
活動概要
に取得した。定期的な訓練活動のほかに、「渋谷駅周辺帰宅困難者対策推進協
議会」に加盟し、渋谷区ならびに協議会が開催する防災訓練に参加。
活動名

ライトダウンキャンペーンへの参加

活動時期 通年
10

活動分野 ｄ．環境活動
地球温暖化防止のため環境省が実施している「CO２削減／ライトダウンキャン
ペーン」に賛同するとともに、当社ではライトダウンを環境への取組みとして
活動概要
だけでなく、「ワークライフバランス推進」への取組みとしても有効と捉え、
毎月第３水曜日にライトダウンを定例化。

№1

№2

マリ共和国への衣料品支援活動

リレー・フォー・ライフへの協賛

№4

№6

生き物観察会

とうきゅうキッズプログラム
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東洋建設株式会社
活動名

現場開放ＤＡＹ（仙台港）

活動時期 平成３０年１２月
1

活動分野 ｃ．地域社会の活動
宮城県仙台港にて、当社所有の最新鋭かつ自航式多目的船として最大クラスの
「AUGUST EXPLORER」の一般公開を行った。建設産業は家族が誇りに持てる職業
活動概要
であることや弊社に対する理解を深めていたたくことを目的として開催。地元
の方々や当社社員の家族等約40名が参加した。
活動名

河北潟干拓地農村環境保全向上活動

（石川県）

活動時期 平成３０年６月
2

活動分野 ｃ．地域社会の活動
河北潟干拓土地改良区が河北潟干拓地の環境保全活動として防風林の一斉除
活動概要 草・ごみ拾いを目的として実施。
周辺のごみ拾いを実施し、ゴミ、不法投棄物等の回収を行った。
活動名

アマモサミット２０１８ｉｎ阪南への協賛（大阪府）

活動時期 平成３０年１１月
3

活動分野 ｄ．環境活動
海の自然再生、保全を目指す全国的な大会であり、全国各地の沿岸域が抱える
環境問題をテーマに事例発表や意見交換の場として全国各地で開催されてい
活動概要
る。マリコンである弊社に深く関わりがあり、その必要性を強く認識している
ことから協賛を行っている。
活動名

学生向現場見学会の実施（関西地区各地）

活動時期 平成３０年
4

７月

活動分野 ｂ．教育活動
地元の土木系学生（高校、高専）に対して工事見学会を開催した。通常、見る
活動概要 機会のない施工現場を通して工事に対する関心、重要性について認識してもら
うことができた。
活動名

鳴尾浜清掃（兵庫県）

活動時期 平成３０年５月、１１月
5

活動分野 ｄ．環境活動
鳴尾浜産業団地に立地する企業で構成される鳴尾浜連絡会が主催する清掃活動
活動概要 に年２回参加している。鳴尾浜は当社施工の埋立地であるため、清掃活動を継
続して行い、環境美化に努めている。
活動名

鳥取市新本庁舎新築工事現場見学会（鳥取県）

活動時期 平成３０年６月
6

活動分野 ｃ．地域社会の活動
３１年秋開庁予定の鳥取市新本庁舎工事現場で市民の方を対象に現場見学会を
開催した。午前は親子、午後は一般対象で約５０人に参加いただいた。工事用
活動概要
重機の試乗や免震体験車を準備し阪神淡路大震災や東日本大震災と同程度の揺
れで免震装置が働くとどれくらい揺れが軽減されるかを体験して頂いた。
活動名

学生向現場見学会（高知県宿毛湾港池島地区）

活動時期 平成３０年２月２７日
7

活動分野 ｂ．教育活動
就職先として建設業をターゲットにしている学生を対象に現場見学会を開催。
活動概要 大型起重機船によるケーソン（防波堤を構成するコンクリート製）の据付作業
を見学。１２名の学生と教員１名が参加された。
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活動名

アマモ場再生体験学習（博多湾）

活動時期 平成３０年６月～１０月
8

活動分野 ｄ.環境活動
２００６年から福岡市港湾空港局と福岡市東区の奈多小学校が連携し、博多湾
和白干潟海域のアマモ場再生に取り組んでいる。体験学習では、アマモ場と海
活動概要
の環境の関わりについて学ぶとともに、実際にアマモポットでアマモを育てて
観察し、海底に敷設するアマモシートを作成する活動を行った。
活動名

オランダTwente大学関係者との技術交流（兵庫県鳴尾研究所）

活動時期 平成３０年１０月
9

活動分野 ｂ．教育活動
オランダ・Twente大学の大学院生２４名と教員２名の日本での土木技術を学ぶ
活動概要 スタディー・ツアーの一環として、大阪大学（青木教授，荒木准教授）との共
同で受け入れ、１０月中旬に鳴尾研究所にて施設紹介と技術討論会を行った。
活動名

美浦研究所の施設一般公開（茨城県美浦研究所）

活動時期 平成３０年１２月
10

活動分野 ｃ．地域社会の活動
当社と前田建設工業との共同開催で「土木の日」の行事として、今年で１４回
目となる美浦研究所の施設公開を行った。茨城県稲敷郡美浦村の小学生を中心
活動概要
に５０名ほどの参加者が来所し、コンクリートでの人形作りのほか、地震に強
い建物の構造やペットボトルで風車を作り発電の仕組みを学んでもらった。

№1

№4

現場開放ＤＡＹ（仙台港）

学生向現場見学会の実施

№8

№9

アマモ場再生体験学習（博多湾）

オランダの大学と技術交流
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戸田建設株式会社
活動名

京橋地域総合防災訓練（第１４回）の開催

活動時期 平成３０年９月
1

活動分野 ｆ．災害救援、災害被災地支援活動
本社所在地である中央区京橋地区において、企業と地域住民約１,２００名が参
加して震度６強の首都圏都心南部直下地震を想定した防災訓練を行いました。
活動概要
今後も中央区役所・京橋消防署・中央警察の協力の下、地域が一体となるＢＣ
Ｐ活動を実施していく予定です。
活動名

東日本大震災祈念イベントの開催

活動時期 平成３０年３月
2

活動分野 ｆ．災害救援、災害被災地支援活動
活動概要

東日本大震災から７年目となりましたが、前年に引き続き本社ビル１階にて福
島県産品を販売する「福島マルシェ」を開催しました。

活動名

一般財団法人戸田みらい基金による助成事業

活動時期 通年
3

活動分野 ｈ．その他
建設産業における担い手育成を目的に「戸田みらい基金」を設立、２０１７年
活動概要 ２月に若手技能者の採用、育成及び資格取得に係る助成事業を選定しました。
２月、５月に助成対象企業による活動報告会を実施しています。
活動名

北海道胆振東部地震 近隣への支援

活動時期 平成３０年９月
4

活動分野 ｆ．災害救援、災害被災地支援活動
当社は災害対策本部を設置し、地域の皆さまに携帯電話等の充電サービス、ト
活動概要 イレの開放、生活用水の提供を行いました。また福祉施設への支援物資の提供
も行いました。
活動名

中学生の企業訪問・職場体験に協力

活動時期 平成３０年４月～１２月
5

活動分野 ｂ．教育活動
総合的な学習の一環として当社への企業訪問や職場体験の要望があり、中学生
活動概要 を受け入れました。半日間の訪問から、３日間の職場体験まで建設業のしくみ
や事業概要、保有技術の説明、施設見学などのプログラムを提供しています。
活動名

教員の民間企業研修に協力

活動時期 平成３０年８月
6

活動分野 ｂ．教育活動
経済広報センターが実施している「教員の民間企業研修」に協力し、葛飾区か
ら教員１０名を受け入れました。建築作業所、技術研究所等を見学することな
活動概要
どで、建設業ならではのスケール感や最先端技術を体験して頂き、今後の学校
教育に活かしてもらうことを目的としています。
活動名

特別支援学校の生徒による手作りパン販売会の実施

活動時期 通年
7

活動分野 ａ．社会福祉活動
障害者雇用の理解と促進を図るため、特別支援学校生による手作りパンの販売
を実施しています。この学校では職業コースのなかに、パン作りの授業があ
活動概要
り、出張販売を行っており、これに協力して本支店、グループ会社の一部で販
売を実施しています。
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活動名

「陸前高田市図書館ゆめプロジェクト」へ古本の寄付

活動時期 平成３０年１２月
8

活動分野 ｆ．災害救援、災害被災地支援活動
陸前高田市は東日本大震災により破滅的な被害を受け、図書館を失いました。
「陸前高田市図書館ゆめプロジェクト」は部署や自宅で不要になった書籍を寄
活動概要
付することにより、図書館再建に役立てるというものです。社員の協力により
多くの本が集まり、寄付しました。
活動名

女性活躍特別授業「リケジョ編」を開催

活動時期 平成３０年５月
9

活動分野 ｂ．教育活動
高知県土佐女子中学高等学校の高校１年生約２００名を対象に女性活躍特別授
業を開催しました。「生徒の進路選択の参考になる機会としたい」という同校
活動概要
からの依頼のもと、「建設業」や理系の女性活躍の状況など、当社で働く理系
女性社員によるパネルディスカッションを中心に実施しました。
活動名

インターンシップ実習生の受け入れ

活動時期 平成３０年８月～９月
10

活動分野 ｂ．教育活動
各学校からの要請に応じ、当社職場に実習生として学生を受け入れ、就業体験
活動概要 を通じて将来のキャリア形成への理解促進の一助とする事を目的として行って
います。

№1

№4

京橋地域総合防災訓練

北海道地震 近隣への支援

№6

№9

教員民間企業研修

女性活躍特別授業

-93-

NIKEN 2019.indb

93

2019/03/22

17:18:37

飛島建設株式会社
活動名

第１２回南三陸町フットサル大会に出場

活動時期 平成３０年１月
1

活動分野 ｃ．地域社会の活動
第１２回南三陸町フットサル大会に、東北支店南三陸町CM作業所メンバーが参
加しました。下は中学生から上は６５歳まで、１０チーム計１００人の町民た
活動概要
ちがフィールドを走り回る大会です。震災復興に向けて取り組みながら、町の
魅力化や明るい話題の提供に少しでも貢献出来たらと思い活動しています。
活動名

長門・俵山道路大寧寺第3トンネルで貫通見学会

活動時期 平成３０年２月
2

活動分野 ｂ．教育活動
長門俵山道路大寧寺第３トンネル貫通見学会を実施しました。長門市立向陽小
活動概要 学校の皆さん（５８名）をはじめ、多くの近隣住民の方々に参加していただき
ました。
活動名

江戸川クリーン大作戦in市川市

活動時期 平成３０年５月
3

活動分野 ｄ．環境活動
５月２６日に開催された江戸川クリーン作戦に、首都圏建築支店職員、及び土
活動概要 木支店職員合同で参加しました。江戸川の河川敷に散乱している、空き缶や紙
くずなどを収集しました。
活動名

みやっこベース見学会

活動時期 平成３０年６月
4

活動分野 ｃ．地域社会の活動
東北支店、宮古磯鶏トンネル作業所で見学会を開催しました。震災ボランティ
活動概要 アとして関わってきた文教大学の学生と、地元の県立宮古短期大学の学生の交
流会の一貫として、地域の復興を見学するという企画を行いました。
活動名

ごみゼロの日清掃

活動時期 平成３０年６月
5

活動分野 ｄ．環境活動
６月５日、ごみゼロの日にちなみ、技術研究所の近隣企業と共同で、路上清掃
活動概要 活動を実施しました。参加者：当社２３名、協力会社２社３名、近隣企業４社
２７名
活動名

耕作放棄地解消支援活動に参加

活動時期 平成３０年８月
6

活動分野 ｄ．環境活動
ＮＰＯ法人美しい田園２１東北支部主催の耕作放棄地解消支援活動に、東北支
活動概要 店職員が参加しました。昨年は猛暑でしたが、今年は風が心地よく比較的快適
に芋掘りが行えました。
活動名

小村井香取神社例祭

活動時期 平成３０年９月
7

活動分野 ｃ．地域社会の活動
活動概要

９月８日、首都圏土木支店吾嬬ポンプ作業所全員で、地元の小村井香取神社例
祭に参加しました。地域の方々と一緒に神輿を担ぎ、交流を深めました。
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活動名

和白干潟アオサ清掃

活動時期 平成３０年１０月
8

活動分野 ｄ．環境活動
１０月８日九電商友会土建部会セメント部会主催の恒例の和白干潟アオサ清掃
活動概要 に、九州支店職員が参加しました。同業者及び九電の方々と合計３４３人の参
加でした。回収したアオサは８００袋となりました。
活動名

「土木の日」体験見学会

活動時期 平成３０年１１月
9

活動分野 ｂ．教育活動
技術研究所にて、「土木の日」（１１月１８日）にちなんだ行事として、千葉
活動概要 県野田市にある技術研究所に地元小学生を招待し、体験見学会を実施しまし
た。毎年恒例で実施しています。
活動名

MINATOシティハーフマラソン２０１８に協賛＆参加

活動時期 平成３０年１２月
10

活動分野 ｅ．文化・芸術・スポーツ活動
第１回開催のMINATOシティハーフマラソンに協賛しました。当社はゴールドス
活動概要 ポンサーとして、大会を全力で応援いたしました。当日はランナー、ボラン
ティアも一丸となって参加し、大会を盛り上げました。

№4

№6

みやっこベース見学会

耕作放棄地解消支援活動

№7

№10

MINATOシティハーフマラソン２０１８

小村井香取神社例祭
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