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Ⅰ．日建連の取り組んでいる社会貢献活動
（１）ボランティア活動
『文化的建造物の保存協力』
１．開催日時
平成 22 年 12 月 11 日（土）10:30～12:00
（第 1 回：平成 19 年 12 月 15 日、7 社 17 名参加）
（第 2 回：平成 20 年 12 月 13 日、16 社 49 名参加）
（第 3 回：平成 21 年 12 月 7 日、24 社 63 名参加）
２．場
所
東京都指定名勝「旧安田楠雄邸庭園」
（文京区千駄木 5－20－18）
３．活動内容
庭園清掃
（落ち葉掃き、草むしり等）
４．参加人数
54 名（会員会社 17 社 51 名、事務局 3 名）
＜参考＞
旧安田楠雄邸は、実業家藤田好三郎氏により、大正 8 年に建てられた近代
和風建築で、その後、安田財閥の一族が購入し、以来約 70 年間にわたり
安田家の方々が大切に住まい続けてきた邸宅です。
現在は安田家より寄贈を受けた財団法人日本ナショナルトラストが、自
然・文化遺産を次世代に継承する事業の一環として所有し、保護資産の一
つとして維持管理しています。平成 10 年には東京都の名勝に指定され、
平成 19 年から一般公開を始めました。

1

（２）社会福祉活動
『エコキャップ運動』
「ＮＰＯ法人エコキャップ推進協会」が実施している、「ペットボトルのキ
ャップを集めて世界の子どもたちにワクチンを届ける」活動の趣旨に賛同し、
日建連会員会社等に広くご紹介。
キャップを分別回収し、再資源化の促進によりＣＯ２発生抑制に寄与できる
とともに、世界の子どもたちにワクチンを届けるという、地道でささやかな活
動ですが、部課単位、作業所単位、また個々人の有志でもできる社会貢献活動
のひとつと考えています。
現在、複数の会員会社で、作業所単位、部門単位等で活動が行われています。

2

Ⅱ．日建連 社会貢献活動協議会としての活動
（１）寄付活動（平成２１年度）
寄

付

先

件

名

1

㈳東京青年会議所
わんぱく相撲全国大会実行委員会

第 25 回わんぱく相撲全国大会費

2

㈶日本シルバーボランティアズ

事業費募金

3

㈶日本交響楽振興財団

事業費募金

4

防衛懇話会

事業費募金

5

㈶伊勢神宮式年遷宮奉賛会

第 62 回伊勢神宮式年遷宮資金募金

6

㈶スポーツ振興資金財団

事業費募金

7

㈶経済広報センター

2009 年度通常会費

8

(社会福祉法人)いのちの電話

事業費募金

9

日本聾話学校後援会

支援金募金

10

警察官友の会

事業費募金

11

㈳日本交通福祉協会

事業費募金

12

㈶警察協会

事業費募金

13

㈶日本農林漁業振興会

第 48 回農林水産祭費用

14

㈶日本極地研究振興会

事業費募金

15

㈳全国交通安全母の会連合会

事業費募金

16

日本赤十字社

事業費募金

17

㈳建設広報協議会

協賛金

18

㈶東京都ユースホステル協会

緑の募金

19

㈶全国教誨師連盟

事業費募金

20

(職業訓練法人)全国建設産業教育訓練協会

21

天皇陛下御即位 20 年奉祝委員会

富士教育訓練センター
平成 21 年度賛助会費
奉祝費募金

22

㈶がんの子供を守る会

事業費募金

23

日本車椅子バスケットボール連盟

第 38 回日本車椅子バスケットボール
選手権大会費募金

24

㈶世界平和研究所

事業費募金

25

ジャパン・プラットフォーム

ハイチ地震募金

合計(25 件)

3

1．社団法人東京青年会議所
わんぱく相撲全国大会実行委員会
*わんぱく相撲全国大会費（昭和６１年度～毎年）
[第２５回わんぱく相撲全国大会]
子供達が、日本の国技である「相撲」を通じて、心身の鍛錬と健康の増進を図ることを目的に開催。
全国各地の青年会議所の協力をもとに、地区大会を開催し、７月に全国大会を実施。
(写真提供:㈳東京青年会議所）

２．財団法人日本シルバーボランティアズ
*事業費募金（昭和５５年度～毎年）
３３年来、中国・モンゴル等の東アジア、フィリピン・ベトナム・スリランカ等の東南アジア、ウズベキスタ
ン・トルクメニスタン等の中央アジア等に、技術・知識・経験を持った中高年のボランティアの方々を、
毎年９０名前後派遣し、発展途上国との技術交流・友好親善を図るとともに、中高年の方々に生きが
いを見出して戴くことを目的としている。
(写真提供:㈶日本シルバーボランティアズ）

中国河北省順平県において林檎の剪定指
導をする㈶日本シルバーボランティアズ会
員の果樹栽培専門家の伊藤喜隆氏

２００９年、前年に亡くなった伊藤喜隆氏の
功績を称えて河北省順平県の農民により
建立された高さ１．９メートルの顕彰碑

4

３．公益財団法人日本交響楽振興財団
*事業費募金（昭和４８年度～毎年）
わが国交響管弦楽の振興と普及をはかるため交響楽団等の演奏活動を助成するとともに、すぐれ
た交響管弦楽を提供し、もってわが国音楽文化の進展に寄与することを目的としている。
「巡回公演」は、交響楽団の育成・強化と交響楽の全国的な普及を目的として、青少年を中心とし
た多くの人々に、低料金で交響楽を提供。巡回公演先では、公演前の時間を利用して、地元の学生
を対象に、指揮者や楽団員といったプロの演奏家を講師に楽器クリニックを実施したり、音楽鑑賞教
室を開催するなど、様々なかたちで音楽を提供。
また、「小学校における通年音楽教育プログラム」は、現在、小学校の教育現場では音楽の授業時
間が減る一方、テレビ、オーディオ及びインターネットの普及により、子供たちが「本物の生の音楽」
に直に触れる機会が少なくなっている。子供の感性を豊かに育む活動として、小学生を対象に音楽
教育としてのワーク・ショップやミニ・コンサート、さらに音楽鑑賞と演奏の場としてのホール・コンサー
トを提供することで、地域文化の向上と交響楽の振興と普及に努めている。
このほか、アマチュアオーケストラの活動支援など、全国各地で、音楽を楽しむアマチュア演奏家
の活動にも貢献。

(写真提供:公益財団法人日本交響楽振興財団）

青少年を中心とした幅広い年齢層を対象に
開催している巡回公演事業から、第九公演
（2010年12月富山市オーバードホールにて）

小学校における通年音楽教育プログラムで
行っているワークショップの様子（2010年甲府
市内小学校にて）

5

５．財団法人伊勢神宮式年遷宮奉賛会
*第６１回伊勢神宮式年遷宮奉賛金（平成元年～３年度）
*第６２回伊勢神宮式年遷宮奉賛金（平成１９年～２３年度）

約１３００年前から２０年に一度古式のままに内宮、
外宮、別宮の緒殿を造り替え、御装束・神宝も新しく
調え、大御神に新殿にお遷りを仰ぐ神宮式年遷宮。
日本建築の原形を今に伝え、日本古来の文化を伝
承する、極めて文化的意義が高く、平成２５年１０月
に第６２回を斎行。
(写真提供：神宮司庁）
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８．社会福祉法人いのちの電話
*事業費募金（昭和５５年度～毎年）
困難や危機にあって、誰ひとり相談できる人もなく、自殺などのさまざまな精神的危機に追い込まれ
る人たちが、再び生きる喜びを見出すことを願いつつ、よき隣人として活動。
1953年に英国のロンドンで始まった自殺予防のための電話相談に端を発し、1971年に「東京いの
ちの電話」が設立され、日本で初めての電話相談事業が開始。
現在、約330名のボランティア相談員が、365日無休の電話相談、インターネット相談、聴覚障がい
のためのファクシミリ相談を行っている。また、ボランティア医師による電話医療相談も受けている。
この活動を担う相談員を毎年一回公募。相談員は1年半の養成研修を経て認定された後も月1回
(写真提供:社会福祉法人いのちの電話）

１３．財団法人日本農林漁業振興会
*農林水産祭費用（昭和５２年度～毎年）
農林水産業者の技術の改善と経営改善の意欲の高揚を図るとともに、農林水産祭等を通して農林
水産業への国民の認識を深めることを目的としている。
【主な事業】
１．表彰式典（１１月２３日、於 明治神宮会館）
２．農林水産市（都市広場、団地等）
３．実りのフェスティバル（１１月１２～１３日、於 東京ビックサイト）
４．都市住民と農林水産業との交流
(写真提供:㈶日本農林漁業振興会）

天皇陛下御在位２０年記念展示コーナーをご視
察される秋篠宮同妃両殿下

農林水産祭式典の天皇杯受賞者
7

１４．財団法人日本極地研究振興会
*事業費募金（昭和４８年度～毎年）
極地の研究従事者に対する助成、各国極地研究機関との提携、情報交換、極地観測事業の広報、国
民に対するＰＲ活動等を行う。
【主な事業】
１．極地研究に対する国際交流
(極地調査、国際会議の後援、研究者交流)
２．極地観測事業の広報 （会誌等の発行、展覧会、後援会等の開催）
３．極地研究者への研究助成
４．文書記録印刷出版等
(写真提供：㈶日本極地研究振興会)

◇基地全景（冬明けの昭和基地）◇
４棟の建物建設から始まった昭和基地は、現在
およそ６０棟の建物が建ち並ぶ大きな基地に発
展。

◇オーロラと管理棟◇
オーロラ観測はオーロラの出現が頻繁な
昭和基地での主要な観測のひとつ。３階
建ての管理棟は基地の中枢。

◇大陸上の観測◇
研究助成を受けて第５１次南極観測隊に同
行した大学院学生が、南極大陸内上陸で雪
尺の観測をしている光景。
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１５．社団法人全国交通安全母の会連合会
*事業費募金（平成２年度～毎年）
｢交通安全は家庭から｣という認識の下に、全国の母親による交通安全家庭教育の徹底を中心として、
交通事故防止活動を推進。
【主な事業】
１．家庭での交通安全教育の普及、浸透
２．子供、青少年、高齢者の交通事故防止活動
３．交通安全教育、広報等各種資料の作成配布
４．交通安全母親全国大会
(写真提供：㈳全国交通安全母の会連合会)

◇第３７回交通安全母親全国大会◇
平成２２年１２月９日（木）、長年、地域で地道
に活動している交通ボランティア（個人・団
体）を表彰して、更なる継続した活動の展開
を誓い合う場として開催。

◇交通安全母親全国統一活動（横断指導）◇
毎年、春の新入学児童・園児を対象に交通安
全指導や手作りマスコット配布を実施し、交通
安全啓発を推進。

◇キューピー人形の手作りマスコット◇
標語「そのねがお チャイルドシートが 守ります」
各種交通安全啓発活動で配布される、交通安全
母の会会員の手作りマスコットの一つ。（石川県珠
洲市）
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１６．日本赤十字社
*事業費募金（平成１９年度～毎年）
創立以来、世界186カ国の国際赤十字の一員として今日まで130年にわたって、赤十字の理想と
する人道的任務を達成するため、地震・風水害等の災害救護、救急医療事業、血液事業、海外
での災害・紛争犠牲者に対する国際救援活動など、さまざまな事業の推進に努めてきた。
今般、広域災害に対し、迅速かつ的確な救護活動が展開できるよう緊急対応仮設診療所などの
災害救護設備の拡充を図る。
【主な事業】
１．災害救護設備の整備
２．災害救護物資の備蓄
３．採血受入機関の整備
４．原爆病院設備の整備
５．救急医療体制の整備

(写真提供:日本赤十字社）

◇国内◇
新燃岳で、避難している方々からお話を聞く
赤十字ボランティア （Ｃ）Japanese RC

◇国際◇
ハイチにて、小学生に手洗いを教える赤十字
看護師 （Ｃ） Japanese RC/Keiichiro Asahara
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２０．職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会
*富士教育訓練センター平成２１年度賛助会費（平成９年度～毎年）
専門工事業界及び建設関連業界など２２団体の賛同により設立。今後の建設業界のための新しい
タイプの技術者、技能者の教育訓練を目的に、建設大学校静岡朝霧校跡地に施設を開校。

(写真提供:職業訓練法人全国建設産業教育訓練協会)
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２２．財団法人がんの子供を守る会
*事業費募金（昭和５２年度～毎年）
本協会は、がんで子供を亡くした親達が中心となり設立された。小児がんに関する調査、研究及び
その奨励、助成等の諸事業を行う。
【主な事業】
１．療養助成事業
２．治療研究助成事業
３．相談事業
４．広報事業

(写真提供：㈶がんの子供を守る会）
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Ⅲ．日建連会員会社の社会貢献活動事例
（会員会社を対象に平成２１年度の活動を調査。回答数４６社）

アイサワ工業株式会社
活動名

広瀬川清掃１万人プロジェクト

活動時期 平成２１年９月
1 活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要 仙台市の広瀬川周辺の清掃活動。
活動名

宮城県スマイルリバープログラム

活動時期 平成２１年８月、平成２１年１１月
2 活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要 一級河川名取川水系河川の清掃活動。
活動名

エコキャップ推進活動

活動時期 通年
3 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

ペットボトルのキャップを収集し、売却益を発展途上国のポリワクチン購入に充て
る。

活動名

児島湖流域清掃大作戦

活動時期 平成２１年９月
4 活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要 児島湖流域の環境保全を推進していくこと。

写真①

写真②

活動名：広瀬川清掃１万人プロジェクト

活動名：児島湖流域清掃大作戦

活動名：宮城県スマイルリバープログラム
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青木あすなろ建設株式会社
活動名

1

2

金華山国定公園内植樹活動

活動時期 平成２１年５月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

宮城県金華山国定公園内において、松くい虫とシカの食害により被害を受けた森
林を再生するため植樹活動を実施しました。

活動名

南柏シールド作業所現場見学会

活動時期 平成２１年６月
活動分類 ｂ．現場見学会
雨水排水管新設のシールド工事において、影響範囲の地元住民等約100名の現場
活動概要 見学会を開催し、事業の重要性と工事内容の説明を行って理解を深めていただき
ました。
活動名

3

4

平成２１年度水源かん養林「水土里ネットの森」下草刈り

活動時期 平成２１年６月、平成２１年８月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

阿蘇市一の宮町「日の尾原野」（水土里ネットの森）の下草刈り（４ha.）に参加しまし
た。

活動名

宮川用水土地改良施設の管理・保全活動（除草・清掃活動）

活動時期 平成２１年７月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要 宮川用水土地改良区内管理用道路の除草及び清掃活動を行いました。
活動名

5

湛井十二郷用水路清掃活動

活動時期 平成２１年７月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
岡山南部農業水利事業所が主催し、岡山県、総社市・岡山市及びNPO法人美しい
活動概要 田園２１が一体となり実施した、国営で造成した湛井十二郷用水路の清掃活動に
参加しました。
活動名

6

7

現場周辺の清掃活動

活動時期 平成２１年８月～平成２３年２月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

毎月１日、１５日の２回、朝礼後、現場作業員全員でミニシールド基地周辺の清掃
を行っています。

活動名

第23回児島湖流域清掃大作戦

活動時期 平成２１年９月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
児島湖流域の環境保全を推進していくことを目的に、毎年9月に流域住民の協力の
活動概要 下、県・国・市町・民間団体が一体となり実施する、児島湖及び流入河川等の一斉
清掃「児島湖流域清掃大作戦」しました。
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大阪市一斉清掃"クリーンおおさか２００９"

活動名

8

9

10

活動時期 平成２１年１１月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

毎年大阪市主催で一定期間中、市民事業者が協力して市内全域にて行う周辺地
域の一斉清掃活動に参加しました。

活動名

近隣住民の安全確保

活動時期 平成２１年１２月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

工事箇所に近接する集落への出入口が暗いため、歩行者の安全を確保するため、
夜間照明を追加設置しました。

活動名

宮川用水地域における水源涵養林保全活動

活動時期 平成２１年１２月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

水源涵養林の保全を目的に、森林組合の指導の下、山林斜面1,500㎡に広葉樹幼
木の植林作業を実施しました。

活動名：②南柏シールド現場見学会

活動名：⑥作業員による現場周辺の清掃

活動名：⑧大阪市一斉清掃

活動名：①金華山国定公園内植樹活動

"クリーンおおさか２００９"
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株式会社淺沼組
活動名

献血協力

活動時期 平成２１年８月、２２年３月
1 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 定期的に本店、支店別に献血に協力している（通常大阪本店では年２回）
活動名

インターシップの受け入れ

活動時期 随時
2

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

大阪工業大学、近畿職業能力開発大学校、武庫川女子大学、明星大学等学生を
受け入れ、作業所や設計部門において実践的活動を行った。

活動名

地域清掃活動への参加、自主清掃活動の実施

活動時期
3

大阪：平成２１年７月（町内会）、１１月（クリーン大阪） 東京：毎月（自主活動）
名古屋：平成２１年５月（北名古屋市）

活動分類 C．地域コミュニケーション活動
活動概要 大阪：町内会及び大阪市主催の清掃活動に参加
東京：本店周辺の道路清掃の実施（毎月１回）
名古屋：北名古屋市でのクリーン活動に参加
活動名

ペットボトルキャップの分別回収

活動時期 通年
4

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

ＮＰＯ法人エコキャップ推進協会の推進するペットボトルキャップの分別回収を実施
している。

活動名

古切手等の寄付

活動時期 通年
5 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 財団法人ジョイセフ（家族計画国際協力財団）に、古切手・古カードの寄付
活動名

日建連 社会貢献活動協議会としての寄付活動

活動時期 随時
6 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 各種団体に対する寄付
活動名

「東高津神社」夏祭り参加

活動時期 平成２１年７月
7 活動分類 C．地域コミュニケーション活動
活動概要 夏祭りへの寄付及び労務の提供
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活動名

展示会

活動時期 平成２１年６月（大阪） ２１年９月（東京）
8

活動分類 ｂ．教育活動
２１年６月「第２０回けんざい２００９」に環境保全に資する技術を紹介（大阪）
活動概要 ２１年９月「建設技術展示会」へ当社の環境、安全、安心に関する技術を紹介（東
京）

活動名：地域清掃活動（クリーン大阪）

活動名：献血受付

活動名：東京本店周辺道路清掃

活動名：建設技術展示会への参加
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安藤建設株式会社
活動名

全国各地での定期的な献血協力

活動時期 通年
1 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 赤十字献血センター等への献血
活動名

学校・業界団体等への非常勤講師の派遣

活動時期 通年
2 活動分類 ｂ．教育活動
活動概要 ・福山大学講義、静岡県安全講習会などへの講師派遣
活動名

大学・短期大学等からのインターンシップ受け入れ

活動時期 平成21年7月～9月
3

活動分類 ｂ．教育活動
・実践女子大学から、管理業務インターンシップ受け入れ
・東京理科大学から、設計インターンシップ受け入れ
活動概要
・工学院大学・関西大学・広島工業大学等から、施工管理インターンシップ受け入
れ
活動名

大学生の施工演習に現場提供

活動時期 平成21年7月
4 活動分類 ｂ．教育活動
活動概要 ・関東学院大学の学生の授業・施工演習に現場を提供し、協力
活動名

作業所周辺の生徒・住民を対象とした現場見学会

活動時期 通年
5

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

・施工中の風力発電所の地域住民見学会
・全国各地での現場見学会（函南町立西小学校、南さつま市久木野小学校 他）

活動名

地域祭り・イベントへの参加・協力

活動時期 通年
6

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
・東京・芝浦の「芝浦まつり」への協力
・仙台・大崎八幡宮の「松焚祭（どんと祭）」の「裸参り」への参加
活動概要
・東京・新宿の「熊野神社本社神輿渡御」への参加
・その他、各地域での祭り・イベントへの参加・協力
活動名

地域環境団体・イベントへの参加

活動時期 通年
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

・港区主催の「みなと環境にやさしい事業者会議」に参加
・東京都主催の「海の森」植樹イベントへの参加
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活動名

事業所・作業所周辺の清掃活動

活動時期 通年
8

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
・国土交通省主催のボランティア･サポート・プログラム（国直轄歩道清掃活動）への
参加
活動概要
・東京・新宿の「新宿東口 X'masサンタクリーン大作戦」への参加
・その他、各事業所・作業所周辺のクリーン作戦への参加
活動名

クラシックコンサートへの特別協賛

活動時期 平成21年6、7、11月、平成22年3月
9

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
活動概要 トッパンホール主催のクラシックコンサートへの特別協賛
活動名

社会活動ＮＰＯへの参画

活動時期 通年
10

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
次世代を担う子どもたちの健やかな成長発達につながる社会環境の創出のため
活動概要 に、さまざまな企業・団体が業種を超えて集い合うNPO「キッズデザイン協議会」へ
の参画。

活動名：高架橋作業所での現場見学会

活動名：風力発電所作業所での現場見学会

活動名：植樹イベントへの参加

活動名：新宿・熊野神社本社神輿渡御への参加
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伊藤組土建株式会社
活動名

移動献血車による献血の協力活動

活動時期 平成２１年７月
1 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

毎年当社とグループ会社により、北海道赤十字血液センターの移動献血車による
献血の協力活動を実施しています。今年は33名の献血を行ないました。

活動名

エコキャップ回収活動

活動時期 平成２１年９月より開始（１２月と２月の計２回、回収業者へ持込）
活動分類 ａ．社会福祉活動
2

ＮＰＯ法人エコキャップ推進協会の推進する再資源化促進によるＣＯ２発生の抑
制、また売却益により世界の子供たちにワクチンを届けることを目的に、会社内の
４箇所にエコキャップ回収箱を設置し、ペットボトルキャップの回収活動を行なって
活動概要
います。
今年度の実績としては、①数量：１３．２ｋｇ、②キャップ個数：約１１，６８０個、③ワ
クチン６．６人分、④ＣＯ２：９２㎏でした。
活動名

財団法人、社団法人、社会事業、地域活動・祭事等への寄付

活動時期 通年
3

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要
活動名

各種団体、事業等に対する寄付。
インターンシップの受け入れ

活動時期 平成２１年９月、２２年２月
活動分類 ｂ．教育活動
4

毎年、学生の就業意識の向上と建設業界への理解を深めてもらうことを目的に、
インターンシップの受け入れの実施をしています。平成２１年度は９月に建築系の
活動概要
大学院生２名と高校生４名を受け入れ、作業所・建築部・設計部などで実習を行な
いました。また、２月には短大生４名を事務部門で受け入れ、実習を行ないました。
活動名

札幌市中央区道路アダプト制度に基づく環境美化活動

活動時期 平成２１年１１月、１２月、２２年１月、２月、３月の各1回、計５回
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
毎月２０日（会社休業日は前営業日）の午前９時から約１時間程度、会社周辺の
清掃活動を行なっています。活動内容は、たばこの吸殻、紙くず、空き缶、空き瓶な
活動概要
どのごみ拾いのほか、区域内における冬季間の歩道、横断歩道への砂撒きです。
今年度は計5回行ないました。

活動名：移動献血車による献血の協力活動

活動名：札幌市中央区道路アダプト制度
に基づく環境美化活動

20

岩田地崎建設株式会社
活動名

工事現場に住所表示

活動時期 通年
1

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
工事現場は、何かと目印になることが多いのですが、所在地を知らせるためには住
活動概要 所表示が必要となります。道案内や緊急通報の際に所在地確認の手段として利用
できるように、全国の現場で住所表示活動を進めています。
活動名

仮囲いで防犯活動

活動時期 平成21年6月
2 活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

東京支店では工事現場の仮囲いに防犯標語を掲示し、地域の防犯に取り組んでい
ます。

活動名

エコキャップ回収活動

活動時期 通年
3

活動分類 ａ．社会福祉活動
ペットボトルのキャップを集めてNPO法人「エコキャップ推進協会」等に寄贈する活
動を進めています。寄贈したキャップの売却益でNPO法人「世界のこどもにワクチン
活動概要
を 日本委員会」がポリオワクチンを購入し、途上国の子どもたちを救うために役立
てています。
活動名

地域清掃活動

活動時期 平成21年4月～22年3月
4

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
北は北海道から南は九州まで、地域清掃活動は各拠点で計画され年に数回ずつ
行われています。本社では、当社職員に加え災害防止協会の皆様の協力を得て、
活動概要
社屋周辺と札幌市内を流れる豊平川河川敷を併せて清掃しています。日頃お世話
になっている地域の皆様へ尐しでも貢献できればと考えています。
活動名

各種募金活動

活動時期 通年
5 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 北海道盲導犬協会や札幌市共同募金会などの募金活動に協力しました。
活動名

JOCへ寄付

活動時期 平成21年6月
6 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

ツール・ド・北海道開催時に日本自転車競技連盟を通じて日本オリンピック委員会
へ寄付を行いました。

活動名

インターンシップ受入れ

活動時期 平成21年8月～9月
7 活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

毎年夏に地域の大学生・高校生のインターンを受け入れ、工事作業所および本社
内において建設会社の実務を体験していただいています。
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活動名

現場見学会の開催

活動時期 通年
8

活動分類 ｂ．教育活動
工事現場周辺の皆さんとのコミュニケーションを深めるため、随時現場見学会を開
活動概要 催しています。近隣の小学生や建設中の大学の学生、また、はるばるシベリアの大
学からの見学者もいます。
活動名

セーフティーラリーで安全運転

活動時期 平成21年7月～11月
9

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
｢セーフティラリー北海道｣は、（財）北海道交通安全協会が７月１日から11月30日ま
での５か月間、安全運転で無事故・無違反達成を目指す大規模な交通安全活動で
活動概要
す。当社でも社員の交通安全意識の高揚を図ることを目的として毎年参加していま
す。
活動名

30年以上にわたる献血活動

活動時期 平成22年1月
10

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

本社では30年以上にわたり、定期健康診断の日にあわせ献血活動を行っていま
す。

活動名：1 工事現場に住所表示
活動名：2 仮囲いで防犯活動

活動名：4 地域清掃活動

活動名：7 インターンシップ受入れ

活動名：10 30年以上にわたる献血活動
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株式会社大林組
活動名

駿河湾地震 災害復旧支援

活動時期 平成２１年８月
1

活動分類 ｄ．災害救援活動
活動概要

駿河湾の地震により崩落した、東名高速道路 牧之原SA付近の盛土法面崩落部分
の応急復旧工事に携わり、早期復旧の実現に貢献した。

活動名

小学校の課外授業を開催

活動時期 平成２１年７月
2

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

夕張市のダム建設現場近隣の小学校の課外授業として、昆虫採集を実施し 夕張
岳の歴史と昆虫の生態系を学ぶ機会を設けた。

活動名

公立小学校への図書室・書籍寄贈

活動時期 平成２１年１２月
ｂ．教育活動
3 活動分類
活動概要

バンコク（タイ）遠隔県の小学校に教材等を贈る活動を継続的に実施。平成２１年度
は、トイレと手洗い場を新設し、書籍等とともに寄贈。

活動名

「キッザニア」に建設現場パビリオンを出展

活動時期 年間を通して実施
4

活動分類 ｂ．教育活動
子供たち向けの職業・社会体験型施設「キッザニア」に建設パビリオンを出展し、
活動概要 １つの建造物ができるまでの工程を本物に近い形で子供たちが体験する場を設け
た。
活動名

教員の民間企業研修への協力

活動時期 平成２１年８月
5

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

（財）経済広報センターが主催する「教員の民間企業研修」に協力し、東京都町田
市の小中学校の先生を対象に研修を実施。

活動名

スポーツを通じた青尐年育成活動への支援

活動時期 年間を通して実施
6

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

Ｊリーグの社会貢献型シートを兵庫県・神戸市に寄贈し、震災遺児や福祉施設など
の方々を招待。また、プロ野球公式戦への尐年野球チームを招待。

活動名

清掃活動への参加

活動時期 年間を通して実施
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

全国各地の現場周辺で実施される清掃活動に参加。
（東京都港区「クリーンアップ大作戦」、東京機械工場「川越クリーンデー」等々）
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活動名

大林都市研究振興財団への支援

活動時期 年間を通して実施
8

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

都市に関する学術研究などへの助成事業を行っている同財団への支援を継続的
に実施。平成２１年度は、研究者のほか国際会議や展示会への助成を行った。

活動名

文化振興活動への支援

活動時期 平成２２年３月
9

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

日本フィルハーモニー交響楽団の活動を支援。平成２１年度は、当社が冠スポン
サーとなり、クラシック・コンサートを開催。

活動名

社会復帰促進センターにおける盲導犬育成プロジェクトの実施

活動時期 年間を通して実施
10

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
活動概要

PFI事業として整備・運営に携わっている「島根あさひ社会復帰促進センター」にお
いて、盲導犬候補の子犬を育てる盲導犬パピープロジェクトを進めている。

活動名：キッザニアの建設パビリオン

活動名：タイの小学校に教材・書籍などを寄贈

活動名：小学校の課外授業を開催

活動名：盲導犬育成プロジェクトの実施
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株式会社大本組
活動名

財団法人 大本育英会

活動時期 通年
1

活動分類 ｂ．教育活動
昭和３７年に設立して以来、岡山県在住の岡山県出身の学生（高校生、大学生な
活動概要 ど）を対象に、奨学金を毎月支給している。返還義務はない。
平成２１年度の年間事業費は約２,８００万円、支給対象者は５９名である。
活動名

インターンシップの受け入れ

活動時期 平成２１年８月～９月
2

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

毎年、夏から秋にかけて受け入れている。平成２１年度は、８月下旬に大学生５名
を受け入れた。（建築作業所３名、土木作業所１名、安全環境品質部１名）

活動名

「出前学習会」の開催

活動時期 平成２１年１０月６日
3

活動分類 ｂ．教育活動
浜田港（島根県浜田市）開港１１０周年の節目にあたり、浜田市港町の原井小学校
活動概要 ５年生３７人に対し「出前学集会」を開き、住民の暮らしを守るなどの防波堤の役割
を紹介した。
活動名

清掃ボランティア活動（東北・関東地区）

活動時期 平成２１年６月～平成２２年３月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
4

仙台塩釜港（宮城県）内一斉清掃（１回、２名）
石巻港（宮城県）春季、秋季一斉清掃（２回、延べ４名）
活動概要 東京都千代田区一斉清掃（２回、延べ１２名）
東京都美土里の里ウォーキング・環境保全のためのゴミ拾い（１回、１７名）
総両東金支線用水路（千葉県）清掃（１回、９名）
活動名

清掃ボランティア活動（名古屋地区）

活動時期 平成２１年４月～１０月
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

鬼崎海岸（愛知県）清掃（１回、２０名）
新舞子付近海岸（愛知県）清掃（１回、１８名）

活動名

清掃ボランティア活動（中国地区）

活動時期 平成２１年４月～１０月
6

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

旭川（岡山市）の清掃活動（２回、参加者延べ２７名）
萩市民一斉清掃活動（山口県）（１回、２名、２ｔダンプ提供）
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活動名

「エコキャップ運動」への参加

活動時期 通年
7

活動分類 a．社会福祉活動
活動概要

「ＮＰＯ法人エコキャップ推進協会」の活動趣旨に賛同し、本店、東京支店、作業所
において部門単位で回収活動を行っている。

活動名

献血協力

活動時期 平成２１年８月
8

活動分類 a．社会福祉活動
活動概要 毎年８月、本店で献血活動に協力している。

活動名：出前学習会

活動名：千代田区一斉清掃

活動名：東京都美土里の道ウォーキング

活動名：旭川清掃
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株式会社奥村組
活動名

建設工事現場の見学会

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
1

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要 地域住民や学生等を対象にし現場見学会を実施。
活動名

インターンシップの受け入れ

活動時期 平成２１年８月～１０月、平成２２年３月
2

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要 各大学等からの要請により、インターンシップを希望する学生を受入。
活動名

大阪市一斉清掃｢クリーンおおさか２００９｣への参加

活動時期 平成２２年１月
3

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要 当社職員６１名が大阪阿倍野区所在の本社周辺の清掃活動を実施。
活動名

本支社店周辺の清掃活動

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
4

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要 当社職員本支社店周辺の清掃活動を実施。
活動名

(社)大阪フィルハーモニー協会活動支援

活動時期 平成２２年１月
5

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 (社)大阪フィルハーモニー協会活動支援
活動名

奥村記念館

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
6

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
活動概要

当社がゆかりの深い奈良市に建設した当社資料館の一部を展望フロアやレスト
ルームとして無料開放している。
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活動名：建設工事現場の見学会

活動名：大阪市一斉清掃｢クリーンおおさか2009｣

活動名：奥村記念館(１)

活動名：奥村記念館(２)
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鹿島建設株式会社
活動名

学生対象の現場見学会の催行

活動時期 平成２１年１０月～平成２２年３月
1

活動分類 ｂ．教育活動（現場・工場見学等体験学習）
地元小学生から大学生までを対象に、長野（鉄道施設）、北海道（空港施設）、長崎（隧道）、
活動概要 愛媛（隧道）等各支店の施工中現場の見学会を実施し、学生、生徒の社会学習に協力すると
ともに土木、建築工事への関心惹起に貢献した。
活動名

環境教室の実施

活動時期 平成２１年７月
2

活動分類 ｂ．教育活動（現場・工場見学等体験学習）
活動概要

弊社中国支店が毎年夏に地元小・中・高校生を対象に環境関連の授業を実施しているが、
当年度はカニ護岸パネルを使用して鹿島の環境配慮について学んでもらった。

活動名

理科支援員等配置事業への協力

活動時期 平成２１年１０月～１２月
3

活動分類 ｂ．教育活動（現場・工場見学等体験学習）
弊社東北支店では「理科支援員等配置事業」に協力しており、当年度は当社社員が地元小
活動概要 学校５校を訪れ、「ダムのはたらき」をテーマに授業を行った。このことに対し、仙台市教育委
員長から感謝状を受けた。
活動名

技術研究所での体験合宿の実施

活動時期 平成２２年３月
4

活動分類 ｂ．教育活動（現場・工場見学等体験学習）
弊社技術研究所では、科学技術振興機構主催、文部科学省後援の科学技術体験合宿プロ
活動概要 グラム「スプリング・サイエンスキャンプ」を開催し、全国から応募した高校生１２名を対象に超
高層の仕組みや最新技術を解説した。
活動名

社屋周辺地域の清掃

活動時期 平成２１年度毎月
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動（清掃・美化活動）
ＮＰＯ赤坂ミューズの環境美化活動に関し、本社各部署等から有志が毎月参加している。ま
活動概要 た、弊社関西支店等で社員有志により支店ビル周辺の清掃活動を定期的に実施している。
この他、日建連主催の史跡旧安田邸清掃にも当社から有志若干名が参加。
活動名

献血の実施

活動時期 平成２２年２月
6 活動分類 ａ．社会福祉活動（寄付、献血等）
活動概要

日本赤十字社からの協力要請に応じて、本社や各支店で、毎年有志による献血を実施して
いる。

活動名

災害被災地支援

活動時期 平成２２年３月
7

活動分類 ｄ．災害救援活動
活動概要

ハイチ共和国で本年１月に大地震が発生して大きな被害が出たことに鑑み、弊社はジャパ
ン・プラットフォーム経由で御見舞金を寄付した。
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活動名

地元地域の祭礼への協力

活動時期 平成２１年７月、９月
8

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動（地元祭礼へのイベント協力）
活動概要 赤坂浄土寺盆踊り大会や赤坂氷川神社秋季祭礼の山車巡行に寄付等で協力した。
活動名

（財）鹿島学術振興財団、（財）鹿島美術財団への寄付

活動時期 平成２１年１２月
9

活動分類 ｂ．教育活動（大学・研究機関等への寄付）
活動概要 上記両財団が実施する学術研究者、美術家への研究資金援助活動に毎年寄付している。
活動名

渥美国際交流奨学財団の活動への寄付

活動時期 平成２１年１２月
10

活動分類 ｂ．教育活動（大学・研究機関等への寄付）
活動概要

同財団が毎年実施している、海外からの日本の大学院に留学している優秀な学生への奨学
援助に対して寄付を行っている。

活動名：1．学生対象の現場見学会(長崎)

活動名：1．学生対象の現場見学会(兵庫)

活動名：3．理科支援員等配置事業(宮城)

活動名：4．技術研究所での体験合宿(東京)
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株木建設株式会社
活動名

財団法人株木育英会

活動時期 毎年
1 活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

昭和３５年に本財団を設立以来、大学生等を対象に、返還義務のない奨学金を支
給している。

活動名

学生実習生受入れ

活動時期 平成２１年８月
2 活動分類 ｂ．教育活動
活動概要 福岡大学の学生１名を当社施工中の現場に受入れ、３週間の研修を実施した。
活動名

平成２１年度水源涵養林「水土里ネットの森」下草刈りに参加

活動時期 平成２１年８月
3

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

熊本県阿蘇市黒川・白川河川流域水土里ネット連絡協議会主催による下草刈りの
ボランティア活動に参加した。（３名）

活動名

献血活動

活動時期 平成２１年９月
4 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 茨城県建設業協会水戸支部にて献血活動に参加した。（１２名）
活動名

工事中に出てきた貝殻の化石を地元小学校に進呈

活動時期 平成２１年１０月
5

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

現場近くにある小学校に、工事への関心と理解を深めるために、杭打工事で地面
から３０m近くの深さから出てきた貝殻の化石を説明図を付けて進呈しました。

活動名

地元開催のコスモス祭りに協賛

活動時期 平成２１年１０月
6

活動分類 C.地域コミュニケーション活動
地元開催のコスモス祭りに協賛し、イベントとしてガーデンシュクラメンを一鉢１００
活動概要 円にて配付し、収益金すべてを高根沢町福祉協議会の「愛の募金」に寄付しまし
た。
活動名

現場地元見学会の開催

活動時期 平成２１年１０月
7

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

近隣住民や小学校の生徒を現場見学会に招待し、現場を身近に触れてもらい、工
事への理解とコミュニケーションの推進に務めている。
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活動名

みなとのクリーンアップ活動に参加

活動時期 平成２１年１１月
8

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
名古屋港みなと建設工事安全連絡協議会主催による常滑市鬼崎海岸にて港湾関
活動概要 連業者社員による家族ぐるみでの海岸のゴミ清掃活動に参加した。（３家族 計９
名）
活動名

森の間伐作業体験に参加

活動時期 平成２１年１１月
9

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

岐阜県恵那市にて間伐ボランティア活動を続けている「美濃の森造隊」の協力によ
り知識教育と間伐技能講習及び間伐作業体験・集積作業に参加した。

活動名

社内の自主的な清掃ボランティア活動の実施

活動時期 東京本店：平成２２年３月以降定期日
10

茨城本店：平成２１年８・１１月

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

東京本店有志職員による目白駅前清掃、茨城本店有志職員による桜川河川敷の
清掃ボランティア活動を自主的に定期継続実施している。

活動名：貝殻の化石を小学校に進呈

活動名：地元祭事に協賛（収益金の寄付）

活動名：みなとのクリーンアップ活動に参加

活動名：桜川河川敷清掃ボランティア活動
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北野建設株式会社
活動名

地域密着の芸術文化振興への取り組み。

活動時期 通期継続
1

活動分類 c．地域コミュニケーション活動 e．その他 自主プログラム活動
北野文芸座（日本の伝統芸能を中心に公演）、本社屋１階の彫刻ギャラリー（地域
市民に無料公開）、財団法人 北野美術館（洋画・日本画・彫刻等 所蔵約600点）、
活動概要
等を通じて、信州の文化振興を願い、地域メセナ活動を継続しております。（「メセナ
アワード2007」地域文化振興賞受賞）
活動名

ウインタースポーツ振興活動

活動時期 通期継続
2

活動分類 c．地域コミュニケーション活動 e．その他 自主プログラム活動
1971年、社内にスキー部を創設。スキーを通じてウインタースポーツの振興と選手
育成等、地域社会に貢献しております。札幌オリンピック以来、冬季五輪や世界大
活動概要
会に日本代表選手・コーチを輩出し、かつての複合・荻原兄弟の活躍はめざましい
ものがあった。現在、モーグルの上村愛子選手らが在籍。
活動名

地域コミュニケーション活動

活動時期 平成２１年７月他
3

活動分類 c．地域コミュニケーション活動 e．その他 自主プログラム活動
活動概要

湯島天満宮信濃分社 例大祭・除夜祭・元旦祭・納涼祭への協力。長野びんずる祭
りへの協賛。長野市のえびす講（１１月）花火大会への寄付協力。その他。

活動名

長野県宝指定建造物の維持管理・保存

活動時期 通期継続
4

活動分類 a．社会福祉活動 c．地域コミュニケーション活動
活動概要

長野県宝指定建造物でもある「旧ダニエル・ノルマン邸」「旧長野県師範学校教師
館」の維持管理および保存。

活動名

血液センターへの献血活動

活動時期 通期継続
5

活動分類 a．社会福祉活動
活動概要 本社（長野）にて、年１回、血液センター献血車にて献血。
活動名

冬季地域除雪活動の応援

活動時期 通期継続
6

活動分類 c．地域コミュニケーション活動 d．災害救援活動
活動概要

冬季間、本社（長野）にて、除雪重機を待機させ、大雪に備え地域の除雪活動を支
援。

33

活動名

地域清掃・美化活動への参加

活動時期 通期継続
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

事業所周辺の地域清掃活動への参加。
（中央区「まちかどクリーンデー」など）

活動名

エコキャップ運動

活動時期 通期継続
8

活動分類 a．社会福祉活動
活動概要 ペットボトルキャップ回収による再資源化
活動名

地域総合防災訓練への参加・ＡＥＤ設置

活動時期 平成２１年９月
9

活動分類 c．地域コミュニケーション活動 d．災害救援活動
活動概要 例年、銀座地区総合防災訓練に参加。会社にＡＥＤ設置。

活動名：伝統文化振興活動（北野文芸座）

活動名：芸術文化振興活動（北野美術館）
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株式会社熊谷組
活動名

プルトップ等の収集・寄贈

活動時期 平成２１年（通年）
1

活動分類 ａ．社会福祉活動
プルトップ、ベルマーク等を収集し、「大阪府理容衛生同業組合」や「大阪市シル
バーボランティアセンター」等の社会福祉活動団体に提供しています。提供したプ
活動概要
ルトップ、ベルマーク等は、車いすや海外医療団体等への寄付金となり、社会福祉
に役立っています。（関西支店）
活動名

海を越えた支援活動

活動時期 平成２１年（通年）
2

活動分類 ａ．社会福祉活動
支援が必要な人々にほんのちょっとでも役立ってもらおうと、社員有志が、使わなく
活動概要 なった衣類・文房具・生活用品を支援物資としてフィリピンバルナバクリニックに提
供しました。（本社・全支店）
活動名

小学校児童への環境学習

活動時期 平成２１年６月
3

活動分類 ｂ．教育活動
小学校２年生と４年生に環境学習を提供しました。２年生は、廃棄物や地球温暖化
活動概要 についてエコバッグ作りを通じて、４年生が地球温暖化とヒートアイランドについて
実験等を通じて知ってもらいました。（本社、首都圏支店、グループ会社）
活動名

作業所のホタル鑑賞会

活動時期 平成２１年６月
4

活動分類 ｂ．教育活動
大分県に建設中の大山ダム作業所において、「ホタルの飛び交う場所を再現しよ
活動概要 う」とホタルビオトープを設置しています。地元の大山小学校児童がそのビオトープ
に放流したホタルが羽化したところを観察する鑑賞会を開きました。（九州支店）
活動名

社員による出前授業

活動時期 平成２１年１１月
5

活動分類 ｂ．教育活動
石川県かほく市立宇ノ気小学校５年生の総合学習に、「河北潟干拓工事はこうして
行われた」をテーマに出前授業を行いました。子供達からは「河北潟には何種類の
活動概要
魚が住んでいたのですか？」、「干拓工事の後で良くなったことは何ですか？」、「ど
んな農作物が適していますか？」など、多くの質問がありました。（北陸支店）
活動名

技術研究所の見学会

活動時期 平成２１年（通年）
6

活動分類 ｂ．教育活動
毎年、主に学校教育の一環として見学者を受け入れています。見学では、当社の
活動概要 様々な技術を実験等を交えて紹介しており、学生等の科学への理解促進に繋がっ
ています。（本社）
活動名

森林整備ボランティア

活動時期 平成２１年１１月
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
福島県の国定公園内の広さ35,000m2の森林整備に社員およびその家族がボラン
活動概要 ティアとして参加しました。活動において、間伐など森林整備の必要性等について
の説明があり、その後、実際に間伐、下草刈などを行いました。（東北支店）
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活動名

河川清掃活動

活動時期 平成２１年５月
8

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

矢作川流域にある水路の草刈等のボランティア活動に大勢の社員が参加しまし
た。 活動を実施し、社員の環境保全活動への意識が高まりました。（名古屋支店）

活動名

河川清掃活動

活動時期 平成２１年８月
9

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
岡山市を流れる旭川を美しい川にするという「旭川を日本一美しい川に育てる会」
活動概要 主催の河川清掃活動に、社員およびその家族が市民ボランティアとして参加しまし
た。（中四国支店）
活動名

清掃活動

活動時期 平成２１年５月
10

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
福岡市で開催された「ラブアース・クリーンアップ2009」に社員とその家族が参加し、
大濠公園、舞鶴公園周辺において、タバコの吸殻、紙くず、空き缶、空きビンなど
活動概要
様々なゴミを回収しました。この活動を通じて、参加者の高い環境意識を保つことが
できました。（九州支店）

活動名：小学校児童への環境学習

活動名：作業所のホタル鑑賞会

活動名：社員による出前授業

活動名：森林整備ボランティア
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株式会社鴻池組
活動名

近隣中学校の挨拶運動参加

活動時期 平成２１年４月・９月
1

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
近隣中学校の挨拶運動に定期的（H２１．４月、H２１．９月）に参加して、新入生を朝
活動概要 の挨拶で迎えたり、職員自ら工事用ヘルメットを着用して自転車通学の生徒に対し
て、ヘルメット着用での安全運転を呼びかけました。
活動名

地元主催秋祭り参加について

活動時期 平成２１年１１月
2 活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

無事に完了した稲刈り収穫の感謝と来年の豊作を願って行われた地元主催の秋
祭りに参加しました。

活動名

イメージアップ活動

活動時期 平成２１年３月
3

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
防音壁設置に際してイメージアップ活動として黒船と坂本龍馬のイラストを掲示しま
した。品川区の浜川橋から河口までは当時土佐藩抱屋敷があり、龍馬も活躍して
活動概要
いました。地域では龍馬ゆかりの地をアピールしており、対岸には龍馬の銅像もあ
る事からＨ２１年３月にイラストを掲示しました。
活動名

関係地方自治体の現場見学開催

活動時期 平成２１年１０月
4

活動分類 ｂ．教育活動
新幹線事業の関係機関である、県土木部職員を対象とした見学会を開催しました。
活動概要 土木部都市計画課から県職員8名が参加し、現場所長、施主担当者（鉄道運輸機
構）から工事概要、将来事業概要等の説明を行った後、現場を見学しました。
活動名

職長会主催による全員の近隣道路清掃

活動時期 平成２１年４月～平成２１年１２月
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
オフィス街であり前面道路に作業車等を止め道路使用をすることが多く、建設現場
活動概要 のイメージアップを図る為に、職長会に相談を持ちかけ、全員で一月に一回付近の
道路の清掃を実施しました。
活動名

地区内の海岸清掃活動他の実施

活動時期 平成２０年７月～平成２１年１０月
6

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
毎月始め安全大会終了後、海岸（砂浜）の清掃活動を職員及び作業員全員で実施
活動概要 している。工事着工より毎月欠かさず実施し、地域の方々との関係も大変良好で、
工事に関する苦情は一件も無く順調に施工いたしました。
活動名

子ども１１０番工事事務所の設置

活動時期 平成２１年１月～平成２２年１月
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
子どもが巻き込まれる事件・事故の被害を少しでも減らすべく、試験的に「子ども１
１０ 番工事事務所」を設置しました。安全管理の面から、すべての現場で取り組め
活動概要
る活動ではありませんが、条件が整えば、今後拡大していきたい活動のひとつで
す。
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活動名

「書き損じハガキキャンペーン」への協力

活動時期 通年
8

活動分類 ａ．社会福祉活動
社団法人日本ユネスコ協会連盟の「世界寺小屋活動」に賛同し、社内で集めた書き
損じ未使用ハガキを集め、同団体へ寄付しています。５０円ハガキは実質４５円の
活動概要
寄付となり、平成２１年度実績では、ネパールにおける鉛筆に換算すると、２０００本
弱の鉛筆を寄付をしたことになります。
活動名

「チャリティカレンダー市」への協力

活動時期 通年
9

活動分類 ａ．社会福祉活動
毎年１月初旬に開催される特定非営利活動法人日本災害救援ボランティアネット
ワーク主催のチャリティバザーに社内の余剰カレンダーを無償提供しています。そ
活動概要
の収益金は、植林活動を行っている団体への寄付金や災害被災者支援活動費とし
て利用されています。
活動名

エコキャップ運動

活動時期 通年
10

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

ＮＰＯ法人エコキャップ推進協会の推進するペットボトルキャップ収集活動に賛同
し、収集活動を行っています。

活動名：近隣中学校の挨拶運動参加

活動名：イメージアップ活動

活動名：地区内の海岸清掃活動

活動名：関係地方自治体の現場見学開催
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五洋建設株式会社
活動名

献血活動への協力

活動時期 平成22年2月5日
1

活動分類 ａ．社会福祉活動
当日は２時間にわたり、広島県赤十字血液センターを招き支店内で献血活動を実
施しました。支店長をはじめ３１名が献血を行いました。
活動概要
毎年、年２回活動を行っているが今回も途切れることなく職員が献血に来ており、
社員の社会的貢献に対する意識の高まりが見られます。
活動名

小学生にアマモ場造成事業を紹介

活動時期 平成22年3月5日
活動分類 ｂ．教育活動
2

当社が施工したアマモ播種工（香川県発注）の事業概要から施工状況、アマモの
発芽状況を紹介しました。地元小学生26名を対象にアマモが海の水質浄化や漁業
生産効果などで果たす重要性について学んでもらおうと開催したものです。
活動概要
参加した小学生からは「アマモなどの水産生物の生育を助けるために何をしていま
すか？」「播種したアマモはその後どうなったの？」などの質問が活発に交わされま
した。
活動名

東京バードフェスティバルに参加

活動時期 平成21年5月23日
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
東京都大田区の臨海部にある東京港野鳥公園にて「東京バードフェスティバル
2009」が開催されました。
3
今回で6回目の参加となる当社は、環境創造技術（干潟造成やアマモ場造成等）に
関するパネル展示をはじめ、海の生物に直接触れ合うことができるタッチプール、
活動概要
磯場やアマモ場を再現した水槽を設置しました。伊豆諸島の現場から送ったサザエ
やアワビの周りには多くの親子連れが集まり、興味深く観察され、社員との間に「こ
んな立派なサザエを見るのは初めて！」「アワビは何を食べているの？」「どういうと
ころに棲んでいるの？」などの質問が活発に交わされました。
活動名

第4回BCP訓練の実施
活動時期 平成21年9月4日
活動分類 ｄ．災害救援活動
震度6強の首都直下型地震の発生を想定したBCP(事業継続計画)訓練を実施し、
本社、東京土木、東京建築の両支店、名古屋、大阪の各支店、関連会社などの役
4
職員1650人が参加しました。当日は、本社に社長を本部長とするBCP対策本部を
設置し、職員の安否や首都圏の被災状況の確認をはじめ、名古屋と大阪支店とテ
活動概要 レビ会議システムを利用して、傭船手配、物資調達、要員派遣、支払業務の業務移
管を行うなど実践的な訓練を行いました。
また、消化訓練やAEDを活用した救護訓練を行ったほか、交通機関の不通を想定
し、社員約20人が10㎞県内の3方向へ徒歩による帰宅訓練を実施しました。
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活動名

外堀公園でセミの抜け殻調査会に協力

活動時期 平成21年8月1日
活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
8月1日、千代田区の外堀公園でNPO法人環境ネットワーク・文京が主催するセミの
抜け殻調査会活動があり、当社の社員３名が自然観察指導員として参加しました。
これは幼虫時代の数年間を土の中で過ごし、遠隔移動ができないセミは環境変化
のバロメータとして注目されており、抜け殻の調査を通して温暖化の影響を確認す
5
る活動です。
当日は、スタッフをはじめ、親子連れやボランティアの総勢55名で調査を行い、参
活動概要
加した子ども達からは「セミの抜け殻を調べることで、温暖化が分かるとは！」「本
来、南方に住むクマゼミの鳴き声が聞こえました。温暖化が進んでいる証拠です
ね」などの感想が寄せられました。
今後もこうした調査を定期的に続けて温暖化の調査・研究を深め、地元の住民の
方々や子ども達に環境問題について考える機会を持っていただく予定です。

活動名：献血活動への協力

活動名：小学生にアマモ場造成事業を紹介

活動名：東京バードフェスティバルに参加

活動名：外堀公園でセミの抜け殻調査会に協力
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佐藤工業株式会社
活動名

小学校清掃活動

活動時期 平成２１年４月
1

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
札幌市の企業市民の一員として、地域活性化やボランティア活動を進めようと、２０
０９年４月３日に、札幌支店職員１２名が札幌市立北九条小学校の窓拭き清掃を行
活動概要
いました。ぽかぽかした陽気に包まれた清掃当日、入学式に少しでも気持ちよく新
入生を迎えられるよう、玄関及び１階教室の窓を磨き上げました。
活動名

中央区クリーンデーに参加

活動時期 平成２１年５月
2 活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
２００９年５月２６日に、本社、東京支店の職員１６名が、中央区が推進している地域
活動概要 清掃活動「まちかどクリーンデー」に参加しました。普段は目の届かない植え込みな
どに空き缶などが落ちており、重点的に目を配りました。
活動名

佐藤記念公園清掃活動

活動時期 平成２１年７月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
3

佐藤記念公園は、当社創業者の初代佐藤助九郎が富山県の笹津橋の架け替えに
際し、私財を投じ公共の利便を図ったことに由来し整備された公園で、これまで近
活動概要 隣地区の住民により維持管理され憩いの場として利用されています。当社の歴史
を振り返り、社会に喜ばれる仕事として果敢に取り組んだ先人たちの精神を引き継
ぐ意味を込め、毎年この時期に近隣住民とともに清掃活動を行っています。
活動名

親子現場見学会

活動時期 平成２１年８月
活動分類 ｂ．教育活動
4

土木学会関東支部新潟会の主催による「親子現場協力会」への協力で、将来を担
う子供達に土木技術のすばらしさを紹介するために、北陸支店八箇峠トンネル作業
所を見学場所として提供。当日は９家族の見学者が訪れました。
活動概要
また、長岡技術科学大学建設・環境系コンクリート研究室の教授等の要請があり、
平成２１年１１月にも当作業所の現場見学会を企画し、教授等含め１２名が参加し
ました。
活動名

ふるさと富山美化大作戦に参加

活動時期 平成２１年８月
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
２００９年８月２３日、富山県で「ふるさと富山美化大作戦」が行われ、北陸支店と子
活動概要 会社から職員１４名が参加しました。これは、富山市が主催する清掃活動で、「美し
いまちとして全国に誇れるふるさと富山を目指す」目的で行われています。
活動名

羽鳥湖周辺環境美化活動

活動時期 平成２１年９月
6

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
東北支店の作業所職員が、福島県天栄村羽鳥湖周辺の環境美化活動に参加し、
活動概要 ２時間にわたり、ごみの収集と分別作業に汗を流しました。工事は平成２２年８月に
完成しましたが、平成２２年１０月の活動にも参加しました。
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活動名

１００万人の市民現場見学会

活動時期 平成２１年１１月
活動分類 ｂ．教育活動
7

２００９年５月２６日に、東京支店の千葉中央公園作業所(千葉市下水道排水施設
工事）において、社団法人日本土木工業協会主催の１００万人の市民現場見学会
活動概要 が行われ、苫小牧工業専門学校の学生３３名が参加しました。この工事では工事
機械や仮囲い壁面を利用した架空の動物園「ちばなかＺＯＯＬＡＮＤ」の展開を行っ
ています。
活動名

富山県バウンドテニス協会

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
8 活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
当社発祥の地富山県におけるスポーツ文化貢献活動として、２００８年３月より北陸
活動概要 支店内に事務局を設置し、バウンドテニス競技の県内での普及・振興事業を行って
いる。
エコキャップ運動
活動名
活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
9

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
本社、東京支店、大阪支店における店内の取り組みとして、エコキャップ推進協会
が主催するエコキャップ運動に参加しています。平成２０年４月から継続的に続けて
活動概要
おり、今回の調査範囲とは異なる期間がありますが、現在（平成２２年１０月）までに
３００．９５ｋｇのペットボトルのキャップが集まりました。
活動名

小学校の資源回収活動への協力

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
10 活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

札幌市の小学校で行っている資源回収活動への協力として、札幌支店でダンボー
ルや古新聞紙を収集し、毎月1回持ち込みしています。

活動名：小学校清掃活動

活動名：親子現場見学会

活動名：１００万人の市民現場見学会

活動名：富山県バウンドテニス協会
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清水建設株式会社
活動名

東名高速道路応急復旧に協力

活動時期 平成２１年８月
1

活動分類 ｄ．災害救援活動
平成２１年８月１１日の駿河湾を震源とする地震により、東名高速道路は牧之原地
活動概要 区の盛土のり面が崩落し通行止めとなりました。別の工事のため付近で作業中だっ
た当社は中日本高速道路の応援要請を受け、応急復旧工事に協力しました。
活動名

「シミズ・オープン・アカデミー」を開設

活動時期 平成２０年より通年活動
2

活動分類 ｂ．教育活動
当社では青少年や一般の方々に街や建物づくりの楽しさを伝えたいという想いで、
平成２０年よりシミズ・オープン・アカデミーを開催しています。平成２１年度は約２２
活動概要
０団体、約５７００名の方々に受講していただきました。また、社外へ出向いての出
張講座（１６団体、約１，０００人受講）も行っています。
活動名

献血会

活動時期 平成２１年２月
3

活動分類 ａ．社会福祉活動
当社では日本赤十字社の依頼により、毎年、本社および名古屋支店、技術研究所
活動概要 等で献血会を実施しています。永年の貢献に対し平成２２年に日本赤十字社より感
謝状を受賞しました。
活動名

名橋「日本橋」を洗う会

活動時期 平成２１年７月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
当社では『名橋「日本橋」を洗う会』（主催：名橋「日本橋」保存会）に、年に一度参加
4
しています。この活動は日本橋の美化保存を目的に、町会・企業等の多くの地元関
係者が参加するイベントで、参加者は、デッキブラシやたわしで日本橋を洗うと共
活動概要
に、川の浄化に使われる「ＥＭ団子」を日本橋川に投入します。当社は名橋「日本
橋」保存会の会員であり、日本橋を愛する企業として、毎年このイベントに参加して
います。
緑の募金
活動名
活動時期 平成２１年１２月
ａ．社会福祉活動
5 活動分類
名古屋支店及び三重営業所では昨年に引き続き募金活動を行い、三重県緑化推
活動概要 進協会に約１３．８万円を寄付しました。この募金活動により平成２２年に三重県緑
化推進協会から感謝状を受賞しました。
活動名

天神祭 清掃活動「ダストバスターズ」に参加

活動時期 平成２１年７月
6

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
関西事業本部では大阪天満労働基準監督署管内の大規模現場（２３作業所）に
て、天満みこし会という組織をつくり、様々な活動に自主的にチャレンジしています。
活動概要
その活動の一環として、天神祭の花火大会会場周辺の清掃活動「ダストバスター
ズ」に参加しました。
活動名

大宮夏祭り 神輿担ぎ

活動時期 平成２１年８月
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
関東支店では、町内の下町祭典委員会より協力の依頼があり、毎年８月１日に開
催される大宮夏祭りに支店内勤スタッフが参加しています。地元「祭青会」の半纏を
活動概要
着用し、町内の皆さんと一緒に、大宮駅東口界隈を「神輿渡御」の神輿担ぎ手とし
て練り歩いています。
43

活動名

ツルのネグラ整備

活動時期 平成２１年５月、平成２１年１０月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
8

広島支店では本州で唯一のナベヅル（特別天然記念物）飛来地である周南市八代
で、ねぐら整備ボランティア活動をしています。この活動は９７年から毎年春と秋に
活動概要 ナベヅルの「ねぐら」となる山間部の田んぼの草刈りや、えさ場となる平野部の田ん
ぼ周辺を整備しています。平成１９年には山口県周南市の教育委員会から表彰を
受けました。
活動名

タイの小学生環境表彰

活動時期 平成２１年１２月、平成２２年１月、平成２２年３月
9

活動分類 ｂ．教育活動
当社の国際支店ではタイの小学校に行き当社社員が講師となり、環境教育を実施
活動概要 しています。タイの小学生に環境に関する絵を描いてもらい表彰したり、再利用可
能な布や紙を寄付しています。
活動名

障がい者団体パン販売会場の提供、夏みかんの提供

活動時期 毎月１回
10

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
当社の本社１階の商業施設であるシーバンス・アモールを、「みなとワークアクティ」
（東京都港区知的障がい者施設）が焼いたパン・菓子の販売会場として毎月１回提
活動概要
供しています。また、敷地内でとれる夏みかんを焼菓子の材料として提供していま
す。平成２１年には港区より感謝状を受賞しました。

活動名：１、東名高速応急復旧に協力

活動名：４、名橋「日本橋」を洗う会

活動名：７、大宮夏祭り 御神輿担ぎ

活動名：８、ツルのねぐら整備
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西武建設株式会社
活動名

現場見学会

活動時期 平成２１年１１月
1

活動分類 ｂ．教育活動
発注者（静岡県沼津土木事務所）と東駿河湾環状道路工事連絡協議会共催の土
活動概要 木の日のイベントの一つとして、当社６工区（場所打杭施工中）の現場見学会を開
催した。
活動名

現場周辺の水路内清掃

活動時期 平成22年1月、3月
2

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要 大雨の後、既設水路内に土砂が堆積していたので、土砂を片付けた。
活動名

公園で遊ぶ子供達への気配り

活動時期 平成21年9月
3

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
現場の仮囲い（フェンス）が公園に隣接しているため、休日等に公園から現場に
活動概要 ボールが飛び込んでしまうので、現場に飛び込んだボールを子供達に返却するた
めのボール箱を仮囲いの公園側に設置した。
活動名

公園敷地内の雨水管清掃及び遊戯物のクッション砂補強

活動時期 平成21年9月
4

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

公園内雨水管の流れが悪かった為、管内清掃を実施した。
又、遊戯物のクッション砂が減っていたので補充した。

活動名

現場周辺の除雪活動

活動時期 平成22年2月
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

現場に面して小学生の通学路があるため、小型除雪機にて除雪を行い、通学路の
確保を行った。

活動名

既設調整池の土砂上げ清掃

活動時期 平成21年6月
6

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
現場に隣接して存在する津田南地区既設調整池に長年に渡り堆積した土砂の撤
活動概要 去・清掃依頼が、地元自治会よりあり、ミニバックホウと25tラフターを使用して撤去
清掃を行った。
活動名

消防訓練への協力

活動時期 平成22年1月
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

東京消防庁並びに池袋消防署の合同消防活動訓練及び消防車両操作訓練に当
社解体作業工事現場を提供した。
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活動名

再生芝生の仮置き場への運搬協力

活動時期 平成22年1月
8

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
大阪府では、公園や公立小学校校庭の芝生化を推進しており、甲子園球場の芝生
活動概要 全面張り替えの際に廃棄処分となる芝生の再利用を行ったが、当社では再利用す
るための芝生を仮置き場まで運搬する作業に協力した。
活動名

現場における近隣の子供たちと建設機械の記念撮影

活動時期 平成21年6月
9

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動、ｂ．教育活動
工事現場において近隣の子供たちと建設機械の記念写真を撮り、ラミネート処理を
活動概要 して下敷き状にしたものを配布した。また、その場で工事現場の危険性を説明し、
不用意に建設機械に近づいたり現場内に入らないよう安全指導を行った。
活動名

インターンシップ

活動時期 平成21年7月～平成21年9月
10

活動分類 ｂ．教育活動(インターンシップ）
活動概要

来春卒業予定の高校生・大学生を対象に土木の作業所において施工管理につい
ての夏期インターンシップを実施した。

活動名：現場周辺の水路内清掃

活動名：通学路の除雪状況

活動名：再生芝生の仮置き場への運搬協力

活動名：子供と建設機械の記念撮影
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株式会社錢高組
活動名

現場見学等体験学習

活動時期 平成２１年６月
1

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要 奈良県五條市立大塔中学校の課外授業として、現場見学会を行いました。
活動名

海外建築・芸術研修生受入

活動時期 平成２１年９月～10月
2

活動分類 ｂ．教育活動
日本の建築や芸術等を学ぶ機会を提供し、母国の建築・芸術の発展に寄与するこ
活動概要 とを目的に、(財)大阪府国際交流財団の研修生招聘事業に参加し、海外建築・芸
術研修生を受け入れました。
活動名

鮎の放流事業への参加

活動時期 平成２１年９月
3

活動分類 C.地域コミュニケーション活動
活動概要

富山県小矢部市と小矢部川漁協が主催する小矢部川での鮎の放流イベントに運
営協力しました。

活動名

団体献血会開催

活動時期 平成２１年９月
4

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 東京支社において団体献血を実施し、今年は70名が参加しました。
活動名

旧安田楠雄邸庭園清掃ボランティア活動参加

活動時期 平成２１年１２月
5 活動分類 C.地域コミュニケーション活動
活動概要 東京都指定名勝「旧安田楠雄邸庭園」の清掃活動に、有志６名で参加しました。
活動名

地域祭礼等へのイベント協力・参加

活動時期 平成２１年６月
6

活動分類 C.地域コミュニケーション活動
活動概要

秋田県鹿角郡小坂町のイベント「アカシアまつり」に砂子沢ダムの広報館の運営に
協力し、現場見学会を開催しました。

活動名

現場仮囲を利用した地域コミュニケーション活動

活動時期 平成２１年９月
7

活動分類 C.地域コミュニケーション活動
活動概要

現場の仮囲に、仙台市立木町通小学校の児童の絵画を掲示して、地域のコミュニ
ケーションに役立てました。
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活動名

現場周辺の清掃・美化活動

活動時期 平成２１年１２月
8 活動分類 C.地域コミュニケーション活動
活動概要

相馬ロータリークラブの呼びかけで相馬市馬陵公園お堀の清掃活動に参加しまし
た。

活動名

局地的豪雨による土砂流出除去作業

活動時期 平成２１年７月
9

活動分類 ｄ．災害救援活動
2009年7月7日未明に、和歌山県田辺市で局地的豪雨があり、現場近くの裏山よ
活動概要 り、県道199号線に土砂が流出、堆積しました。住民の要望により土砂除去・道路清
掃作業を実施しました。
活動名

｢歳末たすけあい運動」の募金活動参加

活動時期 平成２１年１２月
10

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

東京支社は、毎年末、社員に募金を呼びかけ、千代田区社会福祉協議会主催の
「歳末たすけあい運動」に協力しています。

活動名：３．鮎の放流事業への参加

活動名：５．旧安田楠雄邸庭園清掃活動

活動名：７．現場仮囲に児童絵画掲示

活動名：６．地域祭礼等へのイベント協力・参加
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大成建設株式会社
活動名

開発途上国におけるHIV/AIDSの感染拡大の抑制に向けた予防対策プロジェクト

活動時期 平成２１年随時
1

活動分類 ａ．社会福祉活動
ベトナムの建設工事作業所では、国際協力銀行の推奨のもとNGO CARE･International･
Japanや現地保険局等と一体となり「ＨＩＶ/ＡＩＤＳ対策プロジェクト」を展開。ＨＩＶ/エイズの知
活動概要 識に関する作業員の啓蒙活動等幅広い活動を通じて,作業員の生活習慣の改善や関係者
の意識向上等の活動の成果が表れています。
活動名

エコキャップ運動を推進する「NPOエコキャップ推進協会」に協力

活動時期 通年
活動分類 ａ．社会福祉活動
2
大成建設は、「NPOエコキャップ推進協会」がペットボトルのキャップを回収し、リサイクル
会社に買い取ってもらうことで「NPO世界の子供にワクチンを日本委員会（ＪＣＶ）」に寄付
活動概要 し、ワクチンを途上国の子供達に届ける運動に協力しています。2009年3月までに回収した
エコキャップは累計約300万個（グループ全体）で約3,800人分相当のポリオワクチンを途上
国に寄贈したことになります。これは建設業界においてトップの実績です。
活動名

寄付機能付自販機でNPO法人BCTジャパンの「ボルネオへの恩返しプロジェクト」に協力

活動時期 平成２０年１２月以降継続実施
活動分類 ａ．社会福祉活動
2009年12月より、大成建設の本社内や東京支店作業所に寄付機能付き飲料自動販売機
3
を設置し、その収益をＢＣＴジャパンに寄付する社会貢献活動を行っています。現在、マレー
シア国ボルネオ島では熱帯雨林が年々減少しており、生態系が大きく崩れようとしていま
活動概要 す。そうした中、ＮＰＯ法人ボルネオ保全トラストジャパン（ＢＣＴＪ）は「ボルネオへの恩返しプ
ロジェクト」を立ち上げ、ボルネオの野生動物を救出する運動を行っております。当社はこの
運動にいち早く賛同し、ＢＣＴＪからは感謝状が贈られました。
活動名

大成建設技術センター見学会の開催

活動時期 平成２０年随時
4 活動分類 ｂ．教育活動
大成建設は様々な建設先端技術の研究・開発を技術センター（横浜市）で行っておりま
活動概要 す。見学者は研究関係機関や技術系大学生のみならず地域の小中学校をはじめ、広く一
般の市民に対しても実施し、年間約7,000名の方々に見学していただいております。
活動名

教員の民間企業研修に協力

活動時期 平成２１年８月
5

活動分類 ｂ．教育活動
大成建設は、（財）経済広報センターが主催する都内の現役の学校の先生が企業で体験
研修をするプログラムに協力しています。この目的は、建設会社が取り組む最先端の環境
活動概要 技術についての講義を体験したり大規模作業所の見学などを実体験してもらうことで、 経
済界と教育会のコミュニケーションを図り、建設業への理解と関心を深めてもらうことです。
活動名

近代建築の巨匠「ル・コルビュジエ」をギャルリー・タイセイで紹介

活動時期 通年
活動分類 ｂ．教育活動
6

大成建設ギャルリー・タイセイは1992年11月に設立し、ル・コルビュジエの絵画や彫刻作
品を中心に18年間に渡り彼の活動や業績を紹介しています。2009年度は東京上野の国立
活動概要 西洋美術館で、当社学芸員が講師をして「ル・コルビュジエ」の講演会を行いました。「人が
幸せになる建築をつくる」という彼の建築思想に共感し、建設は生活に直接結びついた芸術
であることを多くの方々にご理解頂きたいと願っています。
活動名

東京グリーンシップ・アクションに参加し、社員の環境ボランティア活動を実施

活動時期 平成２０年６月、１１月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
7

2007年7月から東京都が主催する「東京グリーンシップ・アクション」に参加しています。「東
京グリーンシップ・アクション」とは、里山や市街地の雑木林など東京に残された貴重な自然
活動概要 環境の保全に、東京都と企業・ＮＰＯ等が連携して取り組む活動です。2009年度は町田市
七国山緑地保全地域と日野市東豊田緑地保全地域で参加し、間伐、下草刈などの環境保
全ボランティア活動を行いました。
49

活動名

富士山南陵の森「フォレストセイバープロジェクト」による“森を育てる人づくり”を実施

活動時期 通年
活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
富士山南陵の森“フォレストセイバープロジェクト”は、「富士山南陵工業団地」に進出する
8
企業が行政・大学・地元ＮＰＯや地域と協働し、周辺の森づくりに10年かけて参画し豊かな
森に育てるプロジェクトです。大成建設の持つ高いエンジニアリングや建設技術を駆使し
活動概要 て、環境と共生する”森の中の工業団地”をつくり育てる、付加価値を付けた新しい開発モ
デルです。工事完了後の2010年4月から10年間、行政・学校、ＮＰＯ、進出企業を繋ぐ窓口
となり、“森を守り育てる人づくり”を目指した活動に取り組んでいます。
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 平成２１年１０月（助成先発表時期）
9

活動分類 ｅ．その他 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1993年に設立されました。以来、17年間に渡り
ＮＰＯ等団体に対し、継続的に助成を行なっています。当基金は、現在及び将来の人類共
活動概要 通の財産である自然環境等の保全に資する事業に、毎年1,500万円を助成することにより、
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。
アニマルパスウェイに関する研究に協力
活動名
活動時期 通年

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
大成建設は（財）キープ協会他と協働して、道路建設により分断された森林に棲む樹上小
動物（ニホンヤマネ）を保護するためのアニマルパスウェイを開発・普及させる“アニマルパ
10
スウェイ研究会”を支援しています。アニマルパスウェイは3年間に渡る実証事件の後、2007
活動概要 年7月に山梨県北杜市の公道上に設置され、モニタリングの結果、樹上小動物の利用が確
認されております。これは生物多様性の保全に寄与する好事例として高い評価を受けてい
ます。2010年3月には第2号機の設置やヤマネの巣箱づくり（181個制作）で協力をしました。

活動名：３.「ﾎﾞﾙﾈｵへの恩返しﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」に協力

活動名：６．「ギャルリー・タイセイ」の運営

活動名：７.「東京ｸﾞﾘｰﾝｼｯﾌﾟ･ｱｸｼｮﾝ」に参加

活動名：８.富士山南陵「ﾌｫﾚｽﾄｾｲﾊﾞｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」
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大日本土木株式会社
活動名

献血活動

活動時期 平成２１年９月
1 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 都庁献血ルームにて献血活動を実施しました。
活動名

エコキャップ回収活動

活動時期 平成２１年４月～２２年３月（随時）
2 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 エコキャップ推進協会が主催するエコキャップ運動に参加しました。
活動名

環境美化活動

活動時期 平成２１年４月～２２年３月（随時）
3 活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要 各作業所周辺の草刈り、清掃活動を実施しました。
活動名

地域協力活動

活動時期 平成２１年１０月～平成２２年３月
4 活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

マリ共和国 雨季の増水で通行不能となる現場近隣COCO村の要請により、既設
木造COCO橋の改修を実施し、維持管理行いました。

活動名

地域清掃活動

活動時期 平成２１年１２月
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

新宿区主催 新宿区年末クリーン大作戦に参加しました。
新宿駅周辺の清掃・協力

活動名

現場見学会の実施

活動時期 平成２１年４月～２２年３月（随時）
6

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

調整池の施工現場において、地元幼稚園児によるお絵かき会、小学生による見学
会を実施しました。

活動名

インターンシップ受入の実施

活動時期 平成２１年４月～２２年３月（随時）
7

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要 各大学等からインターンシップを希望する学生を受け入れました。
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活動名

地域の祭り・イベントへの参加・協賛

活動時期 平成２１年４月～２２年３月（随時）
8

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要 現場周辺の地元自治会の秋祭り・各種イベント等に協賛しました。
活動名

現場仮囲のイメージアップ

活動時期 平成２１年１０月～平成２２年３月
9

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

現場仮囲へシールド機の実際の大きさをペイントし、建設現場のイメージアップに取
り組みました。

活動名

財団法人、スポーツ団体への寄付

活動時期 平成２１年４月～２２年３月（随時）
10

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 日本赤十字ほか各種団体への寄付を社会貢献活動協議会を通じて行いました。

活動名：現場見学会（お絵かき会）の実施

活動名：地域清掃活動

活動名：地域協力活動（COCO橋）

活動名：現場仮囲いのイメージアップ
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大豊建設株式会社
活動名

地域環境美化運動「まちかどクリーンデー」

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月（月一回）
1

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
東京都中央区主催、地域の環境美化運動に参加。月一回の実施で、有志の社員
活動概要 が清掃活動を行っています。また、５月のゴミゼロの日には、地域住民の方々と共
に清掃を実施しています。
活動名

東京都中央区新川一丁目東町会と「災害時における援助協定」を締結

活動時期 平成２１年１２月～
2

活動分類 ｄ．災害救援活動
災害発生時に、地域住民への救助活動を行い、被害を最小限に食い止めることを
活動概要 目的とし、H２１年１２月に新川一丁目東町会と協定を締結いたしました。本社社屋
地下には受水槽施設があり、被災者への応急給水用に提供いたします。
活動名

東名高速道路の応急復旧工事

活動時期 平成２１年８月
3

活動分類 ｄ．災害救援活動
Ｈ２１年８月、駿河湾を震源とした地震が発生し、東名高速牧ノ原SA付近の法面が
崩落する事故が発生しました。付近で工事を行っていた現場職員・協力業者が緊
活動概要
急応援に駆けつけ復旧作業に当たりました。５日間という早期の応急復旧工事に
貢献したことにより、NEXCO中日本より表彰状が贈呈されました。
活動名

SELP自動販売機の設置

活動時期 平成２１年４月～
4

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

売り上げの一部を、「社会就労センター（障害などの理由により一般企業に雇用さ
れることが難しい人たちの、リハビリや職業訓練施設）」に寄付しています。

活動名

「旧安田楠雄邸庭園」の清掃活動に参加

活動時期 平成２１年１２月
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

(財)日本ナショナルトラスト保護資産の「旧安田楠雄邸庭園」（東京都指定名勝）の
清掃活動に参加しました。

活動名

地元祭礼への協力

活動時期 平成２１年７月
6

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要 毎年開催されている町会の盆踊り大会への寄付をしました。
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活動名

保育所への玩具等寄贈

活動時期 平成２１年９月
7

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 北海道斜里町立ウトロへき地保育所へ、遊具、絵本の寄贈をしました。
活動名

中学生の職場体験受け入れ

活動時期 平成２１年９月
8

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

秋田県湯沢市立皆瀬中学校の生徒３名が東北支店にて職場体験を行い、支店内
や作業所を見学しました。建設業について、理解を深めてもらうことができました。

活動名：東名高速の応急復旧工事

活動名：東名高速の応急復旧工事 表彰状

活動名：災害時における援助協定締結

活動名：保育所への玩具等寄贈
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株式会社竹中工務店
活動名

竹中育英会による奨学制度の運営

活動時期 通年
1

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

1961年より学生に対する奨学支援を継続しています。（2009年3月現在の奨学生累
計：3,181名） また、将来性のある若い建築系研究者に研究助成も行っています。

活動名

竹中大工道具館の運営

活動時期 通年
2

活動分類 ｂ．教育活動、ｅ．その他 自主プログラム活動
日本伝統の大工道具や関連資料を収集・保存し、さらに研究・展示を通じて後世に
活動概要 伝えていくことを目的として1984年に開設しました。企画展、セミナー及び体験教室
を開催し、2009年7月には開館以来20万人の本館入館者を迎えました。
活動名

竹中大工道具館における体験教室・出張（訪問）授業の実施

活動時期 通年
3 活動分類 ｂ．教育活動、ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

小中学生を対象に、大工道具の使い方を体験してもらうことで、ものつくりの歴史と
未来を考える場を提供しています。

活動名

インターシップの受け入れ

活動時期 通年
4 活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

インターシップの学生を、名古屋・広島の事業所・作業所で受け入れ、施工管理の
実地研修、安全巡回の体験を通じて、建設業に対する理解を深めてもらいました。

活動名

東京本店「GALLERY Ａ4(ｷﾞｬﾗﾘｰｴｰｸﾜｯﾄﾞ)」の運営

活動時期 通年
活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
5

最新のテクノロジーからアート、写真、映像、出版物など、時代の感性を生かした媒
体を通して、「建築」を中心に「文化」や「歴史」「環境」「教育」など様々な「Ａｔｍ
活動概要 osphere」（周辺の事象）への思いを、「建築・愉しむ」企画展を通して伝えています。
・レンズ付フィルムによる写真展 「１００人の築地界隈」
・東京建築士会 第８回「住宅課題賞」入選作品展
他
活動名

竹中技術研究所見学会の開催

活動時期 平成２１年１１月
6

活動分類 ｂ．教育活動、ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

地元印西市の小学生を当社技術研究所に招待し、液状化実験・石造アーチ橋の製
作体験及び、施設の見学を実施しました。

活動名

親子職場見学会

活動時期 平成２１年８月
7

活動分類 ｂ．教育活動、ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

作業所にて、子供向けの職場見学会を開催し、工事現場で実際に行われる作業を
体験してもらいました。
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活動名

「水都大阪２００９」への参画

活動時期 平成２１年８月～１０月
8

活動分類 ｂ．教育活動、ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

「水都大阪２００９」における、子供たちによる橋の模型作りに参画し、橋や建物へ
の理解を深めてもらいました。

活動名

各地の清掃活動への参加

活動時期 平成２１年随時
9

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

広島において「皆生海岸の一斉清掃」、東北において「定禅寺通りまち美化活動」、
九州において「きれいな天神プロジェクト」など、各地の清掃活動に参加しました。

活動名

ａ．社会福祉活動（寄付、献血等）

活動時期 平成２１年 ５月、１０月
10

活動分類 日本赤十字社による献血活動への参加
活動概要 弊社ビル内において、社員有志による献血を実施しました。

活動名：技術研究所見学における石造アーチ制作体験

活動名：親子職場見学会

活動名：皆生海岸の清掃活動

活動名：水都大阪２００９における橋の模型作製
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株式会社竹中土木
活動名

金沢市湖南町の河北潟干拓地内へ防風林帯の苗木を植樹

活動時期 平成２１年３月
1 活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要 環境保全団体「グリーン・アース河北潟」が主催した活動に当社から職員が参加
活動名

東京都：海の森植樹ボランティアへ参加

活動時期 平成２１年９月
2 活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要 クロマツやタブノキなど高さ１ｍほどの苗木約500本を広範囲に植樹
活動名

第二東名清水第二トンネル作業所で現場見学会を開催

活動時期 平成２１年８月
3

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

中日本高速道路㈱の主催の現場見学会を当社作業所にて開催。当日は、地元清
水市の４歳から６７歳の総勢６６名の方々が訪れた

活動名

「クリーンアップなら」へ参加

活動時期 平成２１年９月
4

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

弊社、大阪本店職員及び家族総勢４０名で「クリーンアップなら」へ参加し、奈良公
園の周辺道路の清掃を実施

活動名

「淀川‘わんど’クリーン大作戦」へ参加

活動時期 平成２１年７月
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

淀川公園城北”わんど”地区において「淀川‘わんど’クリーン大作戦」が開催され、
総勢２５名の職員が参加。当日は青空の下、わんど及び周辺の清掃活動を実施

活動名

水源かん養林『水土理ネットの森』下草刈りに参加

活動時期 平成２１年８月
6

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
阿蘇市一の宮町「日の尾原野」こおいて、黒川・白川河川流域水土里ネット連携協
活動概要 議会の主催による、第２回下草刈りが開催され、当社からは九州支店の有志１５名
が参加
活動名

「面河ダムクリーンアップ活動」へ参加

活動時期 平成２１年８月
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

愛媛県上浮穴郡久万高原町の面河ダムで清掃活動があり、当社志河川(しこがわ)
ダム貯水池法面保護工事作業所より職員が参加
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活動名

「土木の日」見学会を開催

活動時期 平成２１年１１月
8

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要 地元の印西市立原山小学校5年生65名を対象に竹中技術研究所の見学会を開催
活動名

「旧安田楠雄邸」の清掃活動へ参加

活動時期 平成２１年１２月
9

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

日建連主催の社会貢献活動の一環として、東京都が名勝している「旧安田楠雄邸」
の清掃活動へ参加

活動名

山口県防府市へ災害支援物資を送りました。

活動時期 平成２１年８月
10

活動分類 ｄ．災害救援活動
活動概要

集中豪雨により多くの被害が出た山口県防府市に、水及び乾パン約７０ケースを災
害支援物資として提供

写真①

写真②

活動名：防風林帯の苗木を植樹

活動名：海の森への植樹活動

活動名：『水土理ネットの森』下草刈りに参加

活動名：災害支援物資を寄贈
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鉄建建設株式会社
活動名

建設技術総合センター見学会

活動時期 平成２２年１月
1

活動分類 ｂ．教育活動
「土木の日」関連事業の一環として、建設技術総合センター（千葉県成田市新泉）で
地元の小学生を招き、見学会（本年で１２回目、今回参加者３８名）を開催しました。
活動概要
この見学会は、子供たちに自分たちの暮らしに関わる建設技術をより身近なものに
感じてもらうために（社）土木学会関東支部と共催で実施しているものです。
活動名

現場見学会

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
2

活動分類 ｂ．教育活動
全国各地の作業所において、地元町内会や小学生など近隣関係者を招いて現場
活動概要 見学会を実施しました。社会生活を支えている建設工事や建設技術に対する理解
を広めるよう努めています。
活動名

鉄道事業者に対する建設技術総合センター内の研修施設の開放

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
3

活動分類 ｂ．教育活動
屋外研修施設等の開所以来、延3,600名以上の社内外の鉄道工事従事者の研修
を実施してきました。平成２１年１１月に新設した研修施設棟は、鉄道工事の安全を
活動概要 より確かなものにし、更なる実体験型の教育研修を行なうため、鉄道工事特有の夜
間工事を想定した実践的な夜間研修や複数日研修への対応を目的とし、２２年度
より本格的に稼動します。
現場周辺の清掃・美化活動
活動名
活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月

4

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

全国各地の作業所において、周辺の地域の方々への貢献活動として工事期間中、
自主的な清掃・美化活動を実施しています。

活動名

千代田区一斉清掃への参加

活動時期 平成２１年６月（６、１１月の２回実施）
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
千代田区の呼び掛けで実施している年２回（６月、１１月）の一斉清掃日に参加し、
活動概要 本社周辺地域の清掃活動を実施しました。２回の活動で延べ８８名の社員が参加し
ました。
活動名

JR天満駅付近の清掃・整理活動

活動時期 平成２１年４月～２２年３月
ｃ．地域コミュニケーション活動
6 活動分類
活動概要

大阪支店では、毎月１回ＪＲ天満駅付近のゴミ収集と自転車置場の整理整頓を自
主的に実施し、清掃・美化活動に努めています。

活動名

衛生週間一斉清掃活動

活動時期 平成２１年１０月
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
衛生週間行事の一環として東北支店管内における東北６県の支店・作業所２７箇
所、３８６人が参加し、10月１日から１０月７日に一斉清掃活動を実施しました。な
活動概要
お、東北支店では継続して仙台市内の錦町公園の清掃活動を実施しております。
また、仙台市の「仙台まち美化サポーター」としての認定証を頂いています。
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活動名

笛吹川沿岸土地改良区での農業水利施設の資源保全活動

活動時期 平成２１年６月
8

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
山梨県の笛吹川沿岸土地改良区においてファームポンドや重要施設物周辺の除
草、清掃、集積作業を実施しました。この活動は昨年度から取組みを開始してお
活動概要
り、平成２１年度は６月、８月、１１月の計３回実施し、笛吹川沿岸土地改良区様より
感謝状もいただきました。
活動名

災害時の事業継続のための訓練実施

活動時期 平成２１年９月
9

活動分類 ｄ．災害救援活動
震度６弱以上の地震が東京で発生したことを想定し、鉄建事業継続計画（BCP)に
活動概要 基づく訓練を実施しました。自社の事業継続とともに、社会インフラの早期復旧体
制の整備に向けた訓練を継続して行っています。
活動名

災害時の地域支援活動

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
10

活動分類 ｄ．災害救援活動
大地震等の災害発生時に、本社ビルに備蓄している非常用物資（食料、飲料水、
活動概要 毛布等）を近隣住民へ提供することを、地元町内会と申し合わせており、いつでも
対応可能な体制をとっています。

写真①

写真②

活動名：建設技術総合センター見学会

活動名：鉄道事業者への施設の開放

写真③

写真④

活動名：東北支店 衛生週間一斉清掃

活動名：農業水利施設の資源保全活動
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東亜建設工業株式会社
活動名

稚魚の放流

活動時期 平成２２年１月
1

活動分類 ｂ．教育活動（体験学習）
福岡県北九州市の関門航路浚渫工事の現場において、田野浦小学校の生徒さん
と一緒に「稚魚の放流」をおこないました。
活動概要
関門海峡に生息する魚の紹介、浚渫工事の説明を行ったあと、現地でカサゴの稚
魚約１万匹を放流しました。
活動名

朝の挨拶運動

活動時期 工事期間中
2

活動分類 ｂ．教育活動
平成２２年２月、大仁中学校の新校舎が、生徒さん、先生方、また地域の方々に支
えられながら、通常の授業を続けながら、１年半にわたる工事を経て完成しました。
活動概要
工事期間中、現場では朝の挨拶運動に参加し、登校する生徒さんを校門で出迎え
ました。
活動名

現場見学会

活動時期 平成２１年６月
3

活動分類 ｂ．教育活動（現場見学）
広島県福山港の航路浚渫工事の現場に、岡山県立笠岡工業高校の生徒さん先生
方をお招きして現場見学会を開催しました。
活動概要
当日は海上からワイドグラブバケットによる浚渫工事を見学し、社会資本整備への
理解を深めていただきました。
活動名

第３２回日本テレビ通り振興会納涼盆踊り大会

活動時期 平成２１年８月
4 活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動（地元祭礼へのイベント協力）
活動概要

日本テレビ振興会主催で実施する納涼盆踊り大会にスタッフとして参加しました。ま
た当社グループ会社が当団体の事務局を担当しています。

活動名

千代田区一斉清掃

活動時期 平成２１年６月、１１月
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動（清掃活動）
活動概要

平成２１年１２月まで本社ビルのあった千代田区が主催する「千代田区一斉清掃」
に合わせて、年２回（６月・１１月）本社ビル周辺の清掃を行いました。

活動名

西新宿ボランティア清掃

活動時期 通年
6

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動（清掃活動）
平成２２年１月の本社が新宿に移転後、「西新宿ボランティア清掃」に参加していま
活動概要 す。これは西新宿エリアの企業や団体が協力し合って月１回清掃を行うもので、本
社が入居する新宿パークタワーの一員として毎回参加しています。
活動名

海外におけるインターンシップの受け入れ

活動時期
7

活動分類 ｂ．教育活動（インターンシップ）
シンガポール・マリーナサウスＩＣＴ事務所では、教育文化活動の一環として、現地
の大学からインターンシップを受け入れています。
活動概要
将来を担う現地の若者に建設業の魅力を伝え、優秀な人材を建設業に確保するこ
とも当社の使命と考えています。
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活動名

マンサニージョの自然環境保全

活動時期
8

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
当社はメキシコ・マンサニージョにおいてＬＮＧ桟橋建設工事を行っています。
活動概要 現場付近の豊かな自然環境を保全する取り組みとして、工事着工前に小動物を捕
獲し安全な場所に移動し、またマングローブを新しい場所に植え替えました。
活動名

エコキャップ活動

活動時期 通年
9

活動分類 ａ．社会福祉活動
ＮＰＯ法人エコキャップ推進協会が推進するエコキャップ活動に参加し、本・支店の
活動概要 オフィスから現場まで全社をあげて取り組んでいます。今年度は２４万５千個余を回
収しました。
活動名

タイ・ラオスに「救援衣類を送る運動」

活動時期 平成２１年１０月
10

活動分類 ａ．社会福祉活動
アジア連帯委員会（ＣＳＡ）が主催する難民キャンプやタイ・ラオスの方々に「救援衣
活動概要 類を送る運動」に毎年参加しています。平成２１年は段ボール箱６３個分の衣類を
送ることができました。

活動名：稚魚の放流

活動名：朝の挨拶運動

活動名：現場見学会

活動名：千代田区一斉清掃
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東急建設株式会社
活動名

マリ共和国への衣料提供

活動時期 平成２１年１１月～平成２１年１２月
1

活動分類 ａ．社会福祉活動
社員から拠出された衣類を西アフリカで救援活動を展開しているＮＧＯ「マザーラン
活動概要 ド・アカデミー・インターナショナル」を通じてマリ共和国へ提供。毎年実施しており、平
成２１年は第１９回目で２２０ケース（６，０３６着）を寄付いたしました。
活動名

エコキャップ運動への協力

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
2

活動分類 ａ．社会福祉活動
ＮＯＰ「エコキャップ推進協会」に協力し、本社ビル内でペットボトルのキャップを収集。
活動概要 ２１年度に再資源化事業者に売却した資金で購入されたポリオワクチン２８．２本分
（５６．４kg)を寄付いたしました。
活動名

インターンシップへの協力

活動時期 平成２１年１２月
3

活動分類 ｂ．教育活動
東京都立深沢高等学校の職業奉仕体験学習（インターンシップ）プログラムに協力し
活動概要 て１年生２名を受け入れ、３日間にわたって、社内会計システムや請負契約書の入力
補助、作業所見学などの研修を行いました。
活動名

海外日本人学校の教育カリキュラム協力

活動時期 平成２１年１１月、平成２２年１月
4

活動分類 ｂ．教育活動
バンコク日本人学校中学部１年生（「交通・電鉄施設」班３４名）に、バンコク地下鉄の
活動概要 総合指令所と車両基地見学会のアレンジ、生徒による発表会での講評を行い、我が
国ＯＤＡによる海外プロジェクトの意義などの学習に協力いたしました。
活動名

環境発表会の開催

活動時期 平成２１年９月
5

活動分類 ｂ．教育活動
環境関連技術の開発やノウハウの蓄積を広く社会に紹介し、研究者との交流や技術
活動概要 系学生のモチベーション向上をはかるため、東京都市大学にて、当社主催の環境発
表会を一般公開いたしました。
活動名

現場見学会の実施（各地）

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
6

活動分類 ｂ．教育活動
当社では常時約４００の作業所が稼働しており、工事説明会や現場見学なども積極
活動概要 的に開催しております。東京支店中延作業所では地元の方々４８名、名古屋支店江
南宮田作業所では小学生７０名が参加する現場見学会を実施しました。
活動名

環境美化・浄化キャンペーンへの参加

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
都市部では渋谷駅周辺清掃（毎月第一火曜日）、宮益地区清掃活動（毎月第４火曜
活動概要 日）、渋谷駅周辺一斉清掃（年２回開催）、農村地域でも愛知県宮田導水路の清掃活
動など（１８箇所）に参加いたしました。
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活動名

がん撲滅キャンペーン「リレー・フォー・ライフ」への協賛と参加

活動時期 平成２１年９月
8

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
国内各地で開催されるがん撲滅チャリティーキャンペーン「リレー・フォー・ライフ」のさ
活動概要 いたま大会（初めての開催）に協賛し、社員約４０名や当社協力会社もボランティアと
して会場図面の作成や設営作業などを行いました。
活動名

災害発生時の社外協力体制の構築と災害対策訓練の実施

活動時期 平成２２年２月（訓練実施）
9

活動分類 ｄ．災害救援活動
大規模災害で被災した道路、鉄道、上下水道、電気などの復旧支援のため、関係省
活動概要 庁、地方自治体、金融機関などとの協定を締結しています。また、事業継続計画に基
づいた社内訓練を実施、渋谷周辺の帰宅困難者誘導訓練にも参加しました。
活動名

東急会活動への参加（東急グループによる社会貢献活動）

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
10

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
東急グループの企業が各地で編成する「東急会」を通じて清掃、講演会、スポーツイ
活動概要 ベント、体験学習などに参加。２１年度は技術研究所で「とうきゅうキッズプログラム」
を実施、無響室での楽器演奏も体験していただきました。

活動名：マリ共和国への衣料提供(No.1)

活動名：バンコク日本人学校カリキュラムへの協力 (No.4)

活動名：宮田導水路の清掃 (No.7)

活動名：リレー・フォー・ライフinさいたまへの参加 (No.8)
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東洋建設株式会社
活動名

豪雨災害の復興に対する支援

活動時期 平成２１年８月
1

活動分類 ｄ．災害救援活動
豪雨により、大きな被害を被った兵庫県佐用町での、災害復旧への協力活動。町
活動概要 道などへ流れ込んだ土砂の撤去や大量のゴミの仮置き場として作業所用地の提供
や、全社的に義捐金を募り佐用町への寄付を行いました。
活動名

海洋こどもエコクラブ活動の支援

活動時期 平成２１年８月
2

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
広島市内及び近郊の学校に通学する小中学生の個人を対象とし、「未来に残そう
青い海」を合言葉に、海の汚れと原因調査、海の生き物の観察、海の環境と生物を
活動概要
守るための活動をとおして、海を大切にする輪を広げる為の活動のサポートを行い
ました。
活動名

小学生への自然環境教育活動支援

活動時期 平成２１年１０月
3

活動分類 ｂ．教育活動
海の不思議、海の面白さを子供達に体験してもらう機会として鹿児島県の小学校を
訪問して出前授業を実施。授業では、浜に棲んでいる生物に直に触れてもらった
活動概要
り、アサリによる浄化実験、アマモ場での生態系について勉強の後、アマモシートを
作りに挑戦してもらいました。
活動名

植樹祭への参加

活動時期 平成２２年２月
4

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

環境美化の取り組みの一環として、地元懇話会が主催する松苗の植樹祭に参加
し、地域とのコミュニケーションを深めました。

活動名

耐震補強構法の技術の紹介

活動時期 平成２１年１０月
5

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
研究所では、長年地元住民や自治体との交流を定期的に図っており、今回は、当
活動概要 社ならびに研究開発が地域社会へ果たしている役割を理解していただくことを目的
に、耐震補強構法の技術説明会を開催しました。
活動名

森の間伐作業体験

活動時期 平成２１年１１月
6

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
「土・干潟・緑・森・・・豊かな暮らしを次の子供達に」よりよい環境づくりに向けた具
活動概要 体的な行動を実践する契機とするための活動として森の間伐を行うボランティアに
当社有志が参加しました。
活動名

古切手、ペットボトルキャップ、未使用カレンダーの収集、送付

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
7 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 社内で収集運動を実施し、ＮＰＯ法人などへ送付。
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活動名

「海守」海外清掃ボランティア ＩＮ 伊万里

活動時期 平成２１年９月
8

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
工事が竣工を迎えるにあたり、地元に対して何らかの貢献をしたいとの思いから、
活動概要 「海守」の企画イベントを提案し、伊万里湾内唯一の砂浜であるイマリンビーチの清
掃活動を行いました。
活動名

共生の森づくりへのイベント協賛

活動時期 平成２２年２月
9

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
大坂湾ベイエリアの堺第７－３区産業廃棄物処分場跡地で、市民、企業、行政が力
活動概要 を合せて、１００ヘクタールの区域を「共生の森」づくりに取り組んでいます。今年度
も、森づくりに参加するボランティアの方々にうどんを提供しました。
活動名

川と海のクリーン大作戦

活動時期 平成２１年１０月
10

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
連携・協議による川づくり～まちづくり等の目的を達成する為に、住民、各種団体、
企業、自治体、河川管理者・海岸管理者が協力して活動を広げていくためのきっか
活動概要
けづくりの場とするために実施され、当社も有志が参加し木曽川河川敷の清掃活
動を実施しました。

活動名：２．海洋こどもｴｺｸﾗﾌﾞ活動の支援

活動名：３．小学生への自然環境教育活動支援

活動名：６．森の間伐作業体験

活動名：９．共生の森づくりへのイベント協賛
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戸田建設株式会社
活動名

大学等の研究機関に対する寄付

活動時期 平成21年4月～平成22年3月
1

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要 各大学の研究教育基金等への寄付
活動名

ＮＰＯ法人「はな街道」への協賛及びボランティアへの参加

活動時期 平成21年4月～平成22年3月
2

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
・クリーンウオークと題して、中央通り沿いの花壇の雑草やゴミを回収し、沿道の美
活動概要 化を図る。
・季節ごとに花壇の花を植え替える。
活動名

内藤記念科学振興財団への寄付

活動時期 平成21年9月
3

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

・人類の疾病の予防と治療に関する自然科学の基礎的研究に賛同し、寄付を実
施。

活動名

インターンシップ実習生の受入

活動時期 平成21年4月～平成22年3月
4

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

各大学の要請に応じ、職場に実習生を受け入れ、就業体験を通じて将来のキャリ
ア形成への理解の為の一助とする。

活動名

財団法人 世界自然保護基金ジャパンへの寄付

活動時期 平成21年6月
5

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

・環境省管轄の特定公益法人として、環境保護活動に取組んでいる「世界自然保
護基金ジャパン」の活動主旨に共感し、１０年前より寄付を継続している。

活動名

京橋地域総合防災訓練

活動時期 平成21年9月
6

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

・本社所在地である中央区京橋地区において、企業と地域住民が一体となっての
震災訓練を実施した。

活動名

山王祭、日本橋京橋祭り等への協力

活動時期 平成21年6月
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

・2年に1回行われる「山王祭り」へ、延べ50人の社員が参加。地域住民と一体となっ
て祭りを盛り上げた。
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活動名

箱根駅伝・東京シティマラソン等への貢献

活動時期 平成21年1月～2月
8

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要 駅伝大会等にて、沿道警備（整理）を地域住民と共に行う。
活動名

「はたらく消防の写生会」応募作品を展示

活動時期 平成21年9月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
9

本社ビル 1階のガラス壁面を利用し、東京都中央区の小学生が描いた絵画の展示
を実施。この企画は、小学生の消防に関する関心を深め、火災予防への参加意識
活動概要
の助長と防火防災意識の高揚を図ることを目的に東京消防庁主催する絵画のコン
クールであり、場所の提供という形で協力を行った。
活動名

古切手、古プリペイドカードの収集

活動時期 平成20年4月～平成21年3月
10

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

古切手、古プリペイドカードを全社的に収集し、（財）緑の地球防衛基金の主催によ
る「砂漠に苗木を植樹する」ボランティアへ貢献。

活動名：はな街道花植え会

活動名：京橋地域総合防災訓練

活動名：「はたらく消防の写生会」

活動名：箱根駅伝沿道警備
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飛島建設株式会社
活動名

四ッ谷駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会参画

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
1

活動分類 ｄ．災害救援活動
・千代田区が推進する帰宅困難者対策向けの地域協力会に、会長会社として参
画。
活動概要
・平成２２年1月１５日に帰宅困難者避難訓練を実施。
・千代田区より「防災貢献者」表彰を受賞
活動名

地域のボランティア活動への参加

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
2

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
・千代田区一斉清掃の日[主催；千代田区]、印旛沼流域一斉清掃[主催；印旛沼水
質保全協議会]、綾瀬川流域クリーンアップ大作戦[主催；綾瀬川清流ルネッサンス
活動概要 地域協議会]等ゴミ拾い等を社員が、ボランティアとして参加。
・その他全国の事業部、作業所で清掃、スポーツイベント等地域ボランティアに参
加。
土木の日に技術研究所を小学生に公開
活動名
活動時期 平成２１年１１月１７日

3

活動分類 ｂ．教育活動
・技術研究所を近隣小学生に公開。
活動概要 ・毎年、土木の日（11月18日）にちなみ、各種実験施設等を公開し、建設業に関する
興味を持ってもらう。
活動名

南極地域観測隊への職員派遣

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
4

活動分類 ｂ．教育活動
・毎年、南極地域観測隊に技術系職員を派遣。現地での施設新築・改修等の技術
指導。
活動概要
・通常、南極での作業は11月～1月、それ以外は、移動および日本国内で準備作業
や報告作業。
活動名

「桜の広場」の開催

活動時期 平成２１年４月４～５日
5 活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
活動概要

・桜の満開時に、千鳥ヶ淵の花見客に本社10階、1階ロビーを一般開放。
・トイレ、休憩所の提供と10階からの眺望を無料提供。

活動名

地震災害発生時の復旧復興支援活動 NPOを支援

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
6 活動分類 ｄ．災害救援活動
活動概要

・NPO国境なき技師団に結成時から積極的に支援を行い、賛助会員として資金的
な援助を行うと共に、社員を参加させ活動支援。

活動名

地震災害発生時の復旧復興支援活動 インドネシア、パキスタンでの支援活動

活動時期 平成２１年６月，１０月，１１月
7

活動分類 ｄ．災害救援活動
・土木学会や国内の大学等と連携し、現地調査や現地技術者への技術指導を実
施。
活動概要
・当該年度は、インドネシア（平成２１年１０月）、パキスタン（平成２１年６月、１１月
の２回）派遣。
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活動名

学校教育支援、学校からの企業訪問の受入

活動時期 平成２１年１１月～平成２２年１月
8

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要 ・九段中等教育学校の教育カリキュラム「都市文化教育」での企業訪問受入。
活動名

・現場見学会開催、周辺の方々と一緒にいろいろなイベント開催

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
9

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要
活動名

・各作業所において、適時、現場見学会を開催し、餅つき等懇親イベントを実施。

地域の福祉まつりへの参加 ボランティアグループによる地震防災に関する公演

活動時期 平成２２年２月１４日
10

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
・技術研究所職員有志のボランティアグループが、地域の福祉まつり（千葉県野田
活動概要 市）で、地震に対する防災意識の向上を目的に、「地震への備え」についての劇や
歌などによる公演を実施。

活動名：千代田区より「防災貢献者」表彰を受賞

活動名：綾瀬川クリーンアップ（一斉清掃）

活動名：野田市福祉まつりでの公演

活動名：土木の日見学会
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株式会社ナカノフドー建設
活動名

国際医療支援活動

活動時期 通年
1

活動分類 ａ．社会福祉活動
「健康をつくる、希望が生まれる」の趣旨にもとづきインドネシア、タイ、カンボジア
などのアジアの途上国で健康と医療の教育・支援を行うことで人々の自立を支え
活動概要
る活動を行っている（認定ＮＰＯ法人）国際医療支援団体 ピープルズ・ホープ・
ジャパンに対する寄付を行っています。
活動名

チャリテーバザーの開催

活動時期 平成２１年４・１０月
活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
2
近隣住民の方との相互コミュニケーションを深めることを目的として、発注者様・協
活動概要 力会社の皆様・当社社員の協力のもとチャリティーバザーを開催いたしました。
２００名を越える参加者の方が集まりイベントを楽しんでいただきました。
活動名

靖国神社の祭事に参加

活動時期 平成２１年７月
3

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
毎年７月約３０万人が参拝する靖国神社の大祭のひとつである「みたままつり」
活動概要 大御輿振りに参加し、九段北三・四丁目町会合同御輿を奉納しました。
靖国神社崇敬奉賛会 会員
活動名

外濠キャンナーレに協賛

活動時期 平成２１年１１月
4

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
外濠キャンナーレとは学生団体が中心となって企画された、外濠公園周辺のライト
活動概要 イベントです。社屋の電気や看板灯を消灯するともに廃油を利用したキャンドルを
灯し、環境問題について考えるキッカケを与えることを目的としています。
活動名

子ども１１０番の家

活動時期 通年
活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
5

子どもたちが犯罪に巻き込まれそうになったときなど、「いざという時」に子どもが
駆け込むことができるのが「こども１１０番の家」です。
当社は「こども１１０番の家」に登録し、子どもが地域社会において安全に安心して
活動概要
健全に自らの心身を育むことができるような社会環境の確保に努めています。
また、毎年九段小学校の生徒から御礼のお手紙をいただき、企業としての責任を
重く受け止め、より良い活動にしたいと考えております。
活動名

麹町消防団

活動時期 通年
6

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
当社は麹町消防団第２分団の団員として７名が所属しており、地域の安全を
守るため町会の方々と協力して日々活動を行っております。
活動概要
また、長年の活動が認められ、麹町消防署長より「感謝状」をいただくことが
できました。
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活動名

地域清掃活動並びに近隣町会活動への参加

活動時期 通年
7

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
東京地区では千代田区一斉清掃に合わせ地域清掃活動を年２回、九段四丁目
活動概要 町会の清掃活動に年２回、計４回参加しています。
仙台・名古屋・大阪・福岡にある各支社においても年１回以上実施しています。
活動名

千代田区美化ウォーク

活動時期 平成２１年１１月
8

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
千代田ボランティアウィークの企画である千代田美化ウォークに参加し、
飯田橋を中心に清掃活動と「日本橋川・神田川に清流をよみがえらせる会」
活動概要
の取り組みＥＭ団子（ヘドロを分解する有用微生物郡）を神田川へ投入しま
した。
活動名

災害時協力協定

活動時期 通年
9 活動分類 ｄ．災害救援活動
活動概要

近隣９社と災害時協力協定を締結
合同訓練を実施

活動名

「海の森」植樹活動

活動時期 平成２１年 ９月
10

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
東京都港湾局主催の「海の森」植樹イベントに参加
活動概要 タブノキ、スダジイ、エノキ、クロマツ等の苗木を中央防波堤内側埋立地
へ植樹しました。

活動名：２ チャリティーバザーの開催

活動名：５ 子供１１０番の家

活動名：６ 麹町消防団活動

活動名：１０ 「海の森」植樹活動
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西松建設株式会社
活動名

AEDの設置と講習会の実施

活動時期 平成２１年４月
1

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

北海道の現場においてAEDを設置。地域の緊急時にも役立ててもらうため、工事関
係者及び地域住民の参加によるAED講習会を開催しました。

活動名

エコキャップ回収運動

活動時期 平成２１年４月～
2

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

ペットボトルのキャップを回収し、ＮＰＯ法人（エコキャップ推進協会）を通じて世界の
子供にワクチンを贈る活動に参加しています。

活動名

アルミ缶回収運動

活動時期 平成２１年８月～
3

活動分類 ａ．社会福祉活動、ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

岐阜県の現場においてアルミ缶回収運動を実施。アルミ缶の売却金にて物品（地
域福祉施設の希望する物）を購入し、施設へ寄付しています。

活動名

高校生へのダム現場見学会

活動時期 平成２１年１２月
4 活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

佐賀県・嘉瀬川副ダムにおいて、隣県の高校生（約６０名）に現場見学会を実施しま
した。

活動名

紅イモ収穫体験活動

活動時期 平成２１年１１月
5

活動分類 ｂ．教育活動、ｃ．地域コミュニケーション活動
沖縄県伊江村においてJVが借地管理する「わらびんちゃー農園」にて、地元役場及
活動概要 び保育所の協力のもと、地元園児（約４０名）を対象とする農業体験活動を実施しま
した。
活動名

赤ぼしの丘ギャラリー

活動時期 平成２１年８月
6

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

岐阜県の現場において、地域小学校の協力のもと、小学生の絵画を現場仮囲いに
展示し、「赤ぼしの丘ギャラリー」と名付けました。

活動名

ヒガンバナ球根植付ボランティア

活動時期 平成２１年８月
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

大分県杵築市山香町における「一目・群生・花」プロジェクト事業として、大分農業
文化公園でのヒガンバナ球根植付ボランティアに参加しました。
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活動名

「新生西松の日」 清掃・植栽活動

活動時期 平成２１年１１月
8

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

「新生西松の日」として、清掃活動及びプランターによる植栽活動を、全国一斉に実
施しました。

活動名

「やめよう！歩行喫煙キャンペーン」への参加

活動時期 平成２２年１月
9

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

港区芝地区主催の「やめよう！歩行喫煙キャンペーン」に参加し、喫煙マナー（歩き
煙草の禁止）を訴えるティッシュ配布と、ゴミ拾い清掃を行いました。

活動名

除雪ボランティア

活動時期 平成２２年２月
10

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

北海道・新十津川町吉野地区において、診療所屋根の雪下ろし、及び住宅地周辺
の除雪を行いました。

活動名： アルミ缶回収活動

活動名： 紅イモ収穫体験活動

活動名： 赤ぼしの丘ギャラリー

活動名： 「新生西松の日」 清掃・植栽活動
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株式会社ＮＩＰＰＯ
活動名

自転車ロードレース競技の振興

活動時期 昭和62年～平成21年度
活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
1

日本最大の自転車ロードレース競技「ツール・ド・北海道」に昭和62年の第１回大会
から継続して協賛と自社チームの参戦を続けています。平成21年の第23回大会で
活動概要 は、旭川市をスタートし、5日間で延べ705kmを走破し、当社チームは団体総合６位
の成績を収めました。この他、ツアーオブジャパン、ジャパンカップ等シーズンを通じ
て数々の大会へも参戦し、自転車競技の振興をお手伝いしています。
活動名

清掃・美化活動

活動時期 通年
2

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
全国各地の事業所で、当社単独または自治会等と共同で、定期的に事業所周辺
活動概要 の道路、側溝、河川、公園、空地の除草、ゴミ・落ち葉拾い等に従業員が多数参加
し、地域社会の環境の維持向上に貢献しています。
活動名

子供110番の家・店

活動時期 通年
3

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

事務所を緊急避難場所として登録し、地域の防犯活動の一端を担っています。（山
形、埼玉、新潟等各管内の事業所）

活動名

地域イベントへの協力

活動時期 通年
4

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
全国各地の事業所では、地域で行われる祭り・花火大会・交通安全キャンペーン等
のイベントに、寄付金のほか、駐車場・トイレ・会議室の提供、会場設営・運営・場内
活動概要
整備・街頭指導のお手伝いや、重機・車両、カラーコーン等の物品の貸与等様々な
形で、地域の活性化のお役に立っています。
活動名

献血

活動時期 通年
5

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 全国各地の事業所で、様々な形で、献血に協力しています。
活動名

施設・工場見学会、測量体験の開催

活動時期 通年
6

活動分類 ｂ．教育活動
各地の試験所・アスファルト合材工場、出張所で、地域の中学校・工業高校生等を
活動概要 対象に、試験設備や工場見学の実施、測量器具の操作体験、舗装に関する講義
等を実施し、業界に関する理解を深めていただきました。
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活動名：自転車（ツールド北海道大会）

活動名：子供110番ステッカー

活動名：地域イベント（キャンドルナイト）

活動名：地域イベント（交通安全）
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日本国土開発株式会社
活動名

使用済み切手・プリペイドカード・プルタブなどの収集、寄贈

活動時期 随時
1 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要 社会福祉施設、ジョイセフなどへ使用済み切手等を寄贈。
活動名

エコキャップ運動

活動時期 随時
2 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

使用済みペットボトルのキャップを回収し、NPO法人（エコキャップ推進協会)へ送
付。

活動名

就業体験（インターンシップ）

活動時期 平成２１年７月、８月、１１月
3

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

都内及び名古屋地区の建築現場において、高校生の就業体験を実施。
大学からの研修生（インターンシップ）受け入れ。

活動名

現場見学会

活動時期 平成２１年７月
4

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要 名古屋支店管轄の建築現場において高校生対象の現場見学会開催。
活動名

東日本建築教育研究会への協賛

活動時期 平成２１年８月
5

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

さいたま市で開催された第５９回東日本建築教育研究会総会・研究協議会埼玉大
会への協賛。

活動名

大学院への非常勤講師の派遣

活動時期 平成２１年６月
6

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

大学院へ非常勤講師を派遣し、理工学研究科の学生を対象に、風力発電設備の
支持物構造設計やそれに関わる技術課題についての講義を実施。

活動名

地域の清掃活動等への参加

活動時期
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
仙台まち美化サポーター活動（平成16年より毎月）。「クリーンおおさか2009」への
参加。「赤坂青山 美しいまち マナーのまち」キャンペーンへの参加。研究施設のあ
活動概要
る工業団地内の街路樹歩道の清掃。農業用水路の草刈（九州）。現場周辺の清掃
など。
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活動名

福祉施設のイベントへの協賛・参加

活動時期 平成２１年１１月
8

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

名古屋支店近隣の福祉施設の地域交流行事に協賛し、会場ステージの設営を行う
とともに、バザーへの商品提供を行い、行事へボランティア参加した。

活動名

地元祭礼等への協賛金・参加協力

活動時期 平成２１年８月、９月
9

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
愛川町勤労感謝祭（神奈川）への協力（８月）、赤坂氷川まつりへの協賛ならびに参
活動概要 加協力（９月）、榎ふとん太鼓秋季祭（大阪）への協力（９月）、地元の体育祭（大阪）
への協力（９月）。
活動名

除雪活動（国道246号）へ協力

活動時期 平成２２年２月
10

活動分類 ｄ．災害救援活動
活動概要 国道２４６号線の除雪活動へ参加

活動名：エコキャップ運動

活動名：現場見学会

活動名：クリーン大阪2009

活動名：除雪活動協力
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株式会社間組
活動名

「第28回明治神宮薪能」奉納協賛

活動時期 平成２１年１０月
1

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
活動概要
活動名

伝統芸能の継承と能楽振興の一助になればと、毎年、奉納協賛している。
あおもり農業農村支援ＣＳＲ活動

活動時期 平成２１年１０月
2

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

鯵ヶ沢町（青森県西津軽郡）のりんご園で、りんご収穫作業を手伝うボランティア
活動を行った。

活動名

農地・水・環境保全向上対策の共同活動

活動時期 平成２２年 １月
3

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

つくば市南筑波土地改良区で、枯れ草の処理と用水路の清掃活動を地元の皆さ
んと共同で行った。

活動名

現場見学会

活動時期 平成２１年１１月
4

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

鹿児島市内にある工業高校の新入生を、当社施工のトンネル工事現場に招いて
現場見学会を行った。今回で3回目となり、恒例行事になった。

活動名

当社広島支店周辺清掃活動

活動時期 通年（毎月１回）
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要
活動名

毎月1回、当社広島支店の周辺及び避難場所を清掃している。
「土木の日」の技術研究所見学

活動時期 平成２１年１１月
活動分類 ｂ．教育活動
6
活動概要

「土木の日」にちなんで毎年11月、当社技術研究所（茨城県つくば市）に近隣の小
学生を招待し、土木学会関東支部と共催で見学会を行っている。
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活動名

歳末献血協力

活動時期 平成２１年１２月
7

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要
活動名

毎年、本社や支店などで、有志が赤十字による献血活動に協力している。
使用済み切手・カードの寄贈

活動時期 平成２１年１２月
8

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

毎年、全社で収集した使用済み切手・カードを社会福祉法人に寄贈している。

活動名：「第28回明治神宮薪能」奉納協賛

活動名：あおもり農業農村支援ＣＳＲ活動

活動名：農地・水・環境保全向上対策の共同活動

活動名：「土木の日」の技術研究所見学
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株式会社長谷工コーポレーション
活動名

現場仮囲い「お絵かき会」の実施

活動時期 平成２１年９月
1

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
当社が施工した「ローレルコート津田沼（船橋市前原西）」の仮囲いに、現場周辺に
住んでいる幼稚園児やマンション購入希望者の子供たちが絵を描く「お絵かき会」
活動概要
を行いました。子供１８名、大人１３名が参加し、近隣住民とのコミュニケーション
ツールとして活用されました。
活動名

保育園児現場一周ツアーの実施

活動時期 平成２１年１２月
2

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
当社が施工する「UR豊四季台（建替）第一期後工区（柏市豊四季台）」現場周辺の
豊四季台保育園の園児を対象として現場一周ツアーを行いました。日頃の感謝の
活動概要 気持ちを込めて、将来を担う子供たちにものづくりの現場を知ってもらうことを目的
としたものです。保育園児１２０名、先生２名が参加し、当日の様子を描いた絵を仮
囲いに掲示しました。
「マンション打ち水大作戦」の実施
活動名
活動時期 平成２１年７月～平成２１年８月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動

3

当社グループの長谷工コミュニテイ等の管理会社が中心となり「マンション打ち水大
作戦」を実施しました。長谷工グループが管理を受託しているマンションの居住者に
活動概要 よる豊かなコミュニティ創造を支援することを目的としたものです。期間中421物件・
31,477世帯が参加し、お風呂やシャワーの残り水などを二次利用して地球にやさし
い打ち水を行いました。
活動名

地域清掃活動への参加

活動時期 平成2１年11月(ｸﾘｰﾝ大阪2009）、平成21年8月、平成22年2月（歩行喫煙防止ｷｬﾝﾍﾟｰ
4

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
昨年に続き大阪市主催の一斉清掃活動「クリーンおおさか2009」に参加し、平野町
ビル周辺の公開空地、道路を清掃しました。また東京都港区主催の歩行喫煙防止
活動概要 キャンペーンにも昨年に続き参加しました。キャンペーンは、芝本社ビルのある芝
地区で、通行人への歩行喫煙の防止の呼び掛けと吸殻等のごみ拾いを行いまし
た。
活動名 ペットボトルキャップの回収運動
活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月

5

活動分類 ａ．社会福祉活動
再資源化促進によるCO2発生抑制とキャップ売却益で世界の子供たちにワクチン
を届けることを目的に事務所、建設現場、管理を受託しているマンションの居住者
活動概要
を対象にペットボトルキャップの回収運動を行っています。2009年度は1,385万個
（ワクチン17,312人分）を回収しました。
活動名

プルトップ収集運動

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
6

活動分類 ａ．社会福祉活動
社会貢献活動の一環として建設作業所も含め、プルトップの収集運動を行っていま
す。プルトップ800kg（ドラム缶9本分）で車椅子1台と交換できます。2009年度は128
活動概要
ｋｇ（累計419ｋｇ）をボランティア団体の環公害防止連絡協議会関西支部に送りまし
た。
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活動名

献血に協力

活動時期 平成２１年７月～平成２２年３月
7 活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

東京、大阪地区で赤十字血液センターの献血を実施し、442名の社員が献血に協
力しました。

活動名

使用済み切手・カード類の寄付

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
8 活動分類 a．社会福祉活動
活動概要

使用済み切手5.6kg、使用済みカード類486枚を回収し、港区社会福祉協議会みな
とボランティアセンターに寄付しました。

活動名

使用済携帯電話回収キャンペーン

活動時期 平成２１年７月～平成２１年８月
9

活動分類 ａ．社会福祉活動
携帯電話端末は、様々な種類の金属が使われており、その回収リサイクルは、地
活動概要 球環境保護のために必要といわれています。当社では電気通信事業者等が主催
する使用済携帯電話回収キャンペーンに協力し233台回収しました。
活動名

中学生企業訪問活動受け入れ

活動時期 平成２１年１１月
10

活動分類 ｂ．教育活動
芝本社ビルで、子供たちに夢や進路、職業についての考える機会を与え、未来設
計の一助となるための企業訪問学習の受け入れを行いました。茨城県つくば市の
活動概要
中学生6名が来社し、マンションの施工方法や構造、分譲マンションの所有の仕組
みなどについて理解してもらいました。

活動名：現場仮囲い「お絵かき会」

活動名：保育園児現場一周ツアー

活動名：マンション打ち水大作戦

活動名：「クリーンおおさか2009」に参加
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株式会社ピーエス三菱
活動名

災害救援活動

活動時期
1

活動分類 ｄ．災害救援活動
熊野市新鹿町における平成２１年９月２８日豪雨および台風１８号対策に関し人員
活動概要 の手配資機材の提供を迅速かつ適切に熊野市消防団新鹿分団と協力して家屋浸
水災害を未然に防いでおります。
活動名

現場見学会

活動時期
2

活動分類 ｂ．教育活動
当社では、学生を対象にした現場見学会から、発注者、コンサルタント、学会など専
活動概要 門的な現場見学会に至るまで、当社が保有する先駆的で創造的な技術を用いた土
木・建築工事の現場を公開しています。
活動名

体験学習

活動時期
3

活動分類 ｂ．教育活動
小学生向けの見学会では、コンクリートに投入する砕石に願いを書き込み型枠に
投入するイベントや、箱桁橋の内部に入ってコンクリート面に好きなことを書くという
活動概要
イベントなども実施しており、好評を得ています。現場見学会以外にも、体験学習な
ど、地域で企画した教育関連行事にも積極的に参加しています。
活動名

クリーン活動

活動時期
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
工事作業所や工場といった「モノ造り」の拠点では、地域社会や行政機関と協力し
て清掃による生活環境の美化活動に参画しており、ほぼ全ての工事作業所・工場
4
で実施しています。このほか、本社所在地の東京都中央区では、毎月１０日前後に
「まちかどクリーンデー」を設定しており、地域住民や企業に呼びかけて、きれいで
活動概要 快適な街づくりを目的とした活動を実施しています。当社もこれへの参加を決定し、
０７年７月から、就業時間前の３０分間、ボランティアとして清掃活動にあたっていま
す。平成２１年度においては、２２年３月までに１１回の実施で延べ２２９名の参加が
ありました。２２年度においても、引き続き、積極的にクリーン活動を実施していきま
す。
活動名

地域コミュニケーション

活動時期
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
事業所からの寄付金や工事作業所の地域貢献活動は例年通り実施しております。
なかでも、新里川橋下部工左岸工事作業所では、２０年７月に引き続き地域の小学
活動概要
校へのプール清掃活動あるいは産廃処理等、積極的な地域貢献に取り組んでおり
ます。
活動名

高専・大学への講師派遣

活動時期
6

活動分類 ｂ．教育活動
高専・大学に技術者を講師として派遣。土木・建築でも特化した技術であるＰＣ技術
活動概要 を講義。幅広い学生にＰＣ技術の良さを知ってもらうことを目的とし、例年実施して
いる。

83

活動名

地元祭礼への協力

活動時期
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

各工事作業所・工場・支店・営業所周辺の祭礼の協賛を行った。参加型イベントに
は、職員を派遣し、地域とのコミュニケーションに努めている。

活動名：クリーン活動

活動名：クリーン活動

活動名：現場見学会

活動名：現場見学会
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株式会社フジタ
活動名

見学会（福島・郡山駅前再開発作業所）

活動時期 平成２１年４月
1

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

福島県立テクノアカデミー郡山職業能力開発校の建築科2年生18名と教師1名が、
学生の能力向上を目的として当作業所を見学。

活動名

講師派遣（広島・広島工業大学）

活動時期 平成２１年６月
2

活動分類 ｂ．教育活動
広島工業大学において、学生が漠然とイメージしている「社会人として働く自分像」
を具体化し、業界研究に対する意識を高めていくことを目的とした建築工学科３年
活動概要
生対象の選択科目「職業教育」に、建築系職員を講師として派遣。施工管理の仕事
を中心テーマとして講義を実施。
活動名

ごみゼロ・クリーンウォークに参加（広島）

活動時期 平成２１年６月
3

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
広島市内中心部のごみを拾って歩き、みんなで街をきれいにする「散乱ごみ追放
キャンペーン」の一環として毎年行われている、きれいなひろしま・まちづくり市民会
活動概要
議（広島市）主催の「ごみゼロ・クリーンウォーク」に参加し、約１時間ごみを拾って歩
きました。
見学会（宮崎・野地トンネル作業所）
活動名
活動時期 平成２１年７月

4

活動分類 ｂ．教育活動
作業所近隣の松尾小学校と松尾中学校の生徒を対象とした現場見学会を実施。全
校生徒51名と先生や地元の方々を合わせ75名が参加した。坑内見学、掘削機械
活動概要
のデモを行い、後日中学生からは感想等をまとめた文集を小学生からは作業所の
絵をいただいた。
東名高速道路の緊急災害復旧工事（静岡）
活動名
活動時期 平成２１年８月

5 活動分類 ｄ．災害救援活動
活動概要

駿河湾を震源地とする震度６弱の地震により崩壊した東名高速道路上り線の復旧
工事に職員を派遣。２４時間体制で工事を行い、５日弱で無事故で完了した。

活動名

台風災害義援金を寄贈（兵庫）

活動時期 平成２１年９月
6

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

８月に台風９号で大きな被害に遭われた兵庫県佐用町住民を支援するため、職
員、協力会社を対象に義援金募金を実施し、佐用町へ寄贈した。

活動名

「大江川クリーン作戦」に参加（名古屋）

活動時期 平成２１年１１月
7

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
グラウンドワーク一宮実行委員会主催の第11回「大江川クリーン作戦」に参加。子
活動概要 供から高齢者まで、地域住民・行政・企業から約600人のボランティアが参加し、大
江川の約２㎞にわたって川の中と沿道のごみ拾いを行った。
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活動名

見学会（海外・上海）

活動時期 平成２１年１２月
8

活動分類 ｂ．教育活動
上海日本人学校浦東小学校５，６年生を対象に、現在施工中の日本人学校浦東校
活動概要 ２期工事の見学会を実施。自分たちが今後使用する校舎であり、非常に興味を
持って見学をしていた。
活動名

法科大学院生のエクスターンシップを受け入れ（東京）

活動時期 平成２２年２月
9

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

企業法務の実習を行うエクスターンシップとして、法科大学院生１名が３週間法務
部で研修を行った。

活動名

地元祭礼への協力（全国各地域）

活動時期
10

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

本社、各支店、各作業所、各営業所周辺の祭礼への協賛を実施。例祭などには職
員も積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図っている。

活動名：「大江川クリーン作戦」参加

活動名：地元祭礼へ参加

活動名：東名高速災害復旧工事

活動名：作業所見学会
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株式会社不動テトラ
活動名

エコキャップ運動

活動時期 平成21年（通年）
1

活動分類 ａ．社会福祉活動
ＮＰＯ法人エコキャップ推進協会による「ペットボトルのキャップを集めて世界の子供
たちにワクチンを届ける」活動の趣旨に賛同し活動に取り組んでいます。
活動概要
平成21年度実績：50,040個（ポリオワクチン：約63人分、CO2の発生抑制：約394kg
に換算されます）
活動名

書き損じハガキの寄付

活動時期 平成21年9月
ａ．社会福祉活動
2 活動分類
活動概要

北関東支店において書き損じハガキをジョセイセフに寄付しました。（書き損じハガ
キは換金され、海外輸送費に充てられます。）

活動名

ＡＥＤの寄贈

活動時期 平成21年3月
3

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

「小名浜港東港地区岸壁（－14ｍ）裏込工事」の竣工に伴い、同工事現場休憩場に
設置していたＡＥＤ一式を同地区鹿島公民館に寄贈しました。

活動名

自然再生植樹への参加、シンポジウムへの協賛

活動時期 平成21年7月～10月
4

活動分類 ｂ．教育活動、ｃ．地域コミュニケーション活動
NPO法人茨戸川環境市民フォーラムの実施する自然再生植樹に参加し、石狩川公
園にてあいの里西小学校の児童と一緒にエゾニワトコ、ヤマグワの種取り、苗作
活動概要
り、植樹を行いました。また同フォーラムが主催するシンポジウム「自然、景観、そし
て文化をめぐる座談会」へ協賛しました。
活動名

現場見学会の開催

活動時期 平成21年9月
5

活動分類 ｂ．教育活動
新潟西海岸において、地元新潟市立湊小学校の児童を招き、離岸堤に据付予定の
テトラポッドに絵を描くイベントを開催しました。約100名の児童が思い思いの絵を描
活動概要
いた25ｔ型テトラポッド5個は据付完了後に水中写真を撮影し、その様子を児童に紹
介しました。
活動名

中学校文化祭へのテトラポッド型枠等の提供

活動時期 平成21年11月
6

活動分類 ｂ．教育活動
愛知県幡豆町立幡豆中学校の文化祭に1ｔ型テトラポッド型枠、テトラポッド型のキャ
活動概要 ンドル作り用の型枠、釣りゲーム用のテトラポッド消しゴムを提供し、消波ブロックの
重要性・必要性を理解してもらうとともに、テトラポッドに親しんでいただきました。
活動名

漁港整備事業の説明とテトラポッド型のろうそく作り体験教室の開催

活動時期 平成21年12月
7

活動分類 ｂ．教育活動
中部県土整備部の主催で鳥取県東伯郡湯梨浜町泊村の地域公民館において、泊
活動概要 漁港地区の子供たちを招いた漁港整備事業の説明とテトラポッド型のろうそく作り
体験教室を開催しました。
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活動名

地域清掃活動への参加

活動時期 平成21年（通年）
8

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

全社において、各事業所、作業所周辺の地域清掃活動へ参加しました。
（写真は「環境の日」ひろしま大会のものです。）

活動名

釧路港舟漕ぎ大会への協力

活動時期 平成21年8月
9

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

釧路の港まちづくりに貢献するために企画された第５回「釧路港舟漕ぎ大会」への
協賛、競技の進行や警備のスタッフとして大会運営に協力しました。

活動名

地域火災の初期消化

活動時期 平成21年10月
10

活動分類 ｄ．災害救援活動
東京都荒川河川敷の草むらで学生たちの火遊びから発生した火災を当社社員が
協力会社の社員とともに散水車で消火活動を行い無事に消し止めました。後日、実
活動概要
施された荒川下流河川事務所岩淵出張所の安全パトロール終了後、感謝状をいた
だきました

活動名：4自然再生植樹への参加

活動名：5現場見学会の開催

活動名：7テトラポッド型ろうそく作り体験教室

活動名：8地域清掃活動への参加
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株式会社本間組
活動名

新潟県社会福祉協議会へ歳末チャリティー募金

活動時期 平成２１年１２月
1

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

当社と協力会社と合同で、毎年末に新潟県社会福祉協議会へ歳末チャリティー募
金を実施している。

活動名

インターンシップの受け入れ

活動時期 平成２１年９月
2

活動分類 ｂ．教育活動
新潟大学工学部建設学科１年生４名のマーケットインターンシップに協力。土木・建
活動概要 築事業の解説から始まり、設計・積算から施工に至るまでの過程を説明し、現場見
学を行った。学生のキャリア形成に対する意識づけとなるカリキュラムとなった。
活動名

小学生の現場見学会を実施

活動時期 平成２２年２月
3

活動分類 ｂ．教育活動
当社施工中の両郡橋撤去工事（新潟市）の現場において、地元小学校３年生と特
別支援クラスの児童４０名の参加による現場見学会を行った。この見学会は、小学
活動概要
生の総合学習の一環であり、地元で行われている工事現場を見学することで地域
に対する理解や愛着を深め、後世に伝えていくことを目的としている。
活動名

カンゾウ定植のボランティア作業

活動時期 平成２１年４月
4

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
平成２１年４月１９日、新潟県佐渡市大野亀にて佐渡両津海府観光協会主催の「カ
ンゾウの定植作業ボランティア」に当社社員が参加し、カンゾウ５００鉢の鉢上げ作
活動概要
業と大野亀台地に５０００本のカンゾウ苗を定植した。平成９年より行われているこ
の活動により、大野亀地区はカンゾウの花が咲く黄金の大地に近づきつつある。
活動名

海岸清掃

活動時期 平成２１年７月
5

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

毎年７月に行われる神奈川県横須賀市馬堀海岸の海岸清掃活動に、ボランティア
として当社社員が参加している。

活動名

海岸清掃

活動時期 平成２１年６月
6

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

毎年７月の「海の日」を記念して山形県酒田港で実施される海浜清掃活動に、ボラ
ンティアとして当社社員が参加している。

活動名

棚田周辺の散歩道の草刈り

活動時期 平成２１年８月
7

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
福岡県うきは市葛篭地区つづら棚田にて、うきは市主催のボランティア活動に当社
活動概要 社員が参加した。平成２１年９月に開催される「棚田ｉｎうきは彼岸花めぐり」に合わ
せ、棚田周辺の散歩道（森林セラピーロード）の草刈りを行った。
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活動名

地域清掃

活動時期 通年（毎月１回）
8

活動分類 Ｃ．地域コミュニケーション活動
当社の社員寮がある大阪府西宮市甲子園口北町地域において、毎月１回、公園
活動概要 ２ヶ所とＪＲ甲子園口周辺の清掃活動を実施している。地域の方々にも喜んでいた
だいており、２月には地域イベントに招待された。
活動名

除雪活動

活動時期 平成２２年２月
9

活動分類 ｄ．災害救援活動
平成２２年２月４日・５日の二日間で新潟市では昭和５９年以来の大雪（最大積雪８
１センチ）を記録した。二日間で、雪に埋もれた社屋をはじめ、近隣の歩道、地元小
活動概要
学校の玄関や駐車場を社員総出で除雪し、近隣住民や小学生の安全確保に努め
た。
活動名

新潟北部開発協議会の活動

活動時期 通年
10

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
新潟北部開発協議会の事務局として、地域活性化のための陳情や、行事開催に対
する支援活動を行っている（例：地元小学校の新春マラソン大会や卒業記念もちつ
活動概要
き大会、夏祭りでの灯篭流しなど）。また、年６回地元住民へ無料配布している機関
紙「よみがえれ！わが町」（１回あたり３４００部発行）の制作・配布も支援している。

活動名：インターンシップの受け入れ

活動名：小学生の現場見学会

活動名：カンゾウ定植のボランティア作業

活動名：除雪活動
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前田建設工業株式会社
活動名

障がいをもつ人たちのアートを社内報などに採用

活動時期 平成４年～
1

活動分類 ａ．社会福祉活動
障がいをもつ人たちの自立支援のため、彼らが制作するあたたか味のある作品を
社内報やカレンダー、CSR報告書に使い、そのすばらしさを多くの人々に伝えてい
活動概要
る。また、社会福祉法人との協働でノベルティを制作し、様々な催し物などで利用し
ている。
活動名

東京大学での寄付講座、AAスクールでの講座「MAEDAワークショップ」開設

活動時期 平成１４年～
2

活動分類 ｂ．教育活動
芸術文化や学術発展に寄与するため、様々な支援を行っている。東京大学では、
平成１４年より寄付講座を開設。平成１９年からは２講座を開設。また、イギリスの
活動概要
建築学校「AAスクール」では、平成１０年より「MAEDAワークショップ」開設。平成２１
年は第１０回を開催。
活動名

（財）前田記念振興財団、奨学育英財団（財）樫の芽会への支援

活動時期 平成５年～
3

活動分類 ｂ．教育活動
土木、建築工学分野に関する学術研究を助成し、振興を図ることを目的として（財）
活動概要 前田記念振興財団を支援。また、諸事情により就学が困難な学生に対し、奨学援
助を行い、社会に有用な人材を育成することを目的とする（財）樫の芽会を支援。
活動名

インターンシップの受け入れ

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
4 活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

本・支店、作業所（海外含む）において、学校や諸機関の要請を請け、学生および
教員のインターンシップの受け入れに協力し、実務を経験してもらっている。

活動名

現場見学会やお祭りなどの地域イベントの準備協力・参加

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
作業所（海外含む）において、現在施工している工事の内容を伝えるため、また、建
設業を理解してもらうため、近隣の方々、学生などを対象として、現場見学会を開催
活動概要 している。（118件） また、本・支店、作業所（海外含む）において、社会や地域の
方々との双方向のコミュニケーションを推進するため、地域のお祭りなどのイベント
への協力・参加している。（101件）
中国・九州北部豪雨による国道寸断の復旧作業への協力
活動名
活動時期 平成２１年７月

6

活動分類 ｄ．災害救援活動
中国・九州北部豪雨により、多数の土砂崩落災害が発生し国道が寸断され、キャン
プ地に数十名が取り残されるなど、幹線道路として機能を果たせない状況となっ
活動概要
た。そこで現場の人員と建設機械を無償で提供して、国道部の早期開通と復旧作
業を、夜を徹して行い、キャンプ地に取り残された方々を無事救出した。
活動名

社有施設の開放、光が丘J.CITYアート展の開催

活動時期 平成２２年２月
7

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
光が丘本社J.CITYでは、J.CITY内の施設を地域の文化・スポーツ活動に開放、地
活動概要 元の交流の場として利用されている。また、「第４回光が丘アート展」を地域の方々
との協働で開催、さまざまなジャンルの作品を展示した。

91

活動名

東京都「海の森プロジェクト」への募金と植樹ボランティア

活動時期 平成２１年１０月 平成２２年３月
8

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
東京都の「海の森募金」に賛同し、寄付を行った。また、この寄付金で購入した苗木
の植樹ボランティアにも参加し、ごみの埋め立てでできた島を緑の森にする活動に
活動概要
協力している。平成２１年１０月（社員と家族５０名参加） 平成２２年３月（社員と家
族１５名参加）
活動名

地球への配当によるセイロン象の保護

活動時期 平成２２年３月～
9

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
前田建設では連結純利益の２％を地球への配当として地球環境に貢献する事業外
活動に拠出している。その拠出の一つとして、スリランカでのセイロン象の保護を
活動概要
行っている。具体的には親をなくしたセイロン象の子どもの保護育成と、野生に帰す
プロジェクトの支援。
活動名

前田エコポイント制度（Me-pon）を利用した社員とその家族の貢献活動

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
10

楽しく環境や社会に貢献するしくみとして前田エコポイント制度（Me-pon）を運用して
いる。社員と家族が環境活動や社会貢献活動を行うとポイントを付与する。社員と
活動概要 その家族は貯まったポイント数に応じてフェアトレード商品など社会に貢献する商品
に交換できる。平成２２年３月までに社員１,１６８人、家族４７８人が制度に参加して
棚田体験や植樹、エコプロダクツへの来場などの活動を行っている。

活動名：小学生に対する現場見学会

活動名：国道の復旧作業

活動名：海の森植樹ボランティア

活動名：セイロン象の保護
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松井建設株式会社
活動名

社屋周辺地域の清掃

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
1

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動（清掃・美化活動）
年度を通じて、各支店・本社ビル周辺地域の清掃活動を月１回実施した。また、本
活動概要 社では中央区のゴミゼロの日（5月30日）の活動に合わせて、清掃する公共の場所
を毎年決めて実施している。
活動名

エコキャップ推進運動

活動時期 平成２１年４月～平成２２年３月
2

活動分類 ａ．社会福祉活動（寄付）
活動概要

本社･東京支店ビルにてペットボトルのキャップ収集により、発展途上国にポリオワ
クチンを届ける活動に協力している。

活動名

トライやる・ウイーク参加

活動時期 平成２１年６月
3

活動分類 ｂ．教育活動（現場等体験学習）
活動概要

西宮市立浜脇中学校主催の生徒による社会体験推進活動に参加した。３名の中
学生に建築現場での作業の一部を体験してもらった。

活動名

日本橋中学校「職場体験」

活動時期 平成２１年９月
4

活動分類 ｂ．教育活動（現場等体験学習）
活動概要

中央区立日本橋中学校の生徒に、設計業務の体験として生徒たちの母校である日
本橋中学校の模型作成を体験してもらった。

活動名

川越城本丸御殿の現場見学会

活動時期 平成２１年９月
5

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動（指定文化財の見学会）
活動概要

埼玉県の指定文化財である川越城本丸御殿の保存修理工事に伴い、通常見るこ
との出来ない建物内部の状況等を一般公開した。

活動名

大國魂神社防火訓練協力

活動時期 平成２２年１月
6

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動（地域の防災活動協力）
活動概要

東京都府中市大國魂神社境内での防火訓錬で、訓練前の消火ポンプ試運転調整
等の立会い協力を行った。

93

活動名：社屋周辺地域の清掃（本社）

活動名：トライやる・ウイーク参加

活動名：川越城本丸御殿の現場見学会

活動名：大國魂神社防火訓練協力
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三井住友建設株式会社
活動名

清掃活動への参加

活動時期 平成２１年７月
1 活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要 那覇クリーンビーチクラブ主催の清掃活動への参加。
活動名

清掃活動への参加

活動時期 平成２１年１１月
2

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

名古屋市などが主催する「安心・安全で快適なまちづくりキャンペーン・なごや2009」
への参加。

活動名

エコキャップ活動への参加

活動時期 通年
3

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

ペットボトルのキャップのリサイクル業者への売却益をワクチン購入資金として寄付
するエコキャップ活動への参加。

活動名

ジョイセフ収集ボランティアへの参加

活動時期 通年
4

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

使用済み切手・カード類を換金し、開発途上国の人びとの健康向上や生活改善の
ためのプロジェクト活動に投入するジョイセフ収集ボランティアへの参加。

活動名

技術開発センター見学会の実施

活動時期 平成２１年１１月
5

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

11月18日の「土木の日」にちなみ、平成6年より毎年この時期に近隣の小学生を対
象とした技術開発センター見学会を実施。

活動名

日本人学校夏祭りへの協力（インド）

活動時期 平成２１年９月
6

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

インドの日本人学校で毎年開催される「夏祭り」において模擬店を出店し、日系企
業の駐在日本人社員ならびに帯同家族へ日本文化との触れ合う機会を提供。

活動名

「国際理解教育講演」への参加（タイ）

活動時期 平成２１年１１月
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
7

毎年、国際協力機構が泰日協会学校（バンコク日本人学校）の生徒（中１）を対象に
実施している「国際理解教育講演」というプログラムで、タイへの経済援助の手法や
活動概要
実態、国際協力の重要性等を説明しており、タイで随一の橋梁施工実績を有する
当社は2010年1月には生徒を引率して川下りをしながら橋梁群の見学を実施。
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活動名

不法投棄対策への支援（インドネシア）

活動時期 平成２１年
8

活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
インドネシアのタンジュンプリオク港への慢性的な交通マヒを緩和させるために、港
へのアクセス道路の高架化工事を当社をリーダーとするＪＶで実施しているが、着
活動概要
工前は中央分離帯が不法投棄のゴミ捨て場となっていたため、ジャカルタ市の許可
を取り、当社の費用負担で簡易ゴミ集積施設を建設した。
活動名

日本人会主催秋祭りへの協力（グアム）

活動時期 平成２１年１１月
9

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
日本文化とのふれあいを通じて地域の人たちと交流を深めることを目的とするグア
活動概要 ムの日本人会秋祭りで、設営の準備や後片づけのボランティア活動に加え、「ヨー
ヨー釣り」の夜店を出店。
活動名

海外教育実習の受け入れ（ベトナム）

活動時期 平成２２年１月～平成２２年２月
10

活動分類 ｂ．教育活動
ハノイ市で施工中の工事では、ベトナム工科大学の教授が施主の技術アドバイ
ザーを勤めているが、教授から当社の工程管理能力および施工品質の高さが評価
活動概要
され、「是非、学生を実習生として受け入れてほしい」との要望があり、3週間受け入
れを実施。

活動名：清掃活動（那覇ｸﾘｰﾝﾋﾞｰﾁｸﾗﾌﾞ主催）

活動名：技術開発センター見学会の実施

活動名：日本人学校夏祭りへの協力（インド）

活動名：「国際理解教育講演」への参加（タイ）
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みらい建設工業株式会社
活動名

現場体験学習会

活動時期 平成21年7月
1

活動分類 ｂ．教育活動
東京都江東区の豊洲北小学校増築工事作業所において、豊洲北小学校の生徒（6
活動概要 年生）を対象とした現場体験学習会を実施しました。高所作業車やミニ油圧ショベル
の操作等、普段の授業では学べない貴重な体験の場を提供しました。
活動名

日本橋川清掃

活動時期 平成20年4月～
活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
地元有志により２ヶ月に１回、日本橋川を清掃しています。第１回は平成２０年４月、
日本橋で活動している団体や個人の有志を中心に始めました。中央区や千代田
2
区、東京都などの行政の方にもご協力をいただいております。
清掃は、日本橋川の川面に浮かぶゴミだけではなく、干潮時に川側からでなければ
活動概要 入れない浅瀬にも上陸し、長年放置されている鉄くずやタイヤなどの回収も行って
います。
回を重ねる度に参加者も増え、第3回からは千代田区側の有志の方が参加される
ようになりました。今後も地域連携の輪を広げ、力を合わせて活動を進めていきた
いと考えています。
活動名

中部クリーンアップ作戦

活動時期 平成21年4月
ｃ．地域コミュニケーション活動
3 活動分類
活動概要

名古屋みなと建設工事安全連絡協議会主催の「2009名古屋みなとクリーンアップ
作戦」に参加し、愛知県知多市の新舞子海岸の清掃に協力しました。

活動名

巨椋池（おぐらいけ）干拓地植栽・クリーン活動

活動時期 平成22年3月
4 活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

巨椋池干拓地の東端、近鉄線路沿いの農道約６００ｍ（西宇治公園周辺～排水幹
線水路）において、クリーン活動を実施しました。

活動名

エコキャップ回収運動

活動時期 平成20年11月～
活動分類 ｅ．その他 自主プログラム活動
5

本社ではペットボトルのキャップを回収し、「NPO法人エコキャップ推進協会」に寄贈
する活動を平成２０年１１月より進めています。寄贈したキャップは世界の発展途上
活動概要 国の子供たちのワクチン購入に役立てられます。提供したワクチンは活動を始めて
から平成２１年度までに28人分となりました。また、ゴミとして焼却処分されないため
CO2の発生も削減（6.3kg／800個）できます。

活動名：豊洲北小学校現場体験学習会
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活動名：中部クリーンアップ作戦

りんかい日産建設株式会社
活動名

２００９名古屋みなとクリーンアップ作戦活動

活動時期 平成２１年４月
1

活動分類 c.地域コミュニケーション活動
埋立浚渫協会主催の、新舞子海岸における清掃活動｢２００９名古屋みなとクリーン
活動概要 アップ活動｣に、名古屋支店の社員・家族４３名が参加しました。
活動名

人命救助活動

活動時期 平成２１年９月
2

活動分類 ｄ．災害救援活動
石巻港雲雀野地区埋立Ｅ護岸付近で、海にて助けを求めていた女性を石巻作業所
活動概要 長が協力業者と共に救助しました。なお、１０月に石巻海上保安所長より人命救助
の表彰を受けました。
活動名

エコキップ推進協会にキャプ８４００個を寄付

活動時期 平成２１年１０月
3

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

東京支店がエコキップ推進協会にキップ８４００個（ワクチン換算１０．５人分）を寄付
しました。なお、エコキップ推進活動は全社で展開中です。

活動名

伊万里現場の見学会

活動時期 平成２１年１２月
4

活動分類 ｂ．教育活動
佐賀大学都市工学部の学生等３８名が、伊万里関連現場（岸壁築造・ケーソン製
作・配管橋）の現場見学し、生コン打設状況や品質管理方法、また遊覧船でケーソ
活動概要
ンの据付状況等を見学しました。又、発注者主催の港湾関係の講義にも参加しまし
た。
活動名

鶴見川生麦河口干潟での清掃活動

活動時期 平成２２年１月
5

活動分類 c.地域コミュニケーション活動
活動概要

下流ネット鶴見主催の鶴見川生麦河口干潟での清掃活動に東京支店有志が参加
しました。

活動名

御堂筋の歩道清掃活動がスタート

活動時期 平成２２年３月
6

活動分類 c．地域コミュニケーション活動 e．その他自主プログラム活動
近畿地方整備局大阪国道事務所と大阪支店との「ボランテイア・サポート・プログラ
活動概要 ム協定｣に基づいて、毎月第３月曜日の朝７時５０分～３０分御堂筋地下鉄本町か
ら約２５０ｍの歩道の清掃活動がスタートしました。
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活動名

小牧事務所建築工事現場で道路等の清掃活動を実施した

活動時期 平成２２年３月
7

活動分類 c.地域コミュニケーション活動
活動概要

「自動車検査小牧事務所建築現場」で竣工にあたって、道路や隣接河川敷の清掃
活動を行いました。

活動名

鶴見川のクリーンアップ活動に参加した

活動時期 平成２２年３月
8

活動分類 c.地域コミュニケーション活動
活動概要

鶴見川ボランテイア団体、下流ネット鶴見主催の鶴見川クリーンアップ（ゴミ拾い）活
動に参加しました。なお、昨年から続いてる活動で、今回で７回目となります。

活動名：伊万里現場見学会

活動名：鶴見川生麦河口干潟清掃活動

活動名：御堂筋の歩道清掃活動

活動名：小牧事務所建築現場の清掃活動
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若築建設株式会社
活動名

青い羽根募金

活動時期 通年
1

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

日本水難救済会の呼びかけによる「青い羽根募金」（沿岸地域救助活動の救難用
資器材の整備募金）に、全国の当社社員及び協力会社社員他で協力した。

活動名

エコキャップ運動

活動時期 通年
2

活動分類 ａ．社会福祉活動
活動概要

ペットボトルのキャップを回収して再資源化事業者に販売することで得られた売却
益を開発途上国の子どもへのワクチン代として寄贈する運動に参加した。

活動名

稲毛の浜清掃活動

活動時期 平成２１年７月
3

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
活動概要

稲毛の浜の清掃活動を千葉支店主催により行った。当社および協力業者より約１５
０名が参加した。

活動名

「わかちく史料館」企画展の開催

活動時期 平成２１年９月
4

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

わかちく史料館において、第４回企画展「炭坑に生きた山本作兵衛の炭坑絵と炭坑
を切り開いた炭坑主達」を開催した。

活動名

浜松市内の小学校へ書籍を寄付

活動時期 平成２２年２月
5

活動分類 ｂ．教育活動
活動概要

遠州灘海岸にて環境保護活動を行っているＮＰＯ法人の20年間の活動や記録をま
とめた書籍を購入し、浜松市内の小学校全校に寄付しました。

活動名

那賀川幹線水路清掃

活動時期 平成２１年６月
6

活動分類 ｃ．地域コミュニケーション活動
農業用水保全管理のための活動として、水路内のゴミの除去、草刈りを行っていま
活動概要 す。
当地域では３回目の活動になりました。

100

活動名：浜松市内の小学校へ書籍を寄付

活動名：「わかちく史料館」企画展の開催

活動名：稲毛の浜清掃活動

活動名：那賀川幹線水路清掃
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