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専門工事業者における地域貢献活動に係わるアンケート調査

 
 

 

調 査 の目 的 ：専門工事業の地域貢献活動や災害復興活動状況実態を把握し、その取り組

み内容を収集・ＰＲするため。 

調 査 対 象 ：・建専連の正会員（34 団体）・特別会員（3 団体）・賛助会員（3 団体）と、その会

員企業 

・地区建専連（10 団体）および会員企業 

調 査 方 法 ：建専連の会員団体を通じて、各団体加盟会社に対して調査票を配布し回収する 

調 査 期 間 ：2015 年 11 月 2 日(月) ～ 2015 年 11 月 30 日(月) 

有 効 回 収 数 ：659 サンプル 

調 査 方 法 ：発送／電子メール  回収／FAX・郵送等 

 
回 収 結 果 ： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

調査の実施概要     

職種分類 回収数 職種 主な該当団体

■土木系 97 基礎 全国基礎工業協同組合連合会 0

(14.7%) (一社)日本基礎建設協会 0

機械土工 (一社)日本機械土工協会 0

カッター ダイヤモンド工事業協同組合 36

アンカー (一社)日本アンカー協会 0

造園 (一社)日本造園組合連合会 0

(一社)日本造園建設業協会 61

PC (一社)プレストレスト・コンクリート工事業協会 0

■躯体系 296 鳶土工 (一社)日本建設躯体工事業団体連合会 0

(44.9%) (一社)日本鳶工業連合会 0

型枠大工 (一社)日本型枠工事業協会 0

鉄筋 (公社)全国鉄筋工事業協会 0

鉄骨 (一社)全国鐵構工業協会 274

(一社)鉄骨建設業協会 0

圧接 全国圧接業協同組合連合会 0

圧送 (一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会 15

クレーン (一社)全国クレーン建設業協会 0

建具A (一社)カーテンウォール・防火開口部協会 7

■仕上系 201 板金 (一社)日本建築板金協会 0

(30.5%) 塗装 日本外壁仕上業協同組合連合会 0

全国マスチック事業協同組合連合会 0

(一社)日本塗装工業会 0

左官 (一社)日本左官業組合連合会 21

タイル (一社)全国タイル業協会 0

(一社)日本タイル煉瓦工事工業会 0

瓦 (一社)全日本瓦工事業連盟 98

建具B (一社)日本シヤッター・ドア協会 0

内装 日本建設インテリア事業協同組合連合会 0

(一社)全国建設室内工事業協会 82

日本室内装飾事業協同組合連合会 0

■設備系 65 防水 (一社)全国防水工事業協会 0

(9.9%) 設備 消防施設工事協会 0

全国管工事業協同組合連合会 0

(一社)全国道路標識・標示業協会 65

(一社)日本ウレタン断熱協会 0

その他・不明 0 (0.0%) 0

合計 659 (100.0%) 659
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■アンケートの回収状況について 

建専連の正会員団体、地区建専連会員団体に加入する企業等を対象に調査を行い、659社から回答が

あった。企業の所属団体別にみると、34会員団体中８団体であり、中でも(一社)全国鐵構工業協会が

274件と最も多く、次いで(一社)全日本瓦工事業連盟が98件、(一社)全国建設室内工事業協会が82件、

(一社)全国道路標識・標示業協会が 65件となっている。 

 

■取組状況について 

すでに地域貢献活動に取り組んでいる企業の割合は 57.4％であった。前回(2012 年 3 月)調査結果

(48.5％)に比べて約 9ポイント増加しており、地域貢献活動が浸透している状況がうかがわれる。 

 

■活動内容について 

具体的な活動内容として、最も多いのが「災害時の復旧活動」(45.9％)であり、次いで「環境保護・

保全」(38.1％)であったが、この序列は前回調査と同一であった。 

一方、「子供の健全育成・学校支援」に関する活動は 35.5％と第 3位に躍進した。前回調査の第 5

位に比べ約 14 ポイント増と大きく増加しているのが、今回の調査結果の特徴の一つといえる。 

 

1.災害時の復旧活動（自治体等との災害協定の締結含む） 

加盟する団体等を通じて行う活動が多く、その内容も作業員の手配、機材の出動・貸出・保

管、避難場所の提供など多岐にわたる。 

2.環境保護・保全に関する活動 

会社周辺を定期的に清掃する自主的活動と、アダプト制度(道路・公園・河川の美化活動)や

国交省のボランティア・サポート・プログラムのような行政と連携した活動に大別される。

活動内容は、清掃活動、除草、緑化などや害虫駆除など。 

3.子供の健全育成・学校支援に関する活動 

職場体験学習やインターンシップの受け入れが多い。子ども 110 番や子供達の緊急時のかけ

こみ寺などの子どもの防犯や安全に関する取組もみられる。 

4.治安・安全・防災に関する活動 

地域消防との防災訓練の実施、地元警察と連携した交通事故防止対策、道路標識・道路反射

鏡等の点検・調査・清掃など。 

5.まちづくり・経済（地場産業、商店街など）に関する活動 

商工会議所、観光協会などの中心的なメンバーとして、地域の祭りや各種イベント等に積極

的に参加と地域の活性化を支援している事例が多い。 

6.文化・芸術・スポーツ振興に関する活動 

サッカー・野球等のスポーツ活動や音楽活動などへの協賛が主、なかには近江商人の旧宅を

修復して、観光拠点化に取り組む事例も見られる。 

 

アンケート結果の概要     
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専門工事業者における地域貢献活動に係わるアンケート調査

7.保険・医療・福祉に関する活動 

福祉団体等への参加、献血などが多い。なかには、福祉協議会に参加し、地域のシルバー人

材センターとの年間契約により定期的に業務を依頼することで高齢者の生きがい作りに協力

している事例も見られた。 

8.その他 

日赤などへの寄付、募金活動など。 

 

■活動の目的・理由について 

 地域貢献活動に取り組む目的や理由については、「地域社会に貢献したい」(84.5％)と「自治体な

どのニーズや要請に応じるため」(67.4％)が圧倒的に多かった。この傾向は前回調査と同一であり、

変わりはない。 

 

■本業への影響について 

 地域貢献活動の本業への影響については、「すでに本業にプラスになっている」が 33.0％と、前回

調査に比べ 8ポイント増加している。地域貢献活動は、社会的な信用・信頼の増大につながり、ひい

ては企業や業界のブランド向上、住民、行政、異業種等との交流拡大等のプラスに作用すると判断す

る企業が徐々に増えていることがうかがわれる。 

 

■地域貢献活動のプラス効果、マイナス効果について 

 プラス効果としては、多くの企業が「地域における信頼関係の構築・強化」に役立っている、また各

企業や業界のイメージの向上につながっていると考えている。この傾向は、前回調査と変わりはない。 

一方、マイナス効果については、費用や時間面の負担増を指摘するものが多く、この傾向も前回調

査と変わりはない。 

 

■地域への波及効果について 

 新卒者の入職、Uターン者の雇用につながった事例、個社の取組が地域ぐるみの活動に発展した事

例など、少数ながらも具体的な効果が報告された。 

 

■地域貢献活動が定着するために必要なことについて 

 「地域自治体・企業・住民等の理解や信頼」(59.0％)、「経営者のリーダーシップや方針」(53.2％)、

「社員の意識改革」(44.1％)の 3要素が 5割前後を占めているが、この傾向は前回調査とほぼ同様で

ある。 

 

■地域貢献活動に取り組まない理由について 

 「資金面や人材面で余裕がない」や「本業で忙しい」という会社の置かれている事情を理由とする

割合が 5割以上を占めているが、この傾向は前回調査とほぼ同様である。 

 しかし、「地元からのニーズがない」や「提案方法が分からない」といった回答も比較的多く、前

回調査よりもわずかながら増加している点が目立つ。 
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現在取り組ん

でいる, 57.4

今後取り組む

予定, 11.1

現在取り組みなし

予定なし, 31.6

 

 

 
 

▼およそ７割の企業が地域貢献活動に取り組む 
建専連の正会員団体、地区建専連会員団体に加入されている企業等を対象に調査を行い、659

社から回答を得た。 

そのうち、すでに社会貢献活動に取り組んでいる企業の割合は 57.4％あり、今後活動を予定してい

る 11.1％をあわせると、およそ 7 割の企業において社会貢献活動に前向きに取り組もうとする姿勢が

うかがえる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼災害復旧、環境保全、学校支援と様々なシーンで活動 

具体的な取組内容としては、「災害時の復旧活動」が 45.9％と最も多く、次いで「環境保護・保

全」が 38.1％、「子供の健全育成・学校支援」が 35.5％、「治安・安全・防災」が 33.0％と続き、

多面的な活動が展開されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問１．取り組み状況 

個々の活動内容は次ページ以降で紹介 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

その他

保健・医療・福祉に関する活動

文化、芸術、スポーツ振興に関

する活動

まちづくり、経済（地場産業、商

店街など）に関する活動

治安・安全・防災に関する活動

子供の健全育成・学校支援に関

する活動

環境保護・保全に関する活動

災害時の復旧活動（自治体等と

の災害協定の締結含む）

5.8

7.5

15.5

29.0

33.0

35.5

38.1

45.9
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回答のあった各活動の内容は以下の通り。(各テーマごとに分類し、職種順で掲載) 

 

災害時の復旧活動（自治体等との災害協定の締結含む） 
  

大崎市との災害時燃料供給協定(2012 年 5 月～） 建具 A(宮城県) 

地下水膜ろ過システムによる緊急災害協力井戸協定 建具 A(千葉県) 

番の州地区特別防災協議会会員 建具 A(香川県) 

元請との災害時の復旧活動に対する協定 内装(北海道) 

内装工事 内装(岩手県) 

災害復興活動として、二本松でのプレハブのボード貼りや仙台空港での

下地、ボード貼りなど。 

内装(群馬県) 

横須賀市災害緊急協力事業所 内装(神奈川県) 

富山市建設業協会が富山市と締結している災害協定に加入している。 内装(石川県) 

災害時の復興活動におけるフォークリフトの提供 内装(大阪府) 

広島市防災事業者登録 内装(広島県) 

若築建設（株）の茨城地区災害対策支援協議会に加入 圧送(茨城県) 

組合活動の一環として、災害時に重機の出動等 圧送(愛知県) 

災害復興の工事を応援している。 圧送(愛知県) 

三重県と災害協定の締結をしている。 圧送(三重県) 

地元消防署に災害時における重機（機種・保有台数）を届けている。 圧送(宮崎県) 

災害時の協定 鉄骨(青森県) 

地域での油漏があった場合の対応復旧、国県市との災害緊急対応 鉄骨(青森県) 

自治体(町）との災害協定の締結（建設業協同組合構成員） 鉄骨(青森県) 

1.災害時における応急対策業務に関する協定 

災害が発生、または発生の恐れがある際には、県が所管する公共土木

施設等の応急対策業務実施の協力をする。 

2.災害活動実施報告 

豪雨、暴風、地震等の災害が発生した場合、弊社にて施工した建造

物、工作物に関して自主的に点検を実施。必要に応じて応急対策を行

い、管轄自治体へ報告する。 

鉄骨(岩手県) 

岩手県との異常災害発生時における緊急出動協約を締結 鉄骨(岩手県) 

災害発生時地元水道事業所と協定し給水作業を担当した。 鉄骨(岩手県) 

岩手県および宮古市と「災害時における応急対策の協力に関する協

定」を締結している。東日本大震災では、道路の障害物の撤去、陸閘、

水門等の災害復旧整備、港湾施設の災害復旧等、我々の業種でなけ

れば取組めない復旧活動を行っている。 

鉄骨(岩手県) 

自治体と災害協定を締結して、災害時の復旧活動を行う。 鉄骨(秋田県) 

秋田市と災害時における応急対策活動に関する協定書を締結していま

す。（安心リフォーム協議会正会員） 

鉄骨(秋田県) 

災害時の復旧において、建築物等の修理、復興に関する建築物の加工

等、停電時の発電機の用意、その他移動クレーンや必要器具の用意等

鉄骨(宮城県) 

柴田町内企業、柴田町役場と防災対策協力の支援体制を締結してい

る。 

鉄骨(宮城県) 

佐久市と佐久建設業協会の協定 鉄骨(長野県) 

地元消防団活動を理解し、災害時の対応に協力している 鉄骨(新潟県) 

地元自治体と災害時の応援業務に関する協定を締結し、備品を備蓄し

ている。 

鉄骨(新潟県) 

国交省北陸地方整備局他との防災協定締結 鉄骨(新潟県) 

組合を通じて、市との間で「災害時における応急対策に関する応援協

定」を締結している。中越地震、中越沖地震の復旧工事では、延べ６日

間、２４人が出動した。 

鉄骨(新潟県) 

消防団協力事業所として市と協定を結んで活動している。  鉄骨(富山県) 

石川県南加賀土木総合事務所との間で締結した災害時等における応

急対策工事に関する細目協定に基づいて、災害応急活動に従事してま

す。 

鉄骨(石川県) 

自治体等との災害協定の締結に基づいて、災害時、人・車・工具で復興

活動に取り組む。 

鉄骨(静岡県) 

所属している表富士工業団地協同組合の事業として活動している。 鉄骨(静岡県) 

災害時の一時避難場所としての提供を地元と協議中。地元のレクレーシ

ョン時の場所の提供。 

鉄骨(静岡県) 

福井市と福井地区建設業協会との「災害時における公共土木施設の応

急対策に関する協定」に加入 

鉄骨(福井県) 

防災ポスター等 鉄骨(滋賀県) 

自治体からの要請には、なるべく応じるようにしている。 鉄骨(滋賀県) 

問２．取り組み内容の詳細 

1 
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災害時仮設資材（Ｈ形鋼、矢板、大型土のう、他）の提供 鉄骨(和歌山県) 

当社は、鳥取県県土整備事務所長と（一社）鳥取県東部建設業協会会

長が締結した地震災害・風水害・その他の災害対策業務に関する協定

書に規定する（一社）鳥取県東部建設業協会に加入する建設業者であ

る。 

鉄骨(鳥取県) 

防災訓練への参加 鉄骨(香川県) 

災害時発生時の物流＆重機の手配に関する協定を町と締結している 鉄骨(香川県) 

今治市と防災協定を締結している一般社団法人愛媛県建設業協会今

治支部の協会員である。 

鉄骨(愛媛県) 

・市との災害協定 

・災害の恐れのある時のパトロール、報告、災害時の復旧など。 

鉄骨(佐賀県) 

県を対象に大規模災害時の防災協定の締結を検討中。 鉄骨(宮崎県) 

災害時の水道施設等の応急対策業務に関する協定を締結している。 鉄骨(宮崎県) 

災害等が発生した場合、復旧作業要請が地区や建設業等からある場

合、参加する。 

鉄骨(宮崎県) 

風水害、台風災害による停電時の発電機の貸し出し等。 鉄骨(宮崎県) 

県との災害協定締結 鉄骨(宮崎県) 

鹿児島市安心安全協力事業所 鉄骨(鹿児島県) 

・北海道建設部長との災害時等における協力体制に関する協定（平成１

９年に協定締結。当協会の一般社団法人化などの変遷を経て、平成２５

年４月に現協定に更改） 

・北海道建警察本部交通規制課長との大規模災害発生時の道路標識

等の補修に係る協定。平成７年に協定締結。当協会の一般社団法人化

などの変遷を経て、平成２５年４月に現協定に更改。 

設備(北海道) 

・北海道建設部長との災害時等における協力体制に関する協定（平成

19 年に協定締結。当協会の一般社団法人化などの変遷を経て、平成

25 年 4 月に現協定に更改）・北海道警察本部交通規制課長との大規模

災害発生時の道路標識等の補修に係る協定（平成 7 年に協定締結。当

協会の一般社団法人化などの変遷を経て、平成 25 年 4 月に現協定に

更改）・北海道開発局長との大規模災害発生時の災害応急対策業務に

関する協定（一般社団法人北海道建設業協会が平成 24 年に協定締

結。一般社団法人帯広建設業協会の会員である弊社は、十勝管内で

適用） 

設備(北海道) 

地元建設協会を通じ、小樽市と災害時の防災協定を締結している。 設備(北海道) 

・札幌市清田区災害防止協力会（協力会協定書） 災害時危険個所パト

ロ－ル、災害緊急出動 

・北海道札幌建設管理部（協力会協定書） 災害時の協力体制に関す

る覚書（河川パトロール） 

・北海道上士幌町、幌延町、真狩村、災害時ににおける協力体制に関

する協定書 

設備(北海道) 

北海道開発局所管施設等の災害応急対策業務に関する協定を平成 24

年4月1日に締結(一般社団法人日本建設機械施工協会北海道支部に

て締結） 

設備(北海道) 

青森市と大規模災害時の応急対策活動に従事している。 設備(青森県) 

岩手県との災害協定の締結 設備(岩手県) 

自治体との災害協定を締結しており、東日本大震災では、活動実績もあ

る。 

設備(岩手県) 

県警察本部と所属する全標協東北支部岩手県協会が災害協定を締

結。災害発生時は、専門業としてのノウハウを活かした緊急活動により、

被害の拡大防止に貢献する。 

設備(岩手県) 

岩手県建設業協会員として、東北地方整備局長と東北建設業協会連合

会長との間で締結した「災害時における東北地方整備局所管施設の災

害応急対策業務に関する協定」に基づき、応急対策業務等に従事す

る。 

設備(岩手県) 

災害応急活動等に従事 設備(秋田県) 

全標協東北支部 宮城県協会と仙台市で災害時応援協定を締結して

いる。東日本大震災時においても安全パトロールを実施。危険な場所に

カラーコーンやマーキングを行った。 

設備(宮城県) 

群馬県と「災害時における支援に関する協定」を結んでいる。 設備(群馬県) 

災害協定 設備(群馬県) 

組合を通して、市、県と防災協定を結んでいる。 設備(群馬県) 

（社）群馬県建設業協会と「災害応急対策資材の供給に関する協定」を

締結している。 

設備(群馬県) 

県との防災協定の締結 設備(群馬県) 

発注者からの依頼があれば、積極的に協力を行う。いままで、大雪によ

る除雪作業や豪水水没による清掃など行っている。 

設備(埼玉県) 

韮崎市役所との災害支援協定の締結 設備(山梨県) 

静岡市役所「災害時における応急対応に関する協定」 設備(静岡県) 

・非常災害時保安機材地区別供出訓練の実施（中部支部愛知県協会

「会員数 48 社」） 

設備(愛知県) 
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毎年、愛知県内の 9 建設事務所管内において、地震などの震災を想定

した訓練を実施している。訓練内容は、危険箇所をカラーコーンなどに

より立入禁止措置にする等で、訓練は各建設事務所にも案内し、視察も

いただいている。平成 27 年は、7 月 15 日から 30 日の間に愛知県内 6

カ所で実施、会員 62 名が参加した。 

・愛知県主催による総合防災訓練に参加（中部支部 愛知県協会） 

毎年、年 1 回開催される愛知県の総合防災訓練に参加している。平成

27 年は、8 月 30 日豊橋市内の訓練会場に会員 20 名が集合したが、大

雨警報発令により訓練中止となった（訓練項目は、危険箇所への立入

防止用保安機材設置） 

県・市との防災協定を締結 設備(福井県) 

市との災害協定の締結 設備(兵庫県) 

姫路市地域防災貢献事業所登録制度 設備(兵庫県) 

防府市の災害協定、国土交通省の災害協定（山陽道路工業の協力会

社として） 

設備(山口県) 

日本建設機械施工協会四国支部に加盟しており、当支部が国交省四

国地方整備局と「災害発生時における応急対策業務に関する協定書」

を締結しています。 

設備(香川県) 

災害時における応急対策業務に関する災害協定の締結 設備(香川県) 

県と災害協定を結んでいるが、今のところ活動実績はない。 設備(香川県) 

防災協定 設備(愛媛県) 

高知県建設業協会高知支部会員として、国土交通省・高知県・高知市と

災害応急活動等協定を行っている。 

設備(高知県) 

北九州市との災害協定の締結 設備(福岡県) 

・災害時における応急対策に関する基本協定書（沖縄県） 

・災害時における沖縄総合事務局開発建設部所管施設に係る応急対

策等の災害対応の支援に関する協定書（改正）（締結相手：内閣府沖縄

総合事務局）。 

設備(沖縄県) 

・災害復興工事において、破損した橋脚の解体撤去作業 

・津波によって破損した堤防の新設築造工事、旧堤防の撤去解体 

・地震による耐震補強工事が多くなった。 

カッター(福島県) 

会員として加盟する三浦市建設業協会は、三浦市と防災協定を締結し

ている。 

カッター(神奈川県) 

北陸地方整備局と災害時における所管施設の災害応急対策業務に関

する協定を締結。 

カッター(新潟県) 

国土交通省、北陸地方整備局、関東地方整備局、九州地方整備局、中

国地方整備局と協定を結んでいる。北陸地方整備局とは、今後予想さ

れる南海トラフや首都直下型地震に備えてチームを編成し、その一員と

なっている。今後は、残りの地方整備局と協定を結ぶ努力をしていきま

す。 

カッター(石川県) 

災害応急用井戸の協力申込 カッター(愛知県) 

地方整備局と災害協定を締結。 カッター(愛知県) 

中部地方整備局との災害協定締結。 カッター(愛知県) 

福岡市との災害協定 カッター(福岡県) 

当該組合は、国土交通省九州地方整備局と災害協定を締結している。 カッター(熊本県) 

津波等災害時の避難ビルの指定をうけて住民に周知している（簡易トレ

イ、テント、生活用品を備蓄している） 

左官(大阪府) 

災害における防災活動などの協力に関する協定書の締結（所属組合が

締結） 

造園(北海道) 

当社が加入している建設協会で防災協定を締結しているので、それに

参加する 

造園(北海道) 

(一社)日本造園建設業協会高知県支部と高知市との大規模災害時応

急対策に関する協定書を締結。 

造園(北海道) 

釧路市役所と防災協定を結んでいる 造園(北海道) 

所属する団体「函館造園建設業協同組合」が函館市と災害協定を締結

している 

造園(北海道) 

奥州市と奥州市建設業協会との防災協定 造園(岩手県) 

[潟上市消防団体協力事業所認定] 

消防団活動に対して、当社の保有する人材、機材、施設を提供し、消防

団活動に協力する体制ができている。 

造園(秋田県) 

災害が発生た場合に、災害応急対策業に従事することとする業界団体

と自治体との協定により、団体加入者として当該業務にあたる。具体的

には、公園施設の巡回、被害状況の確認や自社重機使用による復旧業

務等。 

造園(宮城県) 

群馬県太田市とカネサ園で防災協定を結んでいる 造園(群馬県) 

・BCP 計画制定(国土省） 

・群馬県造園建設業協会加盟（県内都市公園とその災害防止認定） 

造園(群馬県) 

台風災害等の復旧活動、緊急時の倒木処理、地震災害に対する復旧

活動（演習） 

造園(千葉県) 
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管理運営を受託している自治体と、各公園敷地内、緑道管理ではその

沿線にて行っている 

造園(東京都) 

東久留米市建設業協会は、災害時における応急対策活動に関する協

力協定書を締結している。 

造園(東京都) 

東京都及び渋谷区等と防災協定などを締結。台風時の倒木処理、大雪

時の除雪（人力）などの天災時の緊急対応 

造園(東京都) 

・東京都建設局、北多摩北部建設事務所補習課との大震災等発生後の

道路啓開活動（指定道路） 

・東京都住宅供給公社「小口、緊急修繕工事店」として、災害時におけ

る応急対策業務（都営住宅、公社住宅、公営住宅、都立高校ほか） 

・（公財）東京都公園協会「特約店契約」による都立公園などにおける維

持修繕（災害時等含む） 

・西多摩緊急災害協力会として、災害時、西多摩地区各市町村との協

定により対策出動活動 

造園(東京都) 

H27 年の台風 18 号が引き起こした関東、東北豪雨による常総地区ゴル

フ場の浸水被害の復旧作業に参加した 

造園(東京都) 

東京都および地元葛飾区との防災協定 造園(東京都) 

新宿区：災害時における公園及び道路の樹木等の障害物除去応急対

応業務に関する災害協定 

杉並区：災害時における障害物の除去に関する協定 

杉並区：災害時における震災救援所の応急点検等に関する協定 

造園(東京都) 

市との災害協定の締結 造園(埼玉県) 

埼玉県と災害時における応急対策業務の協定 造園(埼玉県) 

・災害時における災害応急対策業務等に関する協定書及び災害活動

実施証明書（国土交通省） 

・災害時における応急対策業務等の実施に関する基本協定書及び災

害防止活動認定書（埼玉県） 

造園(埼玉県) 

横浜市内公園緑地等に係る災害時の応急処置 造園(神奈川県) 

災害協定を締結し、台風等の倒木処理や地震（震度 5 弱以上）時に国

道のパトロールを実施している。 

造園(神奈川県) 

所属する（一社）山梨県造園建設業協会および（一社）甲府地区建設業

協会が山梨県と締結している防災協定に参加し協力している。同じく協

同組合甲府市造園協会が甲府市と締結している防災協定にも参加し協

力している。 

造園(山梨県) 

災害時の協定を締結している。実際の出動はまだありません 造園(長野県) 

・災害時、新潟県から指示書が出た場合、現場へ応急対策をとる。 

・村松建設業協同組合として、五泉市と防災協定を締結。 

造園(新潟県) 

地元の市との災害協定締結 造園(富山県) 

災害協定の締結 造園(福井県) 

守山市地域防災計画に基づき、地震災害、風水害、その他の災害が発

生した場合における守山市が管理する道路、河川の応急復旧に関し、

これに必要な建設機械、資材、労働費について守山市と守山商工会議

所建設部課土木委員会が協力し、災害の拡大防止と災害施設の応急

復旧活動を行う。 

造園(滋賀県) 

滋賀県知事と「災害時における応急救援活動への応援に関する協定

書」を締結 

造園(滋賀県) 

滋賀県および東近江市等と防災協定締結 造園(滋賀県) 

防災協定 造園(大阪府) 

地方整備局事務所や県との災害協定の締結（所属団体及び企業） 造園(鳥取県) 

災害時における防災活動等の協力 造園(鳥取県) 

平成 26 年 8 月の集中豪雨で災害が発生したため、緊急工事の施工に

取り組んだ。中応寺川土のう積、寺山公園法面復旧工事の 2 件を広島

市からの緊急依頼により、優先した。広島市とは平成 22 年より現在ま

で、災害協力業者として協定を結んでいる。 

造園(広島県) 

地元自治体より消防団協力事業所として認定され、現在団員3人在籍し

ている 

造園(山口県) 

[愛媛県との大規模災害時における応急対策業務に関する協定の締結]

愛媛県建設産業団体連合会会員として県と協定を締結し、応急業務施

工者として毎年覚書を交換している。毎年実施される県の防災訓練（情

報伝達訓練）にも参加協力している。 

造園(愛媛県) 

・愛媛県との大規模災害時における応急対策業務に関する協定の締結

愛媛県建設産業団体連合会の傘下会員として県と協定を締結し、応急

業務施工者として毎年覚書を交換している。毎年実施される県の防災

訓練（情報伝達訓練）にも参加協力している。 

造園(愛媛県) 

・愛媛県との大規模災害時における応急対策業務に関する協定の締結

愛媛県建設産業団体連合会会員として県と協定を締結し、応急業務施

工者として毎年覚書を交換している。毎年実施される県の防災訓練（情

報伝達訓練）にも参加協力している。 

造園(愛媛県) 

国、地方公共団体と災害協定を締結し、災害時の出動要請に対応して

いる 

造園(福岡県) 
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県、宗像市との防災協定 造園(福岡県) 

国土交通省九州地方整備局九州技術事務所と「災害時における災害

対策用機械の出動等に関する基本協定」を締結 

造園(福岡県) 

応急対策業務の指示を受けた時は、事務所担当責任者は、必要に応じ

て被災箇所の対応等について協議するものとする 

造園(佐賀県) 

建設業労働災害防止協会佐賀県支部 造園(佐賀県) 

地元佐賀市との災害協定を締結（造園関連団体及び土木関連団体）し

ており、大雨時における災害復旧などの活動を実施した。国営海の中道

海浜公園事務所との災害協定を締結している。 

造園(佐賀県) 

自治体等との災害協定締結 造園(長崎県) 

・所属する（社）長崎県造園建設業協会県北支部と長崎県県北振興局と

の間で、大災害発生時における応急対策業務（社会貢献）に関する協

定を平成 20 年 1 月 31 日に締結。 

・所属する佐世保市造園建設業協同組合と佐世保市との間で、大災害

発生時における応急対策業務（社会貢献）に関する協定を平成 22 年 4

月 31 日に締結。 

・所属する（社）長崎県造園建設業協会と長崎県との間で、家畜宣伝病

発生時における支援活動（地域貢献）に関する協定を平成 22 年 8 月 26

日に締結。平成 27 年 1 月 17 日に発生した佐賀県有田地方での鳥イン

フルエンザの際には、長崎県からの要請により、24 時間体制での消毒

活動に従事した。 

造園(長崎県) 

加盟団体の防災活動への協力、運用 造園(沖縄県) 

自治体と災害時支援協定を結んでいる。 タイル(宮城県) 

今後、災害時に、トラック、発電機等を活用していきたい。 タイル(福島県) 

各地域の自治体へ、組合活動の周知徹底を図っている。 タイル(千葉県) 

親会社(大和ハウス）とともに、台風(広島、山口）、地震(大阪、東北）など

の災害支援に常に関わってきた。 

タイル(埼玉県) 

県単位、支部単位で、活動計画に基づき行動する。 タイル(長野県) 

災害による屋根の被害の復旧要請があった場合は、率先して応援に行

くようにしています。シート・土のう袋などを備蓄し、災害に備えていま

す。 

タイル(長野県) 

ブルーシートの備蓄 タイル(長野県) 

長野県との災害協定締結 タイル(長野県) 

自治体と災害協定締結 タイル(長野県) 

建築士会に所属し、災害時の応急危険度判定に関わっている。 タイル(長野県) 

災害時には、ボランティアにて 2 日間復旧活動をすることを瓦事業組合

で決定している。また、ブルーシートなどを備蓄してある。 

タイル(長野県) 

県をはじめ、県内 4 市町と災害協定を結んでいる。内容は個々異なる

が、県との協定では、被災者向けの相談窓口を設けるものもあり、その

他では応急対策業務となっている。 

タイル(新潟県) 

・富山市および南砺市と災害時に於ける応急対策業務に関する協定書

を締結し、大規模災害に於ける応急対策業務に備えている。 

・北陸ブロックとして、各県の災害に於ける相互応援協定を結び、体制を

整えている。 

タイル(富山県) 

災害時における応急対策活動に関する協力協定書を、金沢市、小松市

等 5 市町と締結している。 

タイル(石川県) 

災害時のブルーシート張りなどの応急養生。 タイル(岐阜県) 

豊岡地区水害、淡路島水害に出動。 タイル(兵庫県) 

災害時における民間対応窓口となり、災害などの復旧作業を会社として

行う。県へは登録済み。 

タイル(岡山県) 

徳島県瓦工事販売組合は、年内または年明けに、県と災害協定を結ぶ

ことになっている。 

タイル(徳島県) 

徳島県と災害被災建築物の修理に関する協定を締結している。 タイル(徳島県) 

台風、地震時の災害復旧工事の協定を県と結んでいる。 タイル(宮崎県) 

河川増水などによる災害の復旧活動を行うため、車輌及び人員の派遣

を行っている。 

タイル(鹿児島県) 
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治安・安全・防災に関する活動 

 
地域消防との総合防災訓練実施(毎年）、BCP 基本計画書策定(2013 年

5 月） 

建具 A(宮城県) 

消防との防災訓練 建具 A(千葉県) 

県民一斉防災訓練、高岡市自衛消防隊大会、高岡市市民ノーマイカー

デイ 

建具 A(富山県) 

香川県石油コンビナート総合防災訓練等を合同で実施 建具 A(香川県) 

仙台卸商センターの活動への協力 内装(宮城県) 

交通安全協会の会員としてコンクールやセーフティチャレンジに参加、

交通事故防止対策を推進し安全意識高揚を図っている。 

内装(福島県) 

警察や公安委員会(入国管理局等）活動に関して協力を継続して行って

いる。 

内装(茨城県) 

交通安全協会の会員として、交通安全立哨指導に参加 内装(東京都) 

板橋警察との交通安全運動、交通事故防止対策の推進、消防団への

参加 

内装(東京都) 

所沢市立安松小学校の「かけこみ１１０番」に登録し、緊急時の児童の保

護に協力しています。 

内装(東京都) 

広島市防災事業者登録 内装(広島県) 

水防訓練 圧送(栃木県) 

地域の治安に対して巡回の実施 圧送(愛知県) 

災害時（津波を除く）に避難所として使用可 圧送(三重県) 

河川、道路の安全パトロールと対応 鉄骨(青森県) 

冬期間の通学路（交差点）の除排雪活動（建設業協同組合構成員） 鉄骨(青森県) 

台風・大雨・暴風雨のあとに、地域をパトロールして、安全・防災に関す

る活動をしている。異常があった時には、関係機関に直ぐに報告して安

全の確保に努める。 

鉄骨(岩手県) 

冬期間の除雪ボランティア 鉄骨(秋田県) 

湯沢市建設業協会に加入しており、災害時の事業所として訓練を行っ

ている。 

鉄骨(秋田県) 

わが社は能代市工業団地に工場があるので、この工業団地組合に加入

し、色々な安全・防災に関する周知会に出席しています。 

鉄骨(秋田県) 

安心リフォーム協議会で主催している乳児院の排除雪に会員として参

加しています。 

鉄骨(秋田県) 

交通安全協会の活動に参加、協力している。 鉄骨(宮城県) 

・地域の歩道の除雪(地域にはお年寄りが多く、学童の通学路にもなっ

ている。冬の積雪が多く危険なため除雪を行っている） 

・消防団に加入し、地域の防災活動 

鉄骨(宮城県) 

安全運転管理者協議会、鶴岡地区防火管理連絡協議会 鉄骨(山形県) 

地域防災として外灯に青色ＬＥＤを使用している。 鉄骨(群馬県) 

地域安全活動、シートベルト着用確認 鉄骨(埼玉県) 

交通安全、交差点事故防止 鉄骨(長野県) 

全社員(2 名)が消防団に入っている。 鉄骨(長野県) 

NPO 団体への協賛（復興活動にあてる部分もある） 鉄骨(新潟県) 

工場を当団地の緊急避難場所として提供しています。 鉄骨(新潟県) 

防災訓練等を定期的に実施 鉄骨(新潟県) 

隣接住民団地の住民のために、大型トラックの駐車場として当社の一角

の駐車場を提供してトラックの通行をなくさせた。安全安心の提供。 

鉄骨(新潟県) 

地元消防団活動を理解し、協賛している 鉄骨(新潟県) 

・消防団員として２名の社員が地域の防災に関わる活動をしている。 

・交通安全協会の役員、さらには交通指導員として１名が地域の交通安

全にかかわる活動をしている。 

鉄骨(富山県) 

道路除雪活動を市と契約して行っている。 警察で行っている安全活動

に参加（交通安全チャレンジ 1・2・3 運動、交通安全委員等） 

鉄骨(富山県) 

白山市鶴来地域災害対策協議会、能美職域防犯委員会 鉄骨(石川県) 

弊社本社が位置している沼津卸商社団地内で協同組合を組織してお

り、そこに所属している会社が、災害時に各役割(救護、消火活動応援

その他)を分担する体制を整えています。 

鉄骨(静岡県) 

所属している表富士工業団地協同組合の事業として活動している。 鉄骨(静岡県) 

工場 2 階の現寸場(広い部屋)が津波等の災害時の避難場所に指定さ

れており、備蓄食料等も設置している。 

鉄骨(静岡県) 

消防団活動への協力 鉄骨(静岡県) 

当社所属の応急危険度判定士によって、大震災により被災した建物を

調査し、余震などによる倒壊の恐れのある建物の危険性を判断すること

により、人命にかかわる二次災害を防止する。また専門家が建物を直接

見て回るため、被災建物に対する不安を抱いている被災者の精神的安

定にもつながると考える。 

鉄骨(静岡県) 

2 
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専門工事業者における地域貢献活動に係わるアンケート調査

近隣の火災に対して、自社内防火用水などの防火設備を提供してい

る。昨年 10 月に近隣工場の火災で防火用水を利用。 

鉄骨(滋賀県) 

災害時の仮設建物への復興活動 鉄骨(滋賀県) 

長浜市防災フェアに参加。 鉄骨(滋賀県) 

交通安全、防火防災フェア等のイベント企画や参加。 鉄骨(滋賀県) 

安全防災に関する設置、修繕など。 鉄骨(滋賀県) 

防災関連のオリジナル製品の開発製造 鉄骨(和歌山県) 

消防団活動に従業員が参加している。また台風や火災時には会社とし

てバックアップし活動に参加できるように応援している 

鉄骨(和歌山県) 

安全活動 鉄骨(山口県) 

社員の非常持出袋の配布、食料・水の備蓄、太陽光発電 鉄骨(佐賀県) 

防災訓練（土のう作り訓練） 鉄骨(長崎県) 

高鍋町、木城町、日向市の消防団に当社の社員が 4 人所属し、活躍し

ている。 

鉄骨(宮崎県) 

道路の異常時パトロール、道路の応急維持管理 鉄骨(宮崎県) 

交通安全運動街頭キャンペーン 鉄骨(鹿児島県) 

小平町道の駅おびら鰊番屋駐車場区画線補修(留萌郡小平町） 設備(北海道) 

道内における自治体施設の駐車場整備ボランティア(工事を受注した各

地域で小学校や中学校などの駐車場整備ボランティアを行っています）

設備(北海道) 

消防団協力事業所として、災害時の資機材等を消防活動に提供してい

る。 

設備(青森県) 

全国交通安全運動期間等による街頭でのライト早め点灯の広報啓発等

の活動 

設備(岩手県) 

公共工事を受注した時には、必ず、学校、公民館等の公共の施設の地

域貢献をしております。 

設備(岩手県) 

地元の消防署へ、積雪や夜間見えづらい消火栓を解りやすくするため、

反射シール付きのＨ＝1800mm の消火栓ポールを平成２１年から毎年

20 本寄付している。 

設備(秋田県) 

全標協東北支部 宮城県協会と仙台市で通学路安全協定を締結して

いる。平成 24 年度から毎年、通学路安全対策として通学路のカラー化

等施工実施している。 

設備(宮城県) 

道路標識・道路反射鏡等の点検・調査・清掃を実施している。（年２回、

９年目） 

設備(群馬県) 

県と地域の団体と協力し、子どもの交通安全、防犯教室の他、関連活動

への看板、表示板等の貸し出しなど 

設備(群馬県) 

標識・防護柵等の点検調査および清掃作業 設備(群馬県) 

道路標識・道路反射鏡等の「点検調査」 設備(群馬県) 

地元の市町村に対し、管内の道路標識が薄く消えかかっている個所を

調査し報告を行う。毎年、年 1～2 回実施している。 

設備(埼玉県) 

地元小学校のスクールゾーンの「とびだし注意」等の看板設置 設備(神奈川県) 

・平成 27 年度町内会防災訓練参加 

・川崎市津波避難訓練 

設備(神奈川県) 

地域の小学校を中心に登下校時の交通安全確保の為に協会としてボラ

ンティア活動をしている。 

設備(山梨県) 

・交通安全キャンペーンへの参加（中部支部 愛知県協会） 

愛知県・県警などが主催する交通安全キャンペーン(年間約 12 回）に参

加するとともに、キャンペーン会場において来場者に配布する反射材な

どの啓発用品を主催者に提供し、交通事故防止活動を推進している。 

・交通遺児への支援（中部支部愛知県協会、岐阜県協会「会員数 17

社」） 

[愛知県協会]：平成 8 年から毎年、「東海交通遺児を励ます会」に寄付

し、交通遺児への支援を行っている。平成 27 年度は、11 月 9 日に贈呈

した。 

[岐阜県協会]：平成 4 年から毎年、「岐阜県交通遺児激励事業」に寄付

をし、平成 27 年度は、7 月 3 日に贈呈、8 月 24 日岐阜県知事より感謝

状をいただいた。 

・標識清掃による交通事故防止活動（中部支部 三重県協会「会員数 8

社」、岐阜県協会） 

[三重県協会]：8 月 18 日、津市内の国道において、会員 17 名により約

110 箇所の標識の清掃を実施した。 

[岐阜県協会]：11 月 12～13 日、岐阜県各土木事務所管内において実

施した。 

・道路清掃活動（中部支部 岐阜県協会） 

平成 19 年から毎年 5 月と 9 月の 2 回、岐阜市内の道路清掃活動を実

施している。平成 27 年度は、9 月に会員 25 名により岐阜環状線を清掃

した。 

設備(愛知県) 

道路反射鏡・標識の鏡面・表面の清掃、設置状況の点検・調整、樹木に

よって視界が悪い場合は伐採する。 

設備(兵庫県) 

道路反射鏡・標識の鏡面・表面の清掃、設置状況の点検・調整、樹木に

よって視界が悪い場合は伐採する。 

設備(兵庫県) 
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建設業協会員として、災害時活動を行っている。 設備(奈良県) 

市内小中学校周辺の道路反射鏡の清掃活動と維持点検活動 設備(山口県) 

山口県防府市ボランティア活動（砂防ダム等を調査し、緊急性の高い順

に設計業務の発注を促す） 

設備(山口県) 

地域の安全運転管理者協議会の役員となり、全国や県の交通安全運動

に関連したキャンペーンに参加し、県の会議にも出席している。 

設備(香川県) 

交通安全協議会 カッター(山形県) 

交通安全モデル事業所 カッター(島根県) 

・防災士の資格取得（現在 5 名） 

・事務所内に AED を設置 

カッター(福岡県) 

町会での巡回、会合 左官(大阪府) 

地域社員の消防等の活動と会社（工場）で消火活動のモデルとなってい

る(福島平田工場） 

左官(大阪府) 

市道に面して防犯カメラを設置、警察関係者が 2 回映像を確認しにきた

りしました 

左官(大阪府) 

地区としての防災活動（個人） 造園(北海道) 

[秋田県警察本部自主防犯パトロール認可（パークエンジェルス）] 

自動車に青色回転灯を装着して適正に自主防犯パトロールを実施する

団体として認定。潟上市を中心に周辺町村を子供たちの登下校時やイ

ベントなどに合わせたパトロールを実施。 

造園(秋田県) 

安全パトロールへの参加、市内の落書き消し、防犯冊子の発行 造園(千葉県) 

そなえパークの日の企画・開催を通じて、各公園で地域と連携した防災

活動を展開している 

造園(東京都) 

東京都北多摩北部建設事務所の震災対策協力会社 造園(東京都) 

地元警察署の安全協会に加入 造園(東京都) 

豪雨時の見回り 造園(埼玉県) 

・東近江市と「こども 110 番事業」の協定 

・東近江市主催の防災訓練に、滋賀県造園協会東近江支部として参加

造園(滋賀県) 

地元建設業協同組合として、県道、市道、河川などの清掃活動に参加

している 

造園(山口県) 

子供 110 番（不審者から守る）、高齢者見守り隊（仕事で伺う家の高齢者

の安否確認） 

造園(山口県) 

地域貢献活動として、年に 2 回災害の講習会や地域と一緒にボランティ

ア活動を行っている 

造園(佐賀県) 

大雨災害時等における下水道ポンプ始動訓練等の防災訓練に参加し

ている 

造園(佐賀県) 

子供 110 番の家 タイル(宮城県) 

地域及び市と共同で、高齢者住宅の雨漏り、樋の水漏れ等の修理を無

料で行いたい。 

タイル(埼玉県) 

生活安全等のための地域子供見守り隊等の防犯活動の応援。 タイル(長野県) 

「8 月 8 日屋根の日 無料点検」は、全県で 45 件、東信地区では 11 件

の点検が出来ました（全県で 7 社のメディアに取り上げられた）。 

タイル(長野県) 

屋根の日(8 月 8 日）に、一般住宅、会社周りの屋根の点検、見回りをし

ています。 

タイル(長野県) 

公共物件の屋根の無料診断と小修繕 タイル(長野県) 

公共施設の屋根(瓦）の点検、修理 タイル(長野県) 

小学校の PTA 役員として、防犯パトロールを行っている。 タイル(長野県) 

建築士会に所属し、住宅相談、中古住宅対策に関わっている。 タイル(長野県) 

地域消防団に参加している会員が多く、地域貢献として、各事業所は積

極的に地域消防団への参加を進めている。 

タイル(新潟県) 

・独居老人宅の屋根無料点検。 

・悪質リフォーム業者対策として、消費生活センター、警察と協力して再

発防止に努めている。 

タイル(富山県) 

京都市とのタイアップによる耐震普及活動 タイル(京都府) 

生野防火協力会で夜警を行っている。 タイル(大阪府) 

自社の知識をできるだけ公表して、悪徳リフォーム業の見分け方や対処

法を知らせている。 

タイル(福岡県) 
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環境保護・保全に関する活動 
 

三本木「館山公園を復活する会」への公園整備活動(清掃、寄付金）

(2013 年から 3 年目） 

建具 A(宮城県) 

緑のカーテン、清掃活動 建具 A(千葉県) 

森林生態系の保全活動「森で e こと」：行政や NPO と協働し、従業員や

その家族で森や里山で間伐・植樹、環境整備などのボランティア活動を

実施しています。現在の活動拠点は、三重県、長野県、茨城県の 3 カ所

で、春と秋の年 2 回ずつ地域に根差した活動を継続して行っています。

建具 A(東京都) 

高岡市と森づくり活動、ぴかぴかとやま一斉清掃活動、富山県森・川・海

リレー清掃、会社一斉ゴミ拾い活動 

建具 A(富山県) 

クリーン大作戦を年 2 回、春と秋に実施。地域との共生を大切に考え、よ

き企業市民として地域に根差した社会貢献活動を継続的に実施してい

ます。このクリーン大作戦は、現在では黒部市をあげての清掃活動にな

っています。 

建具 A(富山県) 

うたづ臨海公園清掃活動(年 2 回） 建具 A(香川県) 

ニホンメダカの孵化活動と近隣小学校への教材として提供 建具 A(熊本県) 

まちピカ運動に協力するために市と合意書を結び、社屋周辺の清掃、

除草などを、年 2 回を目処に行っている 

内装(北海道) 

青森市新城川をきれいにする会への寄付等。国土緑化推進機構への

緑の募金。 

内装(青森県) 

地元の公園などに関係する振興団体に所属し、除雪やゴミステーション

の設置などに協力している 

内装(青森県) 

ドミニカ修道院で、毎年、草刈りに取り組んでいる。 内装(岩手県) 

取引先への協力 内装(宮城県) 

当社単独での活動ではありませんが、河川清掃や地元工業団地内の清

掃活動への参加。 

内装(山形県) 

月に一度、会社の周辺の一斉清掃 内装(東京都) 

毎日、会社回りの清掃、年一回の天祖神社境内周りの清掃 内装(東京都) 

地域清掃活動 内装(埼玉県) 

近隣の清掃活動 内装(山梨県) 

・定期的に自社前県道脇の雑草取り等、清掃をしている。 ・降雪時の除

雪作業 

内装(石川県) 

街並み保全に関する積極的活動（清掃活動・植樹活動） 内装(広島県) 

当社が平成１４年現在地に移転後、近隣周辺の清掃活動を行っていま

す。 

内装(佐賀県) 

愛ロード 圧送(栃木県) 

太陽光発電、クリーンエネルギーに対応する機械の入れ替え 圧送(愛知県) 

シーニックバイウエイに参加し、公園の花壇作成をしている。 鉄骨(北海道) 

会社近隣の清掃活動を全社員で定期的に実施 鉄骨(青森県) 

沿岸地帯の大規模清掃活動 鉄骨(青森県) 

町内側溝泥運搬活動（建設業協同組合構成員） 鉄骨(青森県) 

公共道路の清掃作業 鉄骨(青森県) 

年一度春にゴミ拾い 鉄骨(青森県) 

各団体主催の清掃活動 

[（一社)岩手県建設業協会花巻支部]：北上川河川敷清掃、道の日・空

の日間連の清掃活動 

[豊沢川土地改良区]：豊沢ダムクリーン作戦、羽黒川排水路アドプト活

動、「豊沢川の森」清掃活動 

鉄骨(岩手県) 

道路・ダムの美化清掃等のボランティア活動への参加 鉄骨(岩手県) 

工場周辺の清掃活動 鉄骨(岩手県) 

現場単位で、現場周辺環境保全の為、作業員含めてゴミ拾いを実施し

ている。 

鉄骨(岩手県) 

地域の美化運動 鉄骨(秋田県) 

地域の清掃活動を実施している 鉄骨(秋田県) 

能代市工業団地連絡協議会を通じ、清掃を含め環境保全に協力してい

る。 

鉄骨(秋田県) 

地域の清掃活動、地域の除草活動、地域の害虫駆除の薬の散布活動 鉄骨(宮城県) 

三川町地球温暖化対策地域協議会 鉄骨(山形県) 

毎日の会社周辺の清掃活動をしている。その他に、年２回の道路清掃

活動に参加している。 

鉄骨(群馬県) 

ゴミステーションのゴミ入れ庫を製作・寄付している。 鉄骨(群馬県) 

近隣の清掃を行っている。 鉄骨(埼玉県) 

地域の清掃活動参加、交通安全友の会参加、行事の協賛金 鉄骨(埼玉県) 

工業団地内における清掃活動 鉄骨(埼玉県) 

地域で行っている花壇の花植えに参加。 鉄骨(埼玉県) 

・役員・社員が地元 NPO 団体の会員になり、町の緑化運動に協力して 鉄骨(新潟県) 

3 
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いる 

・年 2 回、町主催の町内一斉清掃に賛同し、会社周辺のゴミ拾い運動を

行っている。 

当団地にての一斉清掃と花壇の植樹 鉄骨(新潟県) 

海岸清掃への協同参加 鉄骨(新潟県) 

年に数回、近隣道路の全社員による清掃作業 鉄骨(新潟県) 

工場周辺の美化 鉄骨(新潟県) 

建設工事施工中における環境美化活動 鉄骨(新潟県) 

河川清掃 鉄骨(新潟県) 

毎月第三日曜日の側溝清掃に参加 鉄骨(新潟県) 

・石川県グリーンビーチにおいての地域活動に参加しています（主に、

加賀市内の海岸です）。 

・石川県から、動橋川において、美しい河川環境を創る活動を支援する

サポーターとして認定されています。 

鉄骨(石川県) 

小松市滝ケ原アーチ石橋群(小松市指定文化財）の清掃活動を行って

いる。 

鉄骨(石川県) 

元請会社の災害活動に協力することになっている(下請として）。 鉄骨(静岡県) 

清掃活動及び活動に用いる用具の提供、保管。祭事の道具の保管等。 鉄骨(静岡県) 

花いっぱい運動 鉄骨(滋賀県) 

地元の清掃活動 鉄骨(滋賀県) 

会社周辺、近隣の清掃。 鉄骨(滋賀県) 

滋賀県「美知メセナ」 鉄骨(滋賀県) 

環境ビジネスメッセへの出展や協力。保全活動への参加。 鉄骨(滋賀県) 

建設機械排ガス（2 次、3 次）規制を使用 鉄骨(和歌山県) 

公共施設の整備（草刈り、植樹等） 鉄骨(和歌山県) 

毎年行われる砂丘一斉清掃（春、秋）、青島の草刈に数名で参加してい

る 

鉄骨(鳥取県) 

地域の清掃、草刈、水路清掃 鉄骨(岡山県) 

近隣の清掃活動 鉄骨(山口県) 

CO2 削減 鉄骨(香川県) 

会社周辺道路の清掃 鉄骨(香川県) 

浜辺の清掃活動 鉄骨(香川県) 

森林の保全活動（植樹、雑草防止チップまき） 鉄骨(佐賀県) 

サンゴ養殖の金銭的支援(年に 1 回の支援、継続事業）として行ってい

る。 

鉄骨(佐賀県) 

大村湾の清掃、県忠霊塔の年 2 回の清掃 鉄骨(長崎県) 

毎年、高鍋海水浴場の海開きを前に、清掃作業があり、職員が参加して

いる。高鍋のスポットである高鍋大師の草刈り作業を一年に 5 回、職員

が参加している。 

鉄骨(宮崎県) 

職場での環境保護活動等として、植樹に取り組んでいる。 鉄骨(宮崎県) 

地域(工場近辺）の道路他、ゴミ拾いを行う清掃活動 鉄骨(宮崎県) 

ISO14001 認証取得、鹿児島市環境管理事業所、Fun to Shar 賛同企

業、CO2 削減/ライトダウンキャンペーン参加、自社の太陽光発電による

会社内への電力供給、会社内空調システムの氷蓄熱システム採用、九

州地域環境・リサイクル産業交流プラザへの参加、各取引先からのグリ

ーン調達先認定取得、地域清掃活動への参加（年間 5 件程度）、環境

関連 NPO との連携協力。植林。 

鉄骨(鹿児島県) 

海の日清掃作業（海岸及び海岸通りの清掃） 鉄骨(鹿児島県) 

海の日清掃作業、道路清掃作業 鉄骨(鹿児島県) 

・札幌市 不法投棄ボランティア（不法投棄監視） 

・札幌市清田区アダプトプログラム（景観美化運動、冬期間転倒防止対

策） 

設備(北海道) 

青森県と河川愛護団体「水辺サポーター」として、河川の除草、清掃活

動をしている。 

設備(青森県) 

国道や県道における歩道のゴミ拾いや道路標識清掃、及び河川敷等の

清掃活動 

設備(岩手県) 

所在地に隣接する自治体の管理河川について、堤防 1.5ｋｍの草刈りを

年 2 回継続実施。 

設備(岩手県) 

・秋田県潟上市の「潟上市主要幹線道路クリーンアップ」。 

・明るい社会づくり運動秋田県南ブロック協議会が主催する「国道 13 号

一斉クリーンアップ」（秋田県大仙市） 

設備(秋田県) 

潟上市主要幹線道路クリーアップ 設備(秋田県) 

宮城県からスマイルサポーターとして認定され、年 4 回指定路線を清掃

活動している。全標協東北支部 宮城県協会では、毎年、定禅寺通りの

清掃活動（落葉拾いと道路標識清掃）をしている。 

設備(宮城県) 

大雪による除雪作業や豪水水没による清掃など行っている。 設備(埼玉県) 

毎月一回、社員全員で会社近くの市道及び県道のゴミ拾いをしていま

す。 

設備(岐阜県) 

会社近くの県道を約 1.5ｋｍにわたり、年 2 回の清掃活動 設備(岐阜県) 
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静岡市役所「安倍川・藁科川アドプトプログラム」、静岡市役所「道路サ

ポーター協定」 

設備(静岡県) 

自社独自で、草刈り、ゴミ拾いに取り組んでいる。 設備(奈良県) 

清掃活動 設備(広島県) 

会社周辺の歩道の清掃活動 設備(山口県) 

年に一度全社員で国道のポイ捨てゴミを拾い、道路美化している。 設備(香川県) 

88 クリーンウォーク等の清掃活動の実施 設備(香川県) 

2 カ月に一回全社員で会社近くの市道の清掃を行っている。 設備(徳島県) 

・工事現場の沿線道路の清掃 

・公園の清掃、安全確認 

設備(愛媛県) 

国道植樹帯草刈りなどの清掃活動 設備(愛媛県) 

愛ロード。地域の水路等の清掃活動。８８クリーンウオーク 設備(愛媛県) 

年４回のロードボランティア（道路清掃） 設備(高知県) 

ロードボランティアとして、地域清掃を年に約 10 回程度実施 設備(高知県) 

月一回の道路清掃(国道 3 号） 設備(福岡県) 

福岡国道事務所管内で、週末、道路美化清掃に参画している。 設備(福岡県) 

・工業団地振興会、自治会による周辺地域の大清掃（草刈り・清掃美

化）の企画・準備及び参加。 

・取引業者や協力会社と街頭（駅周辺）清掃及び花の種配布運動のボ

ランティア活動。 

・町役場主催による地域空き地の緑化運動、環境保全運動の為の花園

（菜の花、コスモス）の維持・管理のボランティアへの参加。 

設備(大分県) 

那覇市道2路線の道路清掃ボランティア活動を毎月1回、また県管理道

路における道路管理者主催ボランティアへの参加を毎年 2～3 回行って

いる。 

設備(沖縄県) 

河川の清掃活動 カッター(青森県) 

元請会社からの依頼で、老人ホームや学校等の清掃等のボランティア

を行う。 

カッター(山形県) 

舗装版切断時に発生する濁水の回収および中間処理（重金属を含む

排水を回収処理） 

カッター(新潟県) 

地域の環境保護のため、定期的に美化活動を行っている。 カッター(滋賀県) 

クリーンまつえへの参加（市内一斉清掃） カッター(島根県) 

所属組合によるボランティア活動の一環として行われる地域の大掃除へ

の参加 

造園(北海道) 

22 世紀ブナの森づくり 造園(岩手県) 

[クリーンアップ活動] 

潟上市を中心に保安林内のクリーンアップを年１回実施（平成７年より）。

現在は秋田地域振興局「夕日の松原クリーンアップ」として実施されてい

る。潟上市に協力し、道路のクリーンアップ年１回実施。 

造園(秋田県) 

道路清掃活動として、県道のゴミ拾い活動に積極的に参加。 造園(宮城県) 

愛ロード（道路美化・清掃） 造園(栃木県) 

群馬県太田市にある金山清掃に参加している（毎年 9 月の第 1 日曜日） 造園(群馬県) 

各地での清掃美化運動の参加 造園(群馬県) 

飯能、西武の森に代表される当社グループ保有の森林などにおいて、

谷津田再生、森林保護などの活動を行うとともに、定期的に行政と懇話

会を開き、保全方針の協議を行っている 

造園(東京都) 

美化活動、植栽ボランティア 造園(東京都) 

国土交通省淀川河川敷公園の清掃作業 造園(東京都) 

埼玉県道路里親制度(ロードサポート)に関する確認書及びボランティア

活動実施証明書(本庄市、埼玉県） 

造園(埼玉県) 

・毎月１回会社社屋周りの道路のゴミ拾い行っている。 

・甲府市内土建設業者の自治体にある河川敷の芝刈り作業に参加して

いる。 

・指定管理施設の「御勅使南公園」でアカマツ林が毎年、松くい被害に

あっているので、「森の樹（こ）育て」イベントで松くい虫被害に強い抵抗

性マツや「どんぐり課外授業」で小学生に植えてもらい、大切に育てた

「どんぐりの苗」を、イベント参加者に植えて頂き、それを大切に育ててい

ます。 

造園(山梨県) 

・環境保全団体へ資材等を助成 

・ライオンズ活動の一環でもあるが、各所の清掃奉仕等 

造園(福井県) 

空き缶および吸殻などの散乱ごみの収集（毎月第三月曜日）、その他必

要な活動 

造園(滋賀県) 

滋賀県と「淡海エコフォスター事業」の合意（月 1 回、１km の清掃） 造園(滋賀県) 

豪雪災害によって被害を受けた松林の再生アダプトプログラムへの参加

（所属団体）、大山山頂保全活動への協力（所属団体青年部）、緑に関

するイベントの開催（所属団体） 

造園(鳥取県) 

現在、公益社団法人「小さな親切運動」本部より登録認定され、支部会

員として推進、普及に賛同している 

造園(山口県) 

・「愛リバー・サポーター制度」奉仕活動 造園(愛媛県) 
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愛媛県の愛リバー・サポーター団体として登録し、松山市小野川の河川

美化清掃活動（草刈り作業）を年 2 回実施している。 

・「クリーン愛媛運動」奉仕活動 

毎年 7 月のクリーン愛媛運動協調月間に合わせて、東温市横河原（県

道森松重信線）の除草・清掃を実施している。 

・「愛リバー・サポーター制度」奉仕活動 

「愛リバー・サポーター団体として登録し、松山市小野川の河川美化清

掃活動（草刈り作業）を年 2 回実施している。 

・「クリーン愛媛運動」奉仕活動 

毎年 7 月のクリーン愛媛運動強調月間に合わせて、東温市横河原（県

道森松重信線）の除草・清掃を実施している。 

造園(愛媛県) 

・「愛リバー・サポーター制度」奉仕活動 

「愛リバー・サポーター団体として登録し、松山市小野川の河川美化清

掃活動（草刈り作業）を年 2 回実施している。 

・「クリーン愛媛運動」奉仕活動 

毎年 7 月のクリーン愛媛運動協調月間に合わせて、東温市横河原（県

道森松重信線）の除草・清掃を実施している。 

造園(愛媛県) 

「ロードボランティア」として、県道の清掃を年 3 回実施している。韓国に

て孤児を育てた、高知県出身である田内千鶴子の生誕地記念碑公園の

剪定、除草作業を、年 2 回ボランティアとして行っている。 

造園(高知県) 

久留米市の清掃協力 造園(福岡県) 

一般県道である虹の松原線道路の清掃活動、虹の松原再生保全活動 造園(佐賀県) 

林相ギャップによる自然生態系保護活動における里山の間伐や地拵え

等のボランティア活動に参加している。 

造園(佐賀県) 

各支部ごとに、環境美化（市内の歩道清掃、河川のごみ収集、クリーク

の藻の除去、駅の清掃等）を年 2 回行っている。 

造園(佐賀県) 

環境保護、美観保護、保全活動 造園(長崎県) 

河川の草刈り等 造園(宮崎県) 

都市緑化空間等の取組への参加(加盟団体） 造園(沖縄県) 

県道や公園の草刈り・草花の植付作業を年 2 回実施している 造園(沖縄県) 

カラーベストなどのアスベストを含む屋根材の除去(有償ではあるが） タイル(宮城県) 

草刈り、ごみ拾い等 タイル(長野県) 

地域の清掃活動 タイル(長野県) 

屋根材のプレカットを行い、騒音のない作業、粉じんの出ない作業、工

期短縮に伴う近隣に配慮した施工体制を整備している。 

タイル(愛知県) 

和歌山市主催の和歌山城クリーン作戦に参加し、和歌山城及び城内施

設の清掃、屋根点検、補修などを行っている。 

タイル(和歌山県) 

清掃活動 タイル(岡山県) 

小学校、大学、地域住民と共に、通学路、駅前周辺の環境美化（花いっ

ぱい活動）に取り組んでいる。 

タイル(岡山県) 

町内外の神社の屋根上の葉、枝の撤去、処分をボランティアで行ってい

る。 

タイル(徳島県) 
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子どもの健全育成・学校支援に関する活動 
 

高校生職場体験学習、製造所視察研修(毎年）、ダブリン交換留学受入

(1998 年～隔年） 

建具 A(宮城県) 

工場見学の実施・インターンシップの受け入れ等 建具 A(千葉県) 

■ベトナムにおける水環境教育活動 

水まわり商品の主要な生産拠点であるベトナムは、未だ衛生設備の整っ

ていない地域が残っており、環境保全の知識も十分ではありません。ベ

トナム国内での衛生陶器トップシュアを持ち、ベトナムの発展とともに現

在の地位を築いてきた企業として、少しでもベトナム社会の役に立ちた

いと考え、国際 NPO「Bridge Asia Japan」、「Seed to Table」や現地の行

政と協働し、現地の社会情勢や環境に応じた水に環境教育を実施して

います。 

■出前授業「水から学ぶ」 

地域の営業部門の従業員が、小学校へ赴き、合計 2 時間の授業を実施

しています。オリジナル教材を使い、地球の水循環や水問題を通じて、

「水は限りある資源」であることを認識し、自分達の暮らしを振り返るきっ

かけを与える出前授業を実施しています。 

建具 A(東京都) 

インターンシップの受入、高岡市と環境教室(保育園児） 建具 A(富山県) 

地元小・中・高生の職場体験学習、工場見学等の受入 建具 A(香川県) 

保育園児対象の芋ほり体験教室 建具 A(熊本県) 

地元の小学校へ「写真ニュース」の掲示を行っている 内装(茨城県) 

子供達の発明・発見大会の後援 内装(茨城県) 

立川市柏小学校への学校支援等 内装(東京都) 

地元の工業高校生徒を対象にした内装仕上実務研修の実施 内装(埼玉県) 

子供 110 番の家（会社） 内装(富山県) 

近隣の公立中学校が授業の一環として実施している体験学習におい

て、当社では 5 日間、生徒を社内作業に従事させるなど、体験の機会を

提供している 

内装(京都府) 

工業高校の建築科で授業をしています。実習で１つの教室をリフォーム

する指導をしています。工事自体はすべて生徒が行います。 

内装(兵庫県) 

高校、中学校から 1 週間程度の実習受け入れを不定期であるが行って

いる 

内装(島根県) 

子供会活動の支援 内装(広島県) 

宮崎県内の専門工事業団体で構成する「建設技能労働者確保事業推

進委員会」 では、建設労働者の確保・育成のために、高校や産業技術

専門校での進路指導担当等の面談、出前講座やイベントの実施等によ

って県内企業への就職を呼びかけている。弊社では、11 月の土木の日

に、地元小学校で開催される「建設機械のふれあい広場」にポンプ車の

出展を予定している。 

圧送(宮崎県) 

地域の高校生のインターンシップを受け入れ 鉄骨(青森県) 

高校生インターンシップの受入 鉄骨(青森県) 

体験学習（中・高生） 鉄骨(青森県) 

1.中学生を対象とした職場見学実習 

地元中学生を対象に職場見学実習の受入を行うことで、働くことの楽し

さや大変さ、意義を学んでいただく。 

2.高校生、大学生を対象としたインターンシップ（就業体験）受入活動 

現在専攻している専門分野の職場を体験していただくことで、学生自身

の主体的で創造的な人材育成に貢献している。 

鉄骨(岩手県) 

高校・短大・大学が実施するインターンシップの受入れ 鉄骨(岩手県) 

「子供 110 番」としての看板を工場に掲げ、子供達に何かあったときに緊

急避難や相談、支援が出来るところであることを周知している。 

鉄骨(岩手県) 

地元小学校へ機材等の寄付をしている。 鉄骨(秋田県) 

高校生のインターンシップを受け入れている。 鉄骨(秋田県) 

地元高校にアーク溶接の技術指導 鉄骨(宮城県) 

地元の工業高校で実施している職場体験に協力している。生徒さんが 2

～3 日間来社し、先輩社員の手ほどきを受けながら仕事を経験した。 

鉄骨(福島県) 

工業高校生のインターンシップを毎年実施し、生徒を受け入れている。 鉄骨(群馬県) 

社員・外注社員に「ぐんまの子どものためのルールブック」を配布し、家

庭教育に参加している。工業高校・産業技術専門学校生には、定期的

に、溶接技術指導の要請を受け、行っている。時々、溶接実習に使用

する鋼材を無償提供している。インターンシップも随時受け入れている。

鉄骨(群馬県) 

育成会行事に参加とイベントに使用する品を提供している。 鉄骨(群馬県) 

毎年１回、地元の大学生（東洋大）に対し、工場見学会を実施している。 鉄骨(埼玉県) 

通学時などの子どもを守る１１０番など、学校の支援に協力している。 鉄骨(埼玉県) 

中学校の体験学習の受入れ 鉄骨(長野県) 

体験学習で中学生を受入れ、工場製作の見学、実際に作業もしてもら

い、社会経験をしてもらった。 

鉄骨(長野県) 

4 
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地元学校の新聞社ニュースに協賛している。 鉄骨(新潟県) 

地元小学校の工場視察、社会科学習の実施 鉄骨(新潟県) 

・日頃より社内で発生するダンボール、古紙、古新聞を分別して保存し、

地域の児童、生徒のために小学校、中学校の資源回収に提供してい

る。また、小学校、中学校の資源回収において当社の 4 トントラックで地

域全体の回収、運搬の支援をしている。  

・ＰＴＡ会長を輩出している。 

鉄骨(富山県) 

金沢北陵高校と毎年インターンシップを行っています。 鉄骨(石川県) 

森本中学校、北陵高等学校の体験学習の体験学習の受け入れ 鉄骨(石川県) 

地域学区の廃品回収 鉄骨(静岡県) 

中学、高校生のインターンシップ(職業体験）の受け入れ 鉄骨(静岡県) 

ロータリークラブに所属しています。福島及び災害地の子供たちを福井

に招待して、福井の地元の子供たちとサッカー教室の開催及びバーベ

キューで交流している。東北復興地の保育園に行き、地元の子供たち

に絵本、紙芝居を現地にて購入し、子供たちに読み聞かせ、本の進呈

をしています。東北震災で両親が亡くなった子供たちに教育資金として

ロータリークラブ会員一人一万円ずつ集め足長おじさん的な支援活動

をしています。 

鉄骨(福井県) 

工業高校への溶接技術者の派遣及び溶接材料提供 鉄骨(福井県) 

小学校の社会科学習の一環として、工場見学を実施している。 鉄骨(和歌山県) 

地元小・中学校に対する新聞(生徒向け交通安全）の提供。 鉄骨(和歌山県) 

補導委員の活動 鉄骨(和歌山県) 

「きしゅうくんの家」に登録しています（警察関連）。子供達の緊急時のか

けこみ寺として、地域の方々に認知していただいています。 

鉄骨(和歌山県) 

各地域の子どもクラブ活動の支援、きしゅう君の家（子供のかけこみ場） 鉄骨(和歌山県) 

従業員の PTA 活動参加を積極的に応援している 鉄骨(和歌山県) 

地元の保育園、小学校、中学校の年 1 回の大運動会への協賛をしてい

る 

鉄骨(鳥取県) 

廃品回収への協力（スクラップ提供） 鉄骨(岡山県) 

地元の中学校・高等学校に対するインターシップの受け入れ 鉄骨(山口県) 

地元の小学校に交通安全ポスター製作協力 鉄骨(山口県) 

学校支援のため、公民館活動でのボランティア、貸出し等 鉄骨(香川県) 

青少年健全育成 鉄骨(香川県) 

①地元工業高校生の就業体験(インターンシップ）を受入れ、毎年 1 回 3

名 5 日間、溶接の実習及び鉄骨組み立て工事現場の見学など。 

②地元工業高校の電子機械部の活動を支援。ロボット相撲や各種競技

会への参加を支援、材料部品の調達と活動費用の寄付。 

鉄骨(愛媛県) 

・高校生と共同で 2 カ月に 1 回程度、駅広場、河川の清掃を行っている。 

・台湾や韓国への短期ホームステイの支援 

鉄骨(福岡県) 

海岸での子供自然塾 鉄骨(佐賀県) 

地元小中学校への無償協力 鉄骨(佐賀県) 

寄付 鉄骨(佐賀県) 

子ども見守り隊活動のほか、年 1 回の学校修繕ボランティア。 鉄骨(佐賀県) 

小学生バレーボール大会、サッカー大会 鉄骨(長崎県) 

平成 22 年より、当組合会員が製作したグランド整地用具のトンボを学校

環境整備に役立てるため、県内全域の小中高に寄贈してきた（平成 27

年度終了時点で寄贈本数は 1,000 本となる）。 

鉄骨(宮崎県) 

子ども 110 番、おたすけハウスに加入し、活動している。 鉄骨(宮崎県) 

地域の小学校(江平）の運営協議会委員長として活躍中。 鉄骨(宮崎県) 

学校、保育園等の父親参加に積極的に取り組んでいる。 鉄骨(宮崎県) 

おたすけハウス 鉄骨(宮崎県) 

中高大学生のインターンシップ受入れ、職業訓練機関へのキャリア教育

講師派遣、中高校への出前教室への講師派遣(県教育庁主催/経営者

団体協賛）。 

鉄骨(鹿児島県) 

学校内の遊具等の補修 鉄骨(鹿児島県) 

弊社の所在している地域は剣道の盛んな地域で、学校の体育館で少年

剣道を指導している団体が 3 団体ほどあります。 初に竹刀を打ち込む

架台の製作（タイヤ・支柱）の依頼を受けましたので、9 台製作して（3 団

体×3 台）寄贈しました。 

鉄骨(鹿児島県) 

地元の高校生を対象とする職業体験学習を実施し、毎年生徒を受け入

れている。 

鉄骨(鹿児島県) 

・日高町日高小学校、日高中学校、ひだか高原荘の駐車場整備を行っ

た。学校が夏季休暇中の 8 月 10 日早朝から、3 箇所合わせて車両 172

台分の駐車区画線と停止線、止まれ・徐行・来客用などの文字を社員

12 名で施工し、合わせて付近の道路清掃も行った。 

・平成 25 年 8 月 3 日から 12 日にかけて、帯広市内の小中学校 10 校の

駐車場の整備として、車両約 320 台分の駐車区画線と身障者用の駐車

区画、横断歩道、徐行などの文字を施した。 

設備(北海道) 

・厚別通小スクールゾーン路面標示塗装・看板設置（札幌市厚別区） 設備(北海道) 
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・北広島西高校安全標語塗装・看板設置（北広島市）。 

地元中学校の通学路、グランドの除雪活動 設備(北海道) 

小学校に通学する児童の交通事故防止及び環境整備に取り組んでい

る。 

設備(北海道) 

北海道北見緑陵高校での除雪ボランティア(毎年、3 月に同校のグランド

にて除排雪のボランティアを行っています。平成 22 年からスタートし、5

年継続しています。弊社の得意分野である除排雪業務で大型ロータリ

ー車、タイヤショベルなど、複数台で作業を行っています） 

設備(北海道) 

地域で大きな祭りやイベントがある場合、専門工事業を活かした、標識、

信号等の清掃を継続しております。 

設備(岩手県) 

所属協会の貢献事業として、教育委員会、小学校ＰＴＡ、児童会、警察と

連携・調整を図りながら、学校付近の通学路の安全対策を実施している。

設備(岩手県) 

子どもを守ろうプロジェクトを実施している。（平成２２年より） 設備(群馬県) 

「子どもを守ろうプロジェクト」 設備(群馬県) 

子どもを守ろうプロジェクトの実施 設備(群馬県) 

地元小学校のスクールゾーンの「とびだし注意」等の看板設置 設備(神奈川県) 

通学路児童安全対策ボランティアの実施 設備(山梨県) 

地域の小学校を中心に登下校時の交通安全確保の為に協会としてボラン

ティア活動をしている。児童を登下校時における交通災害から守る為、標

示シート・区画線によって、事前に危険個所を予告することにより、交通事

故を防ぐ為の活動をしている。実施の際には地域の警察署・教育委員会・

学校関係者と協議し、より有意義な活動となるようにしている。 

設備(山梨県) 

・「子どもを守ろうプロジェクト」活動（中部支部 愛知県協会、静岡県協

会「会員数 24 社」） 

連れ去り事案の未然防止など、県警・小学校と連携した防犯活動を継続

実施している。 

[愛知県協会]：平成 19 年から、県警から委嘱された防犯少年団

(KONOHA キッズ）とともに、小学校の校門などに「しらない人にはつい

ていかない」と記載した防犯啓発シートを貼付している。平成 27 年度

は、10 月から 15 小学校に贈呈。なお、愛知県協会では本活動を全国の

協会員に紹介する活動を推進、本年は 10 月 22 日、愛媛県松山市にお

いて全国23 都道府県から122 名が参加した全国大会を開催、活動が全

国に広がっている。 

[静岡協会]：平成 22 年度から活動を実施、平成 27 年度は 10 月から、9

小学校に「しらない人にはついていかない」と記載の防犯啓発シートを

貼付している。 

・「災害から子どもを守ろうプロジェクト」活動（中部支部 愛知県協会） 

南海トラフなどの大地震が想定されているため、昨年度から新たな活動

として実施している。平成 27 年度は 8 月に、津波被害が想定されている

半田市内の「さくら小学校区」の緊急避難場所周辺に、ソーラー照明式

避難場所標識 2 基、貼付シート 12 枚を寄贈、半田市長から感謝状をい

ただいた。 

設備(愛知県) 

全標協として、「子供を守ろうプロジェクト」を平成１８年からスタートし、交

通事故や犯罪、災害の犠牲から全標協の安全対策で守っていこうという

取組み。具体的には、通学路等における歩行空間のカラー化（グリーン

ライン）。 

設備(兵庫県) 

全標協として、「子供を守ろうプロジェクト」を平成１８年からスタートし、交

通事故や犯罪、災害の犠牲から全標協の安全対策で守っていこうという

取組み。具体的には、通学路等における歩行空間のカラー化（グリーン

ライン）。 

設備(兵庫県) 

小学校の授業の一環として会社体験を行っている。 設備(奈良県) 

子どもを守ろうプロジェクト 設備(愛媛県) 

子供を守ろうプロジェクトに、全標協高知県支部会員として参加 設備(高知県) 

子育て応援企業へ登録している。働く世代をがんから守るがん検診推

進企業へ登録している。 

設備(福岡県) 

名古屋市の「親学」の推進協力企業として活動。 カッター(愛知県) 

企業として「こども 110 番」に登録され、子供の防犯、健全育成に努めて

いる。 

カッター(熊本県) 

左官に関する資料を元に、出前授業などの活動を県下各地で催行して

います。左官に関する説明のほか、実際に学生に紋様鏝絵を作成させ

ています。本人はもちろん学校関係者、父母たちに大いに喜ばれ感謝

されております 

左官(静岡県) 

学校でのスポーツ参加、登下校での角立ち 左官(大阪府) 

本社に隣接する釧路市立清明小学校の敷地内除雪と花壇整備を行っ

ている 

造園(北海道) 

県立高校生のインターシップ受け入れ 造園(岩手県) 

管理運営を受託している公園で、職場体験の受け入れを行っているとと

もに、課外学習の場所としても受け入れを行っている。また環境教育の

一環として自然観察会や、はち育など直接自然に触れる活動を行って

いる 

造園(東京都) 
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休眠地を活用し、毎年ひまわりを育てる活動を地元住民、保育園、幼稚

園、小学生、観光客らと行っている。 

造園(東京都) 

武蔵村山市立第二小学校において、竹製植木鉢を作り、子供たちが拾

ったドングリ類の栽培を指導（東北地方へ運搬予定） 

造園(東京都) 

職場体験活動（中学生）、高校生インターシップ 造園(埼玉県) 

当社の創立 50 周年記念行事として、近隣にある別所熊野神社において

子供の遊び場の整備を行い、ソメイヨシノの植樹も合わせて行いました。

今後は、別所熊野神社の伐採等を行っていきたいと思います。 

造園(神奈川県) 

県立職業技術校の実習、技術指導 造園(神奈川県) 

指定管理者施設である「御勅使南公園」において、「どんぐり課外授業」

として、県内の小学生に園内で採取したどんぐりをポットに植えて頂き、

それを大切に育てている。 

造園(山梨県) 

学校内の樹木奉仕剪定 造園(三重県) 

学校ボランティアへの参加 造園(福井県) 

NPO 法人会員として地域貢献活動（幼稚園に積木寄贈、市内の農業高

校に「市の花」栽培支援） 

造園(滋賀県) 

こども 110 番 造園(大阪府) 

地元の亀山児童館へ随時、お花を提供している。また、毎年 10 月に開

催される「児童館まつり」に参加し、工作に使用する材料などを提供して

きた。児童館の広場の水溜り補修工事をボランティアで実施した

（2015.2.9） 

造園(広島県) 

廃品回収手伝い、清掃等の機械貸出 造園(山口県) 

公園でのイベント開催 造園(福岡県) 

福岡県の「子育て応援宣言」に参加。取組内容は、1．小学校就学中ま

での子供の看護休暇を認める。2．子供を保育園等に送迎するための出

社退社時間を配慮する。 

造園(福岡県) 

佐賀市が推進している「子供へのまなざし運動」に参加している。また、

高校生のインターシップ就業体験として毎年 2 名を受け入れている 

造園(佐賀県) 

保育園児と国営公園にて彼岸花の植栽を行うことや、高校生の入職促

進に向けてインターシップを受け入れている 

造園(佐賀県) 

子供の健全育成、学校教育への協力 造園(長崎県) 

学校支援ボランティア、学校評議員 タイル(宮城県) 

・小学校や保育園に年数回トラック等の車輌を無料で貸し出している。 

・事務所を子供 110 番の駆け込み所にするため、申請中。 

タイル(群馬県) 

小学校の開放委員として、子供達の健全な育成とスポーツを通しての交

流を深めている。 

タイル(埼玉県) 

大学の建築学科、高校の建築科等の授業のなかで、瓦について勉強す

る機会を提供している。 

タイル(長野県) 

信州大学と公立高校からの要望で、現場での仕事内容や瓦の葺き方の

実演を行った。 

タイル(長野県) 

学校や更生事業所の校外指導、交通安全指導等 タイル(長野県) 

地元ライオンズクラブが行う青少年健全育成事業等に参加している。 タイル(長野県) 

屋根というものをもっと知ってもらうために、高校の建築科で出前講座等

を行っている。 

タイル(新潟県) 

小学校の部活動や地区、学区の活動資金の援助。 タイル(愛知県) 

地域学校への寄付など タイル(愛知県) 

稲沢市立大里中学校の中学生の職場体験 タイル(愛知県) 

小学生の工場見学を実施。3 年生の教育の一環として授業に協力して

いる。 

タイル(愛知県) 

地元小学校においての文化教育活動 タイル(三重県) 

自社単体の取組ではないが、商工会や青年会議所のメンバーとともに、

地元小中学生を対象に行っている。 

タイル(福井県) 

建築訓練校における講師 タイル(京都府) 

出前授業 タイル(大阪府) 

神戸市技能職団体による進路学習会に毎年参加。 タイル(兵庫県) 

・小学生に対して、授業参観を兼ねた「ものづくり講座」を実施。小学生

低学年とそのご両親が瓦粘土を使い自由に成形したり、形貫をしたり、

テコラ(瓦リサイクル商品）を使って鉢植えをするなど、瓦に触れてもらうこ

とを目的に行っている。 

・高校生(和歌山工業高校、和歌山東高校）の授業の一環として、切妻

架台を使用し、割り付け～棟包みまでの工程を指導。人材育成、伝統的

技術の認知を高めることを目的に行っている。 

タイル(和歌山県) 

地元市の学校（小・中学校）において、年 1 回、簡単な補修工事（塗装・

左官工事・建具調整ほか）を行っている。 

タイル(佐賀県) 

小学生の通学時の安全交通指導 タイル(熊本県) 

中学校英語弁論大会等の支援 タイル(宮崎県) 
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専門工事業者における地域貢献活動に係わるアンケート調査

 

まちづくり、経済（地場産業、商店街など）に関する活動 
 

地場産業「おおさき産業フェア」継続参加(2010 年開始より毎年） 建具 A(宮城県) 

地元の祭事に参加 建具 A(千葉県) 

高岡市中心市街地活性化活動 建具 A(富山県) 

宇多津まちづくりアクションプラン協議会参画等 建具 A(香川県) 

市主催イベント「みなと八代フェスティバル」への参加 建具 A(熊本県) 

地元の商工団体に加入し、祭りや様々なボランティア活動に参加している。 内装(青森県) 

仙台卸商センターの活動への協力 内装(宮城県) 

まちづくり市民会議の会員として参加、地区活性化、情報交換等の促進

に努める。 

内装(福島県) 

主に商工会議所を通じたまちづくり等の活動。 内装(茨城県) 

ロータリークラブに加入 内装(千葉県) 

町内会行事への提灯等の寄付 内装(東京都) 

毎年祭りの神輿の担ぎ手を動員（３０名）、休憩所・食事の提供 内装(東京都) 

法人会活動、商工会議所活動 内装(埼玉県) 

ゴミの分別の徹底 内装(兵庫県) 

地域振興のためのイベント企画へ積極的に参加している 内装(島根県) 

地域の体育祭等への寄付金 内装(岡山県) 

町内会活動の支援（町内会副会長） 内装(広島県) 

地元の祭りなど地元自治体への協賛金など。 圧送(三重県) 

地域のライオンズクラブ、商工会青年部、女性部に参加し、地域の活性

化及び町の高齢者福祉等に関わる活動を積極的に参加している。 

鉄骨(北海道) 

まちづくり・経済支援に該当する諸活動への積極的な参加・協力 鉄骨(青森県) 

地域祭りに参加、ＰＲ 鉄骨(青森県) 

建設工事 鉄骨(青森県) 

予定、願望として、市外、県外を商圏とした新事業やスキーム展開をし、

地場産業や商店街にも恩恵が出るようにしたい。また、そのことによる自

社、地域の雇用促進。 

鉄骨(岩手県) 

地域のお祭り等への協賛 鉄骨(秋田県) 

地元商工会議所の活動に積極的に参加し、地域の活性化に努めている。 鉄骨(秋田県) 

地元振興や被災地復興への貢献活動に積極的に参画して地元の雇用

確保や発展及び被災地の速やかな復興に寄与する。 

鉄骨(秋田県) 

地域で開催される祭り等に参加、協賛している。 鉄骨(宮城県) 

三川町かわまちづくり 鉄骨(山形県) 

市の行事、商工会の行事に参加 鉄骨(埼玉県) 

各種団体活動への参加・協力 鉄骨(長野県) 

社長は NPO 法人梓川親和会理事、専務は松本商工会議所梓川支所

青年部前部長（現在は部員） 

鉄骨(長野県) 

まちづくり振興会への協賛及び協力、ボランティア 鉄骨(新潟県) 

商工会や佐渡市などが開くイベントへの協賛、工業会や産業創造塾へ

の参加による地域産業活性化活動 

鉄骨(新潟県) 

地元町内の行事への協賛を行っている。 鉄骨(新潟県) 

・隣接部落の春秋祭の協賛（花火） 

・近隣地域配布の住宅地図への協賛広告 

鉄骨(新潟県) 

付近町内会への夏祭りへのカンパ 鉄骨(新潟県) 

地域での雇用 鉄骨(新潟県) 

白根凧合戦協会への協賛を行っている。 鉄骨(新潟県) 

地域の振興団体（商業会、観光協会等）に加入しており、イベントや文

化事業などに積極的に参加、協力している。 

鉄骨(新潟県) 

地域の商工会に加入しており、イベント等へ参加している。 鉄骨(新潟県) 

・地域の納涼イベントに発電機、仮設資材などの社内設備を無償提供し

ている。 

鉄骨(富山県) 

商工会、観光協会に役員として活動 鉄骨(富山県) 

能美市商工会建設部会（辰口地区まちづくり清掃作業） 鉄骨(石川県) 

地元商工会への参加 鉄骨(和歌山県) 

地元商工会活動に参加 鉄骨(和歌山県) 

恒例のイベントへの支援 鉄骨(和歌山県) 

行政や商工会の主催する行事や動員要請を理解し、積極的に参加して

いる 

鉄骨(和歌山県) 

観光地の活性化を図るべくイベント等を行っている 鉄骨(岡山県) 

地域イベントへの参加（花火、神楽、まつり） 鉄骨(岡山県) 

地域の祭り等の手伝い 鉄骨(山口県) 

地元の神社への寄付 鉄骨(山口県) 

地元のお祭りやイベントの援助 鉄骨(山口県) 

商工会活動の補助、ボランティア 鉄骨(香川県) 

新宮町企業振興会、商工会として、まつり新宮、砂の祭典等の支援 鉄骨(福岡県) 
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駅前広場に防犯カメラの設置、地域のお祭りやホタルの育成等の援助 鉄骨(福岡県) 

商工会理事であり、軽トラ市の協力活動などに取り組んでいる。 鉄骨(宮崎県) 

高崎町商工会長(2 期 4 年目）として、又、町づくり協議会委員として、6

次産業化ほか、イベント等に取組中。 

鉄骨(宮崎県) 

まちづくり関連 NPO に参加(まちづくり提案構築への参加など）、同 NPO

法人が主催する活動・イベントに参加。 

鉄骨(鹿児島県) 

木工、鉄工を利用してのベンチづくり他。今年は美術館へ本棚を寄贈。 鉄骨(鹿児島県) 

・この事業に参加して今年で 10 年目であるが、幕別町忠類道の駅周辺

の国道沿いで、地域の方と共に花を植えたり、重さ 90 ㎏のフラワーポット

を設置した。交通インフラ整備を仕事としている私たちが、車窓からの景

観に少しでも貢献したいと考えた。また、地域の方と接することで、私た

ちの仕事(区画線工事）をわずかながらでも理解していただけたと思う。 

設備(北海道) 

大森山動物園ボランティア活動 設備(秋田県) 

地場産業の組合に参加し、勉強会等の企画・運営を行っている。 設備(香川県) 

商工会議所よりの活動への参加 カッター(島根県) 

地元の祭りなどで出店、収益金を寄付。 カッター(山口県) 

京都では社会復帰の人々の応援等の活動をしている 左官(大阪府) 

群馬県太田市の産業環境フェスティバルに参加している 造園(群馬県) 

市内で行われる各種イベントの協力（参加、運営） 造園(群馬県) 

はち育（ミツバチの目線から地域の緑を見つめなおす活動）などを通じ

て、副産物である蜂蜜を使い、それぞれの地域の新しい商品の開発や、

新しいメニューの開発などを行っている 

造園(東京都) 

休眠地を活用し、毎年ひまわりを育てる活動を地元住民、保育園、幼稚

園、小学生、観光客らと行っている。 

造園(東京都) 

武蔵村山市の「新青梅街道沿道地区まちづくり計画」条例作り委員着任 造園(東京都) 

地元の花いっぱい協議会の幹事 造園(東京都) 

[地元自治体が主催するイベント、フェスティバル等への参加] 

新宿区：大新宿区まつり「ふれあいフェスタ 2015」 

杉並区：すぎなみフェスタ 2015 

杉並区：地域防災イベント、震災訓練 

造園(東京都) 

地元商店街活動に参加したり寄付を行っている 造園(福井県) 

・苑友會舘の庭園、建物を研修場所として提供（東近江市商工会、東近

江市観光協会、滋賀県商工会連合会、滋賀県観光ボランティア団体

等） 

・滋賀県造園協会会員として「1000 本桜事業」推進 

・NPO 法人会員が指定管理者として受託している公園で、みどりの日に

花の種子を配布。 

・地域のイベント支援（抽選会に景品提供、交通整理員としてボランティ

ア、実行委員会に参画し地域のイベント支援） 

造園(滋賀県) 

火の山、トルコチューリップ園の球根植付支援、緑化祭の手伝い 造園(山口県) 

県内の各種団体と連携、協力し、イベントへ参加している。また、県のま

ちづくり推進課「佐賀の木・家・まちづくり協議会」や佐賀空港活性化推

進協議会、佐賀県ストップ温暖化協議会などの各種委員会に参加し、

提案を行っている 

造園(佐賀県) 

平成 20 年 4 月より「ふるさと恩返しプロジェクト」と称して、会社周辺の道

路清掃、ゴミ拾い等のボランティア活動を実施 

造園(長崎県) 

市町村のイベントへの参加 造園(宮崎県) 

近隣市街の民間ボランティア活動への参加 造園(沖縄県) 

市観光協会理事として、祭り等の企画・運営に取り組んでいる。 タイル(宮城県) 

祭りへの出展 タイル(栃木県) 

市や区町内のイベントに参加。またトラック等の無料貸し出しや材料の

寄付を行っている。 

タイル(群馬県) 

・NPO 法人「川越蔵の会」への協力、エコプロダクツ、アースデー、宵の

市、ライトアップ、街並み保存、再生事業などへの協力。和紙の里フェス

ティバル、おごっつぉフェアなどへの協力、関東町並ゼミ in 栃木への

参加、全国町家再生交流会への参加予定(2016 年 2 月）など。 

・一般労働組合埼玉土建の施工会(小江戸住宅サポートセンター）とし

て、川越市住宅相談に取り組んでいる。相談員が、第二・大四火曜日に

地域住民の住宅に対する要求に対応するため、川越市役所で住宅相

談を行う。 

タイル(埼玉県) 

商工会活動などを通じて地域貢献に取り組んでいる。 タイル(長野県) 

地域貢献活動として行事へ参加している。 タイル(長野県) 

旧街並再開発にあたり、瓦屋根の提案 タイル(長野県) 

地域祭りの「真田まつり」の手伝い、菅平高原スノーパトル出資、「真田ロ

マンウォーク」エキストラ、プレミアム商品券取扱加盟店。 

タイル(長野県) 

まちづくり研究会に所属し、都市計画道路の景観調査、研究を行っている。 タイル(長野県) 

・組合ホームページに「お問い合わせフォーム」コーナーを設け、一般消

費者からの瓦に関する問い合わせに応じている。 

・屋根の日に各地イベント会場で屋根工事の無料相談所を設け、瓦に

タイル(富山県) 
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関する種々の相談に応じている。 

神山連区地域づくり協議会に関する事業において、人的動員で協力し

ている。 

タイル(愛知県) 

温泉街の発展活動に協力している。 タイル(福井県) 

まちの匠の知恵を生かしたリフォーム事業として、市民に対する市の助

成金の紹介と、普及活動として耐震ネットワークに参加。 

タイル(京都府) 

兵庫県、神戸市で開催される技能フェスタ＆グランプリに参加、出展して

いる。 

タイル(兵庫県) 

商工会(商店街）主催の花火大会、お祭り、献血などへの出展及び協賛

金・労力の提供。 

タイル(兵庫県) 

芦屋サマーカーニバルの実行委員（現在は協賛金のみ）、西宮まつりへ

の出店協力、ボランティアなど。 

タイル(兵庫県) 

異業種及び一般参加イベント等の支援 タイル(岡山県) 

地元西条市で毎年開催される商工会の産業祭というイベントで、二日

間、屋根瓦の PR 活動を行っている。 

タイル(愛媛県) 

地区の祭りの準備、撤去を行っている。 タイル(佐賀県) 

校区の夏祭りや敬老の集いに参加している。 タイル(熊本県) 

ボランティア活動 タイル(熊本県) 

商工会や行政主催のイベントや行事にボランティアとして参加している。 タイル(鹿児島県) 

 

保健・医療・福祉に関する活動 
 

福祉：県共同募金継続表彰(10 年以上） 建具 A(宮城県) 

・日本赤十字社を通じた災害義援金の募金 ・障害者自立支援 内装(埼玉県) 

旭川荘や赤十字といった組織への寄付金 内装(岡山県) 

地元社会福祉団体に会員参加し、協賛している。 鉄骨(宮城県) 

5 年以上献血活動をしている。 鉄骨(群馬県) 

・地域の社会福祉協議会に参加し、地域の活性化を支援、寄付などをし

ている。地域のシルバー人材センターと年間契約し、定期的に業務を依

頼し、高齢者の生きがい作りに協力している。 

・社内４か所に寄付型自動販売機を設置、売上金の一部を寄付してい

る。（日本赤十字、国境なき医師団等） 

鉄骨(群馬県) 

社内に献血車を将来し、年２回４０名近い献血を行っている。 鉄骨(埼玉県) 

赤十字や社会福祉団体に毎年寄付している。その他、国境なき医師団

等にも寄付しており、表彰や広報誌に掲載される。 

鉄骨(埼玉県) 

日本赤十字社に献血サポーターとして登録し、同じく年 2 回献血車に訪

問してもらい、社員の協力で 400ml 献血を実施している。 

鉄骨(新潟県) 

当団地にて年２回の献血の実施（当従業員及び団地の方の参加） 鉄骨(新潟県) 

長年にわたり、赤い羽根共同募金に賛同している。 鉄骨(新潟県) 

献血 鉄骨(新潟県) 

知的障害者の雇用促進 鉄骨(新潟県) 

献血活動 鉄骨(滋賀県) 

薬物乱用防止活動 鉄骨(山口県) 

ボランティア祭り（福祉祭り）の設営、片付け等の手伝い（ボランティア活動） 鉄骨(佐賀県) 

薬物乱用防止(ダメゼッタイ） 鉄骨(長崎県) 

社会福祉協議会理事、ラスパ温泉(星の郷産業株式会社）代表株主 鉄骨(宮崎県) 

献血活動ボランティア、普通救命講習(普Ⅱ修了者76人：人命救助実績

あり)、鹿児島県職場の健康づくり賛同事業所、特別養護老人ホーム他

の空調・照明施設点検清掃活動。 

鉄骨(鹿児島県) 

ボランティア団体に加入し、福祉施設への餅つき等に取り組んでいる。 設備(奈良県) 

知的障害者更生施設の催事に少額ではあるが、毎年寄付をしている。

施設の庭にタイルを寄付した。 

設備(香川県) 

九州盲導犬協会に対し、盲導犬育成基金の募金活動をしています。 設備(福岡県) 

福祉団体へバザー品の提供 造園(福井県) 

献血に協力している。愛知県赤十字血液センターから献血車が来社し

て行っている。 

タイル(愛知県) 

知的障害者を支援する西宮ふれあいネットワークを設立、運営。年 1

回、祭りを開催している。 

タイル(兵庫県) 

年 1 回、地元市の独居老人宅の簡単な補修工事を、材料費だけいただ

いて行っている。 

タイル(佐賀県) 

・障害者の自転車競技大会参加支援 

・ポリオの根絶のためのコンサートを開催し、その益金の一部を寄付して

いる。 

タイル(宮崎県) 
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文化、芸術、スポーツ振興に関する活動 
 

少年野球大会冠(32 年継続）、自社体育館を地域に解放(テニス、空手、

踊り等） 
建具 A(宮城県) 

■文化ギャラリー・出版活動 

新しい潮流を感じ取る創造的な感性を磨くため、住生活・デザイン・建

築・アートを深く掘り下げるギャラリー、出版活動を行っています。1981

年銀座で活動を開始したギャラリー活動は、「建築とデザインとその周辺

をめぐる巡回企画展」と「建築・美術展」、そして「やきもの展」の 3 本を軸

に展開しています。  

■INAX ライブミュージアム 

LIXIL は、日本六古窯の一つであり、INAX 創業の地でもある愛知県常

滑市で、ミュージアム活動を展開しています。2006 年、「窯のある広場・

資料館」、「世界のタイル博物館」、「陶楽工房」の既存の文化施設に

「土・どろんこ館」、「ものづくり工房」が加わり、やきものの街「常滑」にグ

ランドオープンしました。さらに 2012 年、「建築陶器のはじまり館」を新設

し、土からやきものまで、ものづくりの心を伝えるミュージアムとして躍動

感あふれる活動を展開しています。 

建具 A(東京都) 

プロ野球 BC リーグ冠試合(東日本大震災遺児育英支援）、富山サンダ

ーバーズオフィシャルスポンサー 

建具 A(富山県) 

美術団体理事 建具 A(香川県) 

建設団体のボランティアとして「雪灯り」などの祭りの雪像作り等に参加し

ている。 

内装(青森県) 

県内の学生建築展に協力し協賛も行っている 内装(茨城県) 

茨城交響楽団の後援、水戸芸術場への後援。 内装(茨城県) 

地域のスポーツ大会のスポンサー 内装(埼玉県) 

地域貢献活動の一環として、蓼科高原映画祭、諏訪湖よさこいに協賛

企業として支援を行っている。 

内装(長野県) 

スポーツ賞（小学生）、菊まつりの表彰 内装(富山県) 

会社の会議室を芸術品、工芸品の展示、販売のスペースとして、また文

化教室のスペース、演奏会場スペースとして提供しはじめて 20 年にな

り、新聞、雑誌にも掲載してもらっている(名称：スペース・パナクティ） 

内装(奈良県) 

スポーツ振興に係るイベントの協賛を集める企画に参加する 内装(島根県) 

町内体操部、学区民運動会の支援など 内装(広島県) 

文化振興に関する金銭的支援 内装(広島県) 

・地元スポーツ団体への活動支援 ・地元教育機関への寄付他 鉄骨(青森県) 

地域で開催される「まつり御輿パレード」に企業として参加している。 鉄骨(岩手県) 

地元開催の行事に協賛金を出している 鉄骨(岩手県) 

社員陸上競技へのユニフォーム提供、祭り等への参加（サックスの音楽

活動） 

鉄骨(秋田県) 

文化イベントの協賛を行っている。 鉄骨(秋田県) 

地元のプロスポーツチーム（サッカー、バスケット、ラグビー等）の後援企

業として、スポーツの振興と子どもに夢を与える活動をしている。 

鉄骨(秋田県) 

柴田町観光課主催の「みやぎ大菊花展柴田大会」、「しばた産業フェス

ティバル」会場準備ボランティアに協力している。 

鉄骨(宮城県) 

地元の地区体育祭時に景品を提供している。 鉄骨(埼玉県) 

アルビレックスへの寄付 鉄骨(新潟県) 

地域イベントに積極的に参加 鉄骨(新潟県) 

地元のサッカーカレッジを応援し、協賛している。 鉄骨(新潟県) 

地域の振興団体（商業会、観光協会等）に加入しており、イベントや文

化事業などに積極的に参加、協力している。 

鉄骨(新潟県) 

美術協会、高校への寄付を行い、参加している。 鉄骨(富山県) 

毎年地域で開催されるあいの土山マラソン大会を支援している。 鉄骨(滋賀県) 

野球大会 鉄骨(滋賀県) 

地元イベントへの協賛、実行委員会への参加等。 鉄骨(滋賀県) 

地元の祭りやスポーツ等に対する資金援助。 鉄骨(和歌山県) 

地元の文化とも言える備前焼などの紹介および販売 鉄骨(岡山県) 

スポーツ少年団、吹奏楽部などへの寄付 鉄骨(山口県) 

さぬき市商工会主催のセミナー 鉄骨(香川県) 

小学校授業への取組み 鉄骨(香川県) 

伝統的行事へ参画 鉄骨(香川県) 

①地元の神社祭礼用の幟旗昇降装置の設備設置費用を寄付。 

②地元地区の獅子保存会の要請により、伝統芸能「継獅子」の獅子頭

一対等を新調するための費用を寄付。 

鉄骨(愛媛県) 

寄付 鉄骨(佐賀県) 

小学生バレーボール大会、サッカー大会 鉄骨(長崎県) 

毎年、自社で地域感謝祭「筋金入りコンサート」を開催している。今年で

11 回目となった。地域で活動している音楽好きの個人やグループに出

鉄骨(宮崎県) 
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演してもらい、無料のコンサートとして、出演者も観客の皆さまにも楽しん

でもらっている。一番楽しんでいるのは社長です。高鍋町の灯篭まつり

では、高鍋町の企業 2 社と共同で、高鍋城のお堀に床「堀床」を作り、そ

こで食事をしたりしています。 

おはら祭り・祇園祭(地元祭り）への参加、地元イベントへの参加、経営

者団体等が主催する社会貢献活動への積極参加、各国友好協会（日

仏、日諾、日中、日韓他）への参加。 

鉄骨(鹿児島県) 

毎年開催されている高松トライアスロンに少額ではあるが協賛している。 設備(香川県) 

チャリティゴルフやチャリティボーリング大会を開催、収益金を寄付。 カッター(山口県) 

全日本農はだてのつどい協賛 造園(岩手県) 

公園で走り方教室や、ヨガなど地域住民のニーズにこたえる形でイベン

トを行うとともに、各地の美大などとのコラボレーションイベントなどを展開

している 

造園(東京都) 

指定管理業務を行っている神奈川県開成町において、総合型スポーツ

クラブの立ち上げ準備に携わり、始動後は、地域のスポーツ振興のため

運営委員として従事している。 

造園(神奈川県) 

地元のスポーツ少年団等への寄付 造園(福井県) 

近江商人松居遊見の本宅の保存・修復（名称は「苑友會舘」）、地域のイ

ベントに協力し施設を特別公開（2007 年～年に 1 回）、土蔵内を展示ス

ペースとして市民に提供（絵画、工芸、書道など） 

造園(滋賀県) 

祭りイベントでのトラックの無償貸し出しや会場・ステージの足場パイプ

設置など、会場設営に協力している。 

タイル(福島県) 

「瓦・造形会」の会員として、新国立美術館等での出展を行っている。 タイル(群馬県) 

スポーツ少年団を支援し、市・県内及び全国の子供達とスポーツを通じ

て交流を図っている。スポーツを通じて、子供達へ礼儀、礼節を教えて

いる。 

タイル(埼玉県) 

地域のスポーツ大会への協賛 タイル(長野県) 

地域文化財への寄付 タイル(愛知県) 

地域の歴史的建造物の保全・活用に関わる活動 タイル(三重県) 

瓦組合、商工会などを通して、地域のイベントに協力している。 タイル(佐賀県) 

地域の文化財等の保護・保全のため、修理、清掃のボランティアを行っ

ている。 

タイル(宮崎県) 

・造形展の作品製作の場所として工場を提供、またボランティアとしても

参加している。 

・市町村主催の相撲大会へボランティアとして参加している。 

タイル(鹿児島県) 

 

その他 
 

地域国道拡幅改良同盟会参画(2014 年～交通渋滞緩和、交通事故防

止、企業活動活性化） 

建具 A(宮城県) 

産業観光(アルミ工場見学受入）、広島市被災地義援金、フィリピン被災

地義援金 

建具 A(富山県) 

産業観光は富山県の依頼もあり、2006 年より開始。YKK センターパーク

では、「ふるさとの森」においては黒部の原風景の再生、「さくらの森」で

は、黒部に由来する桜の自生種を自由に開放して見学できるようになっ

ています。 

建具 A(富山県) 

沿岸地域における仮設住宅への炊き出し活動 内装(岩手県) 

県内慈善団体、NPO 等への資金援助等 内装(茨城県) 

地域の祭り等に参加し、景品等を寄付する。 内装(石川県) 

消防団活動に取り組んでいる社員 5 名に対しての勤務内支援 鉄骨(岩手県) 

工場敷地の半分（1 万坪）を大熊町の避難者向けの仮設住宅敷地として

貸与 

鉄骨(福島県) 

赤い羽根共同募金に寄付している。 鉄骨(埼玉県) 

しだれ桜の保存会又地域の行事に参加等 鉄骨(埼玉県) 

日赤への寄付 鉄骨(新潟県) 

地域の行事等に積極的に参加し、地域住民との交流を図る。 鉄骨(滋賀県) 

東北の震災等の後、日本赤十字社に対する協力金。 鉄骨(和歌山県) 

鳥取市で毎年開催される「しゃんしゃん祭」に青年経済団体の山車屋台

の保管に協力している 

鉄骨(鳥取県) 

災害時の寄付など 鉄骨(佐賀県) 

平成 23 年より続けて、海外向け子供用ワクチンのボランティア活動とし

て、ペットボトルキャップの回収に取り組んでいる。 

鉄骨(宮崎県) 

義援金・募金活動参加 鉄骨(鹿児島県) 

・飲酒運転撲滅運動宣言企業への登録、障がい者雇用企業へ登録して

いる。 

・福岡県では、入札参加資格審査において、加点される項目に地域貢

献活動が対象になっており、当社では現在、人権・同和啓発指導者セミ

ナー等に参画している。 

設備(福岡県) 

別所熊野神社の伐採 造園(神奈川県) 

8 
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毎年「もったいない市」として、樹木、現場余剰品などをお求めやすい価

格で提供している 

造園(山梨県) 

24 時間テレビ等にて募金活動 タイル(長野県) 

静岡県地震防災センターへガイドライン工法模型の展示、パンフレット・

チラシ等の設置(無料配布）、2 ヶ月に一度の点検、訪問など。 

タイル(静岡県) 

赤十字等への寄付 タイル(愛知県) 

タイ国での運動場および給食屋建築、米国ワシントン州での日本文化

（茶道）伝達に取り組んでいる。 

タイル(兵庫県) 

地域国道拡幅改良同盟会参画(2014 年～交通渋滞緩和、交通事故防

止、企業活動活性化） 

建具 A(宮城県) 

産業観光(アルミ工場見学受入）、広島市被災地義援金、フィリピン被災

地義援金 

建具 A(富山県) 

産業観光は富山県の依頼もあり、2006 年より開始。YKK センターパーク

では、「ふるさとの森」においては黒部の原風景の再生、「さくらの森」で

は、黒部に由来する桜の自生種を自由に開放して見学できるようになっ

ています。 

建具 A(富山県) 

沿岸地域における仮設住宅への炊き出し活動 内装(岩手県) 

県内慈善団体、NPO 等への資金援助等 内装(茨城県) 

地域の祭り等に参加し、景品等を寄付する。 内装(石川県) 

消防団活動に取り組んでいる社員 5 名に対しての勤務内支援 鉄骨(岩手県) 

工場敷地の半分（1 万坪）を大熊町の避難者向けの仮設住宅敷地として

貸与 

鉄骨(福島県) 

赤い羽根共同募金に寄付している。 鉄骨(埼玉県) 

しだれ桜の保存会又地域の行事に参加等 鉄骨(埼玉県) 

日赤への寄付 鉄骨(新潟県) 

地域の行事等に積極的に参加し、地域住民との交流を図る。 鉄骨(滋賀県) 

東北の震災等の後、日本赤十字社に対する協力金。 鉄骨(和歌山県) 

鳥取市で毎年開催される「しゃんしゃん祭」に青年経済団体の山車屋台

の保管に協力している 

鉄骨(鳥取県) 

災害時の寄付など 鉄骨(佐賀県) 

平成 23 年より続けて、海外向け子供用ワクチンのボランティア活動とし

て、ペットボトルキャップの回収に取り組んでいる。 

鉄骨(宮崎県) 

義援金・募金活動参加 鉄骨(鹿児島県) 

・飲酒運転撲滅運動宣言企業への登録、障がい者雇用企業へ登録して

いる。 

・福岡県では、入札参加資格審査において、加点される項目に地域貢

献活動が対象になっており、当社では現在、人権・同和啓発指導者セミ

ナー等に参画している。 

設備(福岡県) 

別所熊野神社の伐採 造園(神奈川県) 

毎年「もったいない市」として、樹木、現場余剰品などをお求めやすい価

格で提供している 

造園(山梨県) 

24 時間テレビ等にて募金活動 タイル(長野県) 

静岡県地震防災センターへガイドライン工法模型の展示、パンフレット・

チラシ等の設置(無料配布）、2 ヶ月に一度の点検、訪問など。 

タイル(静岡県) 

赤十字等への寄付 タイル(愛知県) 

タイ国での運動場および給食屋建築、米国ワシントン州での日本文化

（茶道）伝達に取り組んでいる。 

タイル(兵庫県) 
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専門工事業者における地域貢献活動に係わるアンケート調査

 

 
▼地域の一員としての義務感 

「地域社会に貢献したい」(84.5％)と「自治体などのニーズや要請」(67.4％)の２つの理由が

突出している。企業として利益を求めるだけではなく、地域の一員として社会貢献を積極的

に行っていこうとする姿勢がうかがわれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
社員のソーシャルマインドの醸成 建具 A(東京都) 

法人としての義務の一つととらえているため 内装(岡山県) 

イメージアップに 圧送(三重県) 

業種や内容を知ってもらうため。 鉄骨(石川県) 

社員教育、地域奉仕活動の啓発 鉄骨(山口県) 

専門業者は認知度が低いことから、地域社会に業界をＰＲするため。 鉄骨(宮崎県) 

活動の中で学び、感じる奉仕の心は、会社業務の中で生かされている。 鉄骨(鹿児島県) 

工事成績の評点を底上げするため 設備(北海道) 

企業及び協会のイメージアップとＰＲの為 設備(山梨県) 

入札時に加点されるため 造園(富山県) 

会社の PR タイル(茨城県) 

使用している資材を活用して、弱者を助けたい。 タイル(埼玉県) 

社会的信用 タイル(長野県) 

業界の地位向上 タイル(長野県) 

子供と学校とつながり、人材育成になる日本の商売は教育です。 タイル(熊本県) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３．目的・理由

「その他」の記述より 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

その他

下請体質から脱却するため

本業の収益の低迷を補うため

土地や重機、設備等の資産を活

用できるため

社員の雇用を守るため

本業のノウハウを活用するため

自治体など地元のニーズや要請

に応じるため

地域社会に貢献したいという思い

のため

4.0

3.1

4.2

6.7

7.1

20.2

67.4

84.5
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問４．本業への影響  

 

▼６割の企業が「本業にプラスになる」と予想 

「すでに本業にプラスになっている」が 33.0％と も多く、「本業にプラスと思うが、今は感じられない」が

26.6％にのぼる。これらをあわせると、およそ 6 割の企業が地域貢献活動は本業にプラスになると予想してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
業種柄、騒音や大型車の出入りなどで近隣の方々にはご迷惑をおかけ

していると思うので、社会と共存していくためには当然のこと 

内装(島根県) 

まちが盛り上がることで将来的にはプラスになると思う 鉄骨(岩手県) 

建設業との直接の関連は薄くとも、どのような種類の地域貢献も長期的

に見れば住みよい地域になることに繋がると思う。 

鉄骨(岡山県) 

地域に生きる者として当然 鉄骨(福岡県) 

本業との関係はありません。 鉄骨(鹿児島県) 

関連する情報が得られ、主催団体とも社員教育等への講師派遣などで

親密な協力関係が構築できている。 

設備(福岡県) 

本業に直接プラスにはなりませんが、視覚障がい者誘導表示等の工事

は頂いている立場なので、視覚障がい者の方の為になる事が出来るの

ではと思います。 

タイル(宮城県) 

社是である「人類への貢献こそ人生 善の仕事である」と思うため。 タイル(埼玉県) 

社員にも人の役に立っているということを感じてもらいたい。 タイル(長野県) 

時間はかかるが、地道にやること。 タイル(岡山県) 

ボランティアのみ タイル(徳島県) 

本業の損得はないと思う タイル(熊本県) 

影響、関連の目的のためにはやっていない。 内装(島根県) 

 

「その他」の記述より 

本業にプラス, 
33.0

本業にプラスと

思うが、今は感

じられない, 26.6

今はまだわから

ない, 18.4

本業にマ

イナス, 
0.2

本業との関連性は

感じない, 17.7

その他, 2.9

不明, 1.1



 

29 

専門工事業者における地域貢献活動に係わるアンケート調査

 

 
▼地域における信頼関係の構築・強化につながる 

プラスの効果としては、自治体や住民との信頼関係の構築や強化に役立っているとする回答が圧倒的に多

く、企業・業界のイメージや社会的な認知の向上など、社会における“企業の存在感”が高まったとする回答が

続く。また、社員の意識向上や団結力の強化など、本業を後押しする効果も目立つ。 

一方で、活動はそもそも社会的責任の一端であり「見返りをもとめるべきではない」と、費用対効果というよう

な尺度で図ることへの疑問も報告されている。 

 

 

関わるステークホルダーおよび地域社会と顔の見える関係ができた。 建具 A(東京都) 

ステークホルダーに対する適切な意思表示となっている。 建具 A(富山県) 

市民、地域からの信頼が増したと思います 建具 A(熊本県) 

子供達の安全が確保され、地域から信用・信頼される 内装(埼玉県) 

地元の信頼度が上がり、会社のブランド力アップに貢献している。 内装(埼玉県) 

災害協定により活動することで地元からの信頼が増した。 鉄骨(岩手県) 

学校との協力関係・パイプが築けた。 鉄骨(福島県) 

本業での理解度、信頼がもたれると思う 鉄骨(長野県) 

当団地における信頼が増し、協力体制ができた。 鉄骨(新潟県) 

地元住民との協調性が生まれる 鉄骨(新潟県) 

地域社会からの信頼も増し、コミュニケーションが取れています。 鉄骨(石川県) 

企業としての使命と責任から信頼や好評価が得られる 鉄骨(福井県) 

我々業界に対する地元からの信頼。仲間の団結力の向上。 鉄骨(滋賀県) 

地元からの信頼を得ることができる。また社員の防災・環境保全に対す

る意識の向上。 
鉄骨(滋賀県) 

地域の一員として会社が認められ、信頼を得られた。 鉄骨(和歌山県) 

異業種の方々との交流が深まる 鉄骨(和歌山県) 

多くの人との交流によりプラスの面が大きい。 鉄骨(宮崎県) 

法人設立の目的達成、自治体などと良好な関係づくり、経営審査事項

での加点など 
設備(北海道) 

学校や市町村からの認知・信頼の向上につながった。 設備(群馬県) 

発注者からの信頼が増し仕事量が増加した。信頼が増した。 設備(沖縄県) 

国土交通省との信頼関係が強くなった。 カッター(石川県) 

地元造園業界の信頼が増す。経審の加点。 造園(北海道) 

地域社会から信頼をしていただけたことで、人と人とのつながりができる 造園(群馬県) 

地元の他企業、他団体と協働ができた 造園(東京都) 

水害で会社所在地に水があふれた時、地域住民と一緒になって活動し

たが、信頼が増したと感じる。 
造園(新潟県) 

災害普及を通して地元の人々との絆が結べた。また、若い社員にとって

も、現場で作業は成長につながった。 
造園(広島県) 

行政から信頼を受けており、またある面で頼りにされている 造園(佐賀県) 

地元からの信頼が増した。地域住民との良好な関係が築けた。活動が新聞

やラジオ等のメディアに取り上げられることで、会社の PR に繋がっている。 
造園(長崎県) 

知人が増えた。屋根以外の仕事の依頼がある。 タイル(長野県) 

仲間の団結力が増した。少なからず地位向上につながっている。 タイル(長野県) 

広い人脈が得られる。 タイル(長野県) 

組合に入っていることで信頼度が増した。 タイル(富山県) 

存在感の有無が確認できる。 タイル(岡山県) 

人の役に立てることで、自分も助けて頂ける。 タイル(福岡県) 

地元住民を知るきっかけづくり。信頼の増大 タイル(鹿児島県) 

 

 

 

 

地域に対しての会社のイメージアップになった。 内装(青森県) 

専門工事業者をアピールできる 内装(福島県) 

高校生に建設業に興味を持ってもらえる。 内装(兵庫県) 

地域や自治体への企業ＰＲに繋がる。総合評価落札方式における入札

時に評価点数が加算される等 
鉄骨(岩手県) 

雇用促進のため、子供たちの当社への理解度ＵＰ 鉄骨(秋田県) 

地元の認知度が増し、雇用にもプラスに作用している。 鉄骨(群馬県) 

社内清掃という形で環境に配慮した企業活動を行うことにより、社会に貢

献できている。 
鉄骨(新潟県) 

問５－１．プラス効果 

信頼関係の構築に役立った 

イメージアップにつながった 
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会社のイメージアップに繋がる、社員の社会奉仕への姿勢強化（意識改

革）になる 
鉄骨(鳥取県) 

学校という、地域に根付いた活動をすることで、各工場・業界のイメージ

アップが図れる。 
鉄骨(宮崎県) 

地元の皆さんに建設業の重要性を理解していただいた。 設備(北海道) 

地域の方に交通安全活動を理解していただいた。 設備(山梨県) 

地域住民・各自治会との交流を通して、本業の認知度が増した。 設備(大分県) 

震災時、地域の方々に地下水提供の事業所登録によって、地元の方々

に事業活動の理解が得られる。 
カッター(愛知県) 

地元自治体、地域社会に造園業者の存在をアピールできる 造園(東京都) 

子供の遊び場の整備により感謝されました。 造園(神奈川県) 

地域交流による知名度（広告）のアップにより仕事につながる 造園(福井県) 

もっと身近に瓦を知ってもらうため、瓦の普及に貢献 タイル(宮城県) 

地域貢献活動という地域に根付いた活動に取り組むことによって、お客

様に顔を覚えていただける。 
タイル(埼玉県) 

地域の人達に知っていただくチャンス タイル(長野県) 

知名度の向上、新規採用に有利・プラスになる。 タイル(愛知県) 

地域の皆さんに元気な会社であると知ってもらえる。 タイル(佐賀県) 

 

 

 

 

発注者からの信頼が増し、仕事量が増加した 内装(宮城県) 

他のメンバーからの仕事の依頼 内装(千葉県) 

小規模ではあるが、時々内装工事を受注することがある 内装(奈良県) 

自社の低迷期に売り上げが伸びるし、災害地の復興に貢献できる。 圧送(愛知県) 

工場加工への信頼が増し、需要が伸びつつある。 鉄骨(宮城県) 

受注の為の評点アップに繋がっている。又、地元官公庁からの信頼が

増した。 
鉄骨(新潟県) 

経営事項審査に対して加点要素となる。 鉄骨(佐賀県) 

表彰を受けたことがあり、条件付き一般入札における地域貢献度の点数

がプラスになった。 
設備(埼玉県) 

発注者から高評価を得る。社会貢献をアピールし、企業イメージアップ

に繋がる。 
設備(山口県) 

特殊作業に取り組んでいるため、地元企業からの問い合わせが多くなった。 カッター(福島県) 

参加により、新規得意先ができた。 タイル(京都府) 

 

 

 

 

会社が地域に立脚しているという意識が増した。 圧送(山梨県) 

社員の充実感・達成感が大きい！ 鉄骨(青森県) 

社員の意識の改善（社会貢献をしているという誇りが勤労意欲に繋がっ

ている） 
鉄骨(新潟県) 

認知度が増せば士気が上がる。レベルアップに繋がる。 鉄骨(石川県) 

ボランティア活動への参加意識が高まった。一体感、達成感があったよ

うに感じる。 
鉄骨(石川県) 

災害復興活動における国交大臣表彰。社員のモチベーションアップ。 鉄骨(滋賀県) 

小学校関係者から感謝されることが増え、社員の向上心に繋がっている。 設備(北海道) 

良いことをしていると思えること（気持ちの問題） 設備(福岡県) 

１．社内機材をいつでも使えるよう整備、備品補充、２．気象情報に注意

を払うようになった、３．他社の若手社員同士が顔見知りになった、４．防

災訓練を通し地域住民にＰＲができてる ※若手（現場員が他団体（警

察署員、消防署員、ガス、電気、その他ライフライン役所幹部、自治会役

員等々の指揮者、指揮状況、制服、機材などを知り、本災害発生時に

知識として応用できるのではないかと思う。 

造園(東京都) 

優良企業になった気分になる 造園(佐賀県) 

社員の防災意識が向上した 造園(佐賀県) 

社員の地域貢献に対する関心が高くなった 造園(長崎県) 

私自身、子供達と接することにより、大変勉強になる。 タイル(埼玉県) 

 

 

 

 

人に対する感謝の気持ちがでてくる 内装(岩手県) 

地元高校からの就職活動の幅が広がる 鉄骨(秋田県) 

アーク溶接に興味をもつ事により、若い技術者の入社につながる 鉄骨(宮城県) 

自社の経験値があがる事はそれだけでプラスだと思っています。 鉄骨(埼玉県) 

人材確保による人手不足の解消 鉄骨(新潟県) 

子供たちの笑顔 鉄骨(福井県) 

地域への貢献活動で、少しでも自分たちの街が魅力的な街となるように

との思いから参加している。 
鉄骨(和歌山県) 

いろいろな意見や考え方が聞けて、私達経営者や管理者の視野が広が

り勉強になる。 
鉄骨(長崎県) 

他業種との交流による情報交換 左官(大阪府) 

受注・売上増加につながった 

参加者の意識向上に役立った 

その他 
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専門工事業者における地域貢献活動に係わるアンケート調査

 

 
▼時間や経費の負担が重荷 

マイナス面としては、経費や人件費などの費用面の負担増、繁忙期における活動や休日出勤などの時

間的な負担増を指摘するものが多く、その結果として本業への影響等を懸念する回答も見られた。また、

本業につながらないとの指摘も多い。 

 

 
少人数による対応のため、社員の負担が大きい。 建具 A(千葉県) 

中長期的には結果として自社の業績に寄与してくると思うが、短期的に

はコスト・工数がかかる。 
建具 A(東京都) 

費用が掛かる。 建具 A(富山県) 

どうしても費用が掛ってしまう。 建具 A(香川県) 

時間を多く費やすこともあるので本業に支障が出ることもある。 内装(青森県) 

本業と災害復興との職方の段取りが大変で自社にはメリットが無い 内装(群馬県) 

安全・防災のパトロールでは、時間がかかることがマイナスかな？ 鉄骨(岩手県) 

どのようなことをするにしても、何かの動きを取る場合は時間と労働力を

消費する。 
鉄骨(岩手県) 

繁忙期に重なると、仕事の防げとなる場合がある。 鉄骨(秋田県) 

休日の地域貢献があるため、勤務管理が大変である。 鉄骨(群馬県) 

多忙時の災害復興活動の依頼はキツイ。 鉄骨(新潟県) 

立上げ時の運転資金の負担。 鉄骨(静岡県) 

業務に支障が出る。 鉄骨(宮崎県) 

就業時間内での作業では業務との兼ね合いで苦労することがある。 設備(静岡県) 

仕事より会合優先になるため、負担を感じる時がある。 カッター(山形県) 

市と団体の窓口をしているため、各業者への伝達が大変 造園(千葉県) 

大型の災害等作業が集中してしまうと管理が煩雑になる 造園(東京都) 

作業車車両や機械等、いざの時のための準備費の負担増 造園(東京都) 

土曜日、日曜日等の訓練時、担当員に無給（ボランティア）出勤してもら

っている（まだ、実際の出勤発令はないが、その時の有給扱いについて

は未定である）。 

造園(東京都) 

緊急対応が多いので、人員、機材の手当てが困難 造園(神奈川県) 

国との災害協定は、地震直後のパトロールを実施しなければならず、か

なり労力が必要である 
造園(神奈川県) 

工事の閑期は負担とならないが、繁忙期の負担は大きい 造園(沖縄県) 

 

 

 

 

自社の業績につながらないが良いと思う 内装(青森県) 

仕事を選べない、業績アップにならない 内装(宮城県) 

業績が下がる可能性あり 鉄骨(秋田県) 

業務の実績に繋がらない事と、会合の時間が取られる。 鉄骨(秋田県) 

会社の収益に直接つながらない。 鉄骨(滋賀県) 

自社の業績につながらない、非常に行事が多く多忙である 鉄骨(香川県) 

専門工事業では入札（総合評価等）での評価まではつながっていない

(評価されていない）。 
設備(福岡県) 

県からの指示書で出動したりしているが、実際、県発注工事につながる

かというと、そこまでつながっていない。 
造園(新潟県) 

費用対効果がまだ小さいこと。 タイル(愛媛県) 

 

 

 

 

緊急対応になるので、他現場に影響がでる 内装(福島県) 

具体的な貢献度が不明 内装(新潟県) 

一度始めると、辞めることができない。 圧送(三重県) 

人員の確保確保が難しい 鉄骨(北海道) 

従業員の安全、緊急対応による無理な稼働 鉄骨(青森県) 

短時間とはいえ、生産活動を止めることとなる。 鉄骨(青森県) 

リスクが伴うほか、費用、労力、時間。 鉄骨(青森県) 

本業の効率低下 鉄骨(新潟県) 

期待が大きくなり声がかかることが多くなった。要員の対応が困難なケー

スも発生している。 
鉄骨(鹿児島県) 

業務繁忙期と重なったときの本業への支障 設備(岩手県) 

作業員の人手不足が生じる 造園(福岡県) 

個人企業は本業が疎かになることもある（お客さんからやかましく言われ

ることがある）。 
タイル(佐賀県) 

問５－２.マイナス効果

費用・時間等の負担が大きい 

受注・売上増加につながらない 

その他 
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問６．地域への波及効果 

 
▼新卒者等の雇用にも貢献 

地域貢献活動の地域への波及効果については、確認が難しいためか回答は比較的少なかった。しかし、新

卒者の入職やＵターン者の採用などの地域における雇用創出に寄与した事例や、単独で開始した取組が地

域ぐるみの活動に発展した事例などが報告された。 

 

 

人材採用やブランド価値向上に繋がっていると思う。 建具 A(富山県) 

地元の高卒新卒者の雇用を 4 年連続、のべ 19 名採用 内装(埼玉県) 

平成27年度から兵庫県立東播工業高校より4名の入職者がありました。

今回の教育リフォームで 2 名の入職者がありましたが、秋になり学校より

断りの連絡がありました。理由は大手製造業への変更です。 

内装(兵庫県) 

地域貢献活動、災害復興活動に取り組むことで、県内、地元に広く知ら

れ、企業イメージの向上に繋がるとともに地域雇用の創出にも繋がる。 
鉄骨(岩手県) 

地元からの就職希望者がかなり増した。 鉄骨(群馬県) 

地域愛が増し、地域雇用等への好影響あり。 鉄骨(滋賀県) 

インターシップ、職業講話をすることにより、会社及び業界のPRができて

いるように思います。高校卒業後の就職に直結していませんが、Ｕター

ン組の雇用に繋がっています。 

鉄骨(山口県) 

企業全体として参加することで社員の意識の向上につながった。そのよ

うな社員を見て共に仕事をしたいと思って入社を希望するものがいる。 
鉄骨(宮崎県) 

インターシップ就業体験の受け入れにより、業種への理解が深まり若年

者の雇用が増えている 
造園(佐賀県) 

 

 

 

 

メンバー間に親しみができた。 鉄骨(静岡県) 

地域活性化の担い手になっているので、若い人たちや年輩の方とのパ

イプ役を少なかれ務めている 
鉄骨(香川県) 

企業間の連携強化・技術の向上 設備(山梨県) 

同業他社との協働意識が強まった 造園(東京都) 

様々な地域、他団体、業種と交流が持てることで、自らの考え方、見方

が変わった。 
タイル(兵庫県) 

各種団体とのコネクションが出来て、情報量が増えてくる。また、協力・連

携につながる。 
タイル(高知県) 

 

 

 

 

NPO 団体を通じた地域活性化を支援することができた。 建具 A(東京都) 

アルミ工場見学受入で富山県のアルミ産業の PR 効果(産業観光振興に

寄与） 
建具 A(富山県) 

海岸清掃活動により観光客が増し、町長から表彰を受けた 鉄骨(青森県) 

東日本大震災の３日後から災害復旧活動に取組み、地域の復興に貢

献した。 
鉄骨(岩手県) 

イベント開催により地域活性化に役立っている。 鉄骨(新潟県) 

花いっぱい運動は観光、学校周辺整備は教育と地域活性化に役立っ

ている。 
設備(北海道) 

ひまわりの活動は現在では地元の名物の一つとなっている。 造園(東京都) 

NPO 川越蔵の会は、川越一番街を含め、町並み再生、町並み保存など

に貢献している。 
タイル(埼玉県) 

 

 

 

 

子ども育成に効果があったと思います 建具 A(熊本県) 

建設業界に目を向けてもらえる 内装(青森県) 

復興が早まって、自社の本来の仕事も戻ると思う。 圧送(山梨県) 

吹けば飛ぶような小さな会社でも、鉄工という職種を分かってもらえると

いう効果もある。 
鉄骨(新潟県) 

無料資材貸出などで、修繕や製作、注文依頼がある 鉄骨(香川県) 

今後の効果に期待 鉄骨(福岡県) 

学生がトンボを使用することで、早い段階から業界を知ってもらうことが

出来る。 
鉄骨(宮崎県) 

少子高齢化を少しでも防ぐことができたら良い。 鉄骨(宮崎県) 

駐車場区画線・看板設置により安全に利用してもらえる 設備(北海道) 

地震の震度により点検、年数回の草刈り作業は、地域の安全と活性化 設備(岩手県) 

人材雇用に繋がった 

コミュニケーションについて 

地域活性化について 

その他 
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専門工事業者における地域貢献活動に係わるアンケート調査

につながる。 

道路標示調査報告により危険個所の道路標示が復旧されており、地域

貢献に効果があると思われる。 
設備(埼玉県) 

子どもの安全、交通事故抑止など、地域の安全・安心に寄与している。 設備(愛知県) 

防犯効果はあるようです 左官(大阪府) 

クリーンアップ活動は平成 7 年に自社単独で実施したが、現在では地域

振興局が主催となり各種団体や一般企業へ広がりを持った活動になり、

環境保護に結びついている。 

造園(秋田県) 

経済的な波及効果は少ないが、造園業の PR 効果が期待出来る 造園(東京都) 

職人の技量、応用力が上がる。 タイル(埼玉県) 

瓦に対して知識の高揚感がある タイル(長野県) 

住民の地元意識の向上 タイル(愛知県) 

助成金の活用を進め、屋根工事が増えている。 タイル(京都府) 
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▼関係者の理解や意識改革が大切 

地域貢献活動を定着させるために必要なものとしては、「地域自治体・企業・住民等の理解や信頼」(59.0％)

が も多い。一方、「経営者のリーダーシップや方針」(53.2％)、「社員の意識改革」(44.1％)など、経営者や社

員の意識のあり方を指摘した回答も５割前後を占めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
若年層の理解と就業 内装(石川県) 

目的意識の共有と計画の具体性 鉄骨(岩手県) 

伝承 鉄骨(佐賀県) 

出来る事から少しづつ 鉄骨(長崎県) 

災害に備え、地元と一体となり、防災訓練等を行う。 カッター(福岡県) 

組合員としてのメリットを増やすこと。 タイル(長野県) 

 

問７.定着するために必要なこと 

「その他」の記述より 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

その他

専門知識など持った人材の確保・

育成

関係機関との交渉力等

外部機関等との連携・ネットワー

ク強化

資金的な余裕の確保

社員の意識改革

経営者のリーダーシップや方針

地域自治体・企業・住民等の理解

や信頼

1.3

14.4

17.5

20.4

28.4

44.1

53.2

59.0
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専門工事業者における地域貢献活動に係わるアンケート調査

 

 
▼人的、資金的、時間的余裕のなさが最大の理由 

地域貢献活動に取り組まない理由としては、「資金面や人材面で余裕がない」（38.0％）や「本業で忙しい」

（15.9％）という会社事情に関わる理由が 5 割以上を占める。しかし一方では、「地元の自治体等から要望やニー

ズがない」（23.6％）や「提案の方法が分からない」（13.9％）という理由も比較的多く、地域のニーズや提案方法

等が分かれば取り組む可能性があることを示唆している。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

そもそもこの案件を今回のアンケートを受け取るまで知らなかったから 内装(神奈川県) 

協力の要請があれば、随時対応している為 圧送(長崎県) 

弊社近隣に住民その他工場がないため 鉄骨(青森県) 

個人個人で地域地区内の行事にスタッフとして参加しているため 鉄骨(宮城県) 

一企業として商工会等に協力している為 鉄骨(長野県) 

中央建設として地域に貢献しているため、鉄骨工場独自の取組みはあり

ません 

鉄骨(新潟県) 

災害復旧業務は、必要に応じてできることをしていきたい。 鉄骨(富山県) 

現状は、声を掛けてもらった件に対しては、可能な限り取り組んでいま

す。自主的な活動は、特にありません。 

鉄骨(静岡県) 

社会貢献は本業を通じて成す事であり、その他に何かを特別に取り組

む目的が解らないから。因みに、BCP 策定は 3 年前に完了しておりま

す。 

鉄骨(静岡県) 

個人的にはしている。本業が忙しくて社員に負担をかけられない。 鉄骨(山口県) 

組合にて地域の小中高にトンボを配布している。 鉄骨(宮崎県) 

外注工事(下請のみ）だけで営業しているので、要請がない カッター(鹿児島県) 

今後は取り組むべきだが、取組み方が分かりません。 タイル(宮崎県) 

問８．取り組まない理由

「その他」の記述より 

資金面や人材面

等で余裕がない, 
38.0

地元の自治体等か

ら要望やニーズが

ない, 23.6

本業で忙しい, 15.9

提案の方法が分から

ない, 13.9

その他, 6.3

不明, 2.4
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基 礎 表
回答企業の所在地（職種分類別）地域ブロック2

合計 北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州･沖縄

全体 659 21 88 142 56 47 112 57 40 96
100.0% 3.2% 13.4% 21.5% 8.5% 7.1% 17.0% 8.6% 6.1% 14.6%

土木系 97 6 8 25 8 6 11 9 6 18
100.0% 6.2% 8.2% 25.8% 8.2% 6.2% 11.3% 9.3% 6.2% 18.6%

躯体系 296 1 49 46 40 23 35 29 19 54
100.0% 0.3% 16.6% 15.5% 13.5% 7.8% 11.8% 9.8% 6.4% 18.2%

仕上系 201 7 22 59 8 13 57 16 4 15
100.0% 3.5% 10.9% 29.4% 4.0% 6.5% 28.4% 8.0% 2.0% 7.5%

設備系 65 7 9 12 0 5 9 3 11 9
100.0% 10.8% 13.8% 18.5% 0.0% 7.7% 13.8% 4.6% 16.9% 13.8%

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

問1．地域貢献、災害復興活動への取組み状況（職種分類別）問1．地域貢献、災害復興活動 の
合計 現在取り組

んでいる

今後取り組

む予定

現在取り組

みなし予定

なし

無回答

全体 659 378 73 208 0
100.0% 57.4% 11.1% 31.6% 0.0%

土木系 97 72 5 20 0
100.0% 74.2% 5.2% 20.6% 0.0%

躯体系 296 154 35 107 0
100.0% 52.0% 11.8% 36.1% 0.0%

仕上系 201 95 30 76 0
100.0% 47.3% 14.9% 37.8% 0.0%

設備系 65 57 3 5 0
100.0% 87.7% 4.6% 7.7% 0.0%

その他 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

問2．取り組んでいる事業の内容（職種分類別）                                            問2．取り組み内容、予定内容                                             
合計 災害時の復

旧活動（自
治体等との
災害協定の
締結含む）

治安・安
全・防災に
関する活動

環境保護・
保全に関す
る活動

子供の健全
育成・学校
支援に関す
る活動

まちづくり、
経済（地場
産業、商店
街など）に
関する活動

保健・医
療・福祉に
関する活動

文化、芸
術、スポー
ツ振興に関
する活動

その他 無回答

全体 451 207 149 172 160 131 34 70 26 0
100.0% 45.9% 33.0% 38.1% 35.5% 29.0% 7.5% 15.5% 5.8% 0.0%

土木系 77 65 22 43 24 18 2 8 2 0
100.0% 84.4% 28.6% 55.8% 31.2% 23.4% 2.6% 10.4% 2.6% 0.0%

躯体系 189 61 65 76 76 64 20 42 14 0
100.0% 32.3% 34.4% 40.2% 40.2% 33.9% 10.6% 22.2% 7.4% 0.0%

仕上系 125 44 39 25 39 46 9 19 9 0
100.0% 35.2% 31.2% 20.0% 31.2% 36.8% 7.2% 15.2% 7.2% 0.0%

設備系 60 37 23 28 21 3 3 1 1 0
100.0% 61.7% 38.3% 46.7% 35.0% 5.0% 5.0% 1.7% 1.7% 0.0%

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

問4．取り組む目的・理由（職種分類別）                                        問4．取り組む理由 目的                                                 
合計 自治体など

地元のニー
ズや要請に
応じるため

地域社会に
貢献したい
という思い
のため

本業の収益
の低迷を補
うため

本業のノウ
ハウを活用
するため

下請体質か
ら脱却する
ため

社員の雇用
を守るため

土地や重
機、設備等
の資産を活
用できるた
め

その他 無回答

全体 451 304 381 19 91 14 32 30 18 2
100.0% 67.4% 84.5% 4.2% 20.2% 3.1% 7.1% 6.7% 4.0% 0.4%

土木系 77 62 60 2 24 5 3 6 2 0
100.0% 80.5% 77.9% 2.6% 31.2% 6.5% 3.9% 7.8% 2.6% 0.0%

躯体系 189 116 160 3 23 4 15 16 8 2
100.0% 61.4% 84.7% 1.6% 12.2% 2.1% 7.9% 8.5% 4.2% 1.1%

仕上系 125 82 105 10 30 5 11 5 6 0
100.0% 65.6% 84.0% 8.0% 24.0% 4.0% 8.8% 4.0% 4.8% 0.0%

設備系 60 44 56 4 14 0 3 3 2 0
100.0% 73.3% 93.3% 6.7% 23.3% 0.0% 5.0% 5.0% 3.3% 0.0%

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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問5．本業への影響（職種分類別）                        問5．本業 の影響 関連                                 
合計 本業にプラ

ス
本業にプラ
スと思う
が、今は感
じられない

今はまだわ
からない

本業にマイ
ナス

本業との関
連性は感じ
ない

その他 無回答

全体 451 149 120 83 1 80 13 5
100.0% 33.0% 26.6% 18.4% 0.2% 17.7% 2.9% 1.1%

土木系 77 36 24 14 0 3 0 0
100.0% 46.8% 31.2% 18.2% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0%

躯体系 189 60 40 38 1 42 4 4
100.0% 31.7% 21.2% 20.1% 0.5% 22.2% 2.1% 2.1%

仕上系 125 32 35 19 0 30 8 1
100.0% 25.6% 28.0% 15.2% 0.0% 24.0% 6.4% 0.8%

設備系 60 21 21 12 0 5 1 0
100.0% 35.0% 35.0% 20.0% 0.0% 8.3% 1.7% 0.0%

その他 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

問8．定着に必用なこと（職種分類別）問8．定着に必用なこと（回答3つまで）                                    
合計 経営者の

リーダー
シップや方
針

社員の意識
改革

地域自治
体・企業・
住民等の理
解や信頼

資金的な余
裕の確保

関係機関と
の交渉力等

専門知識な
ど持った人
材の確保・
育成

外部機関等
との連携・
ネットワーク
強化

その他 無回答

全体 451 240 199 266 128 79 65 92 6 13
100.0% 53.2% 44.1% 59.0% 28.4% 17.5% 14.4% 20.4% 1.3% 2.9%

土木系 77 46 34 46 26 8 16 18 1 0
100.0% 59.7% 44.2% 59.7% 33.8% 10.4% 20.8% 23.4% 1.3% 0.0%

躯体系 189 103 87 108 54 30 18 27 3 8
100.0% 54.5% 46.0% 57.1% 28.6% 15.9% 9.5% 14.3% 1.6% 4.2%

仕上系 125 62 52 69 35 30 24 36 2 4
100.0% 49.6% 41.6% 55.2% 28.0% 24.0% 19.2% 28.8% 1.6% 3.2%

設備系 60 29 26 43 13 11 7 11 0 1
100.0% 48.3% 43.3% 71.7% 21.7% 18.3% 11.7% 18.3% 0.0% 1.7%

その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

問9．取り組まない理由（職種分類別）                 問9．取り組まない理由                           
合計 資金面や人

材面等で余
裕がない

本業で忙し
い

地元の自治
体等から要
望やニーズ
がない

提案の方法
が分からな
い

その他 無回答

全体 208 79 33 49 29 13 5
100.0% 38.0% 15.9% 23.6% 13.9% 6.3% 2.4%

土木系 20 4 3 10 1 1 1
100.0% 20.0% 15.0% 50.0% 5.0% 5.0% 5.0%

躯体系 107 41 23 18 15 10 0
100.0% 38.3% 21.5% 16.8% 14.0% 9.3% 0.0%

仕上系 76 32 7 19 12 2 4
100.0% 42.1% 9.2% 25.0% 15.8% 2.6% 5.3%

設備系 5 2 0 2 1 0 0
100.0% 40.0% 0.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0%

その他 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%


