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1. 巻頭挨拶

株式会社山田組　代表取締役　山田　厚志

今、地域に根ざす中小建設業者は疲弊し切っています。

どのような業種・業態の全国の中小企業もまた同様の事態に瀕しているのでしょうが、こと公共事業を担

う建設業者の衰弱は、国民の安心・安全な暮らしが揺らぐ直接的なリスクを孕んだ問題だと、私は考えます。

そもそも公共建設業の大半の調達は「指名制度」の下で執行されてきました。工事規模や内容などに応じ

て相当数の建設業者を発注者が「指名する」方法です。

この制度によって私たち地場の建設業者は「受注済みの仕事を誠実に施工した評価の証として、発注者側

から次の工事の応札資格を与えられる」という「好循環」を予測でき、目下の仕事をより良く仕上げること

に努めるとともに、少なくとも自由競争入札よりはるかに先の受注見通しを抱いて求人活動や設備計画を立

てることができました。

つまり、指名競争入札制度とは地場の建設業者にとって「明日に向かう上でのファンド ( 保険 )」の機能を

持っていたのです。

私たちの悲しさは、この指名競争入札制度のことを「過去形」で語らねばならないことです。すなわち平

成 18 年の全国知事会の決議「公共調達改革に関する指針」に端を発する「一般競争入札制度」の全国的な

導入によって、今や公共工事はダンピング受注の横行する荒れた市場になり果てました。

指名競争入札制度の下で当たり前に果たしてきた災害復旧活動や緊急維持作業など地域を守る活動を、私

たち自身が地域の人々にもっときちんとアピールしてくるべきだったのです。行政はそのことを納税者にう

まく伝えてはくれなかったばかりか、むしろ「行政が皆さんの安心・安全を担っています」と、もっぱら自

己ＰＲにこれ努めてきた感すらあります。

私は、荒れた自由市場になってしまった公共建設業の世界を、もう一度、国民の信頼を得て、先の見通し

の持てる健全な市場にするために防災・減災活動をはじめとする多彩な「地域貢献活動」に社を挙げて取り

組んできました。その理由は、もはや行政のみを発注者と考えるのではなく、納税者であり私たちが完成さ

せる「製品」の利用者でもある市民からの信頼という「指名」を獲得することにこそ、自社や業界が生き残

る活路があると、強く信じているからです。

このささやかな冊子は、「日本一、地域貢献を行う建設会社」をめざす当社の活動の途中経過の記録です。

多くの皆さまに、ご一読いただければ幸いです。

日本一、地域貢献を行う建設会社に
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2. 山田組の現況報告

○ますます厳しくなる受注環境

当該年度の山田組の事業概要のポイントは、以下の二点です。

・年間完成工事高は、ほぼ前年横ばい ・経常利益額は大幅増を達成

完工高はおよそ 25 億円、経常利益額はおよそ 9 千 5 百万円でした。( いずれも速報値 )　主な発注者

である国・県・市・東邦ガスとも年々、公共事業量が減少傾向にある上、東日本大震災の復興事業に社会

資本整備の予算も人的資源もシフトした影響もありました。

いきおい、少ない物件に多くの業者が殺到する中、不適正な落札金額で受注せざるを得ない工事物件も

相当数ありました。そんな中でも全社一丸となって前年並みの受注高を確保した上に、きめ細かい原価低

減・安全施工に努めて利益の大幅増を達成した当社社員の頑張りは賞賛に値します。

○納税者を守り、地域に貢献する建設業者からの調達こそ、真の公共性の発揮

今日までの「競争性・透明性・公平性」とは、発注者としての行政の責任を放棄した表面的な説明責任

の発揮でしかありません。これからは < 納税者にメリットをもたらす業者から公正に調達する > という

真の公共性を発揮すべきです。市民もまた、「どの企業が自分たちに便益をもたらすか」をシビアに評価

すべきです。それが行政の判断にも影響を与えるからです。こうして建設業者には地域貢献に取り組む必

然性が生まれます。

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

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

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

続けていきます。

2011年度の事業概要 （会社年度2011.7.1～12.6.30）

事 業 所 名： 株式会社　山田組

所　在　地： 名古屋市中川区戸田 5 － 1213

資　本　金： 3,300 万円

代　表　者： 代表取締役　山田厚志

従 業 員 数： 約 70 名

事業の内容： 土木工事、環境・景観整備工事、上下水道工事、

　　　　　　 パイプメンテナンス工事、その他管工事、

 住宅リフォーム工事、アグリ事業（農業）参入予定

支　店　等： 四日市支店

会 社 沿 革： 昭和 29 年　7 月 12 日：創業

 昭和 36 年　5 月　4 日：株式会社　山田組　設立

 昭和 39 年　5 月 24 日：資本金を 600 万円に増資

 昭和 42 年 10 月　4 日：資本金を 1,000 万円に増資

 昭和 50 年 12 月 17 日：資本金を 3,000 万円に増資

 平成　6 年　4 月 25 日：資本金を 3,300 万円に増資

 平成 12 年 10 月　5 日：ISO9001 取得

 平成 13 年 11 月 26 日：ISO14001 取得

 平成 14 年 11 月 28 日：名古屋市エコ事業所認定

 平成 21 年　2 月　4 日：名古屋市エコ事業所優秀賞受賞

 平成 21 年 12 月 14 日：中部の未来創造大賞特別賞

  中日新聞社賞受賞

 平成 22 年 12 月　1 日：愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録

会社概要



� 社会・環境貢献活動報告書

3. 本業における貢献

本項では山田組の本業を通じての貢献活動に関する報告をします。

1. 公共建設業は、本来的に社会貢献活動
公共建設業の受益者は「市民」です。工事の内容は「地域課題」そのものです。その地域課題を計画

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

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

す。これは最近の概念で言えば「ソーシャル・ビジネス」そのものだと考えます。

2. 事務所での貢献活動の概要
ISO9001、14001 の認証を受ける企業として、日々の業務においてさまざまな活動を行っています。

特筆すべき内容は別項に述べることとして、事務所業務では、

・廃棄物の減量化と分別の徹底

・ペーパーレス活動の促進によるコピー枚数と紙ごみの削減

・節電、エコドライブの徹底

などに日常的に取り組んでいます。

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

動に努めています。

3. 施工現場をご覧ください
昨今は、工場見学や社会科見学がブームです。ツアーバスが出るほどですし、産業観光という言葉も

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

の中を見学しながら、クイズを出す番組もよく目にします。

考えてみれば、私たち建設業の“製造場所”は、市民の皆さんの目の前です。こんなに身近で使用す

るものが、目の前で作られる。こんな面白いことはありません。暇さえあれば１日中作るところを見て

いることだって可能です。こんなにオープンに製造過程を見ることができる産業も珍しいのではないで

しょうか。

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

の皆さんの近くだからこそご迷惑をおかけすることもありますが、現場の社員は日々その課題解決のた

めにも様々な工夫をしながら、工事を進めています。施工現場こそが、私たち山田組の出店であり当社

のお客様である市民の皆さんとの接点です。身近なところで工事が始まったら、どうぞ現場をご覧くだ

さい。危険のない範囲で身近な社会資本ができる過程をお楽しみいただけます。

（水野）
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当社では、名古屋市が「優良エコ事業所」認定制度を定めたことを受けて、申請手続きを行いました。

本項では、その内容の一端をご紹介します。

①	環境に配慮した当社の主な取り組み内容

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

③	環境に配慮した取り組み目標の制定と実績

・目　標　　温室効果ガス排出量：基準年比最低 10％の削減

・実　績　　

※こうした取り組みが評価され、当社は平成 24 年 7 月 30 日付けで「名古屋市優良エコ事業所」に

　　認定されました。( 詳細は来年度の CSR レポートで報告します )		( 加藤 )

4. 貢献活動事例

［1］優良エコ事業所認定に取り組む活動

太陽光発電システムの導入 社屋屋上の緑化

貯留タンク設置による雨水の有効利用 公道面『山田組エコ広報』看板の設置

基準年度（平成17年度） 昨年度（平成23年度） 削減率

122.7t-CO2 103.6t-CO2 15.6％温室効果ガス
排出量
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［2］子育て支援企業認定に取り組む活動

当社の子育て支援の取り組みを紹介します。子育て支援の対象は、本項で紹介する社員の子弟にとど

まらず、地域や広く社会の子育て支援に取り組んでいます。

①	「子ども特別休暇」の制定と運用

「子ども特別休暇」とは、子どものために

年 5 日まで特別休暇を取得できる制度

②	ノー残業デーの制定と運用

毎週水曜日をノー残業デーとし、社内掲示等で社員周知に努めています。

③	子どもの体験活動等の支援

子ども体験活動を年２回以上実施し、参加を呼びかけています。参加費・受講料は会社が負担

をしています。

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

　認定されました。(詳細は来年度のCSRレポートで報告します)		( 加藤 )

表 -1子ども特別休暇取得日数実績

ブルーベリー農園摘み取りの様子

年 度

平成22年

平成23年

平成24年（6月末まで）

年間取得日数（日）

11.0

28.0

4.0

取得人数（人）

5

10

2

50代 男性

40代 男性

30代 男性

20代 男性

計

月

※平成23年の1年間を年代別にランダムに4人選び、各人の残業時間を曜日別に集計

0.0

4.0

10.0

3.0

17.0

火

0.0

9.0

6.0

5.0

20.0

水

0.0

0.0

4.0

7.0

11.0

木

0.0

8.0

7.0

2.0

17.0

金

0.0

7.0

7.0

2.0

17.0

計（時間）

0.0

28.0

35.0

19.0

82.0

表 -2曜日別残業時間実績

年 度

平成22年

平成23年

平成24年

当社イベント
ブルーベリー農園摘み取り

参加者数

12名（内、子ども2名）

17名（内、子ども4名）

15名（内、子ども3名）

なごや環境大学
加子母バスツアー
参加者数

47名（内、子ども1名）

41名（内、子ども8名）

64名（内、子ども9名）

表 -3体験活動実績
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［3］2011 年秋の水害被害出動の記録

昨年秋、　東海地方を襲った台風１５号は名古屋地区にも大雨をもたらし、庄内川流域・天白川流域の

１１区に避難勧告が発令されました。特に守山区下志段味地区の庄内川左岸堤防では水位が堤防を越えた

ため、山田組に対しても国土交通省中部地方整備局庄内川工事事務所から緊急出動要請が発令されました。

発令の内容は以下の通りです。

2011.9.20

国土交通省　庄内川河川事務所より

	 みずとぴあ庄内（清州市庄内川水防センター）保管の大型ポンプ車の現地派遣

庄内川災害協力会より

	 大型土のう（1.0t）の作成

活動内容に関しては

	 大型ポンプ車の移動に社員2名　先導車両に社員2名　合計4名を派遣

	 9月21日　夕刻まで現地での活動を継続しました。

大型土のうに関しては

	 大型重機の確保　運搬用大型ダンプの確保　土のう作成ヤードの確保（中川区内）を同時進行で行い

	 作業開始20日午後8時から21日午前5時まで突貫作業を行いました。派遣した作業員は10名、現地

	 に運び込んだ土のうは最終的に48個となりました。

迅速な対応を必要とされる災害現場。私たち山田組はこのような要請にもいち早く対応し、地域の安心安全

を支えています。

※平成23年台風15号における災害支援活動に従事し、貢献した者として、平成24年7月26日国土交通

省中部地方整備局・庄内川河川事務所長より、感謝状（災害対策関係功労者）をいただきました。（詳細は

来年度のCSRレポートで報告します。（毛利）

2012.9.21	早朝作業の様子
（携帯電話のカメラで撮影）
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5. 業務以外の貢献活動

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

多彩な防災活動に取り組んできましたが、特に昨年 3 月の東日本大震災が契機となって、地域や市民が

私たちに寄せる期待をますます強く感じるようになりました。

本項では、こうした期待に応える活動の一部をご紹介します。

平成 23 年 11 月 20 日日曜日の午前、7 年目となる「供米田

( くまいでん ) 中学校区地域防災大会」を開催しました。この大

会は当社所在地の中学校区を対象として、地域や行政、各種団体、

NPO の皆さんと共に「防災・減災の知識と技」を学ぼうと始め

たもので、過去の大会では「避難所体験」「安心・安全非常食クッ

キング」「防災運動会」など毎年趣向を変えた取り組みをしてき

ました。

直近 2 年間は「供米田防災学園」と銘打って、学園仕立ての内

容になっています。

地域の皆さんを中心に例年 300 名前後の参加者でにぎわい、

文字通り楽しみながら、笑顔の絶えない防災大会となっています。

平成 23 年 12 月 19 日の夜、愛知県みよし市で

開催された市民協働による防災イベントづくりの講

座に当社代表山田が招かれ、地元の地域防災大会の

事例を紹介しました。

行政担当者・市民・大学教官と学生、NPO 団体

スタッフが共通のテーブルについて、一から防災イ

ベントを創り上げていこうというこの取り組み。参

加する皆さんの熱意が伝わってくるさわやかなひと

時でした。

当社は、みよし市市民主体のこの活動に今後も協

力していきます。

［1］供米田 ( くまいでん ) 中学校区地域防災大会の企画・運営

［2］愛知県みよし市の市民協働による防災活動への参画
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平成 24 年 6 月 23 日土曜日、特定非営利活動法人「レスキューストックヤード」の設立 10 周年記

念シンポジウムが名古屋市の中心部「名古屋テレビ塔」内で開催されました。

当社は同団体の評議員の一員として、その活動を支援してきました。同時

に私たちも、さまざまな防災・減災の知恵を学ばせてもらいました。これか

らも、レスキューストックヤードの皆さんと一緒になって、防災貢献活動に

取り組んでいきたいと思っています。レスキューの皆

さん、今までご苦労さまでした。

そしてこれからも、大いに活躍してください。心か

ら応援します。

レスキューストックヤードの HP

http://rsy-nagoya.com/web/

［3］災害ボランティア NPO「レスキューストックヤード」との関わり

2. なごや環境大学共育講座の企画と運営
当社では 2005 年に開学した「なごや環境大学」の運営に当初から協力し、8 年連続で「共育講座」

を開講してきました。「共育 ( きょういく )」とは、講座主催者の当社と受講生である市民の皆さんが「共

の学び合う」という、この大学の精神を表す造語です。文字通り、今日までに企画・運営した多彩な講

座を通じて、私たちも多くの人脈や知識や実績を得ました。これからも、その成果を積み上げていきた

いと思っています。

本項では、最近の講座の様子を少しご紹介します。

最初は平成 24 年 4 月 21 日 ( 土 ) に開催した地元大手建設業者の名工建設さんを訪問した様子です。

万一の際に新幹線の軌道を

守るという名工建設さんの

備えをしっかり見せていた

だき、参加者一同、大いに

参考になりました。

次は平成 24 年 6 月 23 日 ( 土 ) に開催した「まち歩き」講座

の様子です。「名古屋港を見に行こう」と題して、市民の皆さん

と一緒に防災・減災の知恵を学ぶ体験型の講座です。

こうした講座に参加される皆さんの多くは、

防災活動の地域のリーダーになっていくよう

な意識の高い人たちです。当社にとってもい

ざという時に頼りになる大切なパートナーと

して、これからも密接な交流を継続していき

ます。
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3. 出前授業の実施
本項では、「子育て支援企業」としての活動の一環でもある「社会の子育て支援」の取り組みについて

ご紹介します。

当社は「環境パートナーシップ・CLUB」(2000 年設立の中部地域の企業・行政による環境活動団体 )

創設メンバーの一員として、教育機関・児童館での出前講座に積極的に取り組んでいます。「環境に配慮

した建設事業の展開」を主テーマとする出前講座の開催によって、

次世代を担う子ども達に楽しくためになる教育機会を提供すると

同時に、当社のユニークな社会貢献活動という評価にもつながる

意味深い活動です。

下の写真は、「エコブリッジを作ろう」と題した出前講座の様子

です。学校だけでなく、児童館からの要請にも応えています。また、

指導者に対する研修講座にも出向いています。

4. 被災地支援活動:レインボープロジェクト
震災で甚大な被害を受けた地域のひとつ宮城県宮城郡七ヶ浜町では、震災直後から東区の「レスキュー

ストックヤード」がボランティアセンターの運営や仮設住宅に入った人たちの心のケアなどの奉仕活動

を行っていました。震災から 1 年たち、避難所生活を強いられている被災者にとって、「仕事がなくてや

る事がない、生き甲斐を感じられない」という現状がありました。

そこで、以前から防災活動を通して交流のあった NPO 法人レスキューストックヤードと、私たち株式

会社山田組、株式会社ナックプランニングが地元の洋菓子店フィレンツェと協力して、被災地に笑顔が

少しでも「カエル」プロジェクトである RAINBOW	project を開始しました。

これは被災者の方にカエルのぬいぐるみやストラップ、グラニーバッグなどを作っていただき、付加

価値をつけてフィレンツェで販売、その売上の一部が作り手さんに工賃として還元するものです。これ

によって、現地での交流が生まれ、かつ仕事や生き甲斐が戻ると考えました。キャラクターのカエルは、「や

りがいがカエル」「お金がカエル」「人がカエル」「笑顔がカエル」という想いを込めて、弊社で作成しました。

他にも企画やパッケージを担当しています。

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

そして、子会社である株式会社ナックプランニングでも、デザインを通じて支援活動を続けています。

名古屋からできる支援活動はまだまだ沢山あります。被災地支援の一環となるこのプロジェクトを今後

も継続していくつもりです。( 平石 )



※洋菓子フィレンツェでは、毎月七日を
　しちがはま（七ヶ浜）の日とし、
　『きずな工房・手作り品×フィレンツェ・スイーツ』を
　セットにして販売しています。
　（大量生産ができないため、毎月20～30セット限定）

カエルのぬいぐるみとラングドシャ

中日新聞掲載記事 (H24 年 3 月 )

中日新聞掲載記事 (H24 年 5 月 )

第 1 弾

カエルストラップと
レインボーロールケーキ第 2 弾

グラニーバッグとクッキー第 3 弾
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当社は地元建設業協会の会長会社として、業界活動にも積極的に取り組んでいます。なかでも「地元

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

一端をご紹介します。

当社が所属する社団法人名古屋建設業協会 ( 以下、名建協 ) では、

名古屋市が主催する大規模なエコイベントの「環境デーなごや中央行

事」に毎年出展参加しています。近年は、市民の皆さんの防災意識の

高まりに応えて「地元建設業者が災害時に担う役割」についてパネル

展示やゲーム・クイズなどを使って発信しています。

同じく名建協の中に「市民農園研究会」を立ち上げて、建設業者が

「都市内農業の担い手」となるための活動に着手しました。取り組む

農業のかたちも、市民の皆さんに農園活動の機会を提供する「市民農

園」をはじめ、市場価値の高い野菜・果物の栽培を手掛けるなど、意

欲的に展開しています。

これもまた名建協の中に「駐車場緑化研究会」を立ち上げて、「既

存路面駐車場の緑化技術の確立と商品としての普及啓発」に着手しま

した。名古屋市役所西庁舎正面の既存駐車場 (ピンコロ石による舗装 )

を実証フィールドとして、名建協会員有志が 8 区画をそれぞれの工

法で緑化しています。引き続き、耐摩耗性や景観優位性、そして生物

多様性の再生具合などを追跡調査していきます。

昨年春に採択された国土交通省助成事業の「フロンティア事業」は、

新たに今春、追加助成の採択も受けて発展的に活動に取り組んでいま

す。特に名古屋市内の大規模農地の借用に向けて活動中で、借地が成

立すれば名古屋市初の一般企業による農業参入事例となります。

「地元中小建設業者の窮状を打開してほしい」という切なる声に応

えて、平成 24 年 2 月、名建協内に「港・中川地域サポート会議」

を設立しました。

これは、名古屋市南区・中川区内の名建協会員有志によって組織さ

れた発注者との交流や地域貢献活動を主たる目的とするグループで、

今後、当社のノウハウを生かして有意義な活動を展開していきます。

6. 協会活動他への参画

［1］「環境デーなごや」での出展活動

［2］市民農園研究会の活動

［3］駐車場緑化研究会の活動

［4］フロンティア事業の紹介

［5］港・中川地域サポート会議の設立
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7. むすび

株式会社山田組　代表取締役　山田　厚志

10 年ほど前に「真の国際人とは？」と、考えさせられる出来事がありました。

ドイツに長く住む知人に紹介されたその国の男性から「あなたの街は、いつ誕生したのですか？」と尋ね

られて、とっさに返答できなかったのです。その人は困惑する私を気遣ってか、自分の住む街の歴史や風土・

文化を流れるように紹介してくれました。

「ああ、国際的な交流とは、自分の拠って立つものをしっかりと自覚することから始まるのだ」と、その時、

私は気が付いたのでした。

相手と対等に付き合おうとすれば、ただ迎合するだけでは駄目です。要請されるままに取り組むだけの一

方的な活動からは、得るものが少ないのです。

これは企業が取り組むさまざまな貢献活動も同様だと思います。まずは自社の本業をしっかりとやること。

その揺るぎなさが、相手の敬意を生み、はじめて双方の立場を尊重した協働の精神が成立するのだと、私は

思います。

山田組は今までも、これからも地域に根ざす建設業者としての役割を果たしていきます。この本業とは、

自社を飛び出して、上下水・道路・河川の整備など地域の課題を解決するという極めて利他的で公益性に富

む公共事業が主力です。そして近年は、より地域に密着したリフォーム事業、そしてこれからは名古屋の「緑

と実り」を豊かにする都市内農業分野へと、本業のすそ野を広げていくつもりです。

私たちは、本業を通じて鍛えられ蓄えられた貢献活動のスキルと力量を生かして、安心・安全・快適な地

域社会の実現に向けてさらに一層頑張ります。

当社と様々につながる皆さまには、どうぞ引き続きのご指導・ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

平成 24 年 7 月 1 日

より強く深く本業に立脚した貢献活動を



お問合せ
本　社
〒454-0962　
名古屋市中川区戸田五丁目1213番地
TEL:(052)301-6121 
FAX:(052)303-2715

ホームページアドレス
http://www.yamadagumi.jp/

E-mailアドレス
kanribu@yamadagumi.jp




