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「継続なき社会貢献活動」は、その効用も限定的なものにすぎません。

まして「継続なき企業活動」は、社員や社員の家族を不幸にするばかりでなく、社会にも不安や

迷惑をかける許されない行為です。従って「企業が行なう望ましい社会貢献活動とは、その企業の

持続可能性が確立した上で継続的に行なわれる取り組み」であるべきことは自明です。

私たち山田組は、主な売り上げを官からの発注工事によって得ている建設会社です。公共工事

は国・地方自治体を問わず多分に政策的な性格を含んでいますから、その市場規模は当社の経営

計画とは無関係に変動します。加えて受注は他社との競争に勝ってこそ得られる不確実かつ安値

受注に振れがちな、つまりは収益面では魅力に乏しい営みです。従って「持続可能な企業活動」の

実現が極めて困難な業種だといえるのです。では、なぜ私たち山田組はこの仕事に取り組むのか？

それは地域の公共工事に従事する使命感・責任感が、60年を超える社歴によって培われた

<DNA>として、現在の社員一人一人にも息づいているからにほかなりません。

地域の安心・安全を維持・発展させる営みは、一日たりとも休むわけにはいきません。長年それ

を受け持つ当社社員には、自然に「利他的精神」が養われていくのです。そうした社員によって組織

された当社が多彩な貢献活動に取り組むのは何も特別なことではなく、社会に「建設業者の心意気

と技量」を発信し評価を得て、「自分たちの仕事の意義の再認識」ができる格好の機会だと考えて

いるからです。私たちは貢献活動をしないではいられない者の集まりなのです。

本年次報告書は2014年10月以降2016年3月までの私たち山田組が、いかに持続可能な事業活

動という難題に取り組み、そして多彩で継続的な社会貢献活動を展開したかを取りまとめたもの

です。

甚だ不十分な内容ですが、皆さまにご一読いただければ幸甚に存じます。

 平成28年3月

 株式会社　山田組

 代表取締役　山田　厚志

※当社は昨年度から「社会・環境貢献活動報告書」を「持続可能な事業・貢献報告書」と改題しました。

※今回から「持続可能な事業・貢献報告書」に掲載する活動の期間を毎年4月～翌年3月に改めました。

巻頭挨拶



本業の現況報告
（会社年度2014.10.1～2015.9.30）
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会社決算期の変更

当社は従来まで6月末決算でしたが、昨年7月～9月の変則決算を経て、今期から10月1日～翌年

9月30日までの9月末決算としました。

これは、かつては多くの工事が3月末工期で6月末までに完成工事高として計上できていたもの

が、近年受注工事の幅が広がって実態に合わなくなってきたからです。この決算期の変更以外に

も仕事の上でいくつかの変化があります。

維持更新工事の増加 ～技術力・施工力が当社の強み　環境負荷軽減にも寄与～

前期・今期と会社を黒字に導いた大きな要因は「維持更新工事」の受注が進んだことです。当然

ながらその背景として我が国の公共事業が「新設工事から維持管理」の時代へと様変わりしてき

たことが挙げられます。

当社は今からおよそ40年前の昭和50年代後半から、特に上下水道管とガス管の更生工事に取

り組んできました。更生工事とは、既設管路の一定区間を新管同等の性能に向上させる工法で、そ

の結果、インフラ設備の延命化が実現してコスト縮減や環境負荷低減の効果も生まれます。

特に近年、当社の主たる取引先である名古屋市上下水道局で更生工事の発注が活発化してお

り、長年にわたって蓄積した技術力・施工力を有する当社にとっては歓迎すべき流れですし、時代

の必然でもあると考えています。

次項に当社の有する主な更生工法を紹介します。いずれも老朽化した既設管を掘り起こすこと

なく(環境負荷軽減)、管内面に新たな管体を形成したり補強して性能を回復(延命化・コスト縮減)

させる大きな効果を有する工法です。 

山田組では上述した維持更新工事に限らず様々

な施工現場の見学を受け入れています。詳しくは

管理部までご一報ください。
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パルテム・SZ工法

パルテム・ホースライニング工法

上述したように、当社はおよそ４０年前からこうした更生工法の施工に取り組んできました。さら

には会社単独としてだけでなく、わが国でも最古参の工法協会である「パルテム技術協会」の創設会

員として現在まで理事会社を務め、特に技術改良面や広報面などで協会活動に貢献し、更生工法の普

及拡大に努めてきました。

パルテム・フローリング工法

SZライナー

シールホースは水道管と
一体構造になります。
シールホースは水道管と
一体構造になります。

SZパイプ

PE表面部材PE表面部材 鋼製リング鋼製リング 既設管梁既設管梁

モルタルモルタル

PE嵌合（かんごう）部材PE嵌合（かんごう）部材

拡張チューブ拡張チューブ

熱硬化性樹脂シート熱硬化性樹脂シート

保護クロス保護クロス

円筒補強織物円筒補強織物

接着剤接着剤

ジャケットジャケット

被覆材被覆材



会社概要と品質・環境 ISO
当社の会社概要と取得ISOを以下にご紹介します。
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会社概要

ISO登録証と品質・環境理念

当社のISOは品質・環境とも長年にわたって「儲かるISO」を標榜
しています。
この「儲かる」とは、高品質な施工や現場の環境保全を継続的に
実践しつつ適正な利益を産み出すという意味です。産み出す利益
があってこそ会社の持続可能性もISOの活動も維持できるわけ
ですから、自ずと品質と環境の両理念とも適正利益を産み出し
て社会に貢献することを意識した内容になっています。
すなわち、品質では「良い品質を追求すれば、その成果が顧客
などステークホルダーの信頼・評価を得て次の仕事につながる」
ことを、環境では「社員一人一人が環境意識を高めて実践してい
くことで会社の事業が自ずと環境を意識したものになり、持続可
能な社会づくりに貢献できる」ことを社内外に発信しています。
以降のページでは当社の「儲かるISO」の実践によって産み出
された貴重な利益の一部を投入して展開してきた様々な活動の
一端をご紹介します。

株式会社　山田組 

名古屋市中川区戸田五丁目1213番地

3,300万円

代表取締役　山田厚志

70名

土木工事、環境・景観整備工事、上下水道工事、上下水道・管更生工事、その他管工事

四日市支店、LIXIL リフォームショップ山田組、天空のアグリパーク（東谷山）

社 　 名

所 在 地

資 本 金

代 表 者

従業員数

事業内容

支 店 等



名古屋市エコ事業所・
子育て支援認定企業としての活動
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環境に配慮した活動

平成27年7月に『名古屋市優良エコ事業所』の更新認定を受けま

した。これからも環境に対する取組みを、より一層深めていきたい

と思います。

温室効果ガス
排出量

122.7t-CO2 85.8t-CO2 30.9％

温室効果ガス排出量　実績

基準年度（平成17年度） 昨年度（平成27年度） 削減率

子育て支援活動

平成28年1月に『名古屋市子育て支援企業』の更新認定を受けました。これからも 子育てしや

すい企業として“社員への両立支援”“子育てをしている家族への支援”“地域の子供たちへの貢

献”を積極的にすすめて参ります。

平成27年 38 11

子ども特別休暇取得日数実績

年間取得日数
（日）

年　　度
取得人数
（人）

平成27年 8

取得人数
（人）

年　　度

ファミリーホリデー補助金制度利用実績
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子育て支援に関連する活動

上記の活動以外にも、当社では年間を通じてさまざまな子育て支援の活動に取り組んでいます。ここ

では以下に2事例をご紹介します。

 平成27年10月　会社近郊の近鉄伏屋駅高架化

事業を地元の長須賀小学校全校児童が現場見学

する活動(主催：名古屋市)を支援しました。当社

は見学会全体の運営協力に加えて「建設クイズ」

「測量体験」を主に担当しました。

 

平成27年5月　当社が指定管理グループの一員

を務める戸田川緑地を舞台にした「子ども防災

デイキャンプ」(主催：なごや防災ボラネット、

名 古 屋 市みどりの協会・山田組グループ)を支援

しました。当社は全体運営の協力に加えて「土のう

作り体験」「働く車見学会」を主に担当しました。

この事業は次年度以降も継続開催される予定です。

戸田小学校　職場見学

港楽小学校「全校防災教室」

戸田川緑地防災デイキャンプ

伏屋駅現場見学

（エコ事業所・子育て支援担当：加藤圭介）



さまざまな防災活動
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防災活動の概要

株式会社山田組・株式会社ナックプランニングでは、将来懸念される南海トラフ巨大地震に備え、

11年連続で供米田学区においての防災訓練を行ってきました。弊社のそのような取り組みが評価

され、企業や大学、行政から防災に関する業務の受注が増えています。

CSRの貢献活動がビジネスにつながり、ビジネスで得た新たな知識と人脈がCSRに生かされると

いう、理想的な形の循環が生まれています。

中日新聞との関わり(防災イベントの企画・運営)

2014年3月、中日新聞社と販売店が連携し、地域防災を支援する「地域を守りたい〜中日新聞防災

プロジェクト」がスタート。このキックオフとしてウインクあいちで開催された中日新聞社主催の

「防災・減災チャレンジ!家族会議」の企画・運営をナックプランニングが担当。同年の8月、名古屋大学

豊田講堂・シンポジオン・減災館「『備える　3.11から』ライブ!〜大震災を生き抜く〜」の企画・運営に

も関わりました。

そして、2015年10月に農業文化園・戸田川緑地で開催された1泊2日の体験型防災イベント「レッド

ベア中日!サバイバルキャンプ」(主催:中日新聞社、企画:プラス・アーツ)では、地元の調整役として運営

を担当。

この企画は、クリエイティブな防災教育を展開し、これまでに防災に関心のなかった層を取り込む

防災事業であり、中日新聞社とともに、ナックプランニングのデザイン力と企画力、山田組の運営力、

そして様々な事業でつながりのあるレスキューストックヤードなどのNPOと共に実現した新しい

かたちの防災事業です。

2016年も引き続き、地元企業・NPO・大学・行政を主体としてみずとぴぁ庄内(清須市)で開催予定です。

名古屋大学減災館でのレクチャー

段ボールシェルターづくり 担架リレー 紙食器づくり 灯明づくりと点火

デザインの力を生かしたアイテム 農業文化園・戸田川緑地

「レッドベア中日 ! サバイバルキャンプ」の様子

※昨年度のデザインアイテムは「プラス・アーツ」による展開、本年度はナックプランニングが担当予定

写真提供 : 中日新聞社
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減災館展示物の制作例 ( 一部 )

備えるホルダー 3D 互換メガネ

多層式 (4 層 ) 揺れ体験台車

都市計画マスタープランマップロールスクリーン

逆さ地盤 くるくる建築年表

都市の変遷とハザード情報の多層的閲覧マップ

名古屋大学減災館との関わり(展示物・防災啓発グッズの企画・制作)

株式会社ナックプランニングでは、名古屋大学減災館の展示物や防災啓発グッズの企画と制作に

関わっています。

宮城県七ケ浜との関わり(レインボープロジェクト)

株式会社ナックプランニングは、東日本大震災の後、七ケ浜

の復興支援としてレインボープロジェクトを実施しています。

震災から5年が経ち、この度、現地の作業所であった「きずな工

房」の閉所に伴いプロジェクトも終了することとなりました。

写真は、閉所前に現地の状況を見るために七ケ浜を訪れた時

の様子です。また、感謝状とともに、心のこもったプレゼント

を送っていただきました。

現地にとっては小さな活動だったかもしれませんが、名古屋

からの応援が、少しでもみなさんの笑顔につながったとすると

嬉しく思います。

※レインボープロジェクト…被災地に仕事と笑顔を

　創出するために、現地に裁縫を主体とした作業を

　依頼。カエルのマークのついたグラニーバッグ等

　を製作してもらい、名古屋市の洋菓子店でお菓子

　を入れて販売。その一部を被災地の製作者の元に

　還元するプロジェクト。（08〜09 頁担当：ナックプランニング平石晶代）
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なごや環境大学「共育講座」の企画・運営
6

平成17年(2005年)「愛・地球博」開催の年の春に名古屋市が中心となって開学した「なごや環境大

学」は、平成26年度に開学10周年を迎えました。

市民レベルの環境教育実践の新しい仕組みとして国内外での評価も高い同大学で、当社は開学以来

毎年「共育講座」(造語：講座主催者も受講者も共に育ち合うの意)を開講してきました。特に近年は「受

講者が講座内容を企画して当社が実現をサポートする」手法を考案し、内容や受講者の固定化解消に

も努めてきました。以下に11年目となる平成26年度の活動を一端をご紹介します。

平成26年度講座名「学び合い・育ち合う、食・農・防災の欲張り講座」

○８月「防災・減災の知恵を学ぶ講座」
講師：なごや中川災害ボランティア

長良川河口堰を中心に防災・減災の取り組みと河川環境との関わりを学習。

○１０月「戸田川緑地の豊かな自然を体感しよう！」
講師：戸田川みどりの夢くらぶ

都会にありながら川があり農園がありと自然豊かな戸田川緑地の魅力を満喫。

今年は雨による休講が重なり全二回の共育講座となりましたが、ご参加いただいた皆様ありがとう

ございました。来年度も趣向を凝らして開講の予定です。

( 講座担当：毛利尚弘 )

「輪中の郷」で、伊勢湾台風に学ぶと題した
講演会の様子

「長良川河口堰」での集合写真
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EPOC (環境パートナーシップ・CLUB )の
環境教育出前講座の活動

7

環境パートナーシップ・CLUB(通称：EPOC)は、平成12年(2000年)に中部地方の大小企業が循環型

社会構築をめざして立ち上げた任意団体です。当社はその創設メンバーの一員として地域に根ざした

建設業者らしい環境貢献活動を展開してきました。下表は直近の当社の環境出前講座の実施実績で

す。新しい年度も既に多くの学校・児童館などから講座申込が届いています。(実施人数は概数)

 実施日 学校・団体名(略称) 学年 人数 実施内容

 26年06月09日 八社小学校 5〜6年 150名 防災学習(ストローハウス)

 07月23日 高浜市中央児童クラブ 1〜3年 43名 防災学習(ストローハウス)

 007月25日 尾張旭市渋川児童館 1〜6年 30名 つくって守る実習体験(エコブリッジ)

 08月05日 エコパルなごや　EPOC講座 1〜6年 30名 つくって守る実習体験(エコブリッジ)

 08月19日 長久手市　市が洞児童館 1〜6年 50名 防災学習(ストローハウス)

 08月20日 東浦町立森岡児童館 1〜3年 35名 つくって守る実習体験(エコブリッジ)

 08月28日 春日井市子育て子育ち支援館 1〜6年 20名 親子で挑む立体造形(エコ工作)

 09月29日 犬山市楽田児童センター 1〜6年 50名 防災学習(ストローハウス)

 27年01月12日 碧南市棚尾クラブ 1〜6年 30名 防災学習(ストローハウス)

 03月05日 高蔵高等学校 1〜3年 20名 防災学習(ストローハウス)

 06月08日 中村区八社小学校 5〜6年 140名 つくって守る実習体験(エコブリッジ)

 06月23日 中村区黄金中学校 2年 70名 座学(環境にやさしいまちづくり)

 08月04日 エコバルなごや 1〜6年 20名 つくって守る実習体験(エコブリッジ)

 08月06日 尾張旭市渋川児童館 1〜6年 30名 防災学習ストローハウス

 08月09日 春日井げんきっ子センター 1〜6年 30名 チャレンジ!　面白エコ工作

 08月17日 みよし市新屋児童館 1〜6年 30名 防災学習(ストローハウス)

 08月20日 安城市役所中部公民館 1〜6年 20名 防災学習(ストローハウス)

 08月21日 弥富市栄南児童館 1〜6年 25名 防災学習(ストローハウス)

 08月22日 弥富市さくら児童館 1〜6年 20名 防災学習(ストローハウス)

 08月28日 弥富市弥生児童館 1〜6年 20名 防災学習(ストローハウス)

 09月05日 弥富市東部児童館 1〜6年 20名 防災学習(ストローハウス)

 28年02月28日 碧南市棚尾クラブ 1〜6年 20名 防災学習(ストローハウス)

 03月04日 高蔵高等学校 1〜2年 20名 防災学習(ストローハウス)



（株）山田組アグリ事業が行う東谷山・天空のアグリパークと
農業文化園・戸田川緑地を活用した
持続可能な環境・農業・防災体験学習の実践

特集特集
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当社の取り組みが「2016愛知環境賞優秀賞」を受賞し、2016年2月18日に

行われた表彰式に出席いたしました。この受賞は長年当社が取り組んできた

社会・環境貢献活動に対し携わってくださった多くの方々がいたからこその

受賞です。心よりお礼申し上げます。

以下に、アグリ事業の２つのフィールドと活動の一部を紹介します。

ブルーベリーや梅など果樹を中心とした生産販売を行っています。ブルーベリーは海外や他県で収

穫され運ばれてきたものより、地産地消でこそ喜ばれる農産物です。それはブルーベリーが収穫した

とたん劣化が始まるためで、当園は消費者に近い都市内農業だからこそおいしいブルーベリーを提供

できます。当園はそ有機 JAS 規定に則って（未認定）、化学農薬化学肥料不使用で栽培しています。

それは安心安全を望む消費者の存在と、その安心安全な農産物を生産する大変さを体感していただく

場とも捉えているからです。収穫だけでなく、梅やブルーベリー、柿の剪定、土づくり、ブルーベリー

の鉢替えなど農園の管理に関わるあらゆる農作業体験の機会をできるだけ設けました。収穫体験はも

ちろん、援農ボランティアとして、あるいは体験学習、就労体験などで多くの方にご来園いただきま

した。

当園は名古屋市南西部にある名古屋市の公園です。市民の憩いの場であるとともに、農業公園とし

て農業や環境への理解を深めて頂く役割と、立地を活かした健康とスポーツの里としての役割を担う

よう整備されています。また名古屋市地域防災計画の中で広域避難場所に指定されており、防災イベ

ントを行うにも最適な公園です。なごや防災ボラネットや認定 NPO 法人レスキューストックヤード、

名古屋建設業協会他とともに行った「子ども防災デイキャンプ」や「連続講座子ども防災教室」は防

災について共に学ぶ機会となりました。環境や農業イベントも多く行い、たくさんの方が楽しんで学

べる機会となりました。今後も防災、環境、農業に関する情報発信をしていけるよう努めてまいります。

( 株 ) 山田組アグリ事業は今後も積極的に社会・環境貢献活動に取り組んでいきます。ご期待ください。

( 都市農業部門担当：平田朱美 )

自社農園・東谷山・天空のアグリパークでは

農業文化園・戸田川緑地では

東谷山・天空のアグリパーク

名古屋市守山区上志段味東谷2110-20

最新情報はブログ「天空のアグリパークだより」

http://berry-good.sblo.jp/

農業文化園・戸田川緑地

名古屋市港区春田野2丁目3204

ホームページ

http://bunkaen-todagawa.jp/
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8
業界団体での活動・その他の活動

名建協・愛建協での各種貢献活動

ラジオ放送を通じての業界広報活動

当社代表・山田厚志は建設業界団体である一般社団法人名古屋建設業協会会長、一般社団法人愛知県

建設業協会副会長はじめ各種団体の役員を務めています。それら業界団体においては特に会員各社単体

では実行が困難な「建設業の重要性発信・イメージアップ」「防災・減災に対する貢献活動」「担い手育成や

働く環境向上の働きかけ」などに精力的に取り組んでいます。近年の活動ぶりの一端を以下にご紹介し

ます。

平成25年(2013年)春からは地元名古屋のCBC

ラジオで愛建協提供によるコーナー番組「ラヴなご」

(毎週土曜日朝)の企画構成を年間を通じての当社

が担当しています。

名建協・愛建協など業界団体での各種貢献活動 「環境デーなごや2015」でのブース活動

地元大学で業界紹介のプレゼンテーション 愛建協主催で連続開催中の「環境シンポジウム」
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建設業紹介動画の脚本・制作

平成 27 年 (2015 年 ) 春、主に高校生・専門学校生を対象とする建設業紹介動画の制作依頼を受け、

当社が脚本・制作・パッケージデザイン等を担当しました。

自治体・各種団体等での講演・パネリスト・コーディネート活動

11年連続開催中の地域防災大会の活動

当社の地元である名古屋市中川区供米田地区において地域の防災力の増強を目的に毎年「地域防災

大会」を企画・開催しています。毎回趣向を凝らして来場者が興味を持って参加できるよう心がけて

います。建設業は平時の街づくりの本務に加えて災害時にはいち

早く被災現場に駆けつけて復旧活動に従事します。当社はその働

きと合わせて地域の皆さんの「自助力」「共助力」が向上するこ

とで、より万全な安心・安全な街になるよう願っています。

災害ボランティア団体との協働による
地域イベント

経済団体の求めにより自社活動を紹介



10年変わらぬ当社の主張
9
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当社の顧客の大部分は「お役所」です。国、県、市の公共事業を元請けとして受注して、当社現場

代理人(文字通り、施工現場では社長の代理役の責任と権限を持つ)が協力会社や資材メーカー等

の支援も受けながら、成果品を発注者に引き渡して売り上げを得ています。公共事業とは国民・県

民・市民の税金を原資として、生活に必要な社会資本を整備あるいは維持更新する仕事です。その

意味で、そもそも当社の仕事は極めて公益性に富むものなのです。

従って一般的な意味での「企業は社会的な存在」という以上に、公共事業に携わる私たち建設業

者は本業を通して地域社会に貢献することは当然として、様々なかたちで貢献活動に努める責務

があるはずです。

発注者である行政への当社の主張は、少なくともこの10年間、変わっていません。私たち建設

業者を「確かめる機会」は、公共調達(入札)の時にあります。その際に「なぜこの業者から調達する

のか」という真の「説明責任」を行政担当者の皆さんには求めたいのです。その調達の視点は以下

の3点だと考えます。

1.価格競争力

税金を原資とする公共事業は安価である必要があります。競争入札はその意味で効果があると考え

ます。しかし、価格競争だけを是とすれば、成果品の質の低下や防災の担い手である地域建設業者の経

営体力の劣化を招く恐れがあります。発注者には適正な利潤を保証する価格設定が求められます。

2.技術力

価格と共に重要な「調達の視点」が、組織と技術者の力量です。経営体質が強固であるか、そして配置

技術者の技量は高いか…常に技術の研鑚に努める企業と技術者に、より受注の機会が訪れる制度設計

に努めることで、各社の意欲は増していくはずです。建設技術者の育成という観点からも、公共調達時

の技術力評価は必要不可欠だと考えます。

3.社会貢献力

価格競争力と技術力だけで公共事業の受注者を決めては、事業の「公益性」は半減します。受注業者

が「いかに社会貢献に努めているか」を調達時に適正に評価することで、雇用や子育て支援、防災・減災

はじめさまざまな地域貢献活動が促進されます。いわば「公助」の一部肩代わりを建設業者が行うこと

になるわけですから、行政にとってそのコスト削減効果は計り知れないものがあるはずです。この評

価の観点を行政にぜひ重視していただきたいということが、当社の変わらぬ主張なのです。



「嫌われている」と引きこもる前に
おわりに

10
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「私たちは嫌われてる」―そう感じている建設業者が多くいます。だから目立たないようにと

か、あるいは必要以上に身を縮めて世間と距離を置いて接することを良しとする考え方に、建設

業界ではよく出会います。

本当に私たち建設業者は嫌われているのでしょうか？…いえ、当社の実感は違います。

「嫌われている」とは具体的な行動が相手に不快感を与えた時に生じる感情ですが、そもそも建

設業界は地域の皆さんに向けた発信活動が決定的に不足していますから「嫌われようもない」と

いうのが現実です。つまり「よくわからない不可解さ、不気味さ」こそ、世間が感じる私たち建設業

者の印象なのです。

ところが多くの建設業者といえば、「嫌われているから目立たないようにする」というもっとも

らしい理由を付けて、敢えて自分たちの本業のことや担っている様々な貢献活動などについての

発信を怠っているのです。これでは職務怠慢だと思いますし、もっと言えば税金を使って行う公

共事業を担う者としての基本的な資質に欠けています。「なぜこの工事を行っているのか」とか

「どうして私の会社が公共事業を受注できるのか」「どれほど環境面や品質面の配慮をしている

か」などなど、受注した工事や会社の取り組みを通じて私たちが発信すべき事がらは数多くある

はずです。公共事業の元請け業者は、特にその「説明責任」を果たさずして「公益的存在」とは言え

ないと当社は考えます。

発信した結果、はじめて「私たちは嫌われているか？」が問われるべきです。発信を続ければ、さ

まざまな意見も届きます。なかには辛辣な声もありますが、真摯に対応していけば多くの自社の

「ファン」も生まれてくることを当社の皆が経験してきました。

自ずと社員の意識も変わってきます。「世間を気にする」ことが仕事の邪魔をする手間のかかる

ことではなくて自分たちの仕事ぶりをわかってもらうための重要な取り組みと自覚できれば、発

信活動はやりがいのあるものになるのです。そしてそれは、自分や自分の仕事に自信と責任を持

つことにも繋がっていきます。

私たち山田組はこれからも本業や貢献活動についての発信を続けます。そして世間から更に慕

われ支持される地域建設業者をめざして歩み続けます。



継続的に多彩な貢献活動を展開する山田組

当社代表・山田厚志は建設業界団体である一般社団法人名古屋建設業協会会長、一般社団法人愛知県

建設業協会副会長はじめ各種団体の役員を務めています。それら業界団体においては特に会員各社単体

では実行が困難な「建設業の重要性発信・イメージアップ」「防災・減災に対する貢献活動」「担い手育成や

働く環境向上の働きかけ」などに精力的に取り組んでいます。近年の活動ぶりの一端を以下にご紹介し

ます。

平成25年(2013年)春からは地元名古屋のCBC

ラジオで愛建協提供によるコーナー番組「ラヴなご」

(毎週土曜日朝)の企画構成を年間を通じての当社

が担当しています。
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本社
〒454-0962 
愛知県名古屋市中川区戸田5丁目1213番地
TEL : (052)301-6121　FAX : (052)303-2715

ホームページ
http://www.yamadagumi.jp/

E-mail アドレス
kanribu@yamadagumi.jp




