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１．建設業の社会貢献活動とその推進月間

（１）建設業の社会貢献活動

　「企業の社会的責任」（CSR）は、企業活動のプロセスに経済性や法令遵守にとどま

らず、環境への配慮や社会的倫理性などを組み込み、様々なステークホルダー（利害

関係者）に対する説明責任を果たすことにより、社会から信頼を受け、事業を継続的

に発展させる活動ですが、近年、この CSR が企業評価の重要な要素となっています。

　建設産業は、社会資本の整備を通じ、「国土の保全」、「地域の安全・防災」、「利便

性の高い暮らし」等を実現し、社会に貢献してきました。本会傘下の各建設業協会並

びに会員企業は、地域の基幹産業である建設業の社会的責任と使命を強く認識し、地

域経済の活性化、雇用の確保に貢献するのみならず、国・地方自治体との災害協定に

基づき、災害発生時には、住民の安全・安心を確保するため、不眠不休で応急復旧活

動に取り組んでいます。

（２）建設業社会貢献活動推進月間

　しかしながら、このような地域建設業の取り組みは、マスコミ等において正しく報

道される機会が少なく、建設業界も積極的な PR 活動を行ってこなかったため、国民・

社会にあまり知られていない状況にあります。

　このため、本会では、平成 18 年度より毎年 7月を「建設業社会貢献活動推進月間」

と定め、月間期間中の活動の一環として、各都道府県建設業協会並びに会員企業と

連携し、地域建設業界の実践している幅広い社会貢献活動を国民・社会に広くアピー

ルするため、毎年中央行事を開催しております。

（３）中央行事の開催と社会貢献活動優秀事例の顕彰

　本年度の中央行事は 7月 13 日、東京・経団連会館において開催いたしました。

　中央行事では各地域で実践された様々な社会貢献活動について、各都道府県建設

業協会を通じて広く収集し、優れた活動事例については、全建表彰規程に基づき厳

正な審査・選考を経て、功労者表彰として顕彰を行っております。

　本年度は、都道府県建設業協会・支部等を対象とした第 3 条関係で 36 事例、会員

企業を対象とした第 4 条関係で 15 事例の計 51 事例が選ばれ、奥村会長より表彰状

と記念の額が贈呈されました。

　また、受賞者の中から優れた事例として、①一般社団法人長野県建設業協会青年

部会、②一般社団法人大分県建設業協会、③中村土建株式会社の 3 事例について事

例発表が行われましたが、参加者からは建設業としての優れた社会貢献活動に、大

きな関心と惜しみない賛辞が送られました。

　主催者を代表して奥村会長は、「多発・激甚化している自然災害が毎年のように全
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国各地で猛威をふるう中、被災地では各都道府県建設業協会の会員が過酷な状況下

で、応急復旧作業に当たられていると敬意を表し、災害対応をはじめとした地域建

設業が行っている社会貢献活動を発信し、社会に広く理解してもらう取組を続けて

いく」と挨拶しました。

　また、来賓として出席された国土交通省の長橋和久不動産・建設経済局長は、「地

域建設業は社会資本整備の担い手であると同時に、地域の守り手でもあり、担い手

の確保・育成の観点からもその活動を幅広く発信していくことは非常に重要である」

と述べられました。

　例年、事例発表終了後に、記念講演会、懇親会を開催しておりましたが、今年度

は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、行いませんでした。

　本会が実施した本年度の中央行事の内容は、下記のとおりです。

行事名 令和 3年度建設業社会貢献活動推進月間中央行事

日  時 令和 3年 7月 13 日（火）14:00 ～ 16:00

場  所 経団連会館 4階 ダイアモンドルーム

内  容 (1) 開  会

　・会長挨拶    ( 一社 )全国建設業協会会長  奥村　太加典

　・来賓ご挨拶  国土交通省 不動産・建設経済局長  長橋 和久 氏

(2) 建設業社会貢献活動功労者表彰式

　①規程第 3条関係（協会・支部等）功労者表彰（36 協会・支部）

　②規程第 4条関係（会員企業）功労者表彰（15 社）

(3) 建設業社会貢献活動事例発表

　①令和元年度台風 19 号災害のドキュメント番組の制作及び

　　広報誌「LIFE」の発行＝（一社）長野県建設業協会 青年部会

　②建設現場から元気のでるアート！プロジェクト＝（一社）大分県建設業協会

　③女性の採用・定着促進に向けた取組み＝中村土建株式会社

場  所 経団連会館 4階 ダイアモンドルーム

参加者 約 80 名（国土交通省、都道府県建設業協会役員、建設関係団体及び一般関係者）

令和 3年度 功労者表彰式 事例発表の様子
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　功労者表彰を受けたのは、次の 36 協会・支部等及び 15 会員企業です。

○功労者表彰受賞者 ― 協会・支部等（規程第 3条関係）―

表彰分類 受賞者（協会・支部等） 都道府県

災害復旧支援活動 （一社）新潟県建設業協会 新潟県

（一社）下呂建設業協会 岐阜県

（一社）高山建設業協会 岐阜県

（一社）若狭地区建設業会 福井県

（一社）滋賀県建設業協会 伊香支部 滋賀県

（一社）滋賀県建設業協会 高島支部 滋賀県

（一社）藤津建設業協会 佐賀県

熊本県建設業協会 八代支部 熊本県

熊本県建設業協会 人吉支部 熊本県

熊本県建設業協会 芦北支部 熊本県

防災支援活動 （一社）滋賀県建設業協会 湖南支部 滋賀県

社会福祉活動 岩手県建設業女性協議会 遠野支部 岩手県

（一社）大分県建設業協会 大分県

鹿児島県建設業青年部会 奄美支部 鹿児島県

建設業ふれあい活動 （一社）宇都宮建設業協会 青年の会 栃木県

（一社）新潟県建設業協会 糸魚川支部 新潟県

鹿児島県建設業協会 奄美支部

鹿児島県建設業青年部会 奄美支部

鹿児島県

建設業のイメージアッ

プ・広報活動

（一社）岩手県建設業協会 盛岡支部 岩手県

岩手県建設業女性協議会 盛岡支部 岩手県

（一社）栃木県建設業協会 栃木県

（一社）群馬県建設業協会 群馬県

（一社）湘南建設業協会 神奈川県

（一社）甲府地区建設業協会 山梨県

（一社）長野県建設業協会 青年部会 長野県

その他 茨城県建設業協会 水戸支部 茨城県

芳賀建設業協同組合 栃木県

（一社）群馬県建設業協会 高崎支部 群馬県

（一社）群馬県建設業協会 前橋支部 群馬県

（一社）千葉県建設業協会 千葉県

（一社）滋賀県建設業協会 東近江支部 滋賀県

宮崎地区建設業協会 宮崎県

都城地区建設業協会 宮崎県

小林地区建設業協会 宮崎県
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○功労者表彰受賞者 ― 会員企業（規程第 4条関係）―

表彰分類 受賞者（協会・支部等） 都道府県

その他
高鍋地区建設業協会 宮崎県

日向地区建設業協会 宮崎県

（一社）沖縄県建設業協会 沖縄県

表彰分類 受賞者（会員企業） 都道府県

防災支援活動 山辰建設株式会社 宮城県

地域活性化への取組 株式会社都南建設 岩手県

環境美化・保全活動 田中建設工業株式会社 青森県

株式会社蔭山工務店 福島県

山平建設株式会社 静岡県

株式会社奥村建設 富山県

小倉建設株式会社 石川県

ヤマグチ株式会社 鹿児島県

株式会社津田和建設 鹿児島県

社会福祉活動 株式会社織戸組 神奈川県

建設業のイメージアッ

プ・広報活動

株式会社加藤建設 愛知県

美保テクノス株式会社 鳥取県

その他 中村土建株式会社 栃木県

安達建設株式会社 富山県

福地建設株式会社 鹿児島県

（４）本事例集について

　本事例集は、本年度の中央行事において受賞された 51 事例の中から、事例発表を

行った（一社）長野県建設業協会・青年部会の「令和元年度台風 19号災害のドキュメ

ント番組の制作及び広報誌「LIFE」の発行」、（一社）大分県建設業協会の「『建設現場

から元気のでるアート！』プロジェクト」、中村土建㈱の「女性の採用・定着促進に向

けた取組み」、の 3事例の他、顕彰された活動事例を条項別に整理し、①災害復旧支援

活動、②防災支援活動 ③地域活性化への取組 ④環境美化・保全活動 ⑤社会福祉活動、

⑥建設業ふれあい活動 ⑦建設業のイメージアップ・広報活動等に分類して取りまとめ、

紹介するものです。




