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人権の尊重

社会貢献活動
長谷工グループ 生物多様性行動指針

人権に関する基本的な考え方

人権尊重のための取り組み

長谷工グループでは、
「長谷工グループ行動規範」の中で

長谷工グループでは、人権に対する意識を醸成するための

「人権の尊重」を明文化しています。グループの社員一人ひ

教育を行っています。長谷工コーポレーションでは、新入社

とりが人権に対して理解を深め、常に高い意識を持って業

員の導入研修で人権に関するテキストを配布するなどの取り

務にあたることができるよう、グループ内での浸透を進め

組みを行っています。

ていきます。

2. 行動の基本姿勢
（4）人権の尊重
あらゆる企業活動の場において、すべての人の基本的人権
を尊重し、また、出生、国籍、信条、宗教、性別、心身
における障害の有無等の理由による差別や個人の尊厳を
傷つける行為を行わない。

長谷工グループは、
「都市と人間の最適な生活環境を創造し、社会に貢献する」をグループ理念に掲げ、企業活動を行って
います。人や企業は、自然環境からの様々な恵みを享受していることを認識し、生物多様性に配慮した企業活動を行うこと
により、この保全並びに改善に資するよう努め、より快適で持続可能な地球環境を目指して参ります。

また、長谷工グループでは、派遣社員やパートタイマーを
含むすべての従業者を対象に、就業規則等でハラスメントに

長谷工グループ行動規範（抜粋）

基本理念

該当する行為を禁止しています。ハラスメントを予防するた
めに、社員向けの e ラーニングで定期的に教育を行うほか、
社員に配布している『コンプライアンス通信』や社内掲示の
ポスターを通じて、啓発を行っています。加えて、社員から
のハラスメントに関する相談は、内部通報制度における社内
及び社外の窓口にて受け付けています。

行動指針
3. 建設事業における配慮

1. コンプライアンス
生物多様性保全に関する法令等を順守するとともに、関連政
策や社会的要請を把握し、その知見を事業活動に反映するよ

生物多様性に配慮した計画・設計・提案の実施、工事による
影響の回避・低減に努めます。
4. 研究開発

う努めます。
2. 教育啓蒙

生態系に関する情報や技術的知見の集積を行い、関連する技

生物多様性の保全活動のために必要な知識・法令等の情報を、
社内教育等を通じて普及展開し、生態系の価値に対する社員

術研究開発を進めます。
5. 社会との協調
地域の環境保全活動や学会・協会活動への参加を通じて、社

の認識を高めます。

会への貢献に努めます。

CSR教育・啓発

■ 地域の環境を守る活動
琵琶湖畔の作業所における環境貢献活動
「プレサンス レジェンド 琵琶湖」新築工事作業所では、
「日
本一の琵琶湖で日本一美しい現場をつくる」
をスローガンに、
積極的に環境保全対策を実施。工事の過程で作業所から雨水

グループ内での浸透

や土砂、杭工事の安定液などが流出しないよう対策を行うほ
か、
護岸状況と工事排水の定期的な点検なども実施しました。

2017 年は長谷工グループとしての「CSR ビジョン」
「CSR
方針」の策定を行いました。これらのもと、長谷工グループ

また、職長会と協力して環境委員会を組織し、草刈りや一

でのすべての社員が CSR を理解し、日常業務の中で実践し

斉清掃を行うほか、夏花を植えて育て、毎日交代で水やりを

ていくため、グループ内での CSR 教育・啓発に力を入れて

行うといった活動も推進しました。

います。
CSR に関する社内ポスターの掲出、社内報での CSR 特集、

社内ポスター

こうした環境公害対策への取り組みが評価され、
（一社）
日本建設業連合会より「平成 29 年度 環境公害対策優良事
業場」として全国で唯一表彰されました。

グループ各社の役員・社員向けに CSR に関する講演会の開

琵琶湖畔の清掃活動の様子

催など、段階的に施策を進めています。また、以前より活
用してきた社員向けの e ラーニングも継続します。さらに、
社内報やイントラネットなどを活用し、最新の CSR の動向
やグループ内での CSR の取り組みに関する事例などを積極
的に紹介していきます。
これからも、長谷工グループでは、社員一人ひとりの行動
につながる教育・啓発を継続します。
環境委員会のメンバー

国道沿いにフラワーポットの植栽を設置

表彰式の様子

CSR 講演会の様子
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地域とともに、豊かな緑を守るー長谷工の森林（もり）
プロジェクト

長野県茅野市での森林保全活動

長谷工グループでは、創業80周年記念事業の一環として
「長谷工の森林」
プロジェクトをスタートさせました。
これまで取り組んできた生物多様性や緑地保全活動に加え、より主体的に、継続的に自然環境保護を実行していくために、

長谷工グループは、2017 年 2 月 11 日、長野県茅野市と「森
林（もり）の里親契約」を締結し、創業 80 周年記念事業「長
谷工の森林」プロジェクトをスタートしました。プロジェクト

「社会貢献」
「 未来志向」
「 地域連携」
をテーマに持続可能な活動を目指します。

のスタートにあたり、4 月 29 日に「森林の里親契約」記念式

2017年に長野県茅野市で、2018年には和歌山県田辺市で活動が始まりました。
これからも、地域の皆様とともに、グループ全体で森林整備活動に積極的に取り組んでいきます。

典が開催され、
アダプトサイン除幕式、
記念植樹を実施。その後、
長谷工グループ社員とその家族 70 名が参加し、森林の整備作
業を実施しました。
2017 年 9 月 23 日には、七ケ耕地財産区をはじめ長野県林
務部、諏訪地域振興局の協力のもと、グループ社員とその家族
を含めた 102 名が、森林内の自然散策で生物多様性の保全に
ついて学んだ後、小木の伐採や倒木等の片づけを行いました。
実施後は生い茂っていた樹木がすっきりとし、森に光が入る
ようになり、今後の木々の成長が楽しみになりました。

和歌山県田辺市での森林保全活動
長谷工グループは、2018 年 3 月 23 日に和歌山県と「企業
の森」事業による、森林保全活動に係る協定の調印式を行いま
した。

「長谷工の森林」の3つの役割
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2018 年 5 月 19 日、
「長谷工の森林」プロジェクト第 2 弾
として、和歌山県田辺市での活動がスタートし、第 1 回森林整
備活動には、グループ社員とその家族 61 名が参加しました。

1.森林を整備し、
再生させる。

2.人が集い、何度も
訪れたくなる森へ。

3.活動を継続し、
本業や社会へ貢献。

ご指導のもと、コナラ・ヤマザクラなど 500 本に及ぶ植樹を

森林は、葉が茂りすぎると地面ま

花が咲き、木々に実がなるように

森林を育てるには時間がかかりま

行いました。

で陽の光が届かず、細い木が乱立

なれば、蝶や鳥も集まるようになる

す。長いスパンで活動を継続させ、

したり土地がやせてしまう場所も

でしょう。動植物のにぎわいととも

計画を一つひとつ実現していくた

出てきます。そうしたエリアでは雨

に、遊歩道や広場、ちょっとしたア

めの仕組みづくりが必要です。
「長

が降っても適切に水を吸収せず、

スレチックスペースなどをつくって、

谷工の森林」で植樹・間伐した木

土砂崩れを起こす危険もあります。

長谷工グループの社員とその家

をいずれマンションの外構に寄贈し

まずは里親となったエリアを間伐し

族、
ステークホルダーや地域の方々

たり、居住者がクリスマスツリーに

たり、下草を刈ったり整備すること

が集う場所にしていきたいと思い

利用できる木を育てるなど、地域

で、生命力あふれる森林環境を取

ます。新たな交流を通じて、森林

の方々と一緒に夢を描いたり、取

り戻すことからはじめていきます。

と子どもたちの成長を見守ります。

り組める形で発展させていきます。
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除幕式、記念植樹の後、中辺路町森林組合をはじめ地域の方の

今後も地域の皆様とのつながりを大切に、末長く活動してい
きます。
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■ 地域貢献活動
明日香村のプロジェクトの推進

東京都主催「東京グリーンシップ・アクション」
東京都が指定する保全地域において、都・NPO 法人・企業が連携して行う自然環境保全活動「東京グリーンシップ・アクション」

奈良県の中央部に位置する明日香村は、律令国家体制が形
成された地であり、飛鳥時代の歴史遺産が周囲の自然環境と

に 2012 年から参加しています。

一体となっていることから、
「日本の心のふるさと」ともいわ
れています。長谷工コーポレーションでは、2015 年より明日
香村の村内産野菜を長谷工グループが管理するマンションで
販売するなどの支援活動を続けてきました。2017 年 9 月に
は、明日香村及び（一財）明日香村地域振興公社と、古都飛
鳥の歴史保全活動並びに明日香村の産業及び地域活性を図る
ためのプロジェクトに連携して取り組み、相互に協力すること
を目的とした「官民連携に関する包括協定」を締結。次の三
つのプロジェクトを推進しています。

2017 年 5 月 27 日、
「八王子滝山里山保全活動」を実施
しました。東京都環境局と NPO 法人自然環境アカデミーの
協力のもと、長谷工グループ社員とその家族 51 名が竹の伐
採、笹刈り、畑の開墾、苗の植付、道づくり、竹細工などを
行いました。
また、11 月 25 日、
「清瀬松山緑地保全活動」を実施しま

①「明日香村を堪能する」

②「明日香村を経験する」

③「明日香村に居住する」

長谷工グループが管理するマン

長谷工グループが管理するマン

明日香村における新たな居住空間

ションの居住者向けに、明日香村

ションの居住者向けに、明日香村

を創出することで、将来的な定住

の情報発信や農林商工産物の販

観光の提案及び農林観光体験メ

につなげます。

売を行うとともに、明日香村の地

ニューの提供を行い、交流促進を

域振興を目指します。

図ります。

畑づくり

した。東京都環境局と NPO 法人環境学習研究会、清瀬の自
然を守る会の協力のもと、長谷工グループ社員とその家族
35 名が、木柵設置、除伐、落枝・落木の整理、下草刈り、リー
ス作りなどの自然工作を行いました。今回は初めて「山桜」
の植樹も行いました。
リース作り

山桜の植樹

「大阪府共生の森」活動への参加
大阪湾に位置する産業廃棄物最終処分場跡地の堺第 7-3
区では、2004 年から大阪府民・NPO・企業・行政が「共
生の森」づくりに取り組んでいます。長谷工グループも
2012 年より 5 年計画で 5,000m の区域における草刈り・
2

植樹活動に参加しています。
2017 年秋には雨天により社員による植樹活動は中止され
ましたが、
2018 年 3 月 3 日、
大阪府主催の
「共生の森植樹祭」
に長谷工グループ社員とその家族 19 名を含む 39 団体・約
450 名が参加、植樹面積 3,600㎡に 1,728 本の苗木を植え

明日香村への「企業版ふるさと納税」で地域活性化・再生支援
当社では、
「企業版ふるさと納税制度」を活用し、2018 年から 3
年間、毎年明日香村に寄付します。
2018 年度分は、
日本の棚田百選にも選ばれている明日香村の「稲
渕の棚田」をはじめとした農地の景観維持に必要な ①農業機械の購
入、農業機械の保管施設の建設、②古墳の整備事業に充当されます。
2019 年度以降の活用方法に関しては、
「定住促進事業」の前提
となる観光事業の活性化も含め、明日香村と協議していきます。

企業版ふるさと納税制度
「志のある企業が地方創生を応援する税制」
として運用されています。自治体が、納税対
象とする事業を企画・提案し内閣府に申請、
承認を得た事業が対象となります。

ました。
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■ 社員参加型の活動
長谷工社会貢献活動表彰制度

「マンション打ち水大作戦」の実施

長谷工グループでは、社員の自発的な社会活動への取り組

活動を延べ 1,182 名、企業活動上の社会貢献活動を 3 団体

打ち水は涼を得たり、土ぼこりが舞い上がるのを防ぐた

2017 年度は、7 月 23 日から 8 月 31 日まで第 10 回「マ

みが、社会課題への意識を醸成し、事業活動におけるさらな

が活動しました。そのうち、特に積極的に活動した 4 名及び

めに昔から行われてきた日本人の知恵の一つ。 打ち水をす

ンション打ち水大作戦 2017」を実施しました。長谷工コミュ

る価値創造や持続可能な社会の実現につながると捉え、社会

1 団体を表彰しました。

ることで、気化熱を利用して温度を下げるという効果もあり

ニティ、長谷工スマイルコミュニティ、長谷工コミュニティ九

貢献活動のより一層の活性化を図っています。
2014 年 5 月に制定した「長谷工グループ社会貢献活動ポ

今後も、長谷工グループにおける社会貢献活動をより活性
化するべく制度を運用していきます。

ます。
長谷工管理ホールディングスでは、管理を受託しているマ

イント制度」を、2017 年 4 月に「長谷工社会貢献活動表彰

ンションでのコミュニティづくりの一環として、また住まいの

制度」として改定。社員一人ひとりの意識を高めるとともに、

夏に涼を添える取り組みとして、世代を超えて参加できる「打

個人・企業としての社会貢献活動に対する評価を明確にする

ち水大作戦」を 2008 年から継続しています。

州、総合ハウジングサービスの管理マンション 764 組合・
60,415 世帯が参加。写真や川柳、イラストのコンテストも実
施しました。
10 年間の累計で、５１７,８１７世帯にご参加いいただいてお
り、毎年の恒例行事として、定着したマンション管理組合も増
えてきています。

目的で運用しています。
2017 年度は、会社主催 CSR 活動及び個人ボランティア

団体表彰

個人表彰

地域の清掃活動・キャンペーンへの参加
東京都港区主催の「芝地区クリーンキャンペーン〜路上喫

ンを図ることができました。

煙ゼロのまち！〜」に 2009 年より参加しています。2017 年

また、 大 阪 市 主 催 の「 大 阪 マラソンクリーン UP 作 戦

度は 3 回開催し長谷工グループ社員延べ 122 名が参加し、

2017」に、2006 年から参 加しています。2017 年 度は、

芝本社ビル周辺地区での清掃や、通行人への歩行喫煙防止

11 月 26 日開催の「大阪マラソン 2017」に先立ち、全国か

の呼びかけを行いました。

ら参加するランナーをきれいな街並みで迎えられるよう、11

長谷工コーポレーション名古屋支店では、錦二丁目 7 番街

月 20 日～ 22 日の 3 日間にかけて長谷工グループ社員延べ

区再開発事業の事業地周辺の地域貢献活動の一環として、錦

424 名が各社事務所ビル周辺の清掃活動を行いました。今後

二丁目まちづくり協議会主催の清掃活動に参加しました。そ

も継続的に参加し、地域貢献につなげていきます。

「こども食堂」への取り組み

の活動を通じて、近隣企業・住民の皆様とのコミュニケーショ

港区での清掃活動

名古屋での清掃活動

使用済み切手・ペットボトルキャップの寄付
長谷工グループ東京地区では、使用済み切手 3kg を回収し、

献血に協力
日本赤十字の「献血サポーター
企業」として、毎年献血活動に取り

た。換金された売却益はボランティア活動推進の事業資金とし

組んでいます。2017 年度も多く

て活用されています。また、ペットボトルキャップ 261kg を回

の社員が協力しました。東京地区・

収し、港区リサイクル事業協同組合に寄付しました。リサイクル

大阪地区ともに 2 回実施し、延べ

業者へ売却の後、売却益はユニセフへ寄付されています。大

379 名が献血を行いました。

寄付金はアジアやアフリカでの植林活動に役立てられています。
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大阪での清掃活動

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

阪地区では、使用済み切手を緑の地球防衛基金に寄付しました。
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居住者による打ち水の様子

「けんせつ小町活躍現場見学会」の開催

長谷工グループが運営する「メディカルケアセンチュリーハ

日本建設業連合会では、
「担い手の確保・育成」を目指して、

ウス溝の口（住宅型有料老人ホーム）
」内のリビングダイニン

けんせつ小町（建設業で働く女性）の活躍を推進しています。

グでは、毎月 1 回「しもさく くまの子食堂（こども食堂）
」を

その活動の一環として、長谷工コーポレーションは、建設業

開催しています。一人で食事をしたり、栄養バランスのとれた

で働く魅力を体感してもらうため、夏休み期間中に女子小中

食事を摂れない子どもや、近所に頼ったり、相談できる人がい

学生やその保護者を対象に「けんせつ小町活躍現場見学会」

ない保護者の悩みを共有し、楽しさを共感し合える場所を作り

を開催しています。

たいと始まった取り組みです。

2017 年 7 月、東京都国分寺市の「
（仮称）国分寺東恋ヶ

参加者は、近隣の小学生や保護者、スタッフの子どもたち

窪 1 丁目計画」の新築工事作業所で開催した見学会には、子

等、毎回 30 名前後。社内のスタッフやインターンシップの

ども 12 名・保護者 7 名が、模擬朝礼やタイル貼り体験、重

学生が調理も担当し、毎回子どもに喜んでもらえるメニュー

機や住戸内、外構工事の見学などに参加しました。

を考えています。最近ではボランティアの方々も参加いただ
き、地域交流の輪が広がっています。

しもさく
くまの子食堂
（こども食堂）の様子

見学会の様子
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信頼される組織風土

■ 次世代育成支援活動
第11回「長谷工 住まいのデザインコンペティション」
の開催

「マンションづくりふれあいフェスタ」の開催

建築を志す若手の人材育成を目的に、学生を対象とした第 11

2017 年 10 月 8 日、長谷工グループ東海地区各社が協力

回「長谷工住まいのデザインコンペティション（テーマ：空き家

し、
「勝川サザンクラスα」新築工事作業所において「2017

とつながる集合住宅）
」を実施しました。このコンペティションは

マンションづくりふれあいフェスタ」を開催しました。地域住

2007 年にスタートし、毎年異なったテーマを設定しています。

民の皆様を建設作業所に招待し、実際に建設している建物や
重機、工具などの見学や体験をしていただきました。

2017 年度は近年増え続けている「空き家」をテーマに、
どうすれば空き家がマンション内部の機能を補完できるか、ま

当日は、地域の子どもたちとその保護者 17 組 49 名が参

たどうすれば集合住宅が地域のコミュニティのエンジンになる

加され、
工事現場やモルタル手形作成などを見学していただき、
「建設業の魅力」や「ものづくりの楽しさ」を感じていただく

のかなど、全国の学生から発想豊かな提案が数多く寄せられ

ことができました。

ました。

モルタル手形作成の様子

審査委員長に隈研吾氏を迎え、登録総数 776 件、応募総
数 283 件の中から最優秀賞 1 点、優秀賞 3 点、佳作 10 点
を決定しました。
表彰式の様子

「夏のリコチャレ」への参加

工事用エレベーター体験

当社では、理工系分野に興味がある女子中高生が将来の自
分をしっかりイメージして進路選択（チャレンジ）することを応

その他の寄付・協賛

援する「夏のリコチャレ（理工チャレンジ）
」
（内閣府・文部科学
省・日本経済団体連合会共催）に応援団体として参加していま

「ワールドマスターズゲームズ2021 関西」への協賛

す。その一環として、2017 年 7 月に東京地区で、8 月に大阪
地区で、女子中高生を対象とした職場見学会を実施しました。
職場見学会は、それぞれ施工コースと設計コースに分かれ、

施工コースの様子

学生と保護者の延べ 51 名が参加。設計コースでは内装デザ

「SEIJI OZAWA MATSUMOTO FESTIVAL」への協賛

長 谷 工 グ ル ー プ では、2021 年

長谷工コーポレーションでは、2017 年度に 26 回目を迎え

にアジアで初めて開催される第 10

たサイトウ・キネン・フェスティバル松本（現セイジ・オザワ

回「ワー ルドマスター ズ ゲ ームズ

松本フェスティバル）に、1992

インや間取りの設計体験、インテリアのプレゼンテーション見

2021 関西」にメジャーパートナーと

年の開催当初から協賛していま

学、施工コースでは建設作業所の見学、女性所員による座談

して協賛しています。
「ワールドマス

す。フェスティバルへの協賛を通

会などを実施し、多くの学生に「ものづくり」の楽しさを体感し

ターズゲームズ」は、4 年に一度開

じて、芸術・文化活動に引き続

ていただきました。

催される、30 歳以上の一般成人・

き取り組んでいきます。

設計コースの様子

中高生企業訪問学習の受け入れ

中高年のための国際スポーツ競技大
会です。

名古屋市福祉基金への寄付
長谷工グループ東海地区の女性社員が自宅にある不用品

「カンパイKOBE」への協賛
長谷工コーポレーションでは、2017 年 8 月 5 日開催の

を持ち寄り 2017 年 12 月 8 日にバザーを開催し、その売上

震災復興チャリティ音楽イベント「カンパイ KOBE」に協賛

業選択について考える機会を設けています。2017 年度は東

金を「名古屋市福祉基金」に寄付しました。この福祉基金は、

しました。震災を経験した神戸から被災地へエールを送る

京地区にて 5 月に仙台市立高森中学校の生徒 7 名、12 月に

名古屋市の地域福祉推進と子育て支援に活用されています。

というこのイベントでは、開催中に集まった募金を東北への

2009 年度より生徒の企業訪問を毎年受け入れ、将来の職

鹿児島県立鹿児島中央高等学校の生徒 10 名を受け入れまし

植樹や熊本の被災地への義捐金に当てられています。

た。また関西地区では 12 月に大阪府立大手前高等学校の生
徒 11 名を受け入れ、長谷工の事業内容やマンション事業の
面白さについて学んでもらいました。
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