Topic. 西日本総合コンサルタント株式会社 CSR活動
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佐賀市市民活動プラザ広報誌
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ホノホノとはハワイの言葉で“ぶらぶら”や“散歩”という意味です。
E

A

F

G

A:左から 福島 氏(代表取締役) 大串 氏(専務取締役) 内野 氏(常務取締役) 大坪 氏(総務課) B：取材時の様子 C：佐賀さいこう賞授賞式
D：くるみんマーク授賞式 E：棚田ボランティア除草作業 F：棚田ボランティア終了後の地域住民とのランチ G：復活した縫ノ池
平成14年、縫ノ池の社会・地域貢献活動から始まり、多岐に渡る社
会・ 地域貢献活動を実施している西日本総合コンサルタント株式
会社。今回、社会・地域貢献活動を実施した経緯などをお伺いしま
した。
Q：平成14年から始まった縫ノ池支援のCSR活動を取り組んだ経緯を教
えてください。
A：【福島さん】
会社では専門の技術を習得している技術士が必要です。
会社には現在、4名います。会社の技術士は県内で約100名が在籍
しているNPO法人技術交流フォーラム（以下：技術交流フォーラ
ム）に参加し、また会社としも賛助会員になってい ます。
平成13年に白石町の枯渇していた縫ノ池の湧水が復活しました。そ
の復活した湧水の水質調査などを中心に会社と技術交流フォーラム
で取り組みました。この縫ノ池については中心に動いた大串から詳
しく話をしてもらいましょう。
A：【大串さん】
私自身が白石町出身です。40年ぶりに湧水が復活したと聞き、様子
を見に行きました。そのときに区長さんとお話しました。湧水が復
活したからには、地域としてどうにかしていきたいが、何かいい知
恵はないだろうかとのことでした。湧水の復活、区長さんとの話を
所属している技術交流フォーラムの定例会で相談したところ団体と
メンバーが快く協力を引き受けてくれました。
まず、湧水を遺産として残すため国土交通省や佐賀県などに協力を
依頼したり、水質調査などを行うことから活動は始まり「縫ノ池湧
水会」が立上げられました。
活動を開始した翌年、平成15年に東京で全国各地の川や池に関わる
活動をしている方が集まるイベント、“川の日ワークショプ”に参加
しました。
縫ノ池の活動を発表しグランプリを受賞しました。注目を 浴びる
ようになり、その後の活動が活発になっていきました。
今年で、縫ノ池の活動は15年になります。現在は、縫ノ池湧水会に
活動主体が移り、湧水の保存活動をしています。地域住民に活動主
体は 移っていますが、会社、技術交流フォーラムとしても、お手
伝いという形で関わっています。
Q：ありがとうございます。他にはどんなCSR活動をしていますか？
A：【福島さん】
数年前に、有明海のカキ礁が減少していたため、放置されていた竹
林を伐採し、カキ礁造りに有効活用してカキ礁復 活の活動もしま
した。
A：【内野さん】
また、今年から「棚田ボランティアに関する協定書」を締結。
高齢化のため整備や維持ができなくなりつつあるとのことで、6月
から小城市・江里山の地域の方と一緒に棚田ボランティア活動を始
めました。

定期的な活動は、毎月第三水曜日、8：00～8：30に工業団地駐車場
の美化清掃活動を行っています。駐車場は、休憩するドライバーが
多く駐車する場所になっています。ドライバーの中には、タバコ、
ペット ボトル、空き缶などを捨てていく人もいます。悪質な場合に
は、植木の中や生け垣の中に隠していることもあります。
外部の業者などが、定期的に清掃をしているとのことですが、追い
つかない状況になっています。また、社屋周辺の県道、市道や河川
の美化活動もしています。

今月のTopic.

西日本総合コンサルタント株式会社 CSR活動※
※CSR活動＝企業の社会・地域貢献活動のことです。

Q：主にCSR活動のことをお聞きしましたが、最後にCSR活動以外に取
り組んでいることはありますか？？
A：【福島さん】
これからの時代は、高齢者と女性の力が絶対に必要になってきます。
特に女性が活躍できる職場になるように会社として推進しています。
Q：実際に働いて、どうですか？？
A：【大坪さん】
女性だからという雰囲気がなく、一人の社員として仕事を全うでき
る環境がある職場です。有給休暇以外に看護、介護の特別休暇制度
が整っていることも助かっています。親の介護や子どもが具合悪く
なったときなどは、1時間単位で休暇を取れるようなっています。
時間単位で休暇にすることで安心して働いてもらえるようにしてい
ます。また看護休暇の子どもの対象年齢は、小学校に入学するまで
が多いのですが、当社は、小学校6年生まで拡大してます。
A：【福島さん】
会社として厚生労働省・佐賀労働局長から「子育てサポート 認定
企業」、くるみんマークを交付、さらに「女性活躍推進部門」で佐
賀県知事から企業表彰（佐賀さいこう表彰）を受賞しました。くる
みんマークや企業表彰（佐賀さいこう表彰）を受けましたが、今後
共、ワークライフバランス（仕事と家庭の両立支援）を推進してい
きたいと思っています。

【編集後記】
筆が動かなかった一ヶ月。イラストを書くにも、文章を書くにもな
かなか大変でした。何かを作る（創る）ことって、難しい・・・
でも、ひょんなことからアイデアが浮かんだり、文章が書けるとき
は楽しいものです。時間を忘れるくらいに・・・
「芸術は爆発だ」の言葉の意味や感覚を少しわかったような秋のは
じまりでした。

会議室の利用や掲載内容に関する問い合わせは
佐賀市白山二丁目1-12 佐賀商工ビル7F
開館時間９時～22時 年末年始以外無休
TEL:0952-40-2002
FAX:0952-40-2011

ホームページ

http://www.tsunasaga.jp/plaza/facebook
https://www.facebook.com/tsunasaga.plaza
市民と市民活動団体、NPO、ボランティアの皆さん等を結び付け情報交換や交流を促進する。
その拠点が市民活動プラザです。

西日本総合コンサルタント株式会社では、主に設計、測量、地盤調査、補償、コンクリート構造物健
全度診断業務といった建設業関連の業務を行っています。
CSR活動では、棚田ボランティア、会社周辺や河川の清掃活動に力を入れ、また子育てサポート認定
企業として「くるみんマーク」取得。女性活躍推進部門で佐賀県知事「佐賀さいこう表彰」を受賞。
地域貢献とワークライフバランスを推進している企業です。

DATE
・設立：昭和46年10月21日 ・社員数：46名（役員含む）※2017年4月現在
・住所：佐賀市久保泉町大字上和泉3114-3
・営業種目：建設コンサルタント/測量業務

プラザからのお知らせ
参加費
無料
参加者同士が知り合い、市民活動をしていない方も市民活動を知るきっかけになる集まりです。
知り合うことから・・・始めませんか！

10月のテーマは「上半期の交流会を振り返る」です！！

助成金情報

締切

助成金支援タイトル

分野

募集団体

10/16

スミセイ
コミュニティスポーツ推進助成プログラム

福祉

公益財団法人
住友生命健康財団 事務局

10/31

損保ジャパン日本興亜環境財団
環境保全プロジェクト助成

環境

公益財団法人
損保ジャパン日本興亜環境財団

10/31

NPO基盤強化資金助成
「認定ＮＰＯ法人取得資金」の助成

団体
支援

公益財団法人
損保ジャパン日本興亜福祉財団

11/30

2018年度 環境市民活動助成

環境

一般財団法人
セブン-イレブン記念財団

11/30

日母おぎゃー献金基金
（什器・備品等助成金）

団体
支援

公益財団法人
日母おぎゃー献金基金

環境

コンサベーション・
アライアンス・ジャパン
事務局

2018/
2/15

アウトドア環境保護基金（後期）

※写真は9月15日に開催した“いどばたかいぎスペシャル”の様子

5月から9月までのいどばたかいぎを振り返り、これからのいどばたかい
ぎを考えましょう！！
いどばたかいぎに参加したことがない方も、大歓迎！！
お気軽に参加してください！！
日時：平成29年10月20日（金）13:30～14:30

※詳しくは、市民活動プラザのHPをご覧ください。メールマガジンでも配信しております。

締切

内容

分野

お問い合わせ

10/27

サンタ ボランティアさん
大募集
実施日：2017/12/24

ひとり親家庭などで
生活している子ども
達に「サンタさん」
となって、プレゼン
トを届けていただけ
る方を募集しており
ます。

子ども
健全育成

スマイル キッズ
（福島 めぐみ）
TEL：080-1710-0160
FAX：0952-97-9193

12/22

さが桜マラソン大会
ボランティア参加募集
実施日：2018/3/18

①給水所での準備、
配布、後片付け
②走路確保、選手及
び観客の誘導
③会場での業務

スポーツ

さが桜マラソン大会
事務局
TEL：0952-27-0728
9：30～17：30
土日祝日を除く

場所：佐賀市市民活動プラザフロア（佐賀市白山2-1-12 佐賀商工ビル7階）
対象：市民活動や社会貢献等に関心がある方ならどなたでも、お待ちしています。
※事前申し込み不要です。
※団体のリーフレットやイベントチラシなどがありましたら、お持ちください！
当日、名刺の代わりにお配りいただけます！

カラー 印刷・ポスター印刷半額キャンペーン
期間：10月15日（日） ～ 10月31日（火）
A4カラー
A3カラー

30円/枚
50円/枚

15円/枚（グロス紙17円）
25円/枚（グロス紙29円）

期間限定ですので、お見逃しなく！！
平成29年度第1回
佐賀市市民活動プラザ外部評価委員会を開催します！！
外部評価委員会とは、プラザの管理運営をよりよいものにするための委員会です。
一般の方も傍聴できますのでお気軽にご参加ください。
過去の外部評価委員会の議事録はプラザHPからご覧いただけます。
（右の二次元コードからプラザHPをご覧になれます。）

【日時】

平成29年11月8日（水）19：00～

【会場】

佐賀商工ビル

7階共用大会議室

募集名

ボランティア情報

（佐賀市白山2-1-12）

イベント情報
日時

インベント名

料金

場所

お問い合わせ

10/15
/21
/22

ダイアログ・イン・
ザ・ダーク佐賀2017
一般体験枠

無料

サンシティビル 5F
（受付：4F）
佐賀市神野東2-1

特定非営利活動法人
ダイアローグ・
ジャパン・ソサエティ
TEL：070-6574-9264

10/22

さが国際フェスタ
月間参加事業
作って食べよう！
スリランカカリー

2,000円
小学生半額

アバンセ 3階 調理室
佐賀市天神3-2-11

特定非営利活動法人
愛未来
TEL・FAX：
0952-68-4162（竹下）

10/29

佐賀CSOさいこう事業
第2弾 空家・空地問題解決
無料セミナー
～相続問題を解決に導く～

無料

佐賀商工ビル
7階大会議室
佐賀市白山2-1-12

NPO法人空家・空地活用
サポートSAGA
TEL：
090-9593-0971(古舘)

10/29

自転車で世界一周
～坂本達さんの異文化経験
から学ぶ多文化共生～

無料

佐賀商工ビル
7階大会議室
佐賀市白山2-1-12

公益財団法人
佐賀県国際交流協会
TEL：0952-25-7921

