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各都道府県支部による社会奉仕活動
2016年度 社会奉仕活動

支部 事業活動の内容 支部 事業活動の内容

北海道 おびひろ動物園 園内施設塗装（4/21）旭川市北門児童センター施設内 塗装（5/13）札幌芸術の森園内区画線引き直し（4/18）三重 三重県立特別支援学校 伊賀つばさ学園 塗装奉仕

札幌市白石区サイクリングロードタイルアート剥離作業（7/10） 釧路浪花町ホクレン倉庫 観光客船歓迎サイン（3/22・
23） 滋賀 彦根市立城陽小学校テラス 塗装奉仕

青森 弘前市弘前公園ﾍﾞﾝﾁ塗替 塗装奉仕 京都 京都市立小野小学校体育館 塗装奉仕

岩手 北上市和賀川グリーンパーク テニスコート トイレの外壁塗装奉仕 大阪 大阪市立梅南中学校（2/18）塗装指導及び環境美化活動

宮城 仙台市七北田公園ﾍﾞﾝﾁなど 塗装奉仕 兵庫 兵庫県立ものつくり大学校 技能体験

秋田 秋田市大森山動物園・「アリヴェの森」通路の塗装奉仕 奈良 阪奈道路高架下側壁の落書き消去作業

山形
山形市西公園東屋 ・市道東山アンダー外壁・ 酒田市光が丘テニスコート施設内（11/16） 鶴岡市中央公民館（11/24）
塗装奉仕 和歌山 和歌山市立港小学校 体験学習指導（10/6）

福島 らくがきなくし隊 郡山市駅前塗装奉仕 鳥取 県立米子体育館アリーナ入口 鉄製扉塗装

茨城 らくがきなくし隊 石岡市国道355号ボックス内 島根 島根県立矢上高校 校舎内壁塗装など

栃木 小山市中久喜保育所（11/13）宇都宮市若草保育所（11/16）大田原市立佐久山小学校（12/3） 塗装奉仕 岡山 津山市立一宮小学校 プールサイド外壁塗装工事

群馬 社会福祉法人豊延会 障がい者支援施設「イシノ療護園」塗装奉仕 広島 平和記念公園 原爆ドーム外柵の塗装（11/15） 尾道駅駐輪場の塗装（11/15）庄原市上野公園ベンチ等の塗装（11/16）

埼玉 熊谷市児童養護施設おお里 塗装奉仕 山口 周南市南町小学校 遊具塗装工事

千葉 市原市ちはら台駅前の橋脚 壁画制作 徳島 鳴門市立大津西幼稚園ベランダの塗装奉仕

長野 長野市七瀬町地下道壁面 塗装奉仕 香川 丸亀市社会福祉法人 宝樹園 養護老人ホーム綾歌荘 玄関・階段手すり・渡り廊下等の塗装奉仕

山梨 富士吉田市 新倉浅間神社 塗装奉仕 愛媛 堀江海岸 海岸清掃

東京 杉並区落書き消し指導（5/30・6/10） 渋谷区さくら通り（10/15） 六本木地区（10/7） 落書き消し 高知 高知市行川学園 校内塗装奉仕

神奈川 児童養護施設 強羅暁の星園塗装奉仕（6/16）・参加会員事業所近隣の清掃活動（11/1-11/20） 福岡 らくがきなくし隊 福岡市交通局姪浜車両工場外壁・久留米市国道264号豆津バイパス歩道・到津の森公園塗装奉仕

新潟 新潟市西海岸公園 公衆ﾄｲﾚ（11/14・15） 佐賀 佐賀県立聾学校 玄関、遊具の塗装奉仕

富山
富山市環状線道路標識 富山立山公園線照明柱 国道359号ガードレール 富山大橋右岸橋らくがきなくし隊 富山市奉仕活
動 長崎 佐世保市 松浦鉄道高架下側面壁 落書き消し活動

石川 金沢市立矢木保育所塗装奉仕・若宮大橋橋脚部 落書き消し 熊本 熊本市中心部の地下通路、ガードレール等の落書き消し及び補修

福井 福井市米松グラウンド 管理棟等 落書き消し 大分 別府市立大平山幼稚園 遊具塗り替え

静岡 磐田市 静岡県立磐田学園 遊具の塗装奉仕 宮崎 宮崎県立日向工業高校 塗装奉仕

愛知 名古屋刑務所 食堂壁面塗装奉仕 鹿児島 鹿児島市内小学校・中学校門扉及び渡り廊下等の塗り替え（8/7他）

岐阜 らくがきなくし隊 大垣市・神戸市・池田町内の落書き消し活動（10/12） 沖縄 与那原町立 与那原小学校（学校塀の塗替え塗装）



各都道府県支部による普及啓発事業
2016年度 普及�発事業

支部 事業活動の内容 支部 事業活動の内容
北海道 第17回旭川市技能フェスティバル参加 滋賀 「しごとチャレンジフェスタ」「滋賀県ものづくりフェア」（テクノカレッジ草津）
青森 日刊青森建設工業新聞・日刊建設青森に名刺広告掲載 京都 京都ものづくりフェア2016 出展参加（京都ﾊﾟﾙｽﾌﾟﾗｻﾞ）業界紙広告掲載
岩手 岩手建設工業新聞 に年始広告掲載 大阪 『建通新聞』ﾍﾟｲﾝﾃﾅﾝｽ ｷｬﾝﾍﾟ広告掲載

宮城 『建設新聞』暑中特別増刊号/新年号名刺広告 兵庫 技能ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ＆技能フェスタ2016出展
秋田 秋田建設工業新聞 暑中、年始広告 奈良 奈良日日新聞暑中広告

山形 「いいいろ塗装の日」記事掲載『山形新聞/建設新報社他』 和歌山 和歌山技能フェスティバル2016出展参加（11/6） 和歌山特報暑中広告

福島 福島民友・福島民報・建設新報社・建設工業新聞暑中見舞い新聞掲載 鳥取 「鳥取県技能振興フェア」出展参加（ポリテクセンター鳥取）

茨城 茨城県建設名鑑 2016年 広告掲載 島根 「島根県技能フェスティバル2016 11/6」出展参加（くにびきメッセ）・ 建設興業タイムス年始広告
栃木 栃木県建設展出展 岡山 ものつくりフェア2016出展参加（ｺﾝﾍﾞｯｸｽ岡山）
群馬 群馬県建設新聞 年始広告 広島 ひろしま技能フェア出展（11/8）

埼玉 年始広告『建築仕上技術7月』『建設通信』『埼玉建設新聞』『塗料報知』 山口 『中建日報社』年始広告

千葉 年始広告 日刊建設新聞 徳島 『建通新聞』暑中見舞い広告掲載
長野 年始広告 新建新聞 香川 『建通新聞』 年始広告掲載

山梨 山梨県民の日 塗り替え相談・きり絵による写真楯の作製 愛媛 『建通新聞』年始広告掲載

東京 イベント『お菓子なまちのペンキ屋さん』 高知 『建通新聞』 年始広告掲載

神奈川 かながわ仕事技能フェスタ2016への出展 福岡 『九建日報』暑中・年始広告
新潟 信濃川河川敷一斉清掃（7/31） 佐賀 『九建日報』暑中広告

富山 ふるさと富山美化大作戦 長崎 2016まちづくり総合住宅フェア
石川 第44回石川の技能祭りに参加出展 熊本
福井 フクイ建設技術フェア2016参加展示 大分 大分市立日岡小学校プール外壁の壁画（卒業制作）協力参加
静岡 建通新聞(静岡)年始広告 宮崎 平成28年度ものつくり体験教室（計16回）/ 第34回技能まつり出展参加（11/５）
愛知 合同体験フェア 参加 鹿児島 『鹿児島建設新聞』 暑中広告掲載

岐阜 沖縄 おきなわ技能フェスティバル2016の参加
三重 年始広告 建通新聞



普及啓発事業事例 東京支部
イベント『お菓子なまちのペンキ屋さん』

・参加者は31名（2～6歳 18名、7～11歳 13名）、
保護者29名で実施し、イベント終了時にアンケート
を実施し、「満足いただけましたか？」の質問に対
して「大変満足 18名、まあまあ満足 4名、不満
0名、非常に不満 0名」という結果であった。

参加者のコメント
・大人が夢中になりました。
・お菓子の種類も多く、自宅で行うのは難し
いのでとても楽しかったです。

・子供が真剣でした。
・とても楽しみにしていましたが、期待以上に子
供がうれしそうに作っていました。

・子供達も集中して楽しんで作らせて頂きました。
・4歳の娘と3歳の友達も楽しんでアイシングを塗っ
ていました。未就学児でも作る事は楽しいようで
す。



ものつくり大学への講師派遣
ものつくりの担い手を育てる「ものつくリ大学 (埼玉県行田市) 」の技能工芸学部建設
学科1 年生、2 年生、3 年生を対象とした建築塗装の講義・実習に非常勤講師を派遺し
ている。実習には現地での準備作業から係わり、当会埼玉県支部、東京支部、神奈川県
支部と技能委員会の委員が分担し塗装実習指導している。

授業日 クラス 実習(講義)内容 支部 非常勤講師

1月 31日 A 木製ベンチ保護塗料塗り 東京 大澤 賢一

2月 6日 B 木製ベンチ保護塗料塗り 神奈川県 日野 敦

1月 26日 C 木製ベンチ保護塗料塗り 埼玉県 松尾 康司

2017年 カリキュラムの一例

1) 1年生 木造基礎及び実習 (授業時間13 :20～16 :30) 



内装塗替え支援キャンペーン

• (一社)日本塗装工業会
–塗装業者の全国団体

• (一社)日本塗料工業会
–塗料製造の団体

•日本塗料商業組合
–塗料販売の団体



平成28年度 製販装 「内装塗替え支援キャンペーン」
小田原市立 富士見小学校

申請者 ヤブタ塗料㈱

ビフォー
Before

物件概要
所 在 地 神奈川県小田原市
施 工 日 平成２９年３月１１日
塗装箇所 下駄箱他
塗装面積 約８０㎡
参 加 者 保護者・児童（計３３名）

・見違えるほど下駄箱が綺麗になり、新入生も喜ぶでしょう。
・作業をした子供たちも満足した顔をしていました。

アフター
After

作業風景



ビフォー
Before

平成28年度 製販装 「内装塗替え支援キャンペーン」
松葉こども園

申請者 佐々木塗料㈱物件概要
所 在 地 青森県八戸市
施 工 日 平成２８年７月９日
塗装箇所 棚（ロッカー）、扉、巾木など
塗装面積 約１００㎡
参 加 者 保護者、教職員、園児（計１５名）

・素人ばかりなので、塗装を始める前は大変だと思っていましたが、
やってみると綺麗になっていくので楽しくなりました。
・思っているより手軽にできるということを知り、綺麗になると
うれしいので、また機会があればチャレンジしたいと思います。

アフター
After作業風景

感想ほか



ビフォー
Before

平成28年度 製販装 「内装塗替え支援キャンペーン」
近江八幡市立 八幡幼稚園

物件概要
所 在 地 滋賀県近江八幡市
施 工 日 平成２８年７月２２・２５日
塗装箇所 廊下、玄関等壁面
塗装面積 約２００㎡
参 加 者 保護者、教職員、園児（計６０名）

・養生や下塗りなど、大変なこともありましたが、全面を塗り終えて、養生をはがす時の達成感
は大きかったです。とても楽しく参加することができました。
・幼稚園をきれいにしていただいてありがとうございました。クロスの上からペンキができるこ
とを初めてしりました。かんたんにきれいになって良いですね。
・園がきれいになってうれしいです。ありがとうございました。

作業風景

アフター
After

記念写真

感想

申請者 西山産業㈱・青山塗料㈱



平成28年度 製販装 「内装塗替え支援キャンペーン」
白ばらリズム学園

申請者 ㈲勝田塗料店
物件概要
所 在 地 群馬県渋川市
施 工 日 平成２８年７月２４日
塗装箇所 廊下・教室壁面
塗装面積 約３２０㎡
参 加 者 保護者・卒園生 計３０名

ビフォー
Before

作業風景
アフター
After

感想
・手や顔にペンキがついたけど楽しく塗装できた。
・子供たちが一生懸命がんばって塗っているのが良かった。
・塗装は自分たちでもできることがわかり楽しかった。



平成28年度 製販装 「内装塗替え支援キャンペーン」
周南市立 今宿小学校

申請者 ㈱オホギ

物件概要
所 在 地 山口県周南市
施 工 日 平成２８年１０月２８・２９日
塗装箇所 昇降口・階段室・トイレ等壁面
塗装面積 約３００㎡
参 加 者 教職員・保護者・児童（計７０名） 作業風景 アフター

After

ビフォー
Before

記念写真

感想
・こんなキャンペーンをやっていることを知らなかった。こんなことをやってもらってどうもありがとう。
・子供と一緒に楽しく塗装できた。また機会があったら参加したい。
・自分たちで塗ることで校舎に対する愛着が深まった。生徒たちもきれいになったことに気付いて喜ぶでしょう。
・トイレが汚くて怖かったけれど、すごく綺麗になって良かった。



平成28年度 製販装 「内装塗替え支援キャンペーン」
大受保育園

申請者 ㈱ナルミヤ
物件概要
所 在 地 京都府京都市
施 工 日 平成２９年１月８・９日
塗装箇所 昇降口・階段室・トイレ等壁
面

塗装面積 約２８０㎡
参 加 者 教職員・卒園児（計８名）

アフター
After

ビフォー
Before

作業風景

・養生作業に一番時間がかかった。 ・天井を塗るのが大変！
・時間が経つのがすごく早く感じた。 ・仕上がった後の達成感はすごくて、満足！
・子供や保護者の方の反応が楽しみ。 ・「ﾍﾟﾝｷ」はむせるほど臭いｲﾒｰｼﾞだったのに、まったく気にならなくてﾋﾞｯｸﾘ。
・（卒園児）「ﾍﾟﾝｷ屋さんになれるかも」



平成28年度 製販装 「内装塗替え支援キャンペーン」
小田原市立 鴨宮中学校

申請者 ヤブタ塗料㈱

ビフォー
Before

物件概要
所 在 地 神奈川県小田原市
施 工 日 平成２８年８月２０日
塗装箇所 廊下壁面
塗装面積 約１２０㎡
参 加 者 保護者・教職員・生徒（計２０名）

・塗り替えただけでとても明るくなった。今後、環境美化に気を使う生徒が増えると思う。
・事前準備が大切だということがわかった。

アフター
After

作業風景



平成28年度 製販装 「内装塗替え支援キャンペーン」
小田原市立 豊川小学校

申請者 ㈱フジミ

ビフォー
Before

物件概要
所 在 地 神奈川県小田原市
施 工 日 平成２９年２月２４日
塗装箇所 体育館入り口下駄箱他
塗装面積 約３０㎡
参 加 者 保護者・児童（6年生）（計１
００名）

・体育館の入り口が綺麗になり、卒業式の入場が楽しみです。
・予想以上の出来映えに、教職員からも驚きの声があがりました。
・職人さんを夢見る子もクラスの中に数名います。今年一番輝いていてうれしかった。

アフター
After



平成28年度 製販装 「内装塗替え支援キャンペーン」
富士吉田市立 下吉田第三小学校 申請者 ㈱井上塗装

ビフォー
Before

物件概要
所 在 地 山梨県富士吉田市
施 工 日 平成２８年８月１７日
塗装箇所 教室・階段・廊下壁面
塗装面積 約２１０㎡
参 加 者 保護者・教職員・児童（計４
３名）

・初めて塗装しましたが、教室が綺麗になるのを見て感動しました。
・塗装の楽しさを知りました。自分でもできるところは挑戦したいと思います。
・職人の方に指導してもらい楽しく作業できました。
・子供たちが使う教室を綺麗にすることができて良かった。
・児童が綺麗になった教室や廊下を見て、少しでも校舎を大切に使ってもらえるとうれしい。

作業風景

集合写真

アフター
After



平成28年度 製販装 「内装塗替え支援キャンペーン」
富士吉田市立 明見小学校

申請者 ㈱井上塗装

ビフォー
Before

物件概要
所 在 地 山梨県富士吉田市
施 工 日 平成２８年９月３日
塗装箇所 廊下・階段壁面
塗装面積 約２００㎡
参 加 者 保護者・教職員・児童（計３０名）

・どんどん壁が綺麗になるのに驚いた。
・職人の方に作業方法を教えてもらい、簡単に塗装できることに感謝。
・時間を見つけて家の塗替えに挑戦したい。
・玄関、廊下周りが塗替えによって明るくなり、気持ちよく使えます。
・今度は自分たちだけで施設の塗替えをしてみたい。

アフター
After

作業風景

集合写真


