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株式会社サンルート ホテルサンルート品川シーサイド

① �9月度に例年、旧東海道地区主催にて催されている「しながわ宿場祭り」へ、
レストラン「しっぽう」として出店。地区との連携活動の一環として、毎年、
参加している。

②�毎年1月に東海中学校7学年生ホテル職場体験学習受入、客室ベッドメイ
ク体験や生徒からのホテルについての質疑応答を行った。

2016 年 1 月東海中学校 7 学年生ホテル職場体験学習受入

みずほ銀行 品川支店
〒 140-0004　品川区南品川 2-2-7
TEL 03-3474-2405　FAX 03-3474-2642
■担　　当 : お客さまサービス課
■事業内容 :  私たちは銀行業の社会的責任と公共的使命の

重みを常に認識し、様々なニーズ・期待を踏
まえて、活動基盤である地域社会との関わり
において責任を十分に果たす企業活動を実践
します。

従来から近隣の中学生や高校生による職場見学の受け入れを行っていま
す。日頃接する機会のない銀行業務について丁寧に分かり易く説明し、
お金にまつわる仕事の重要性や大切さを伝えてまいりました。それを実
感してもらう為、普段は立ち入れない銀行の内部を見学するとともに、
模擬紙幣による札勘定の練習など貴重な体験をしてもらいました。また
質疑応答では思いがけない質問を受ける事も多く、我々にとっても新鮮
な気持ちになれる良い機会となってます。これからも様々な活動を通じ
て社会貢献を行ってまいります。

近隣中高生の職場見学の受け入れ

本多通信工業株式会社
〒141-0001　品川区北品川 5 丁目 9 番 11 号 大崎 MT ビル
TEL 03-6853-5800　FAX 03-6853-5810
http://www.htk-jp.com/
■担　　当 : 人事総務グループ　総務チーム
■事業内容 :  当社は、精密ネジ製造業として 80 余年前に生まれ、

戦後の通信機用プラグ・ジャック、その発展形であ
る各種コネクタを製造・販売している「ものづくり企
業」です。

「この分野ならHTK に限る」と評価していただける
よ う な、 特 定 分 野 で 強 い 商 品 を 複 数 持 つ

『Segments No.1 プロバイダ』を目指しています。

本多通信工業は、少しでも地域の皆様に貢献したいという思いで、献血活動や
清掃活動、工作教室等を行っています。
夏休み期間中に開催する「HTK わくわ～くショップ ( 工作教室 )」では、御殿
山小学校の親子を対象に 1 年生から 6 年生までの 20 組 40 名の親子にご参
加頂き、電池で動くボクシングロボットを作りました。ちょっぴり難しいキットで
したが全員が完成、その後は対戦ゲームで楽しく過ごしました。
これからもさまざまな活動を通じて社会貢献を継続してまいります。 

HTK わくわ～くショップ（工作教室）

前田道路株式会社
〒 141-8665　品川区大崎 1-11-3
TEL 03-5487-0011　FAX 03-5487-0010
http://www.maedaroad.co.jp/
■担　　当 : 総務部
■事業内容 :  土木建築工事の請負、設計ならびに監督、土

木建築工事の諸材料の製作販売等、前項に付
帯関連する一切の事業

品川区立伊藤学園から中学生 3 名の職場訪問を本店で受け入れま
した。当社の事業内容や技術などの講義を実施し、その後オフィ
ス内を見学してもらいました。働く人と直接接することや、実際
的な知識や技術に触れることを通して、働くことの意義や学ぶこ
との意義を理解してもらえるよう努めました。

中学生職場訪問

〒 140-0002　品川区東品川 4-12-8
TEL 03-6716-0011　FAX 03-6716-1888
http://www.sunroutehotel.jp/shinagawaseaside/
■担　　当 : 管理または宿泊
■事業内容 :  国内・海外に 70 ホテルを展開しているホテルチェー

ン。ビジネスやレジャーのご宿泊や、会議・宴会・レ
ストランにおきましても、真心を込めたおもてなしで
お客様をお迎えいたします。
その中で、ホテルサンルート品川シーサイドは、16
階が宿泊フロント、会議室、宴会場やレストラン、
17-22 階が客室となり、海側に面したお部屋では眺
望も良く、多くのお客様にご愛顧いただいております。
お陰様で、昨年開業 10 周年を迎え、より一層充実した
サービスの提供に、スタッフ一同努力邁進してまいります。
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株式会社ルネサンス
〒 130-0026　墨田区両国 2-10-14 両国シティコア 3F
TEL 03-5600-7811　FAX 03-5600-8898
http://www.s-re.jp/
■担　　当 : 地域健康営業部
■事業内容 :  全国 100 か所以上の拠点にて、スポーツク

ラブを展開。区内ではスタジオ単体ドゥミル
ネサンスを目黒駅前、五反田駅前に展開して
おります。

弊社は全国にテニススクールを展開しております。そのスクールでは一定
の品質維持のため、2 か月ごとにボールを新たに買い替えなくてはなりま
せん。見た目にはきれいなボールを破棄せざるを得ない状況でしたが、そ
こでテニスボールの有効活用として、小中学校へボールの寄付を行うこと
にしました。
ボールを机と椅子の脚に付けることで、音が大幅に緩和され教室内が大変
静かに。学習環境が向上し、集中力アップにつながると好評です。

テニスボールリユース活動

株式会社明電舎
〒 141-6029　品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower
TEL 03-6420-8100　FAX 03-5745-3027
http://www.meidensha.co.jp
■担　　当： 総務部
■事業内容：  明治 30 年（1897 年）に創業した電機メー

カーです。
発電機器、送配電・変電機器、モータ・制御
装置、電子機器など多岐にわたる製品をはじ
め、保守・維持管理などのサービスもご提供
しています。

当社では、NPO 法人コアネットとともに 2007 年から小学 6 年
生を対象としたものづくり教室を開催しています。社員とコアネッ
トのメンバーがインストラクターとなり、モータで動くロボット・
キットの組立てをサポートします。考えながらキットを完成させ
て遊ぶことで、子供たちにものづくりの楽しさを体験していただ
きます。品川区では毎年 4 ～ 5 校で開催しています。

明電舎ものづくり教室

株式会社ローソン
〒 141-8643　品川区大崎 1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL 03-5435-1350　FAX 03-5759-6944
http://www.lawson.co.jp/company/activity/
■担　　当 : 事業サポート本部　環境・社会共生
■事業内容 :  コンビニエンスストア「ローソン」のフラン

チャイズチェーン展開

ローソンでは、毎月26日を含む１週間を「にっこりローソンウィーク」
とし、店舗と本部社員が“マチ”に合わせた取組みを行っています。
「にっこりローソンウィーク」の 2015 年 5 月 28日に、本社メンバー
12 名で品川区内歩道の清掃活動を実施しました。この活動は、何
かマチに貢献できないかという社員からの声で実現したもので、
2014 年 12 月につづき今回で 3 回目の実施となります。
今後もローソングループでは、地域と密着した清掃活動を継続的に
実施していきます。

「にっこりローソンウィーク」清掃活動

株式会社モスフードサービス

社会貢献活動の一つとして、中学生や高校生による職場訪問を受
け入れています。参加した生徒にいろいろな仕事があることや働
く姿勢、大変さ、喜び、などを伝えています。普段接することのな
い社会人に対して始めは緊張していますが、社員のさわやかな挨
拶や親しみのこもった会話に緊張もほぐれ、また、ハンバーガーを
作るのに多くの人が携わっていることに驚き、最後は目を輝かせて
帰っていきます。社員も彼らの訪問が良い刺激となっています。

中高生の職場訪問

〒 141-6004　品川区大崎 2-1-1 ThinkPark Tower 4 階
TEL 03-5487-7344　FAX 03-5487-7340
http://mos.jp/
■担　　当 : CSR 推進室　社会環境グループ
■事業内容 :  主にフランチャイズチェーンによるハンバー

ガー専門店「モスバーガー」の全国展開を行っ
ています。
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ソーバル株式会社
〒 140-0001　品川区北品川 5-9-11 大崎 MT ビル
TEL 03-6409-6131　FAX 03-6409-6151
http://www.sobal.co.jp/
■担　　当 : 総務部 CSR グループ
■事業内容 :  ソフトウエア・ハードウェア・ハードウエアの設計開発

三菱鉛筆株式会社
〒 140-8537　品川区東大井 5-23-37
TEL 03-3458-6223　FAX 03-3458-3773
http://www.mpuni.co.jp/index.html
■担　　当 : 総務部
■事業内容 :  明治 20 年（1887 年）の創業以来、「最高の

品質こそ　最大のサービス」を社是として、常に
筆記具の品質向上、技術革新に努め、国内のみ
ならず世界市場に向けて事業展開しております。

DHL ジャパン株式会社
〒 140-0002　品川区東品川 1-37-8
TEL 03-5479-2786　FAX 03-5479-2452
http://www.dhl.co.jp/ja.html
■担　　当 : セールス＆マーケティング本部
■事業内容 :  世界 220 以上の国・地域を結ぶグローバルネッ

トワークを国際輸送事情を熟知した世界約 8 万
人の従業員が支え、安全・確実・スピーディな
国際エクスプレスサービスを提供しています。

ヤマト運輸株式会社 新東京主管支店
〒 140-0003　品川区八潮 3-2-35
TEL 03-3799-6806　FAX 03-3799-6904
http://www.kuronekoyamato.co.jp/top.html
■担　　当 : 社会貢献課

協議会会員企業MAP
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　社会福祉法人福栄会へ郵船不動産株式会社、株式会社モスフードサービス
等からエコキャップを提供いただきました。
　提供いただいたエコキャップは、区内の障害者支援施設「第一しいのき学
園」に通所する知的障害者がリサイクルのための選別等を行っています。 
　選別したキャップは固形燃料として売却し、その収入を知的障害者の工賃
に充てています。

天王洲郵船ビル
（郵船不動産株式会社）

ソニー株式会社
株式会社明電舎

天王洲郵船ビル
（郵船不動産株式会社）

株式会社モスフードサービス

企業と社会福祉法人の連携

自然観察会

企業と社会福祉法人の連携

会員企業と団体・企業間による
社会貢献活動の事例紹介

福栄会が運営する障害者施設で、焼菓子や手工芸品を生産していま
す。郵船不動産 ( 株 ) のご配慮により焼菓子等を販売しています。年
間 7 万円程ご購入していただき、障害者の作業工賃として還元して
います。今後もよろしくお願いいたします。

よろこびの声（社会福祉法人福栄会より）

福栄会では知的障害者の作業として、ペットボトルキャップの分別作
業を行っています。地域企業の方々などが集めて下さったキャップを
分別し、現在 1 キロ 20 円でリサイクル業者に販売し、収益金（年
間約 7 万円）は知的障害者の工賃として還元しています。今後もご
協力をよろしくお願いいたします。

よろこびの声（社会福祉法人福栄会より）

この活動は生物多様性 愛知目標の達成を目指す（にじゅうまる
プロジェクト）に登録しています。

　平成 26 年 5 月に開催された「天王洲郵船ビル NAGI マルシェ」に、社会
福祉法人福栄会が初出店し、現在まで奇数月の第 3 火曜日に出店しています。
　この出店は、天王洲郵船ビル（郵船不動産株式会社）の協力により実現し
たもので、同社の社会貢献活動の取り組みの一環として行われています。多
くの人々にお越しいただき、お買物を楽しんでいただいています。

　ソニーと明電舎は、JR 大崎駅西口に位置する NBF 大崎ビルと
ThinkPark Tower の緑地において、生物多様性に配慮した緑地の
保全に努めています。その一環として公益財団法人日本自然保護協会

（NACS-J）によるご指導のもと、社員やその家族を対象とした自然観察
会を共同開催しています。ビルの谷間ながらも立派に息づく生態系に触
れることで、社員には生物多様性に対する気付きが生まれ、鳥の巣箱や
水場の設置、落ち葉による堆肥作り、樹木の定点観察や鳥のモニタリン
グ調査といった活動に結びついています。地域の皆様が自然に触れ、憩
いの場として活用して頂けるよう、引き続き生物多様性豊かな緑地とし
て整備していきます。なお、この活動は 2013 年度のしながわ環境賞を
受賞しました。
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区内企業による
社会貢献活動の事例紹介

　しながわCSR推進協議会事務局に相談のあった区内企業が係る様々な分野での社会貢
献活動の事例の一部を紹介します。

品川児童学園でクリスマスコンサート （第一生命保険株式会社　保険金部）

Smile“紙援”Project ！ （東京都印刷工業組合城南支部）

　平成 27 年 12 月 24 日、第一生命保険株式会社保険金部
が社会貢献活動の一環として、品川区立品川児童学園（南品
川 3-7-7）を訪れ、クリスマスコンサートを行いました。
品川児童学園は、児童発達支援センターとして、早い段階か
らの療育により、子どもたちの社会生活や集団生活への適応
能力の向上を図っています。
　第一生命保険株式会社は、経営理念の一つとして日頃から
様々な社会貢献活動に取り組んでおり、「クリスマスイブに
プロの音楽家による生演奏をプレゼントしたい」との提案に
より、本コンサートが実現しました。開催にあたっては、音
楽活動を通じて地域社会に貢献している、認定 NPO 法人ト
リトン・アーツ・ネットワークの協力を得て行いました。

　平成 27 年 9 月 5 日（土）、東京都印刷工業組合城南支部
から、区立幼稚園・区立保育園（52 園）に紙約 800 包、約
5 トンの寄付が行われました。 
　東京都印刷工業組合は、東京都全域を区域とする一般印刷
業界唯一の団体で組合員は都内で約 1,200 社、城南支部で
は品川区と大田区に立地する組合員 55 社、賛助会員 21 社
で構成されています。 
　同組合城南支部では、地域の子供たちが多種多様な紙と触
れ合うことで創造力を高めるきっかけになるように、企業の
社会貢献活動として、「Smile“紙援（しえん）”Project」（紙
の寄付を通じた地域貢献）と名付けた企画で、組合の各企業
が印刷時に使用しなかった予備の用紙を寄付しています。

　保護者の皆さんより、「子育て中はなかなかプロの方
の音楽を聴く機会がないので、今日はとても新鮮で親も
楽しむことができました」「子どもが赤ちゃんの時に口
ずさんでいた曲を演奏してくださったので、とても嬉し
かったです」などの感想をいただきました。子ども達も
場の雰囲気に慣れてくると耳をすまし、手作りマラカス
でリズムをとる姿が見られ音楽に親しんでいました。

  よろこびの声（品川児童学園より）

　貴重な紙を沢山いただき、ありがとうございます。子
ども達には、普段から紙を大事に使うように伝えていま
すが、何も気にせず無心になって、思い切り使える量の
紙をいただき、子ども達の想像力が一層養われるのでは
と思います。

  よろこびの声（区立幼稚園・保育園より）
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　開会にあたり、協議会会長（濱野品川区長）より「23区で CSR推進協議会を区が主導で実施しているの
は品川区だけであり誇らしいことです。さらに充実させ、前進していくためには、みなさまのご協力が不可
欠です。また、2020 年東京五輪・パラリンピックでは、3競技の開催区として準備にあたり、各企業にも
協力していただきたい」と挨拶があった後、新規入会企業 8社による社会貢献活動事例を交えた自己紹介、
平成 26年度協議会活動報告、平成 27年度協議会活動予定の説明が行われました。

　次に企業が日頃取り組んでいる社会貢献活動について、情報提供がなされ、障害者雇用、成年後見制度、
エコキャップ活動、災害時避難訓練や企業内の防災研修など、企業ごとの特色を生かした様々な分野の社会
貢献活動についての報告がされました。
　出席者は各企業の具体的な取組事例やその中での課題などについて、メモをとりながら熱心に聞き入って
いました。

　平成 27年 7月 16 日（木）に品川区役所で平成 27年度しながわ CSR推進協議会の総会が開催され、
42企業から 48人が出席しました。

しながわCSR推進協議会
活動レポート 2015

総会を開催

＜議　題＞
⑴平成 26年度しながわ CSR推進協議会の活動報告について　
　①総会　②課題別分科会・パネル展　③ CSR講演会と活動事例発表会　④メールマガジン
　⑤その他（社会貢献活動展、しながわ職場歩き）
⑵平成 27年度しながわ CSR推進協議会の活動予定について　
　①課題別分科会・パネル展について　②協議会の合同活動について　③ CSR講演会と活動事例発表会
　④メールマガジン　⑤その他（社会貢献活動展、しながわ職場歩き）
⑶会員企業の取り組みの紹介
⑷意見交換
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　まず、区担当者より、平成 26年 3月に制定した「品川区災害対策基本条例」、帰宅困難者対策、BCP（事
業継続計画）の策定など、品川区の防災対策等の現状について説明しました。
　次に 2グループに分かれての意見交換では、従業員の 3日間分の飲料水・食料などの備蓄スペース確保、
消費期限の切れた備蓄品の処理、地域の町会・自治会との交流などについて、区と企業や企業間での活発な
情報交換が行われました。

　平成 27年 10月 15日（木）、協議会では「防災」をテーマにした分科会を設け、14企業 15名が参加し、
防災に関する意見交換を行いました。

　パネル展では、協議会の活動や、防災・教育・環境・福祉・地域活動など様々な分野での会員企業の社会
貢献活動事例について、区民の皆様に紹介しました。

　平成 27年 9月 11日（金）から 30日（水）まで区役所 3階連絡通路およびスクエア荏原 1階通路で「し
ながわCSR推進協議会パネル展」を開催しました。

防災分科会を開催

パネル展を開催

<議　題>
⑴品川区の防災対策等の現状紹介
⑵防災に関するアンケートの集計結果の報告
⑶意見交換
　帰宅困難者対策（一斉帰宅抑制や 3日間分の備蓄等）、BCP（事業継続計画）の策定、
　地域との町会・自治会との交流　等


