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                 【しながわ CSR推進協議会メールマガジン】              

                                 2018.9.3  <第 60号>  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■今回も「しながわ CSR 推進協議会」の会員企業様をはじめ皆様に、 

 本協議会内での情報共有や企業の社会貢献活動などに役立つ情報の提供を目的に、 

 メールマガジンを発行いたします（毎月 1回程度）  

 貴社の CSR部門や総務部門、防災対策部門など、関係部署へ転送いただき、 

 ご活用いただければ幸いです。  

 また、会員企業様が実施されている社会貢献活動について、広く周知をさせて 

 いただきたいと思いますので、皆様からの積極的な情報提供もお待ちしております！ 

 

 なお、≪品川区関連情報（ご協力のお願い）≫につきまして、ご協力のほど、 

 よろしくお願い申し上げます。 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■   

 

≪今月のラインナップ≫                    （文中敬称略） 

１．新規入会企業の紹介【三井金属リサイクル株式会社】、【富士電機株式会社】 

 

２．8月 3日（金）「ファミリーデー」開催【ネットワンシステムズ株式会社】 

 

≪品川区関連情報（ご協力のお願い）≫ 

１．【意向調査】公園施設・公衆便所等のネーミングライツに関するアンケート 

        （締切：9月 14日(金)17時まで） 

 

２．【協力依頼】11月 9 日(金)開催 「品川子育てメッセ 2018」への協力について 

        （締切：10月 18日(木)まで） 

 

≪品川区関連情報（東京オリンピック・パラリンピック関係）≫ 

１．「品川区オリンピック・パラリンピック特設サイト」開設 

 

２．8月 4日（土）「品川区×ハンドボール スペシャルイベント」開催 

        【大崎電気工業株式会社】 

 

３．8月 5～10日 祝！金メダル！！ウィルチェアーラグビー日本代表 

        【ＳＭＫ株式会社】 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 

【 今月のラインナップ 】 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１．新規入会企業の紹介【三井金属リサイクル株式会社】、【富士電機株式会社】 



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 7月 30日に「三井金属リサイクル株式会社」が、8月 22日に【富士電機株式会社】が、 

当協議会に入会されましたので、社会貢献活動等についてご紹介いたします。 

------------------------------------------------------------------------ 

◆三井金属リサイクル株式会社 

 （所在地：品川区大崎 1ー11ー1 ゲートシティ大崎ウエストタワー19F） 

 

●事業内容 

  非鉄金属スクラップの売買、廃電子基板の集荷 

 

●現在までに実施された社会貢献活動等の実績（品川区内での実施を問わず） 

  ・広島/竹原集中豪雨災害ボランティアに社員１名派遣、支援物資としてタオルを 

   段ボール箱２箱分寄付 

 

●今後の品川区内での社会貢献活動の希望分野・具体的な活動内容 

  ・小中学生向けの環境・リサイクルに関する授業 

 

●ホームページ 

  https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/mkr/index.html 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

◆富士電機株式会社 

 （所在地：品川区大崎 1ー11ー2 ゲートシティ大崎イーストタワー） 

 

●事業内容 

  エネルギー・環境技術をコアにエネルギーの安定供給と省エネを実現する 

  パワエレ機器やクリーンなエネルギーを創る発電設備、半導体などの電子デバイス、 

  自動販売機などの食品流通の分野で事業を展開 

 

●CSR・社会貢献活動等に係る企業理念・考え方 

  地域貢献活動基本方針 

   １．事業で培った「人」と「技術」で、時代・地域の期待に応える 

   ２．事業を行う地域での活動を基本とする 

   ３．グローバルで連携し、一人でも多くの社員が参加する 

      ※企業行動基準に「地域社会との交流を大切にします」と明記 

 

●現在までに実施された社会貢献活動等の実績（品川区内での実施を問わず） 

  ・手作りモーター製作（日野市・墨田区・札幌市等） 

  ・技術者から学ぶ エネルギーの今（船橋市・大田原市・市原市等） 

  ・教員向け理科実技研修（日野市） 

https://www.mitsui-kinzoku.co.jp/group/mkr/index.html


  ・６年生向け発電、蓄電の実験指導 

  ・プログラム教育 

  ・JEMA理科セミナー（品川区教育委員会等）など 

   ※その他、以下 URL を参照 

    https://www.fujielectric.co.jp/about/csr/social_action_program/index.html 

 

●今後の品川区内での社会貢献活動の希望分野・具体的な活動内容 

  ・教育分野（理科教室(出前授業)） 

 

●ホームページ 

  https://www.fujielectric.co.jp/ 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２．8月 3日（金）「ファミリーデー」開催 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 8月 3日（金）、会員企業である【ネットワンシステムズ株式会社】にて 

社員の家族向けオフィス見学会「ファミリーデー」を開催し、558名が参加しました。 

 

 「ファミリーデー」とは、社員の家族に事業内容や職場について理解してもらうことを 

目的として、夏休みの時期に毎年実施しているオフィス見学会です。 

 見学会によって会社への理解を促進し、社員の働きがいを高め、ワークライフ 

バランスを支援しています。 

 

 当日は各種プログラムを通じて、仕事内容や職場の雰囲気や日本の伝統と 

情報のデジタル化について、理解を深めてもらいました。 

 フリーアドレスの環境で ICTを活用して働いている職場の様子を感じる 

「オフィス見学ツアー」、子どもたちが ICTを利用しながら社員に仕事内容を 

インタビューする「働き方改革体験」などを実施しました。 

 また、障害者に対する理解促進を目的とし、パラリンピックの種目で 

品川区応援競技であるブラインドサッカー体験会などを実施しました。 

 

 【ネットワンシステムズ株式会社】では、今後も社員が働きやすい環境の整備を続け、 

ワークライフバランスの向上を支援します。  

 

 ※詳細は、以下のホームページをご覧ください。  

  https://www.netone.co.jp/news/release/20180806_01.html 

 

■問い合わせ先 

 ネットワンシステムズ株式会社 

 天王洲オフィス 管理本部 法務・CSR室 担当：黄（こう） 

 TEL：03-6433-1721 

https://www.fujielectric.co.jp/about/csr/social_action_program/index.html
https://www.fujielectric.co.jp/
https://www.netone.co.jp/news/release/20180806_01.html


〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●○● 

【 品川区関連情報（ご協力のお願い）】  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆何卒ご協力いただけますようお願い申し上げます。 

----------------------------------------------------------------------------  

１．【意向調査】公園施設・公衆便所等のネーミングライツに関するアンケート 

        （締切：9月 14日(金)17時まで） 

----------------------------------------------------------------------------  

 品川区では区が所有する公園や公園内の施設、公衆便所等に対するネーミングライツの 

導入に向けて、導入に際しての課題や留意点、民間企業等の応募の可能性・ニーズ等を 

把握しているところです。 

 つきましては、現時点におけるネーミングライツに関するご意向・ご意見等を 

確認させていただきたいと存じますので、別紙「意向調査票」にご記入のうえ、 

問い合わせ先である公園課公園建設担当までご返信賜りたく、お願い申し上げます。 

 

■概要・提出書類（意向調査票） 

  別紙のとおり 

 

■締切 

  9月 14日(金)午後 5時まで 

 

■ネーミングライツとは 

 〇ネーミングライツとは、品川区と民間企業との契約により、品川区が所有する 

  公共施設に、企業名や商品名等を冠した愛称を命名する権利を取得する制度です。 

 〇品川区は、命名権を取得した民間企業等から、命名権料（ある一定の契約金）や 

  サービス（対象となる施設の定期的な管理・清掃等を委託）を得て、より良い 

  施設運営に取り組むことができます。 

 〇ネーミングライツの導入により、民間企業や区民、品川区にとって、別紙に 

  示すような地域貢献としての効果が期待されます。 

 

■問い合わせ先 

  品川区公園課公園建設担当 担当：髙宮、泉 

  TEL：03-5742-6801（平日 8時 30分～17時 00分） 

  FAX：03-5742-9127 

  E-mail：koen-koen@city.shinagawa.tokyo.jp 

 

----------------------------------------------------------------------------  

２．【協力依頼】11月 9 日(金)開催 「品川子育てメッセ 2018」への協力について 

        （締切：10月 18日(木)まで） 

----------------------------------------------------------------------------  

 大井町駅前のきゅりあんにて、11月 9日(金)「第 11回 品川子育てメッセ 2018」が 

mailto:koen-koen@city.shinagawa.tokyo.jp


開催されます。 

 このイベントは、品川子育てメッセ実行委員会、NPO法人ふれあいの家-おばちゃんち、 

品川区の共催で開催され、昨年は約 2,800人（子どもを含む）が来場されました。 

 今回第 11回のテーマは「しながわの子育てを楽しもう！」です。 

 現役子育てママ達が品川区、民間団体・企業と力を合わせて、子育てに役立つ情報や、 

地域と家庭がつながる活動やサービスの紹介（約 50以上の団体・企業が出展）、 

ワークショップ、ステージ、子どもの遊び場などを企画しています。 

 

■品川子育てメッセ実行委員より 

「しながわＣＳＲ推進協議会等の皆様とも協力し、“しながわの子育てをしよう”という 

 メッセージが発信できればと思っております」 

 

◆◇◆大・大・大募集しています！◆◇◆ 

 ♪設営、運営をお手伝いしていただけるボランティア 

 ♪協賛品のご提供（来場者にお土産として配布） 

 ♪会場案内冊子やメッセ公式サイトへの広告掲載 

  ※ご協力いただいた団体様・個人様は、当日配付する企業案内冊子に 

   団体名等を掲載させていただきます。 

 

■開催概要 

 日時：11月 9日(金) 10時 30分～15時 00 分 

 会場：大井町きゅりあん（JR 大井町駅直結）7 階イベントホール、6 階会議室、1 階小ホ

ール 

 入場料：無料（一部有料のワークショップあり） 

  ※詳細は以下ホームページをご覧ください（過去のイベントの様子も掲載しています） 

   https://s-messe.com/ 

 

■締切 

  10月 18日(木) 

 

■問い合わせ先 

 ①「品川子育てメッセ」公式ホームページ 

   https://s-messe.com/contactus/ 

 ②品川区子ども育成課育成支援係 担当：國井 

   TEL：5742－6596（平日 8時 30分～17時 00分） 

 ③NPO法人ふれあいの家-おばちゃんち 

   TEL：3471－8610（平日 10時～16時） 

 

 

〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●〇●○●○●○● 

【 品川区関連情報（東京オリンピック・パラリンピック関係）】  

https://s-messe.com/
https://s-messe.com/contactus/


―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◆皆様のお役に立ちそうな品川区政や地域等の情報をお伝えいたします。 

----------------------------------------------------------------------------  

１．「品川区オリンピック・パラリンピック特設サイト」開設 

----------------------------------------------------------------------------  

 東京 2020大会の 2年前にあたる 2018年 7月 24日(火)に「品川区オリンピック・ 

パラリンピック特設サイト」を開設しました。 

 本サイトでは、東京 2020 大会における品川区内開催競技ホッケー・ビーチバレーボール、 

および品川区の応援競技ブラインドサッカーの魅力紹介のほか、PR動画など 

様々なコンテンツを掲載しています。 

 東京 2020大会に向けて、大会を身近に感じていただき、ますますムードを 

盛り上げていけるよう随時情報発信していきますので、是非チェックしてください。 

 

 ※詳細は、以下のホームページをご覧ください。 

  https://shinagawa2020.jp/ 

 

■問い合わせ先 

  オリンピック・パラリンピック準備課オリンピック・パラリンピック担当 

  TEL：5742－9109（平日 8時 30分～17時 00分） 

 

----------------------------------------------------------------------------  

２．8月 4日（土）「品川区×ハンドボール スペシャルイベント」開催 

        【大崎電気工業株式会社】 

----------------------------------------------------------------------------  

 品川区×ハンドボール スペシャルイベントが 8月 4日（土）、品川区立総合体育館で 

開催されました。 

 イベントには、区内に本社を持つ【大崎電気工業株式会社】の所属チーム 

「OSAKI OSOL」が登場しました。選手らによる講習会を行うと、競技経験の有無に 

関わらず、子どもから大人まで、参加者は楽しくハンドボールを体験しました。 

 

 ※同チームは全日本社会人選手権大会 18回、国民体育大会 22回、日本選手権 14回、 

  日本リーグで 5回の優勝実績を誇る国内有数の強豪チームです。 

 ※同体育館は、館内の一部が東京 2020大会「ハンドボール」の公式練習会場として 

  使用されることが決定しました。 

 ※詳細は、以下の区ホームページをご覧ください。 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/

20180804175557.html 

 

■問い合わせ先 

  オリンピック・パラリンピック準備課オリンピック・パラリンピック担当 

  TEL：5742－9109（平日 8時 30分～17時 00分） 

https://shinagawa2020.jp/
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/20180804175557.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews-2018/20180804175557.html


----------------------------------------------------------------------------  

３．8月 5～10日 祝！金メダル！！ウィルチェアーラグビー日本代表 

        【ＳＭＫ株式会社】 

----------------------------------------------------------------------------  

 8月 5日から 10日までオーストラリアのシドニーで車いすラグビーの世界選手権大会 

「2018 ウィルチェアーラグビー ワールドチャンピオンシップ」が開催され、 

日本代表が初優勝を遂げました。 

 

 日本が車いすラグビーで世界一になったのは、世界選手権、パラリンピックを 

通して初めてで、どちらも 4年に一度開催され、過去、世界選手権では 2010年大会の 

3 位が最高成績で、パラリンピックでは 2016年のリオデジャネイロ大会で銅メダルを 

獲得していました。 

 今大会は世界トップレベルの 12か国が参加し、日本は前王者（2014 世界選手権、 

2016 パラリンピック優勝）のオーストラリアに挑み、62－61で熱闘を制しました。 

 本代表チームには、しながわＣＳＲ推進協議会の会員企業である【ＳＭＫ株式会社】 

所属の羽賀選手も一員として活躍しました。 

 

 ※詳細は、以下の区ホームページをご覧ください。 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-oripara/20

180813145321.html 

 

■問い合わせ先 

  オリンピック・パラリンピック準備課オリンピック・パラリンピック担当 

  TEL：5742－9109（平日 8時 30分～17時 00分） 

   

----------------------------------------------------------------------------  

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

 

 最後までお読みいただきありがとうございました。  

 みなさまの企業活動の参考になりましたでしょうか？  

 

 会員企業の方々が実施されている社会貢献活動について、広く周知をさせて 

いただきたいと思いますので、皆様からの情報提供も是非お待ちしています！  

 あわせて、本メールマガジンについてのご意見・ご感想も、よろしくお願い 

いたします！  

 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

■バックナンバーはこちらのアドレスまで  

 http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000017000/hpg000016993.htm 

 

■本協議会の PR動画（私たちの わ！しながわ ～しながわ CSR推進協議会～）は 

http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-oripara/20180813145321.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/sangyo-bunka-oripara/20180813145321.html
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000017000/hpg000016993.htm


 以下のアドレスより 

 ＜【20分版】＞ 

  https://www.youtube.com/watch?v=Empvanq8sqY 

   しながわ CSR推進協議会の活動内容、【株式会社明電舎】・【東京サラヤ株式会社】・ 

   【寺田倉庫株式会社】のインタビュー、各企業のキャッチコピー等を 

   収録しています。 

 

 ＜【ダイジェスト版（2分動画）】＞ 

  https://www.youtube.com/watch?v=RMOk2flbggY 

 

■各会員企業のご担当者様のメールアドレスの新規登録・変更・配信停止などは、 

 以下の協議会事務局（品川区総務課総務係）までご連絡をお願い致します。  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

【発行】しながわ CSR推進協議会 事務局   

    品川区総務部総務課総務係  

    〒140-8715 品川区広町 2－1－36   

    TEL 03-5742-6624  s-somu.shinagawa-csr@city.shinagawa.tokyo.jp 
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