━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【しながわ CSR 推進協議会メールマガジン】
2020.1.20 <第 71 号>
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■今月も「しながわ CSR 推進協議会」の会員をはじめ皆様に、
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 部門や防災対策部門など、関係部署などへ転送していただき、ご活用
いただければ幸いです。
また、会員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！
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
≪今月のラインナップ≫
１．【募集】2 月 5 日（水）CSR 講演会と活動事例発表会の開催
２．令和元年 11 月 17 日（日）会員企業が「しながわ花海道

（文中敬称略）

菜の花の種まき」に参加

３．令和元年 12 月 10 日（火）しながわ CSR 推進協議会

課題別分科会（地域）を開催

４．令和元年 12 月 20 日（金）しながわ CSR 推進協議会

合同活動（清掃美化活動）を実施

５．協働ニュース品聞(しなもん)27 号を発行しました！
６．新規入会企業の紹介【三菱総研 DCS 株式会社】【株式会社クラダシ】
【日本生命保険相互会社 東京ベイエリア支社】
７．会員企業の退会について【富士ゼロックスインターフィールド株式会社】
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
【 今月のラインナップ 】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．2 月 5 日(水)CSR 講演会と活動事例発表会の開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 月 5 日(水）「しながわ CSR 推進協議会の活動を SDGｓで整理する」と題した講演会
（講師：サンメッセ総合研究所（Sinc）所長・首席研究員 川村 雅彦 氏）と、
しながわ CSR 推進協議会会員企業である【株式会社クラダシ】によるＣＳＲ活動
（社会貢献活動等）の活動事例発表会を開催いたします。
是非ご参加ください！
【日時】
２月５日（水）午後２時３０分～４時３０分（開場２時）

【会場】
品川区立総合区民会館（きゅりあん）１階小ホール
【内容】
◎第１部
ＣＳＲ講演会
しながわ CSR 推進協議会の活動を SDGｓで整理する
◆講師
川村 雅彦 氏（サンメッセ総合研究所（Sinc）所長・首席研究員）
◆経歴
前ニッセイ基礎研究所ＥＳＧ研究室長。1976 年、大学院（修士課程：土木）
修了後、三井海洋開発㈱入社。1988 年、㈱ニッセイ基礎研究所入社。専門は
環境経営、ＣＳＲ/ＥＳＧ経営、環境ビジネス、統合思考・報告、気候変動
適応など。論文・講演・第三者意見など多数。
著書は『カーボン・ディスクロージャー』『統合報告の新潮流』
『ＣＳＲ経営パーフェクトガイド』『統合思考とＥＳＧ投資』など
◎第２部
活動事例発表会
株式会社クラダシ（品川区東五反田） 代表取締役社長 関藤 竜也 氏
※社会貢献型ショッピングサイト「KURADASHI.jp」が品川区社会貢献
製品に認定され、食品ロス削減に取り組んでいただいています。
※以下の区ホームページから、お申込できます。
（当日参加の場合、直接会場へお越しください）
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kuseizyoho/kuseizyoho-siryo/kuseizyoh
o-siryo-denshi/kuseizyoho-siryo-denshi-procedure/kuseizyoho-siryo-denshi-pro
cedure-event/hpg000029879.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．令和元年 11 月 17 日(日)会員企業が「しながわ花海道 菜の花の種まき」に参加
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ＮＰＯ法人しながわ花海道が主催する菜の花の種まきが令和元年 11 月 17 日（日）、
しながわ花海道（東大井 1 丁目、2 丁目、勝島 1 丁目）で行われ、しながわＣＳＲ
推進協議会会員企業 15 社が社会貢献活動の一環として参加しました。
主催団体の髙林理事長と懸田副理事長のあいさつの後、種まき方法の説明を受け、参加
者は、季節を過ぎたコスモスや雑草を抜いた後に菜の花の種をまきながら交流しました。
「しながわ花海道」は、平成 14 年に地元の立会川商店街と鮫洲商店街が中心となって「勝
島運河の土手をお花畑にしよう」を合言葉に「しながわ花海道プロジェクト」を立ち上げ
て始められました。1.5 メートル四方の区画およそ 1,200 区画に、個人や学校、企業など
のボランティアが種をまき手入れをして、春には菜の花、夏にはヒマワリ、秋にはコスモ

スと四季折々の花が、訪れる人々を楽しませています。
＜今回参加頂いた会員企業＞（敬称略 50 音順）
【ＳＭＫ株式会社】【株式会社学研ホールディングス】
【株式会社キューブシステム】【三和テッキ株式会社】
【城南信用金庫】【大成温調株式会社】【東京都競馬株式会社】
【日産東京販売ホールディングス株式会社】
【日本ペイントホールディングス株式会社】
【株式会社バルカー】【美鈴工業株式会社】【三井金属リサイクル株式会社】
【ロジスティックスオペレーションサービス株式会社】
※後日、【ソニー株式会社】【三菱総研ＤＣＳ株式会社】が個別に参加
※詳細は、以下の区ホームページをご覧ください。
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews
-2019/20191120151103.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３．令和元年 12 月 10 日(火)しながわ CSR 推進協議会 課題別分科会(地域)を開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「地域」をテーマに「しながわＣＳＲ推進協議会 課題別分科会」が
令和元年 12 月 10 日（火）に開かれ、会員企業 21 企業 23 名が参加しました。
初めに区地域活動課より「区内の地域割と町会・自治会数」や「町会・自治会から
の要望」などについて説明があり、続いて会員企業の【ＳＭＫ株式会社】より「自社の
社会貢献活動」について事例紹介がありました。
その後、4 グループに分かれ「町会・自治会が抱える課題や要望について」や
「企業が地域貢献活動を実施する上での課題」、「企業と町会・自治会が連携するため
の具体策」などについて意見交換を行いました。
今回の分科会には、地域センター所長を含む多くの地域活動課職員が参加し、企業と
地域が連携するため、活発な情報交換を行いました。
＜今回参加頂いた会員企業＞（敬称略 50 音順）
【愛知産業株式会社】【イオンリテール株式会社】【ＳＭＫ株式会社】
【株式会社学研ホールディングス】【キヤノン IT ソリューションズ株式会社】
【光陽産業株式会社】【住友重機械工業株式会社】
【セガサミーホールディングス株式会社】【ソニー株式会社】
【東京都競馬株式会社】【東洋製罐グループホールディングス株式会社】
【株式会社トリドールホールディングス】【株式会社日本アクセス】
【日本ペイントホールディングス株式会社】
【日本たばこ産業株式会社 東京南部第二支店】【株式会社文化堂】
【本多通信工業株式会社】【三菱総研 DCS 株式会社】【株式会社明電舎】
【株式会社リブセンス】【株式会社ルネサンス】

※詳細は、以下の区ホームページをご覧ください。
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews
-2019/20191219164429.html
後日、区ホームページ上に当日の配付資料等を掲載する予定です。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
４．令和元年 12 月 20 日(金)しながわ CSR 推進協議会 合同活動(清掃美化活動)を実施
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
令和元年 12 月 20 日(金)、社会貢献活動の一環として会員企業による「清掃美化活動」
が行われ、区内に事業所がある 30 企業と区、あわせて 31 事業所 167 人が参加しました。
6 回目の活動となる今回は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を盛り上
げるため、品川区独自ボランティアである「しな助」の活動として、参加者全員が「SHINASUKE」
と書かれたタオルを首から提げて行いました。
11 チームに分かれ、区立しながわ中央公園を拠点とし、大井町駅方面、大崎駅方面や西
大井駅方面などを清掃しました。企業の主体的な活動を促進するため、会員企業のうち幹
事企業の一部が受付や本部への協力、各チームのチームリーダーを務めました。
参加者からは「長年勤めていても区内には知らない場所がまだまだある。清掃活動を通
じて知れて良かった」、「普段何気なく歩いている道でも、清掃活動をすれば多くのごみが
拾える。常にごみを捨てない意識、ごみを拾う意識を持つことが必要だと改めて感じた」
「各チームに企業が混在していたので、たくさん話ができ交流を深める良い機会にもなっ
た」などの感想が寄せられました。
※詳細は、以下の区ホームページをご覧ください。
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/shinagawaphotonews/shinagawaphotonews
-2019/20200106160935.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
５．協働ニュース品聞(しなもん)27 号を発行しました！
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
区内で活動する団体・個人のゆるやかなネットワークである
「協働ネットワークしながわ」と品川区地域活動課が協働で発行する情報誌です。
協働事例や地域課題の解決に取り組んでいる団体・事業の紹介などを掲載しています。
ぜひご覧ください。
※最新の協働ニュース品聞（しなもん）27 号およびバックナンバーは
以下 URL の区ホームページからご覧ください。
https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/chiiki/chiiki-kyodo/chiiki-kyodo-kumi
n/hpg000020208.html
【問い合わせ先】
担当：地域活動課協働推進係

電話：03-5742-6605
FAX ：03-5742-6878
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
６．新規入会企業の紹介【三菱総研 DCS 株式会社】【株式会社クラダシ】
【日本生命保険相互会社 東京ベイエリア支社】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
10 月 31 日に【三菱総研 DCS 株式会社】が、11 月 11 日に【株式会社クラダシ】が、
11 月 22 日に【日本生命保険相互会社 東京ベイエリア支社】が
当協議会に入会されましたので、ご紹介いたします。
---------------------------------------------------------------------------◆三菱総研 DCS 株式会社
（所在地：品川区東品川 4-12-2 品川シーサイドウエストタワー）
●事業内容
①ソフトウエア開発とコンサルティング
②各種事務計算等情報処理サービス
③アウトソーシングサービス
④情報通信サービス・データサービス
⑤コンピュータシステムの販売
⑥コンピュータ要員の教育・研修業務
⑦労働者派遣
●CSR・社会貢献活動等に係る企業理念・考え方
社会への貢献・還元をテーマとし、企業としての社会的責任を果たすとともに、
「社会
から好意好感をもたれる企業」を目指しています。
●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）
・職場献血
「誰にでも身近に簡単にできる」社会貢献活動として 2007 年より年 2 回実施してお
り、10 年以上継続中。東京都赤十字血液センターからは、10 年の節目を迎えた 2012
年には感謝状、20 回の節目を迎えた 2017 年には、これまでの活動が評価され、表彰
状が授与されている。
・農園の運営
ダイバーシティの推進と社会貢献を目的に、千葉県柏市に「柏ファーム」を開園。
障がいをお持ちの方に、野菜の栽培（種まき～収穫・出荷）を担当していただいている。
働く意欲がありながら就労が困難な方々に、活き活きと働ける環境をご提供。
●ホームページ
https://www.dcs.co.jp/
------------------------------------------------------------------------

◆株式会社クラダシ
（所在地：品川区東五反田 4-5-2

五反田 NT ビル 2F）

●事業内容
KURADASHI は、食品ロス削減への賛同メーカーより協賛価格で提供を受けた商品を消費
者（会員）へ販売し、売上の一部を社会貢献団体へと寄付する日本初・最大級の社会貢献
型フードシェアリングプラットフォームです。環境保護や動物保護の団体、新たに設立し
た KURADASHI 地方創成期金など、全 15 団体を支援しています。
●CSR・社会貢献活動等に係る企業理念・考え方
【食品ロスの問題】
食品廃棄量 2,759 万トン。内、食品ロス 643 万トン。
これは日本のお米の年間収穫量に匹敵する同等量を毎年廃棄している計算になります。
一方、世界中で飢餓で苦しんでいる人（8 億 2100 万人）への国連を中心とした食糧
支援量は約 320 万トン。この不条理な‘もったいない’を解決するために「KURADASHI」
はサービス展開をしています。
●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）
・2015 年：サービス開始
・2017 年：農林水産省 食料産業局「食品ロスの削減へ向けて」に掲載
・2017 年：「ソーシャルプロダクツ・アワード 2017」にて「優秀賞」を受賞
・2018 年：東京都環境局「チームもったいない」の「Saving Food」部門代表抜擢
・2018 年：環境省主催「第 6 回グッドライフアワード」にて「環境大臣賞」を受賞
・2019 年：消費者庁公式ホームページ「食品ロス削減 食べ物のムダをなくそうプロジェ
クト」にて掲載
・2019 年：品川区社会貢献製品支援事業
選定・認定
●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
食品ロス削減に向けた取り組み、品川区在住の食品ロス削減に向けた意識向上、
クラダシを活用することによるエシカル消費の実現・促進。
●希望事項
KURADASHI は食品ロス削減に向けた取り組みを進めております。
食品ロス削減に取り組み企業及び団体のご連絡お待ちしております。
●ホームページ
https://www.kuradashi.jp/
https://www.kuradashi-mottainai.com/

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

◆日本生命保険相互会社 東京ベイエリア支社
（所在地：大田区蒲田 5-37-1 アロマスクエア５階）
●事業内容
共存共栄、相互扶助の精神にもとづく生命保険事業を通じ、営業職員によるフェイス・
トゥ・フェイスの活動で、人生 100 年時代を生きるお客様を支え続けるサービスをご提供
しております。
●CSR・社会貢献活動等に係る企業理念・考え方
デジタル化や先端ＩＴの休息な展開など構造変動の真っ只中ですが「親しみやすく、最
も身近な生命保険会社でありたい」という想いを込め、地域に根差した企業活動を実施し
てきます。
●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）
がんの早期発見に向けた、がん検診の受診の推奨等の営業職員の啓蒙活動を実施してお
ります。また、１０－１１月は乳がん検診の推奨月間と位置づけ、全職員ピンクリボンを
装着し、お客様のもとに足を運んでおります。また、スポーツを通じた青少年の育成を企
図し、桐生選手のかけっこ教室や野球教室を行うなど、地域に根差した取り組みを行って
おります。
●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
区民の健康に対する意識向上に向け、検診の促進等を弊社の強みである営業職員チャネ
ルを活かして、地道にお客様へお案内をしていきたいと考えております。その中で、地域
の子供の見守りや高齢者の方々の支援を積極的に行うことで、区の課題解決に向け貢献し
ていきたいと考えております。
●ホームページ
https://www.nissay.co.jp/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
７．会員企業の退会について
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
11 月 8 日に【富士ゼロックスインターフィールド株式会社】が、品川区外への移転等
のため、当協議会を退会されました。
長い間、ご協力をいただきありがとうございました。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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！
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
■以下のアドレスにて、バックナンバーや企業の社会貢献活動の一例を紹介中♪♪
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
以下のアドレスより、是非ご覧ください。
＜【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、各会員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いたします。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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