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　長期化する景気の低迷に加え、平成23年 3月に発生した東日本大震災は、わが国

の経済に大きな打撃を与え、いまだ様々な面で企業活動等に多大なる影響を及ぼし

ており、CSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）を取り巻く環

境も大きく変化しております。

　そうした中、品川区では、基本構想の理念の一つとして、「区民と区との協働で『私

たちのまち』品川区をつくる」を掲げ、企業などの多様な主体と区が協働してまち

づくりを推進することを、区政運営の基本方針として定めております。

　この方針に基づき、企業などの多様な主体と区が協働してまちづくりを推進し、企

業のCSR活動（特に社会貢献活動）が一層推進されることを目的に、「しながわCSR

推進協議会」が平成22年 5月に発足しました。この協議会では、区と連携して、CSR

活動に関する情報発信・情報交換を行いながら、各企業が防災・環境・教育・福祉・

地域活動など様々な分野において、社会貢献活動を進めています。

　区内企業は、地域社会の一員として区民と同様であり、法令を遵守し、良い製品

やサービスを提供し、税金を納め、地域の活性化に貢献しています。消費者の価値

観の多様化や情報開示の進展は、企業活動に社会的な公正さや環境の配慮をより重

視させており、企業の社会的責任や社会貢献活動の必要性が高まっていると考えて

います。

　区では、今後も、しながわCSR推進協議会などの場を活用し、企業の方々等と積極

的に情報交換・意見交換等を行いながら、発生が切迫しているといわれる首都直下

型地震対策などの防災対策をはじめ、社会貢献活動等における連携・協力体制を推進・

強化していきたいと考えております。

　このパンフレットでは、企業の様々な分野での社会貢献活動事例をご紹介させて

いただいております。企業と区民および区との連携や社会貢献活動のあり方を考え

ていただく一助となれば幸いです。

　　　　平成25年3月

� 品川区長　濱野　健
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しながわCSR推進協議会
会員企業の紹介



■ 愛知産業株式会社〒140-0011 品川区東大井2-6-8
TEL. 03-6800-2050    FAX. 03-6800-2068
http://www.aichi - sangyo.co.jp/
■ 担　　当：総務課
■ 事業内容：1937年設立。溶接機器、省力化機器、工作機械、産業機器及び特殊

溶鉱炉の輸入及び製造と販売するエンジニアリング商社です。  
  

■アワーズイン阪急（株式会社大井開発）〒140-0014 品川区大井1-50-5
TEL. 03-3775-8411    FAX. 03-3778-3861
http://www.oursinn -hankyu.co.jp
■ 担　　当：総務部
■ 事業内容：株式会社大井開発は、アワーズイン阪急というビジネスホテルと阪急

大井町ガーデンの賃貸事業及び駐車場事業を行っております。  
  

■ 池田印刷株式会社〒141-0031 品川区西五反田6-5-34
TEL. 03-3493-2141    FAX. 03-5434-9066
http://www.ikeda -print.co.jp/
■ 担　　当：総務部
■ 事業内容：私達は品川区で創業60年を迎える、環境に優しい印刷を通じ社会貢献

をする総合印刷会社です。多色刷美術印刷全般、企画・デザイン、各
種イベント用品・企画製造販売、メディアソリューションのご提案  

■ SMK株式会社〒142-0041 品川区戸越6-5-5
TEL. 03-3785-1111    FAX. 03-3785-2953
http://www.smk.co.jp/
■ 担　　当：総務部　総務課
■ 事業内容：当社は、1925年創業の電子部品（コネクタ・スイッチ・リモコン・ 

タッチパネル等）を製造・販売している会社です。  
  

■ 大崎電気工業株式会社〒141-8646 品川区東五反田2-10-2　東五反田スクエア
TEL. 03-3443-9131    FAX. 03-3443-9514
http://www.osaki.co.jp/
■ 担　　当：総務部　総務課
■ 事業内容：【計測制御機器事業】電力量計、電流制限器、計器用変成器、タイム 

スイッチ、デマンドコントロール装置、集中自動検針装置、配電線負
荷集中制御装置、光通信関連機器、検針システム機器、その他の製造
販売など

■かんべ土地建物株式会社〒140-0014 品川区大井1-3-6
TEL. 03-3771-5317    FAX. 03-3771-3103
http://www.kanbetochi.co.jp
■ 担　　当：総務部
■ 事業内容：昭和5年に大井町で創業し、地域に密着した不動産の売買、仲介、管 

理、鑑定、損害保険代理業を行っています。  
  

■ 光陽産業株式会社〒142-0042 品川区豊町4-20-14
TEL. 03-3787-3411    FAX. 03-3786-7296
http://www.koyosangyo.co.jp/
■ 担　　当：管理部
■ 事業内容：都市ガス・プロパンガス用ガス栓・バルブ、その他関連部材の製造販

売、車輌用・一般産業用バルブ、水道用継ぎ手・水栓器具、その他関
連部材の製造販売、漏れ検査機器・半導体周辺機器・組み立て機・特
殊冶具・施工管理など。

■コベルコ建機株式会社〒141-8626  品川区東五反田2-17-1  
 （オーバルコート大崎マークウェスト）

TEL. 03-5789-2111    FAX. 03-5789-2131
http://www.kobelco -kenki.co.jp/j_index.html
■ 担　　当：総務部CSR推進グループ
■ 事業内容：建設機械、運搬機械の製造、販売並びにサービス  

 
 

■ 三和テッキ株式会社〒140-0004 品川区南品川6-5-19
TEL. 03-3474-4111    FAX. 03-3474-4152
http://www.tekki.co.jp/
■ 担　　当：経営管理本部　総務部
■ 事業内容：鉄道用架線金具・架線支持装置、送・配・変電用電線付属品、発電所

用管系支持装置、ビル・橋梁用制振ダンパーの製造、販売  
  

■ 株式会社ジェイティービー〒140-0002 品川区東品川2-3-11
TEL. 03-5396-5876    FAX. 03-5396-5848
http://www.jtbcorp.jp/
■ 担　　当：ブランド戦略推進室
■ 事業内容：旅を機軸に、人々の交流を創造する「交流文化事業」を通じて、お客

様に感動と喜びを提供しています。  
  

■ 新日鉄住金エンジニアリング株式会社〒141-0032 品川区大崎1-5-1　大崎センタービル
TEL. 03-6665-2000    FAX. 03-6665-4816
http://www.eng.nssmc.com/
■ 担　　当：マネジメントサポートセンター　総務部
■ 事業内容：1974年に新日鉄のエンジニアリング部門として誕生し、2006年7月に新日鉄から分社独立しまし 

た。4つの事業領域（製鉄プラント、環境ソリューション、海洋・エネルギー、建築･鋼構造）において、
長年培ってきた設備技術や鋼構造技術をベースにしながら、市場課題に合致した新しい技術を創造
し、豊富なノウハウを駆使してお客様そして社会のニーズに応え続けてまいります。

■ソニー株式会社〒108-0075 港区港南1-7-1（本社）
TEL. 03-6748-2111    FAX. 03-6748-2244
ソニー　グループポータルサイト http://www.sony.co.jp/  
環境・社会貢献 http://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/
■ 担　　当：総務センター・CSR部・環境推進センター
■ 事業内容：ソニーは創業以来、新しいテクノロジー、コンテンツ及びサービスを創出するという強い意思と情熱で、「感動」を生みだして

います。迅速な意思決定によるグループ一体となった経営（"OneSony"）のもと、エンタテインメント事業及び金融事業をさ
らに成長させると共に、エレクトロニクス事業を再生・成長へと転換し、新たな価値創造をめざしていきます。

協議 会 会 員 企 業 一 覧 （50音順）



■ 株式会社第一興商〒141-0001 品川区北品川5-5-26
TEL. 03-3280-2151（大代表）    FAX. 03-3280-2150
http://www.dkkaraoke.co.jp/
■ 担　　当：社会貢献推進室
■ 事業内容：業務用カラオケ（DAM）事業、店舗（ビックエコー）事業をはじめと

して、歌とカラオケの素晴らしさを伝え、社会に楽しさや明るさを届
けるべく様々な事業を展開致しております。  

■ 第一三共株式会社  
 品川研究開発センター
〒140-0005 品川区広町1-2-58
TEL. 03-5436-8500    FAX. 03-5436-8555
http://www.daiichisankyo.co.jp/index.html
■ 担　　当：研究開発本部研究開発業務部
■ 事業内容：医療用医薬品の研究開発、製造、販売元等  

■ 第一ホテル東京シーフォート（株式会社阪急阪神ホテルズ）〒140-0002 品川区東品川2-3-15
TEL. 03-5460-4411    FAX. 03-5460-4401
http://www.seafort.d -h.co.jp
■ 担　　当：総支配人室
■ 事業内容：平成4年7月20日開業｡ 館内設備客室127室､ 料飲施設3店舗､ 宴会場

4室｡   
  

■ 大日本印刷株式会社〒141-0031 品川区西五反田3-5-20
TEL. 03-6431-5044    FAX. 03-6431-5298
http://www.dnp.co.jp/
■ 担　　当：C&I事業部総務部
■ 事業内容：1876年（明治9年）、「秀英舎」として創業。いま事業領域は、出版印

刷や商業印刷にとどまらず、パッケージや建材、エレクトロニクス、
ライフサイエンスなど様々な分野に広がっている。  

■ダウ・ケミカル日本株式会社〒140-8617 品川区東品川2-2-24　天王洲セントラルタワー
TEL. 03-5460-6225    FAX. 03-5460-6249
http://www.dow.com/japan/
■ 担　　当：環境健康安全担当
■ 事業内容：世界最大規模の総合化学品メーカー。技術革新と化学の力を結集して、清潔な 水、

再生可能なエネルギー、作物の生産性改善など世界が直面する課題の持続的な解
決に取り組んでいます。日本でも最先端材料、機能化学品、プラスチック、電子材料、
農業科学品など消費者に快適な生活をもたらす素材を提供しています。 

■ 株式会社テーオーシー〒141-0031 品川区西五反田7-22-17
TEL. 03-3494-2121    FAX. 03-3494-2024
www.toc.co.jp
■ 担　　当：総務部
■ 事業内容：オフィスビル・複合商業施設・流通関連施設・コンベンションホール

等の企画・開発・運営、五反田・浅草・大崎・有明・横浜みなとみら
い等、東証1部上場  

■ 東京サラヤ株式会社〒140-0002 品川区東品川1-25-8
TEL. 03-5461-8128    FAX. 03-3471-4060
www.saraya.com
■ 担　　当：管理本部　総務部　CSR推進課
■ 事業内容：1.家庭用及び業務用洗浄剤・消毒剤・うがい薬等の衛生用品と薬液供

給機器等の開発・製造・販売　2.食品衛生・労働衛生のコンサルティ
ング　3.健康食品等の開発・製造・販売  

■ 東芝エレベータ株式会社〒141-0001 品川区北品川6-5-27
TEL. 03-5423-3333    FAX. 03-5423-3512
http://www.toshiba - elevator.co.jp/elv/index_j.html
■ 担　　当：総務部
■ 事業内容：昇降機に関わる製品・システムの開発から設計・製造・販売・据付・

保守・リニューアル・ビルマンションの総合管理を行い、皆さまに「安
心」と「信頼」をお届けしております。  

■ 東横 INN品川駅港南口天王洲（株式会社東横イン）〒140-0002 品川区東品川2-2-35
TEL. 03-5715-1045    FAX. 03-5715-1046
http://www.toyoko - inn.com/hotel/00244/index.html
■ 担　　当：フロント（受付）
■ 事業内容：ビジネスホテル業  

  
  

■ 株式会社ニコン〒140-8601 品川区西大井1-6-3
TEL. 03-3773-1383    FAX. 03-3773-8639
http://www.nikon.co.jp/index.htm
■ 担　　当：大井製作所　総務課
■ 事業内容：ニコンは光利用技術と精密技術を基礎として多彩な技術・製品・サー

ビスを展開し、世界の人々の生活、最先端産業、人類の挑戦を支え続
けています。  

■ 日本ハム株式会社〒141-6014 品川区大崎2-1-1　ThinkParkTower
TEL. 03-4555-8084    FAX. 03-4555-8179
http://www.nipponham.co.jp
■ 担　　当：社会･環境室
■ 事業内容：日本ハムグループは、ハム・ソーセージやピザ、中華惣菜などの加工

食品及び食肉、水産、乳製品等の製造、販売を行っています。「食べる
喜び」をお届けすることで、人が輝く明るい未来を実現していきます。 
 

■ 日本ペイント株式会社（東京事業所）〒140-0004 品川区南品川4-1-15
TEL. 03-3740-1110    FAX. 03-3740-1187
http://www.nipponpaint.co.jp/
■ 担　　当：総括グループ
■ 事業内容：日本ペイントは創業（明治14年）以来、業界のリーダーとして研究開発、技術の

蓄積に努め、あらゆる産業の広範囲な用途に、すぐれた塗料と塗装システムをお
届けしています。さらに長年培った塗料技術を応用し、ファインケミカル、エレ
クトロニクスなど非塗料分野での取り組みもすすめています。



■ニフティ株式会社〒169-8333 新宿区北新宿2-21-1　新宿フロントタワー
TEL. 03-6807-4516    FAX. 03-3362-3479
http://www.nifty.co.jp/csr/
■ 担　　当：人材開発部　教育支援チーム
■ 事業内容：インターネットサービスプロバイダーとして「ISP事業」、「Webサー

ビス事業」、クラウドサービスの「クラウド事業」を提供しております。
  

■ 日本航空株式会社〒140-8637 品川区東品川2-4-11
TEL. 03-5460-3104    FAX. 03-5460-3069
http://jal.com/ja/
■ 担　　当：総務部　CSRグループ
■ 事業内容：航空輸送事業 お客さまに最高のサービスをご提供し、企業価値を高め、

様々な形で社会の進歩発展に貢献してまいります。  
  

■ネットワンシステムズ株式会社〒140-8621 品川区東品川2-2-8　スフィアタワー天王洲
TEL. 03-5462-0899    FAX. 03-5462-0872
http://www.netone.co.jp/
■ 担　　当：業務管理グループ 総務本部 総務部 CSR推進チーム
■ 事業内容：ネットワークインテグレーション事業。品質の高いソリューションと

サービスを提供しています。  
  

■ 株式会社日立ソリューションズ〒140-0002  品川区東品川4-12-7  
 日立ソリューションズタワー A 21階 CSR推進部

TEL. 03-5780-7205    FAX. 03-5780-6455
http://www.hitachi - solutions.co.jp/company/csr/
■ 担　　当：CSR推進部
■ 事業内容：日立ソリューションズは、お客様の経営課題解決に向け、ITを通じた

ソリューションを提供しています。  

■ 株式会社文化堂〒142-0043 品川区二葉4-2-14
TEL. 03-3785-0225    FAX. 03-3785-3537
http://www.bunkado.com
■ 担　　当：管理本部
■ 事業内容：一般食品、生鮮食品、雑貨等を中心に販売する地域密着・都市型スー

パーマーケットチェーン。現在、東京都内、川崎、横浜に22店舗展開。
  

■ホテルサンルート品川シーサイド（株式会社サンルート）〒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：フロント（受付）
■ 事業内容：㈱サンルートは、40余年に渡って培われた経験と実績を活かして全国

にチェーン展開し、お客様に安心、快適、清潔な客室を提供していま
す。  

■ 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  
 

■ 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。  

■ 株式会社明電舎〒141-6029 品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower
TEL. 03-6420-8400    FAX. 03-5745-3025
http://www.meidensha.co.jp
■ 担　　当：総務・法務部
■ 事業内容：生活に欠くことのできない社会インフラや重要な産業を多岐に亘る製

品・サービスで支える電機メーカーです。  
  

■ 株式会社モスフードサービス〒141-6004 品川区大崎2-1-1　ThinkPark Tower 4階
TEL. 03-5487-7344    FAX. 03-5487-7340
http://www.mos.co.jp/index.php
■ 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。  
  

■ 楽天株式会社〒140-0002 品川区東品川4-13-9　楽天タワー 2号館
TEL. 050-5817-1517    FAX. 03-6670-5206
http://corp.rakuten.co.jp/
■ 担　　当：グローバル人事部 CSR推進課 CSR推進グループ　兼　広報部
■ 事業内容：インターネットサービス（市場事業、トラベル事業等）、金融サービ

ス（銀行事業、証券事業、電子マネー事業等）、その他（プロスポー
ツ事業等）  

■ 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. 03-5433-1350    FAX. 03-5759-6944
http://www.lawson.co.jp/company/
■ 担　　当：FCサポートステーション　社会共生室
■ 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  
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協議会会員
企業MAP

（区外）

1 愛知産業株式会社

2 アワーズイン阪急（株式会社大井開発）

3 池田印刷株式会社

4 SMK株式会社

5 大崎電気工業株式会社

6 かんべ土地建物株式会社

7 光陽産業株式会社

8 コベルコ建機株式会社

9 三和テッキ株式会社

10 株式会社ジェイティービー

11 新日鉄住金エンジニアリング株式会社

12 ソニー株式会社
(本社:港区､ ソニーシティ大崎･御殿山テクノロジーセンター :品川区)

13 株式会社第一興商

14 第一三共株式会社品川研究開発センター

15 第一ホテル東京シーフォート（株式会社阪急阪神ホテルズ）

16 大日本印刷株式会社

17 ダウ・ケミカル日本株式会社

18 株式会社テーオーシー

19 東京サラヤ株式会社

20 東芝エレベータ株式会社

21 東横ＩＮＮ品川駅港南口天王洲（株式会社東横イン）

22 株式会社ニコン

23 日本ハム株式会社

24 日本ペイント株式会社

25 ニフティ株式会社（新宿区　2011年12月移転）

26 日本航空株式会社

27 ネットワンシステムズ株式会社

28 株式会社日立ソリューションズ

29 株式会社文化堂

30 ホテルサンルート品川シーサイド(株式会社サンルート)

31 前田道路株式会社

32 三菱鉛筆株式会社

33 株式会社明電舎

34 株式会社モスフードサービス

35 楽天株式会社

36 株式会社ローソン

37 品川区



　しながわCSR推進協議会を中心に、企業

のCSR活動（社会貢献活動等）の担う役割、

先進的な活動事例の紹介、社会貢献活動の

あり方等について意見交換を行っています。

　区は、企業それぞれの規模、業種、経営

理念、CSR方針などに適した活動ができる

よう情報提供・共有、活動事例の紹介等を

積極的に行い、企業の社会貢献活動の支援

を進めています。

　ここでは、協議会会員企業による、防災・

環境・教育・福祉・地域活動など様々な分

野での社会貢献活動の事例の一部を紹介し

ます。

協議会会員企業による
社会貢献活動の事例紹介



しながわ職場歩き
愛知産業株式会社

日本の産業界と中小企業の現状や、モノづくりの楽しさと仕事に対する思
いや遣り甲斐などを伝えるため産学連携の取り組みにも力を入れております。
平成24年10月には、公益社団公人東京青年会議所品川区委員会が主催する「し
ながわ職場歩き」に協賛し、会社訪問をされた近隣中学生に、社会人との対
話を通じ、働くことの意義や職業観を培って頂く機会をご提供させて頂きま
した。
その他、大学での講演やゼミへの協賛、中学校、高校からの企業訪問を積

極的に受け入れております。

大崎花いっぱい運動
コベルコ建機株式会社

大崎まちづくり協議会が主催している「大崎花いっぱい運動」に2006年
から参加しています。
当社本社事務所前の花壇を、地元の小・中学生 ・大学生、近隣住民の方、
ボランティアの方と協力して、花植えを行っています。この活動を通じて、
街の景観をきれいにするだけではなく、地域の皆さんとの絆を大切にして
いきたいと考えています。

清掃美化活動
光陽産業株式会社

当社はともに共感し合える社会・地域との関係づくりを大切にし、環境保全・社会貢献に
努めるという経営理念に基づき、お客様第一のモノづくりとセキュリティーテクノロジーを
通じて、社会と暮らしの安全に貢献しています。平成24年10月22日に社員が二人一組となり、
会社周辺の道路・公園の清掃美化活動を実施しました。また、区立中学生が他者との関り合
いを学び、進路選択の際に主体的に考えられるようにすること等を目的とした「しながわ職
場歩き」への協力、平成24年12月27日に本社にて座学、実技（架設担架の組み立て、架設担
架を使用した負傷者の移動）を交えた防災訓練の実施を行うなど地域社会の一員として防災
対策をはじめとした様々な活動を実施しています。

ハンドボール教室
大崎電気工業株式会社

当社は社会貢献活動の一環として、区内の小学生を対象とした「ハンド
ボール教室の開催」や、中学生対象の「しながわ職場歩き」への協力、そ
して社員による地域清掃美化活動を実施しています。
特に平成25年10月に開催される東京国体で品川区はハンドボール競技の
会場に決定していることもあり、ハンドボール教室の開催を活発に行ない、
子供たちにハンドボールの面白さや、体を動かすことの楽しさ、チームワー
クの大切さなどを、当社ハンドボールチーム（OSAKI OSOL）の元選手が
プレーを交えながら指導しています。

地域イベント等への協力
SMK株式会社

1976年に「昭和池田記念財団」を設立し、学生への奨学金給付、学生論
文の募集、障害者施設および老人福祉施設への助成、寝たきり老人への紙
おむつ寄贈等、多岐にわたる育英・福祉事業に力を注いでいます。また、
戸越 6丁目町会の例大祭では、本社中庭を休憩所として提供し、冷たい飲
みものやお菓子を振舞い、町会の皆さんとの絆を深めています。「しなが
わ職場歩き」では区内の中学生の職場訪問受け入れを行い、地域社会の子
供の育成に関わっています。

座席譲りを広める会の推進
かんべ土地建物株式会社

東京商工会議所品川支部が行っている「座席譲りを広める会」の運動は、
電車やバスの中でのマナーアップを広めていこうというもので、当社もそ
の趣旨に賛同しています。
シンボルマークをあしらったバッチ、通称思いやりバッヂを全員胸につ
け、全社員で小さなことからでも『社会の役に立つための行動』を積極的
に取り組んでおります。



ソニーサイエンスプログラム
　ソニー株式会社

ソニーは「事業活動を行う世界の各地域において、ソニーの得意とする
分野で、時代や社会のニーズに応えること」を社会貢献活動方針として掲
げています。創業者の井深大の時代から次世代を担う子どもたちの科学教
育支援活動に継続的に取り組んでおり、現在では、世界各地でのオリジナ
ルワークショップの開催や、体験型科学館「ソニー・エクスプローラサイ
エンス」（東京・北京）を通じて、科学の原理を楽しく学びながら、好奇
心や創造性を育む機会を子どもたちに提供しています。

Sing for Smile プロジェクト
株式会社第一興商

当社は、東日本大震災により避難生活や仮設住宅での生活で孤立化や引
きこもりなどによるコミュニケーション不足や不安、PTSD（心的外傷後
ストレス障害）など心の障害を抱える方々に対し、「交流の場」や「スト
レス発散の場」の設置、「生きがい」の見出しとして、国連承認のNGO「国
連の友Asia-Pacific」の展開する“カラオケカー ”帯同の巡回診療医療に協
力致しました。
現地では暖かく迎えられるとともに、早速知人同士でカラオケ利用が始
まり喜びの声を頂きました。

しながわ職場歩き
株式会社ジェイティービー

「しながわ職場歩き」は、中学生が社会人との対話を通して、自らの在
り方を自覚してもらうとともに具体的な職業観を養ってもらい、将来の進
路選択の際に主体的に考え行動してもらうことを目的としており、本年度
は区立八潮中学校の生徒を受け入れました。若手社員と生徒が学校での学
習が社会でなぜ大切なのか、働くことの意義、生徒の将来の夢や希望など
について意見交換を行いました。若手社員にとっても自分たちの仕事の説
明や生徒たちと意見交換をすることによって自分の仕事の意義やあり方を
見つめなおす良い機会となりました。

品川区へ寄附（地域振興基金）
三和テッキ株式会社

明るく安全な街づくり、地域を繋ぐネットワークづくり、優しさあふれ
るコミュニティ活動など、地域の課題を解決するために様々な活動を行っ
ている区民活動団体を応援するための品川区地域振興基金に寄附を行って
います。良質なボランティア体験を通して高齢者・障害者と地域の人々の
つながりをつくることを目的とした小中学生による音楽イベントの施設宅
配活動（誰でもその日はミュージシャン事業）などに基金が活用されてい
ます。

大崎花いっぱい運動
新日鉄住金エンジニアリング株式会社

当社は、大崎まちづくり協議会が主催している「大崎花いっぱい運動」
に参加しています。この活動は、品川区より大崎周辺の花壇を借り受け、
地元の中学生や、近隣住民の方、企業ボランティアの方と共に、年 2回花
植えを行います。当社の担当は、御成橋、目黒川沿いとなっており、水遣
り、草取り等、日々、花壇の手入れを行い街の景観保護に貢献しています。

出前授業（色の不思議）
大日本印刷株式会社（DNP）

DNPではCSRを「社会から信頼される企業になること」と定義し、事業活
動を通じて価値を創造するとともに、地域に根ざした誠実な行動や活動によっ
てその実現を図っています。
ここ品川区では、印刷技術の知見をもとに、小学校を対象にした児童の学

習意欲向上に役立つ出前授業「DNP出張授業～色の不思議」や、シニア世代
対象の「品川区シルバー大学」にインターネット活用能力向上講座を提供す
るなど、教育分野における社会貢献活動にも力を入れています。また、地域
防災イベント並びに清掃活動への参加等様々な活動を展開しています。



出前授業（環境プログラム）
東京サラヤ株式会社

モノを生産するのにも、消費するのにも、少なからず生産や流通に関わる環境や労働者に
対する責任が生じます。できるだけ環境破壊や労働における不当な搾取に加担しないように、
最善の努力をして、私たちはモノづくりに取り組んでいます。お客様や消費者の皆様に安心
して商品を選んでいただけるように、原料の調達から生産、流通、廃棄までのライフサイク
ルを通して、持続可能性とモラル向上のためのベスト・プラクティスに努めております。こ
れらを踏まえ未来を担う子どもたちの教育にも少しでもお役立ちできるよう原料調達先の一
つボルネオ島を舞台に自然から得られる資源の大切さを伝えるため出前授業などに参加して
おります。子どもたちとクイズ形式で遊んだり物を作ったりして楽しく活動しています。

地域社会交流・教育イベントの開催等
株式会社テーオーシー

弊社は、「社会に役立つ企業」との企業理念に基づき、地域に密着した
CSR活動を継続しております。本年度の活動の一環としては、周辺地域の
歩道の清掃、お正月やお雛祭りの頃の本社ビル開館記念日のイベント開催・
神社例大祭の子供神輿のサポート等、季節ごとに地元の方々の交流の場を
ご提供し、住み良い街づくり、絆づくりへの貢献に努めました。　また、
昨年度に引き続き、本社ビルの会場をご提供し、区内服飾学校の作品展示
会・ファッションショーの開催、区内小学校の卸売り業・物流業について
の社会科見学など、教育現場と実社会との橋渡しにも注力いたしました。

品川エコフェスティバル等への参加
株式会社ニコン

ニコングループは「事業や製品を通して得られた知識や経験を活動に生
かす」と、社会貢献活動基本方針を定め、よき企業市民として、より良い
社会の実現に貢献できるよう、積極的に社会貢献活動に取り組んでいます。
品川区での具体的な活動としては、品川エコフェスティバル参加、JR

西大井駅前及び大井製作所周辺の清掃活動、ボランティア会による品川区
の小学校向け写真教室開催、西大井二丁目町会の例大祭への協力、しなが
わ職場歩き、しながわ寺子屋への協力などを実施しており、今後も社会や
地域の皆様に貢献できるよう、活動を進めて参ります。

エレベーター・エスカレーターの正しい乗り方教室
東芝エレベータ株式会社

当社は、安全で快適な環境にやさしい移動空間を創造し、社会の発展に積極的
に貢献する信頼される「地球内企業」を目指し活動を行っています。品川区内に
おいては、清掃活動のほか利用される方の安全活動として、区との協働活動とし
て「区立保育園におけるエレベーター・エスカレーターの正しい乗り方教室」を
開催しています。利用者の誤った乗り方で怪我をされるお子様などがおりますの
で、DVDを使用してダンスをまじえて開催（11保育園、約700名参加）。保育園より「時
間も内容もよかった」子供たちからは、「おうちでもお話しする」との言葉に、家
庭にも伝わることがうれしく思います。

しながわ職場歩き
日本ハム株式会社

「しながわ職場歩き」は、公益社団法人東京青年会議所が主催するもので、
中学生が品川区内の企業を訪問することにより、「学ぶこと」「働くこと」の
意義を理解し、自己の将来に夢や希望を抱いていただくことが主な目的となっ
ています。2012年10月31日、当社は品川区立品川学園 8年生の生徒 6名を東
京支社にお招きしました。職場見学をした後、事前に実施した職業適性診断
をもとに「働くこと」についてディスカッションを行いました。
当社はこれからも地域の皆様と連携し、このような活動を継続して取り組

んでまいります。

清掃美化活動
ダウ・ケミカル日本株式会社

ダウは持続可能な発展のため、お客さま、従業員、世界各国の地域社会、
株主といったダウを取り巻く関係者および環境に対して幅広い取り組みを
行っています。そのために「ダウ2015年持続可能性目標」と呼ぶ数値目標を
掲げ、2015年度での達成を目指し四半期ごとに進捗状況を報告しています。
特に環境に配慮した取り組みに力をいれ、省エネ、ごみの分別をガイドラ

インと共に徹底、紙の使用量を記録及び比較し使用量の低減を促進、月次環
境会議、社員ボランティアによる清掃美化活動など様々な活動を実施し、従
業員の環境保全に対する意識改革と向上に努めています。



しながわ寺子屋
日本航空株式会社

日本航空では、品川区内の中学校に社員を講師として派遣する「しなが
わ寺子屋」に2005年より参加しています。運航乗務員・客室乗務員・整備
士・空港スタッフなどJALグループ各社・各部門の社員がそれぞれの職務
内容について中学生の皆さんにキャリア講話を行っています。また、2011
年より、中学生の皆さんに本社に訪問いただき、弊社の若手社員とディス
カッションする「しながわ職場歩き」に協力しています。

塗装ボランティア
日本ペイント株式会社（東京事業所）

日本ペイントグループは共存共栄を基本理念とし、社業を通じて社会公
共の福祉に貢献することを経営理念として掲げております。昨年は品川区、
地域町会と「防災 3者協定」を締結しました。また、清掃ボランティア、
塗装ボランティア、「しながわ職場歩き」への協力などさまざまな活動に
取り組んでいます。

情報モラル出前授業
ニフティ株式会社

区立小学校の市民科で、インターネットを安全に利用する方法を知り、今後の
情報社会を生き抜く知恵を学ぶ授業を実施しています。ニフティと教育委員会が
共同で開発した教材を活用しながら社員有志が、わかりやすく情報モラルの授業
を進めます。また、保護者向けとして、違法・有害サイトの実態やネット社会で
子どもを被害者にも加害者にもさせないための講習も実施しています。

社内販売会の実施等
ネットワンシステムズ株式会社

しながわCSR推進協議会の会員として、区との協働で様々な活動を推進し
ています。具体的には、リユースパソコンをNPO法人イー・エルダーを通じ
て品川区に寄贈し、教育・研修等の諸活動に利用されています。また、品川
区内の社会福祉法人・福祉センター等のご協力のもと、手作り製品の社内販
売会を定期的に開催し、区内の障がい者の就労を支援しています。あわせて、
「しながわ職場歩き」にも参加し、区内の中学生に当社のネットワーク技術を
理解頂くとともに、社員との懇談を通して育成・支援しています。

社会福祉法人等への寄附
株式会社　文化堂

社会福祉活動の一環として、弊社のお菓子や食料品を品川総合福祉セン
ター様や社会福祉法人六踏園・品川景徳学園様に定期的に贈呈させて頂い
ております。当社の担当者が直接手渡しをさせて頂き、少しでもお役に立
てた事を実感することができて感謝しております。その様子を弊社の社内
報に毎回掲載して、福祉活動の意義と重要性を社内に浸透させるべく今後
も取組みを継続していきます。

情報モラル出前授業
株式会社日立ソリューションズ

日立ソリューションズは、品川区立東海中学校にて、中学校 1年生を対
象に情報化社会における問題をIT企業の立場から伝えることで、情報モラ
ルの確立を目指し、2008年より情報モラル授業を実施しています。東海中
学校の市民科学習の一環として行われている本授業では、「情報ネットワー
クの光と影」と題し、近年急速に普及しているソーシャルネットワークに
焦点を当て、当社の電子黒板「StarBoard（スターボード）」を使用して
授業を行います。日立ソリューションズは、次世代IT人材の育成をはじめ、
今後も本業であるITを活かし、様々な社会課題の解決に貢献すべく活動を
行っていきます。



ものづくり教室
株式会社　明電舎

明電舎は、NPO法人コアネットと共に2007年から地域の小学生を対象と
したものづくり教室を開催しています。当社社員とコアネットがインスト
ラクターとなり、小学生がモータで動くロボット・キットを組み立てる指
導を行っています。苦労しながらもキットを完成させ、それを動かして遊
ぶことで、ものづくりの楽しさを体験していただいています。品川区内で
は、毎年 5校（約300名）程度を対象に実施しています。

地域イベント等への協力
ホテルサンルート品川シーサイド（株式会社サンルート）

「私たちサンルートホテルチェーンは、お客さま・地域社会・環境とと
もに歩む“WITH”の思いを大切にします。」のメッセージとともに、“クリー
ンアップ活動の定期開催”“地元中学校の体験学習”“地元の作家の展示会開
催の会場（ホテルロビー）の提供”“地域イベントの協力”などを積極的に
行っています。

出前授業（食育プログラム）
株式会社モスフードサービス

当社では、地域社会との交流と豊かな食生活の提案を目的とし、地域の
小学校へ地元店舗のスタッフが出向いて“出前授業”を行う「モスバーガー
食育プログラム」を行っています。子供たちに身近なハンバーガーを通じ
て、正しい食のあり方や環境問題に気付いてもらい、主体的に考えるきっ
かけを体感できる内容となっています。昨年度、品川区では区立小学校 1
校で実施しました。参加児童の保護者からは「国産の野菜は甘くておいし
いと言って喜んで食べる」など、また教員の方からは「給食の食べ残しが
減り、手洗いもきちんとするようになった」などの声が寄せられています。

品川クリーンナップ大作戦
楽天株式会社

楽天グループは、年に 2回約150名が参加する清掃活動を行っています。
実施場所については、品川区と調整しながら毎回選定を行っています。
活動を重ねるごとに参加者が増えており、最近では国際色も豊かになっ
てきています。この清掃美化活動により地域や環境に対する意識高まると
ともに、社内コミュニケーションが向上するなどの効果もみられました。

possibility of new collaboration



しながわＣＳＲ推進協議会の活動

総会
平成24年 7月20日（金）に品川区役所で平成24年度
しながわCSR推進協議会総会を開催しました。
協議会会長（濱野区長）の挨拶のあと、出席企業の
社会貢献活動事例を交えた自己紹介、平成23年度し
ながわCSR推進協議会活動報告、平成24年度しながわ
CSR推進協議会活動予定について意見交換を行いまし
た。

しながわ職場歩き
社会人との対話を通して、自らのあり方を自覚して

もらうとともに、具体的な職業観を養ってもらい、将
来の進路選択の際に主体的に考え、行動してもらうこ
とを目的とした公益社団法人東京青年会議所・品川区
委員会が主催する「しながわ職場歩き」に協議会会員
企業（関連会社）19社が参加しました。品川区役所も
1事業所として10月23日に八潮中学校 9年生 5人を受
け入れ、若手職員と仕事のやりがいや将来の夢や希望
について意見交換をしました。

社会貢献活動（清掃美化活動）
平成24年10月20日（土）しながわCSR推進協議会の

会員企業による社会貢献活動（清掃美化活動）を実施
しました。
この清掃美化活動は、社会貢献活動に対する社員（職
員）の意識啓発や、協議会の活動を広く区民にPRし、
また活動を通じて参加者の交流も積極的に深めてもら
うことを目的としています。
12企業と品川区役所の13事業所50人が 7チームに分

かれて、大井町駅、大崎駅、西大井駅周辺の清掃美化
活動を行い、参加者からは「結構タバコの吸い殻や空
缶が捨ててある」、「歩行者のマナー教育も大切だ」な
どの感想が寄せられました。

CSR講演会と活動事例発表会
平成25年 2月 5日（火）にきゅりあん小ホールで

「CSR講演会と活動事例発表会」を開催しました。第
一部講演会では、株式会社国際社会経済研究所 代表
取締役社長 兼 日本電気株式会社（NEC）CSR・環境
推進本部 主席主幹の鈴木均 氏に「CSRと社会貢献～
CSR時代の戦略的社会貢献活動～」と題した講演をし
ていただき、第二部活動事例発表会では、会員企業の
東芝エレベータ株式会社が区立保育園で実施している
「エレベーター・エスカレーターの正しい乗り方教室」
について、東京サラヤ株式会社が区立小学校で実施し
ている「環境教育」などについてそれぞれ内容を紹介
しました。



　区では、社会経済環境の変化とこれからも守るべき伝統や文化、助け合いの心などの普遍の価値を

踏まえて平成20年4月に、区民と区との共同指針として新しい基本構想を策定しました。この基本構

想では、「輝く笑顔　住み続けたいまち　しながわ」を将来像として品川区が今後進むべき方向を三つ

の基本理念として示し、将来像を具体化した五つの都市像を掲げています。長期基本計画は、基本構

想を具体化するために行う施策と、実現の方向を明らかにした今後10年間の計画です。品川区は平成

21年4月からこの計画を基本として施策を展開しています。

品川区基本構想

3つの基本理念

品川区がめざす将来像
（5つの都市像）

輝 く 笑 顔  住 み 続 け た い ま ち  し な が わ

暮らしが息づく
国際都市、

品川区をつくる

伝統と文化を
育み活かす
品川区をつくる

区民と区との協働で、
「私たちのまち」
品川区をつくる

だれもが輝く
にぎわい都市

未来を創る
子育て・教育都市

みんなで築く
健康・福祉都市

暮らしを守る
安全・安心都市

次代につなぐ
環境都市
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