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わが国の経済に大きな打撃を与えたリーマンショックに端を発した景気の長期低迷
や、東日本大震災の発生など、企業を取り巻く社会経済環境は必ずしも良好ではあり
ませんでしたが、この間の各企業の不断の努力もあり、日本経済はようやく回復の兆
しを見せつつあります。
一方で、こうした環境の中で、製品やサービスの提供を通じて社会に貢献するだけ

でなく、CSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）を経営の基盤と考え、
自社が社会へ与える影響を意識しつつ事業活動を行う企業が増えてきました。
数多くの困難を乗り越え、事業活動を継続する企業は地域に信頼感と活力を与える

存在であり、また、地域社会の一員（企業市民）としての活躍が期待されます。
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。
また、会員企業が区や地域と防災に関する協定を締結するなど、企業が持つ資源（リ
ソース）を活用した具体的な連携も始まっており、企業の社会貢献活動と地域との協
働が着実に進んでいるところであります。
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と、しながわCSR
推進協議会の１年間の活動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26年3月
 品川区長　濱野　健
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しながわＣＳＲ推進協議会
　区民（企業）と区との協働で「私たちのまち」品川区をつくるという理念に基づき、企業の社会貢
献活動を推進することを目的に、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、品川区と連携して、社会貢献活動に関する情報発信・交換を行いながら、各企業
が環境・防災・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。
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■ 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

大井町ガーデンの運営を行っており、2014年3月4日　新たにホテル
のツイン館と商業施設がオープンいたしました。  

■イオンリテール株式会社〒140-0002 品川区東品川4-12-5
TEL.03-5715-8300　FAX.03-5715-8333
http://www.aeon.info/
■ 担　　当：人事総務課
■ 事業内容：イオンは、国内外の約200社のグループ企業と30万人を超える従業

員が一体となり、地域の特性に合わせた快適なショッピングと便利な
サービスを提供しています。暮らしをサポートする多彩な機能を備え、
お客さまの便利で快適な暮らしに貢献することを目指しています。

■ 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：総務課
■ 事業内容：感性価値を大切に　美術系印刷を特に得意とする総合印刷会社です。

人と環境に優しい印刷を通じ社会に貢献します。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
ションのご提案などを行っております。

■ 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）を設計・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

■ 株式会社学研ホールディングス〒141-8510　品川区西五反田2-11-8
TEL. 03-6431-1810　FAX. 03-6431-1851
http://ghd.gakken.co.jp/
■ 担　　当：CSR推進室
■ 事業内容：昭和21年に㈱学習研究社として大田区で創業、平成20年に品川区西

五反田に本社を移転。出版、教室・塾、高齢者福祉・子育て支援など
多岐にわたる事業を展開しています。  

■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　総務グループ
■ 事業内容：都市ガス・プロパンガス用ガス栓・汎用バルブ、その他関連部材の製

造販売。車両用(新幹線等）・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。漏れ検査装置・半導体周辺機器・
組み立て装置・特殊治具等の設計、製作、施工管理。

■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：総務人事部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〒140-8602 品川区東品川2-3-11
TEL. 03-5796-5876　FAX. 03-5796-5848
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。  
  

協議会 会 員 企 業 一 覧 （50音順）
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■ 城南信用金庫〒141-8710 品川区西五反田7-2-3
TEL. 03-3493-8111　FAX. 03-3493-8210
kikaku@jsbank.co.jp
■ 担　　当：企画部　社会貢献室
■ 事業内容：当金庫は、「人を大切にする」「思いやりを大切にする」という信用金

庫の原点を貫いて、金融業務のみならず、東日本大震災の被災地支援
活動や地域行事への参加、社会福祉施設の支援等の社会貢献に取組ん
でいます。

■ 新日鉄住金エンジニアリング株式会社〒141-8604 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。

■ 住友スリーエム株式会社〒141-8684　品川区北品川6-7-29
TEL. 03-6409-3800（代表）　FAX. 03-6409-5801
http://www.mmm.co.jp/
■ 担　　当：総務部
■ 事業内容：3Mジャパングループは産業関連全般から生活関連に至るまで、幅広

い分野で日本市場やお客様のニーズに応え、課題を解決する製品や
サービスをお届しています。  

■セメダイン株式会社〒141-8620 品川区大崎1-11-2　ゲートシティ大崎イーストタワー
TEL. 03-6421-7411　FAX. 03-6421-7415
http://www.cemedine.co.jp/
■ 担　　当：人事総務部総務課
■ 事業内容：接着剤・シーリング材・粘着剤・特殊塗料・コーティング材およびそ

の加工品の製造販売  
  

■ソニー株式会社〒141-8610 品川区大崎2-10-1　NBF大崎ビル（ソニーシティ大崎）
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（"One Sony")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。

■ 株式会社第一興商〒141-8701 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：総務部
■ 事業内容：業務用カラオケ（DAM）事業、店舗（ビッグエコー）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
〒140-8710 品川区広町1-2-58
TEL. 03-3492-3131　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（代）　FAX. 03-5460-4401（代）
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：総合卸売りセンター、複合商業施設、オフィスビル、催事・コンベン

ションホール、温浴施設・フィットネスクラブ等の企画・開発・運営
を、五反田・浅草・大崎・有明・横浜みなとみらい（桜木町）等にて
手がけております（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

　給機器等の販売  
2.食品衛生・労働衛生のコンサルティング  
3.食品等の販売
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■ 東京マリオットホテル（森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社）〒140-0001　品川区北品川4-7-36
TEL. 03-5488-0234　FAX. 03-5488-3903
www.tokyo -marriott.com
■ 担　　当：営業部
■ 事業内容：洗練されたデザインと機能性を兼ね備えた客室やダイニング、世界で

愛されるマリオットブランドのホスピタリティでお客様をお迎えして
おります。  

■ 東芝エレベータ株式会社（本社）〒212-8585 川崎市幸区堀川町72-34（本社）
〒141-0014 品川区大井1-28-1（東京支社）
TEL. 044-331-7100　FAX. 044-528-9593
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。

■ 東芝テック株式会社〒141-8562 品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー
TEL. 03-6830-9129　FAX. 03-6684-4001
http://www.toshibatec.co.jp/
■ 担　　当：総務部CSR推進センター
■ 事業内容：POSシステムやデジタル複合機（MFP）、RFIDやバーコード、インク

ジェットヘッド等、店頭やオフィスなどにおいて、ビジネスの効率化、
円滑化を実現する製品とサービスをトータルで提供しています。  

■ 東洋製罐グループホールディングス株式会社〒141-8627 品川区東五反田2-18-1
TEL. 03-4514-2303　FAX. 03-3280-8114
http://www.tskg -hd.com/
■ 担　　当：CSR室
■ 事業内容：当社グループは総合容器メーカーとして、金属、プラスチック、ガラ

ス、紙を主原料とする容器の製造販売を中心とした「包装容器関連事
業」をはじめ、「鋼板関連事業」、「機能材料関連事業」を主な事業内
容としています。

■ 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（東京支社）〒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・乳製品等を幅広く手がける食品企業です。 
  

■ 日本ペイント株式会社（東京事業所）〒140-8675 品川区南品川4-1-15
TEL. 03-3740-1110　FAX. 03-3740-1187
http://www.nipponpaint.co.jp/
■ 担　　当：総務部　東京事業所　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
http://www.nifty.co.jp/csr/
■ 担　　当：人材開発部
■ 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。  
  

■ニューオータニイン東京（ＨＲＴニューオータニ株式会社）〒141-0032 品川区大崎1-6-2
TEL. 03-3779-9111　FAX. 03-3779-9182
http://www.newotani.co.jp/inntokyo/
■ 担　　当：業務管理室
■ 事業内容：私どもはニューオータニグループの一員として、ホテルとレストラン

を運営するほか、ホテルPB商品の販売等を行っております。  
  

■ネットワンシステムズ株式会社〒140-8621 品川区東品川2-2-4　天王洲ファーストタワー
TEL. 03-6433-1721　FAX. 03-6433-1710
http://www.netone.co.jp/
■ 担　　当：法務・CSR部　CSR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ICTソリューショ

ンと各種サービスを提供しています。  
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■ 株式会社日立システムズ〒141-8672 品川区大崎1-2-1
TEL. 03-5435-5002　FAX. 03-5435-2742
http://www.hitachi - systems.com/csr/index.html
■ 担　　当：コーポレート・コミュニケーション部CSRグループ
■ 事業内容：幅広い規模・業種にわたる業務システムの構築、データセンター・コ

ンタクトセンター・ネットワークを生かしたシステム運用・監視・保
守が強みのITサービス企業。全国に約300のサービス拠点を展開。  

■ 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20店舗展開。
  

■ ㈱サンルート ホテルサンルート品川シーサイド〒140-0002 品川区東品川 4-12-8　品川シーサイドイーストタワー 16階
TEL. 03-6716-0011　FAX. 03-6716-1888
http://www.sunroutehotel.jp/shinagawaseaside/
■ 担　　当：管理又は宿泊
■ 事業内容：国内・海外に70の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宿泊や、会議・宴会等にもきめ細やかなサー

ビスと、真心を込めたおもてなしでお客様をお迎えしています。その中で品川シーサイド店は、16階がフロントとレストラン・
宴会場、17階から上層階が客室と眺望が良く、総客室数300室に加え、レストランと会議室タイプの宴会場を2会場所有したホ
テルです。間もなく開業10周年を迎え、ますます充実したサービスを提供して、皆さまのお越しをお待ちしております。

■ 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／環境戦略部
■ 事業内容：大崎を創業の地とする電機メーカーで、発電機及び変電機器、電子・

情報機器など多岐に亘る製品をはじめ、維持管理などのサービスもご
提供しています。  

■ 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/
■ 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：CSR部CSR推進課
■ 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. 03-5759-6905
http://www.lawson.co.jp/company/
■ 担　　当：CVSカンパニー支社サポート本部　社会共生部
■ 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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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 イオンリテール株式会社
4 池田印刷株式会社
5 SMK株式会社
6 大崎電気工業株式会社
7 株式会社学研ホールディングス
8 かんべ土地建物株式会社
9 光陽産業株式会社
10 コベルコ建機株式会社
11 三和テッキ株式会社
12 株式会社ジェイティービー
13 城南信用金庫
14 新日鉄住金エンジニアリング株式会社
15 住友スリーエム株式会社
16 セメダイン株式会社
17 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)

18 株式会社第一興商
19 第一三共株式会社品川研究開発センター
20 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）
21 大日本印刷株式会社
22 ダウ・ケミカル日本株式会社
23 株式会社テーオーシー
24 東京サラヤ株式会社

25 東京マリオットホテル
(森トラスト･ホテルズ&リゾーツ株式会社)

26 東芝エレベータ株式会社
27 東芝テック株式会社
28 東洋製罐グループホールディングス株式会社
29 東横INN品川駅港南口天王洲（株式会社東横イン）
30 株式会社ニコン
31 日本ハム株式会社
32 日本ペイント株式会社
33 ニフティ株式会社（新宿区）
34 日本航空株式会社
35 ニューオータニイン東京（HRTニューオータニ株式会社）
36 ネットワンシステムズ株式会社
37 株式会社日立システムズ
38 株式会社日立ソリューションズ
39 株式会社文化堂
40 ホテルサンルート品川シーサイド（株式会社サンルート）
41 前田道路株式会社
42 三菱鉛筆株式会社
43 株式会社明電舎
44 株式会社モスフードサービス
45 楽天株式会社
46 株式会社ローソン
47 品川区

協議会会員
企業MAP
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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。



朝当番制活動（清掃活動）
池田印刷株式会社

印刷企業として、「お絵描きノート」を制作し、幼稚園・保育園を中心として寄付活動に取り組
んでいます。
また、創業時から半世紀に渡り「朝当番制活動」として　営業日の毎朝、本社近隣の清掃活動

を交代制で実施しています。「場を清める」精神の実践と、通園通学の子供達への挨拶と声がけの
防犯活動等　コミュニケーションをはかっています。社員で協力して地域貢献をすることはとても
清々しく、ボランティア精神を育み環境美化への意識も高まる機会となっています。
この「朝当番制活動」が平成25年 2月、しながわ環境大賞の環境賞として評価いただきました。

ハンドボール教室
大崎電気工業株式会社

OSAKIでは、社会貢献活動の一環として品川区内の小学生を対象とした
「ハンドボール教室の開催」や、中学生を対象とした「しながわ職場歩き」、
そして社員による「地域清掃美化活動」を実施しています。
ハンドボール教室では、当社ハンドボール元選手が中心となり、チーム
プレーの面白さや大切さ、体を動かすことの楽しさを体験してもらうため
活動に取り組んでいます。

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を伝え、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大学にて講演を行いました。また、ゼミへの協
賛や中学校や高校からの企業訪問を受け入れております。産学連携の取り
組みにも力を入れております。
昨年11月には、しながわ寺子屋・職場歩き実行委員会が主催する「しな

がわ寺子屋」に協賛し、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。

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、社会福祉施設への助成や要介護者へ
の紙おむつ寄贈、青少年育成のための奨学金支給、品川区の「わんぱく相撲」開
催の支援、伝統芸能振興のための支援など多岐に亘って活動しています。SMKと
しても地域活性化のために品川区社会福祉協議会に非常食を寄贈、戸越 5丁目の
ゆるキャラ「とごっちょ」の製作支援や冬季イルミネーション点灯で地元の道を
照らしご家族連れの方々を和ませました。写真は、秋の例大祭に参加した模様です。
毎年、神輿の担ぎ手として参加し祭りを盛り上げ、本社中庭を休憩所として飲み
物やお菓子を提供して町会の皆様との親睦を深めています。

環境学習講座
株式会社学研ホールディングス

品川区に本社を置く企業として、教育・福祉・環境の 3分野を地域貢献
の柱に据えています。教育分野では「品川区環境情報活動センター環境学
習講座」や「しながわ職場歩き」への参加、福祉分野では保育所開設によ
る待機児童解消への貢献、品川区在住の障がいある方の雇用、品川ボラン
ティアセンターへの使用済み切手の寄付、環境分野では省エネ活動、ごみ
の減量化・再資源化活動に積極的に取り組んでいます。

イオンチアーズクラブ
イオンリテール株式会社

① 毎月11日のイオン・デーで「地域のボランティア団体の皆さま」と「活動を応援したいお客さま」を結ぶ「イ
オン黄色いレシートキャンペーン」を実施。レシート合計金額の 1％の品物を寄贈しております。
② 毎月11日から 1週間イオン・クリーン活動を実施。店舗外周や近隣地域の清掃活動を行なっております。
③ 地域社会の安心安全、地域経済の活性化のために自治体（品川区）との包括防災協定の締結をしております。
④ 環境学習・体験を通じて、子供の健全な育成をめざし「イオン　チアーズクラブ」を結成。（対象は小学生から
中学生）店舗従業員がサポートしながら環境に関する様々な活動に取り組んでおります。
⑤ ペットボトルキャップや紙パック・食品トレー・アルミ缶などの回収ボックスを設置し、お客さまにリサイク
ルのご協力を呼びかけています。
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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。

大崎花いっぱい運動
コベルコ建機株式会社

当社は、2006年より、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、地元の小・中学生や、近隣住民の方、ボランティア
の方と共に、年 2回花植えを行っています。
また、毎年開催される「しながわ夢さん橋」、「社会貢献活動しながわ」
などへのイベントにも参加、企業訪問学習の受け入れも行っています。今
後とも、「地域との絆」と「継続性」を大切にしながら、CSR活動を展開
してまいります。

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。

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、環境保全・社会貢献
に努めるという企業理念に基づき、お客様第一のものづくりを大切にしセｷュリ
ティーテクノロジーを通じて、社会の暮らしの安全に貢献しています。
環境美化をも含め社員が、会社周辺の道路・公園の清掃活動を実施しました。

また、区立中学生が他者との関わり合いを学び、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、本社に於い
ては災害を想定し、工具を用いての救護方法等を定期的に学ぶと共に、防災訓練
が地域社会の一員として役立つよう様々な活動を実施しています。

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。

しながわ寺子屋
城南信用金庫

当金庫は、地域の方々を守り、地域の発展に奉仕する「社会貢献企業」を目指
しており、社会貢献活動を最も大切な仕事の一つとして位置づけています。
（具体的な活動）　品川ビジネスコンテストへの後援、しながわ職場歩き、しなが
わ寺子屋への協力や、中学校での金融に関する出張授業を実施。そのほか、区内
7店舗による、各地町会等の例大祭やフェスティバルへの協力・参加、清掃活動・
交通安全運動への協力、「母さん助けて詐欺」防止運動の実施、「夏休み子ども金
融教室」開催など、様々な地域貢献活動を行っています。また、職員ボランティ
アによる、東日本大震災被災地支援活動も継続的に行っています。
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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。

しながわ寺子屋
セメダイン株式会社

当社では、しながわ寺子屋・職場歩き実行委員会が主催する 2つのプロ
ジェクト（「しながわ寺子屋」「しながわ職場歩き」）や、品川区が主催する「品
川区ものづくり技術体験ツアー」に参画し、講師の派遣や生徒の受入れを
行い、品川区の小学生や中学生を中心に、「はたらくことに対する情熱」、「も
のづくりの楽しさ」を子供達に伝える活動を行ってきました。また、茨城
県にある工場では、近隣の中学生の工場見学を受け入れ､ 接着剤の成り立
ちと､ 製造される過程を実際に見て頂くことで、当社製品への理解を深め
て頂く活動を継続しています。

Sing for Smile プロジェクト
株式会社　第一興商

当社は、東日本大震災被災地へ向けて、Sing for Smileプロジェクト
を展開しております。具体的活動として、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・DK 
ELDER SYSTEMによる健康増進/介護予防プログラム体験を行っておりま
す。‶うたの力"が、被災地の方々にとって少しでも心のケアの一つになっ
てほしいという願いを込め、継続支援を行ってまいります。

ウィザード プログラム
住友スリーエム株式会社

一人でも多くの子どもたちに科学の楽しさや不思議さを知ってもらいた
い――。そんな思いから1996年にスタートした「 3 M ウィザード プログ
ラム 夏休み子ども科学実験館」は、 3 Mジャパングループの事業活動を活
かした社会貢献を代表する活動です。
毎年、 7月～ 8月にかけて近隣の小学生を招き、‶見て、聞いて、やっ
て楽しい"科学実験を行う本プログラムは、企画から参加児童の募集、当
日の運営まで、すべて社員がボランティアで行っています。「ウィザード」
とは魔法使いの意味で、アイデア満載の実験を繰り広げます。

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。

高校生のための科学・薬学セミナー
第一三共株式会社　品川研究開発センター

当事業所は社会貢献活動の一環として事業所周辺の定期的な清掃美化活
動や、青少年の「理科離れ」対策と地域貢献として、品川区にある近隣の
生徒を対象に「高校生のための科学・薬学セミナー」を開催しています。
「高校生のための科学・薬学セミナー」では、研究所の実験室の見学、
研究者からの最先端の研究についての講演に加え、高校生と年齢の近い若
手研究者と、「日常業務や研究への思い」「なぜ、研究職を選んだのか」「将
来、研究者になるために今、やるべきこと」について率直な意見を交換し
ています。
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災害時における施設使用に関する協定
株式会社阪急阪神ホテルズ　第一ホテル東京シーフォート

・ 品川区と「災害時における民間事業者施設の使用に関する協定」を締結。
災害時における帰宅困難者受入
・ 各種イベントへの参加（天王洲夏祭り､大井どんたく､品川宿場まつり等）
・ 各種団体への加盟（天王洲会〈町内会〉､ しながわ観光協会､ 旧東海道
まちづくり協議会等）
・インターンシップ受けいれ

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。

出前授業（環境プログラム）
東京サラヤ株式会社

ひとつしかない地球の資源を多くの人々が子孫代々まで末永く活用するには、
ビジネスにおいても持続可能な取り組みが必要です。
そのためサラヤはグループ企業とも連携し、環境効率の高い商品、生物多様性

の保全や資源の有用活用、サービスやものづくりでの環境効率の改善度追及、リ
サイクルの推進などを進めています。
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、原料調達先の一つであるボルネオ島をテーマにした出前授業を実施していま
す。授業では楽しく学べる工夫を凝らし、資源の大切さを伝えています。

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。職業観を培って頂く機会をご提供させて頂きました。

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

「社会に役立つ企業」との企業理念のもと、地域に密着したCSR活動を継続しております。
その一環としての周辺地域の歩道の清掃、或いは、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・
ふれあいの場をご提供し、住み良い街づくり、絆づくりへの貢献に努めております。また、
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に本社ビルの会場をご提供し、こどもたちや若者たちの未来のため
に、教育現場と実社会との橋渡しにも注力いたしております。今後もCSR貢献を拡げていけ
るよう努力してまいりますので宜しくお願い致します。

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「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（20保育園、約1200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。
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カレンダー等の寄付
東芝テック株式会社

東芝テックグループは、経営理念「私たちの約束」に基づき、事業を活
かした活動および継続的な地域との交流に注力し、さまざまな社会貢献活
動に取り組んでいます。品川区内においては、「しながわ職場歩き」やそ
の他職場見学の受入れ、レジ貸出への協力、カレンダーや手帳の寄付、使
用済切手やカードの寄付、小学校での読み聞かせ等の活動を行っています。
今後も地域の皆様に貢献できるよう活動を継続してまいります。

しながわ寺子屋
株式会社ニコン

ニコンでは、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」に参加し、
生徒の皆さんに「職業を選ぶ上で大事なこと」をテーマにお話をする活動をしています。
一人ひとりが、個性や能力に適した職業を選び、その仕事を通じて社会貢献が出来れば

とても望ましいと私たちは考えています。生徒の皆さんにとっての今後の職業選びのヒン
トとして、ニコン社員の職業選びの経験や当社の製品がどのように社会に役立っているの
かについて交流しました。
当社は、今後も地域の方々との様々な活動を通じ、社会貢献活動に取り組んでまいりま

す。

塗装ボランティア
日本ペイント株式会社　東京事業所

日本ペイントは共存共栄を基本理念とし、社業を通じて社会公正の福祉
に貢献することを経営理念として掲げております。品川区、地域町会と「防
災 3者協定」を締結、毎年、品川消防署自衛消防技術発表会に参加するこ
とにより品川区の防災活動に貢献しています。また「塗装ボランティア」
の実施等さまざまな活動に取り組んでいます。

容器文化ミュージアム夏休みイベント
東洋製罐グループホールディングス株式会社

当社グループは、地域社会との共生を目指して、地域での交流を大切に
しています。本社ビルである大崎フォレストビルディングには、容器の秘
密を「ひらいて」見せる包装容器と人とのコミュニケーションスペース「容
器文化ミュージアム」を設置しています。毎年 8月には夏休みイベントと
して、地域の子供たちを中心に、PETボトル、ガラスびん、キャップ、紙
コップ、段ボールなどの容器を使用した工作教室を開催しています。当日
は、たくさんの方がご来館くださり、普段何気なく使っている「包装容器」
に関心を持っていただきました。

しながわ職場歩き
日本ハム株式会社　東京支社

日本ハムグループは､ 2011年度より ｢しながわ職場歩き｣ に参加してい
ます｡ 2013年度は、品川学園の中学生 5名をお招きして実際の職場を見学
していただき、働くこと・やりがい・将来について、当社社員とディスカッ
ションする機会をご提供させていただきました。
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。

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。
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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。

しながわ職場歩き
ネットワンシステムズ株式会社

弊社は、心豊かな地域社会実現のために、地域社会の良き一員として、諸活動を積極的に
推進しています。
しながわCSR推進協議会の会員として、区との協働でリユースパソコンを寄贈し、教職員

の教育・研修等の諸活動に利用頂いているのはその一例です。また、区内の社会福祉法人、
ボランティアセンター、NPOのご協力のもと社内イベントの開催、社員へのボランティア活
動支援など、様々な取り組みを実施しています。「しながわ職場歩き」にも初回から参加し、
区内中学生の育成をサポートしています。さらに環境への社会的責任を認識し、地域の取り
組みに積極的に参加し、「品川区エコパワーカンパニー」にも認定頂きました。

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。

しながわ寺子屋
ニューオータニイン東京（HRTニューオータニ株式会社）

ニューオータニイン東京では、2011年から区内の中学校を対象とした「し
ながわ寺子屋」に協力しています。クイズ形式でホテルの概要等を説明し
たりすることで、仕事を通じての社会貢献や学びについてお話ししていま
す。生徒たちの身近であるサービス業の現場の話を通して、今後の進路や
職業観に繋げていけるように今後も活動に取り組んで参ります。また「し
ながわ職場歩き」の受け入れも行っております。

企業訪問の受け入れ
株式会社　日立システムズ

日立システムズは、「教育」に関わる社会貢献活動の一つとして、中学生や高校
生による企業訪問・職場体験を積極的に受け入れています。これは、参加した生
徒に企業活動への理解を深めてもらうとともに、働くことの大変さ・喜び・意義
などを考える機会の提供を目的としたものです。内容は、当社社員による仕事紹
介や職場見学、ITの仕事に関する質疑応答のほか、タブレット端末を活用した生徒
の自己紹介体験やパソコンの解体見学など、ITに興味を持つ生徒の期待に応えるも
のにしています。これにより、次世代を担うこども達に、ITの大切さや便利さなど
を驚きと感動とともに伝えることをめざしています。

社会福祉法人等への寄付
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区総合福祉セ
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
後も取組みを継続させて頂く所存でございます。ありがとうございます。
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中学校の職場訪問
㈱サンルート　ホテルサンルート品川シーサイド

地元中学校の職場訪問として、ほぼ毎年、近隣の中学校の生徒数名を招
き、実際の業務説明と客室内のベッドメイク実習を行っています。また、
年に数回、地元で押し花や絵を描いている方々の展示開業としてロビース
ペースを解放し、地域に貢献をしています。

清掃活動
株式会社モスフードサービス

モスバーガーでは店舗周辺の清掃活動を実施していますが、年に数回一
斉清掃日を設けています。それに合わせて本部でも、ビル周囲にある清掃
活動と花壇の手入れ(草むしりなど）を実施しています。参加人数も多い
ときで30名以上が集まります。地元の皆さんに喜んでいただいております
が、参加した社員からは「リフレッシュできた」「気持ちがいい」「地域貢
献できて良かった」との声が上がっています。

自然観察会
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。

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。

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。

企 業 間
連 携

ソニー株式会社
株式会社明電舎
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しながわCSR推進協議会
活動レポート
2013



　最初に昨年度に協議会が実施した活動についての意見交換がなされました。その中で、協議会会員企業に
よる合同清掃活動に参加した感想として、各企業が一緒の活動をしたことで、各社のCSR担当者とCSR活動
等の情報交換をすることができ、非常に参考になったとの意見が出されました。

　次に各企業が日頃取り組んでいる社会貢献活動についても情報提供がなされ、最初に防災に関連した活動
が紹介されました。意見を述べた企業からは、区と地元町会の三者で災害時に自社社屋を避難所として提供
する防災協定を結ぶ等、様々な地域活動を行っていることが紹介されました。

　その他、学校や保育園での出前授業（教室）など、企業ごとの特色を活かした様々なCSR活動についての
報告がされ、活発な情報交換が行われました。出席者は各企業の具体的なCSR活動に関する方針、活動内容
や課題などについて、メモをとりながら熱心に聞き入っていました。最後に、濱野区長が「社会貢献活動に
は様々な形があると思います。今後も、更なる社会貢献活動に取り組んでいただければ幸いです」と締めく
くりました。

　平成25年 7 月23日（火）に品川区役所で平成25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、新規入会企業 8 社の社会貢献活動事例を交えた自己紹介、
平成24年度しながわCSR推進協議会活動報告、平成25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。

CSR推進協議会総会を開催

＜議　題＞

⑴ 平成24年度しながわCSR推進協議
会の活動報告について
①総会
②CSR講演会と活動事例発表会
③社会貢献活動（清掃美化活動）
④ その他（社会貢献活動しながわ、
しながわ職場歩き）

⑵ 平成25年度しながわCSR推進協議
会の活動予定について
①協議会の合同活動について
② CSR講演会と活動事例発表会  

（平成26年2月4日）
③協議会メールマガジン
④  その他  

（社会貢献活動しながわ、しな
がわ職場歩き、パンフレット・
レポート作成）
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ホームページ
　企業の社会貢献活動を推進するために、
しながわCSR推進協議会の活動や、区内企
業の社会貢献活動の情報を品川区ホーム
ページおよび「しながわすまいるネット」（品
川区民活動情報サイト）で発信しています。

メールマガジン
　しながわCSR推進協議会のメールマガジ
ンを平成25年度に創刊し、毎月1回程度、
協議会の活動、会員企業の社会貢献活動、
新規入会企業の紹介、区からのお知らせな
どを会員企業等に配信しています
● バックナンバーは、区ホームページおよび、し
ながわすまいるネットに掲載しています

　「しながわ寺子屋」と「しながわ職場歩き」（主催：しながわ寺子屋・職場歩き実行委員会）が行われ、し
ながわCSR推進協議会の会員企業も協力しました。
　この２つの事業は、区立中学生が区内企業の社員の方々と接することにより、中学生が自らの将来の進路
選択を主体的に考え行動することを目的としています。参加する企業にも、社員が自分の夢やなすべきこと
を再認識できる機会となっています。

しながわCSR推進協議会協力企業（関連会社含）
しながわ寺子屋
愛知産業㈱、㈱学研ホールディングス、かんべ
土地建物㈱、城南信用金庫、セメダイン㈱、東
京サラヤ㈱、㈱ニコン、日本ハム㈱、㈱DNPデ
ジタルコム、HRTニューオータニ㈱ニューオー
タニイン東京

しながわ職場歩き
大崎電気工業株、㈱ジェイティービー、城南信
用金庫、新日鉄住金エンジニアリング㈱、セメ
ダイン㈱、東京サラヤ㈱、東芝テック㈱、日本
ハム㈱、日本航空㈱、ネットワンシステムズ㈱、
㈱日立ソリューションズ、㈱DNPデジタルコム、
HRTニューオータニ㈱ニューオータニイン東京

企業の社会貢献活動の情報を発信

しながわ寺子屋・しながわ職場歩きに協力

① 品川区ホームページ  
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/

　 「企業との協働」と検索してください⇒
「企業との協働（しながわCSR推進協議
会など）」がご覧いただけます。

② しながわすまいるネット  
http://shinagawa-smile.net/

　 「企業の社会貢献活動」を選択⇒「しなが
わCSR推進協議会」のページがご覧いた
だけます。
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　講演会では、横浜市立大学国際科学学術院教授の影山 摩子弥氏が、「社会
貢献で経営の成功をつかむ～ CSRで新たな飛躍を～」と題し、「現代のCSR
は、企業が生き残っていくために必要な戦略を展開していくことで、きちん
と対価を視野に入れながら、社会の課題に対応していくことが求められてい
る。その場合の対価や経営上の意味は、利益や売上にとどまらず、社員のモ
チベーションの向上や、地域との良好な関係などを含むものである」と語り、
数々の国内外の具体的な事例を紹介しながら、社会貢献活動を通じた企業の
活性化の方法について、わかりやすく講演をされました。

　第一部　CSR講演会

　平成26年 2 月 4 日（火）にきゅりあん小ホールにて、CSR講演会と活動事例発表会を「しながわ
CSR推進協議会」および東京商工会議所品川支部との共催により、開催しました。
　協議会会長（濱野区長）の挨拶の後、第一部CSR講演会、第二部しながわCSR推進協議会会員の池
田印刷株式会社、ダウ・ケミカル日本株式会社の活動事例発表を行いました。

CSR講演会と活動事例発表会を開催

◆参加者アンケート（抜粋）

・ 現代に求められる社会貢献について経営層に働きかけるヒントを得られた。
・ 本業と関連した社会貢献活動が継続しやすいことを改めて感じました。
・ 社会への貢献も戦略的に取り組むことによって企業価値（ブランド）を高めることができることが理解
できました。

・ 品川区の企業が区のCSR活動に参加できるよう、より多くの情報発信を望みます。
・ CSRについてあまり詳しく理解できていなかったが、講演会に参加して重要性と必要性を知ることがで
きた。

・ CSRを活性化するための具体的方策、アプローチなど、もう少し具体的に踏み込んだ提案を聞きたかった。
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池田印刷株式会社
　当社は社会貢献はCSR活動の大切な項目の一つと捉え、現
在、次の4つの社会貢献活動に積極的に取り組んでおります。
1番目は環境対策で、各種認定等の取得や環境にやさしい植
物油インキの使用など、積極的な環境対策を行っています（品
川区エコパワーカンパニー認定）。2番目に朝当番&清掃とし
て、創業時より交代制で営業日の毎朝、五反田事業所近隣の
清掃活動を実施し通学の子供たちに挨拶の声がけをしており
ます（平成25年しながわ環境賞を受賞）。3番目に、印刷製
造過程で余った用紙を活用して製本したお絵描き帳約1,000
冊を平成17年より毎年、品川区に寄付し、区保育園、幼稚
園に配布して豊かな幼児教育を願う活動をしています。最後
に、東日本大震災被災地へのボランティアとして、被災地に
お絵描き帳を贈り、社員のボランティアが絵のコンテストを
行うなど、被災地を支援しています。当社の社会貢献活動は、
①長期的な活動とする、②誰にでもできることで良い、③目
的・目標を設定する、を念頭にこれからも信頼される企業と
なるよう取り組んで参ります。

　第二部　活動事例発表会

ダウ・ケミカル日本株式会社
　当社は全国各地の事業所・工場および米国本社を含め全
世界約５万人の従業員が、統一した意識をもってビジネス
を促進するため、2015年までのサステナビリティ・ゴール
（持続的可能性目標）を設定しており、ダウの社会貢献活動
は、この目標を実践するものです。今日はその中でコミュニ
ティー（地域）に関する活動を紹介いたします。全国の当社
事業所・工場では、地域の学校に向けて楽器や科学に関する
本の寄贈、ソーラー LED外灯の寄贈、地域イベントの参加等、
様々な社会貢献活動を行っています。また、夢・化学―21
委員会主催の「夏休み子ども化学実験ショー」に参加するな
ど、教育分野にも力を入れています。本社がある品川区内で
の活動にも力を入れており、支援学校では運動会運営の支援
や、従業員から集めた牛乳パック943枚を寄贈し、授業に
活用いただく活動のほか、地域の清掃活動を行っており、今
後も品川区内での社会貢献活動に力を入れて進めてまいりま
す。
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社会貢献活動しながわに出展

株式会社学研ホールディングス
自社のノウハウを活かした環境学習講座、障が
い者の積極雇用、保育所開設などによる待機児
童解消への貢献等について紹介していました。

東京サラヤ株式会社
石鹸液による手洗いの普及や小学生への環境教
育等を紹介していました。

城南信用金庫
値域で開催されるイベントへの参加・協力など
取り組んでいる地域活動や、夏休みに実施した
こども金融教室を紹介していました。

協議会事務局
しながわCSR推進協議会も出展し、パネルやパ
ンフレットを配布し協議会の活動をPRしまし
た。

コベルコ建機株式会社
東京本社のある大崎周辺の花壇の手入れ活動、
地域の住民や企業の交流イベント「しながわ夢
さん橋」への参加の様子などをパネルで紹介し
ていました。

株式会社明電舎
小学校 5・ 6年生を対象にしたものづくり教室
で作成するモーターを使ったボール型の回転メ
カ「スクローラー」がこどもたちに人気でした。

　平成26年2月22日（土）にきゅりあんイベントホールで、「第６回社会貢献活動しながわ」が開催されま
した。
　このイベントは、地域に根ざした社会貢献活動や協働事業を応援することを目的として、「協働」をテーマ
に、NPOや地域団体、大学、企業などの多様な団体や組織が一同に集まり、それぞれが自分たちの活動を紹介・
発表・交流しながら、住みよいまちづくりに貢献しようとするもので、今年で６回目となります。今年のテー
マは「わかり合おう！広げよう！」です。
　しながわCSR推進協議会からは、株式会社学研ホールディングス、コベルコ建機株式会社、城南信用金庫、
東京サラヤ株式会社、株式会社明電舎の５社と協議会事務局（品川区総務課）が出展しました。また、協議
会会員企業のＳＭＫ株式会社、日本ハム株式会社、日本ペイント株式会社東京事業所、ネットワンシステム
ズ株式会社、株式会社テーオーシー、東芝テック株式会社、株式会社日立ソリューションズ、株式会社モスフー
ドサービスの８社がパンフレットに社会貢献活動等の紹介を掲載しました。
　今回は、町会・自治会、NPO法人、ボランティア団体、商店街、大学、企業など102団体という多くの団
体が参加するとともに、区民の方々や関係者が会場を訪れ、個人や各団体同士が盛んに名刺交換を行うなど、
情報交換・情報発信を活発に行っていました。

22



社会貢献活動（清掃美化活動）を実施

　平成26年3月19日（水）に、「しながわCSR推進協議会」の社会貢献活動の一環として、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。
　この社会貢献活動は、合同で行う清掃活動を通して、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、
昨年度に引き続き実施しました。
　 13企業と品川区役所の14事業所59人が7チームに分かれて、しながわ中央公園を起点に大井町駅、大崎
駅、西大井駅周辺の清掃美化活動を行いました。参加者からは「探してみるとゴミが意外と落ちていた」、「川
沿い等を清掃しても良いかもしれない」、「参加してみて、会員企業の顔を知ることができて良かった」など
の感想が寄せられました。
　今後も、会員企業からの意見を踏まえながら、実施時期・方法・内容などについて総会等での意見交換を
より密にして、区と企業の連携、企業同士の連携が推進されるような、より良い活動になるように検討して
いきます。
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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

1

1

2
3

4

5

2
3

発　　行：品川区（総務部総務課） 〒140‒8715 品川区広町 2 ‒ 1 ‒36
 TEL. 03‒5742‒6625　　FAX. 03‒3774‒6356
 E-mail：s-somu.shinagawa-csr@city. shinagawa. tokyo. jp
編集協力：しながわCSR推進協議会

　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
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