


近年、企業や NPO による地域を越えた社会貢献活動が広く行われるように
なってきました。多くの企業が、CSR 活動（Corporate Social Responsi-
bility：企業の社会的責任・社会対応力。特に社会貢献活動）を「経営の中
核」と捉え、それぞれの企業で社会的課題等の解決に取り組んでいます。また、
企業が CSR 活動に取り組むことで、従業員満足度や顧客満足度が高まり、中
長期的には企業価値が向上すると言われています。

品川区では、平成 20 年 4 月に定めた基本構想の一つとして、「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＝区民と考え、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、CSR 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」を平成 22 年 5 月に発足しました。当初、品川区を含めて
22 社・事業所で発足しましたこの協議会も、現在は 75 社・事業所と大幅に
増加し、総会、課題別分科会、合同活動（清掃美化活動等）、講演会、本協
議会と会員企業の活動を収録した YouTube での PR 動画配信などの事業の
実施や CSR に関する情報発信・情報交換を行っています。また、新たに平
成 29 年度には幹事会を発足いたしました。今後、幹事会が協議会運営の中
心となり、会員企業の様々な社会貢献活動の要望に応えるとともに、協議会
活動の活性化を図ってまいります。

さて、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催もいよいよ
2 年後に迫ってまいりました。競技会場があるこの品川区にも、日本各地はもと
より世界中から多くの来訪者があると予想されます。これまでも長年に渡り、
区のにぎわいと発展に大きく寄与されてきた各企業の皆様に敬意を表するとと
もに、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした品川区
の更なる飛躍のため、一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

このパンフレットでは、会員企業などの様々な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頂いております。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 30 年 3 月
品川区長　濱野　健

品川区・区民・企業とのパートナーシップ

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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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。

協議会は、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

を進めていきます。

ここでは、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

動を実施されている協議会会員企業の事例の一部を紹介します。

会員企業の企業概要と
社会貢献活動の事例紹介（50音順）

会員企業の企業概要と
社会貢献活動の事例紹介（50音順）

企業名企業名
〒 000-0000　住所
TEL 00-0000-0000　FAX 00-0000-0000
http://www.0000000000000
■担　　当：○○課 
■事業内容 ：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

★……幹事企業（16社）

しながわCRS推進協議会
会員企業一覧
（29年10月2日現在　50音順）

①	愛知産業株式会社
★②	アチーブメント株式会社
③	アワーズイン阪急（株式会社大井開発）
④	イオンリテール株式会社

★⑤	池田印刷株式会社
★⑥	いすゞ自動車株式会社
★⑦	SMK株式会社
⑧	大崎電気工業株式会社
⑨	株式会社学研ホールディングス
⑩	かんべ土地建物株式会社
⑪	株式会社キューブシステム
⑫	黒田電気株式会社
⑬	光陽産業株式会社
⑭	コベルコ建機株式会社
⑮	さわやか信用金庫（渋谷区）
⑯	三和テッキ株式会社
⑰	株式会社 JTB
⑱	城南信用金庫
⑲	新日鉄住金エンジニアリング株式会社
⑳	住友重機械工業株式会社

★㉑	スリーエムジャパン株式会社
㉒	セメダイン株式会社
㉓	ソーバル株式会社

★㉔	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）

㉕	株式会社第一興商
㉖	第一三共株式会社品川研究開発センター
㉗	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）

㉘	大成温調株式会社
㉙	大成祭典株式会社
㉚	大日本印刷株式会社
㉛	ダウ・ケミカル日本株式会社
㉜	 中外製薬株式会社　関東南統括支店
㉝	 DHLジャパン株式会社
㉞	株式会社テーオーシー
㉟	寺田倉庫

★㊱	東京サラヤ株式会社
㊲	東京都競馬株式会社
㊳	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）
㊴	東芝エレベータ株式会社
㊵	東芝テック株式会社
㊶	東洋製罐グループホールディングス株式会社
㊷	株式会社東横 INN　品川港南口天王洲アイル

★㊸	株式会社トリドールホールディングス
㊹	株式会社ニコン
㊺	日産東京販売ホールディングス株式会社、	
	 東京日産自動車販売株式会社、	
	 日産プリンス東京販売株式会社、	
	 日産プリンス西東京販売株式会社
㊻	日本ハム株式会社
㊼	日本バルカー工業株式会社

★㊽	日本ペイント・オートモーティブコーティングス	
	 株式会社
㊾	ニフティ株式会社（新宿区）
㊿	日本航空株式会社
�	ニューオータニイン東京
	 （HRTニューオータニ株式会社）

�	 株式会社ネットネイティブ
�	ネットワンシステムズ株式会社
�	野村不動産アーバンネット株式会社
	 （本社：新宿区、野村の仲介 +「大井町センター」	
	 「旗の台センター」「品川五反田センター」：品川区）

�	株式会社日立システムズ
�	株式会社日立ソリューションズ
�	株式会社日立ソリューションズ・クリエイト

★�	株式会社フォーカスシステムズ
�	富士ゼロックスインターフィールド株式会社
�	株式会社ブロードリーフ

★�	株式会社文化堂
�	ホテルサンルート品川シーサイド
	 （株式会社相鉄ホテルマネジメント）

★�	本多通信工業株式会社
�	前田道路株式会社
�	美鈴工業株式会社
�	みずほ銀行　品川支店
�	三菱鉛筆株式会社
�	株式会社明電舎

★�	株式会社モスフードサービス
★�	ヤマト運輸株式会社　新東京主管支店
�	 株式会社リブセンス
�	株式会社ルネサンス

★�	株式会社ローソン
★�	ロジスティックスオペレーションサービス株式会社
�	品川区役所
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