
平成 29 年 10 月に、協議会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り、企業の協議会運営への参加を推進することを目的として、
幹事会が設置され、会員企業のうち 16 社が幹事企業となりました。

平成 30 年 1 月 30 日（火）品川区役所で、設置後初めての幹事会が開催されました。
幹事会では「主に協議会の事業内容や方向性の検討等」について議論するという幹事会
の役割や「幹事会会則」の内容、来年度事業の実施時期や実施内容等について確認が行
われました。

＜幹事企業一覧＞（50 音順）
アチーブメント㈱、池田印刷㈱、いすゞ自動車㈱、ＳＭＫ㈱、スリーエムジャパン㈱、
ソニー㈱、東京サラヤ㈱、㈱トリドールホールディングス、
日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱、㈱フォーカスシステムズ、
㈱文化堂、本田通信工業㈱、㈱モスフードサービス、ヤマト運輸㈱新東京主管支店、
㈱ローソン、ロジスティックスオペレーションサービス㈱

〈議　題〉
⑴ しながわCSR推進協議会幹事会について

・しながわCSR推進協議会幹事会の役割等について
・しながわCSR推進協議会幹事会の会則について

⑵ 平成30年度活動予定について
⑶ 意見交換等

平成 29年 6月 29日（木）、「しながわCSR推進協議会」の社会貢献活動の一環として、
NPO法人しながわ花海道主催のコスモスの種まきに参加しました。
この種まきは、勝島運河沿いの全長約 2 ㎞あるしながわ花海道で毎年行われ、この日は
協議会会員企業15社 45名と、近隣の鮫浜小学校の全校児童約180名が参加しました。
大人も子どもも一緒になって土をならしたり種を植え、大変な作業の中にも、笑顔が
たくさんあふれていました。
なお、10 月 29 日（日）に予定されていた「菜の花の種まき」にも参加予定でしたが、
当日悪天候のため中止となってしまい、後日、参加予定だった企業が個別に種まきを実
施しました。

＜参加会員企業＞（50音順）
いすゞ自動車㈱、SMK㈱、三和テッキ㈱、ソーバル㈱、ソニー㈱、
第一ホテル東京シーフォート（㈱阪急阪神ホテルズ）、大成温調㈱、
中外製薬㈱関東南統括支店、㈱トリドールホールディングス、
日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱、野村不動産アーバンネット㈱、
㈱ブロードリーフ、ホテルサンルート品川シーサイド（㈱相鉄ホテルマネジメント）、
美鈴工業㈱、ロジスティックスオペレーションサービス㈱
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平成 30年 3月 1日（木）、「しながわCSR推進協議会」の活動の一環として、会員
企業による合同活動（区内学校の下校見守り活動）を実施しました。

当日は 20企業 35名が参加し、義務教育学校の「品川区立品川学園」にて行われました。
午後、全校児童・生徒が一斉に下校を始めるなか、会員企業の参加者は通学路等に立っ
て「さようなら」「気を付けて帰ってね」など声をかけ、横断歩道では横断旗を持ちながら、
信号の横断の誘導をしました。
参加した企業からは、「地域の学校との連携を通じた活動は積極的に進めるべき」「よ
く通る道であったが、見守り活動をすることによって、新たに気づく点があった」など
の意見が寄せられました。
子どもたちの見守り活動は、地域の町会やPTA・ボランティアなどが取り組んでいます。
今回は企業も地域の一員という観点から、地域での貢献活動として実施しました。
合同活動は、社会貢献活動に対する社員（職員）の意識啓発や、協議会の活動の周知、
そして、参加者同士の交流を積極的に深めてもらうことが活動の目的です。

＜参加会員企業＞（50音順）
いすゞ自動車㈱・SMK㈱・㈱学研ホールディングス・光陽産業㈱・三和テッキ㈱・
住友重機械工業㈱・ソニー㈱・第一ホテル東京シーフォート・大成温調㈱・
東芝エレベータ㈱・日本バルカー工業㈱・
日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱・日本航空㈱・
ネットワンシステムズ㈱・野村不動産アーバンネット㈱・
㈱日立ソリューションズ・クリエイト・㈱文化堂・本多通信工業㈱・美鈴工業㈱・
ロジスティックスオペレーションサービス㈱

平成 29年 9月 11日（月）～ 9月 29日（金）しながわCSR推進協議会パネル展
を開催しました。

このパネル展は、協議会の会員企業が、環境・防災・教育・
福祉・地域活動など様々な分野において実施している社
会貢献活動を区民や企業の皆さまに広くお知らせするた
めに行っています。

会場となった区役所 3 階連絡通路とスクエア荏原 1 階
通路では、多くの方がパネルをご覧になっていました。

平成 30年 2月 24日（土）・25日（日）、きゅりあんイベントホールで「地域でつ
ながるみんなの暮らし展 2018」が開催されました。

このイベントは様々な団体が地域に根ざした社会貢献
活動や「協働」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す。
＜出展企業＞ 
　東京サラヤ㈱、協議会事務局（品川区総務課）
＜パンフレットへの掲載企業＞ 
　城南信用金庫、第一三共㈱品川研究開発センター、 
　東洋製罐グループホールディングス㈱、㈱明電舎

○PR動画の配信
本協議会および会員企業の社会貢献活動を映像にまとめ、

ケーブルテレビ品川や大崎ウェルカムビジョン等で放映して
います。また、YouTube 品川区公式チャンネル「しながわネッ
ト TV」でも配信しております。是非ご覧ください。

○ホームページ・メールマガジン
企業の社会貢献活動を推進するために、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）」
にて発信しています。

また、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。メールマガジンのバックナンバーは、区ホームページに掲載しています。
　①品川区 HP ：http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/

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

協議会事務局
（品川区総務課）

東京サラヤ㈱
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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。

区民と区との協働で、
「私たちのまち」
品川区をつくる

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

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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