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〜 グリーン購 入 がひ らく環 境 未 来 都 市 〜

グリーン購入がひらく環境未来都市

ごあいさつ
グリーン購入は、消費者や顧客、従業員、地域社会などをターゲットとする
CSR の取組みとして経営戦略化が可能です。ただ、経営戦略化できているかど
うかを確認するためには、客観的な評価が不可欠です。
横浜市立大学では、CSR や環境問題、まちづくりなどを専門に学ぶ学生が多く
おり、学生の感想や意見は、企業にとって得るものも大きいと思います。
授業の組立ては、担当する各企業が自由に設計できます。具体的には、授業の
中で、自社の取組みや課題に関するテーマを設定し、学生にグループディスカッ
ションをさせて意見や提案を吸い上げるということもあり得ます。また、授業
後に、自社が設定したアンケートを実施したり、指定したテーマでレポートを
提出させたりすることも可能です。
また、そのような用意がない企業のために、プレゼンをおこなった企業の CSR
に関する感想や提案を学生に書かせるフォーマットも用意しています。
当寄附講座は、正式なカリキュラムの一環で実施され、成績も厳しくつけられ
ることもあり、学生が真剣に授業に臨んでいることに加え、CSR や環境問題を
専門に学んでいることから、講義への関心が高い学生が履修しています。関心
をもって学ぶ学生に接すると、講座を担当された社員の方にも刺激になるので
はないかと思われます。会社の業務や活動を担うことで、やりがいを得ると、
会社への求心力や業務パフォーマンスも高まります。寄附講座を通して良い社
員を育てることもできるのです。
さらに、環境や CSR への関心が高い学生に、自社の取組みをアピールするとい
う面もあると思います。感想カードを見ると、講義を聴いた学生に伝わるもの
が大きいことがわかります。
企業にとっても様々なメリットがある講座です。ぜひ御社も、当寄附講座にご
参加いただけましたら幸いです。

横浜グリーン購入ネットワーク会長

（横浜市立大学 CSR センター長）

影山 摩子弥

横浜グリーン購入ネットワーク 横浜市立大学寄附講座内容一覧
講義順

日程

事業者名

グリーン購入ネットワーク

タイトル

1

10 月 5 日

2

10 月 12 日

3

10 月 19 日 横浜市資源リサイクル事業協同組合

マルニ商店が、リサイクル事業を通じて
社会に認められる企業になるためにすべきこと

4

10 月 26 日

これからの時代に求められる真の CSR とは何か？

5

11 月 9 日

6

11 月 16 日

株式会社 湘南貿易

プラスチックリサイクルを推進する為の
SNS を活用したプロモーション企画

7

11 月 30 日

株式会社 オカムラ

オフィス家具の環境対策

8

12 月 7 日

9

12 月 14 日

株式会社 ファンケル

10

12 月 21 日

プリンス電機 株式会社

～ Slim ECO 講座 ～
「想いを込め、想いを創る環境教育活動」

11

1 月 11 日

東洋電機製造 株式会社

鉄道の歴史、鉄道のエコ
～コンパクトシティ・LRT と海外展開～

12

1 月 18 日

株式会社 トライフ

石井造園 株式会社

株式会社 大川印刷
株式会社 野毛印刷社

生活協同組合ユーコープ

グリーン購入のススメ

モノの選び方で世界が変わる

CSR・企業活動を通じて、幸せを共有する企業をめざす。

他社との連携による地域 CSR の推進

身近なテーマで環境を伝える
～身近な環境配慮商品や環境の取り組みの起案～
ファンケルの環境活動

ソーシャルイノベーションと地域社会への貢献

【対象学生】
2 年生から 4 年生まで約 30 名

【教室および授業の時間帯】

2017 年 10 月 5 日（木）から毎週木曜 14：30 ～ 16：00
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全 12 回 1 号館 301 教室で実施

グリーン購入のススメ
モノの選び方で世界が変わる
グリーン購入ネットワーク

講 義
内 容

2016年
2017
年

10
12月
月5
8日
日
事務局長

深津学治

グリーン購入の意義や必要性、効果等の基本的な情報の解説に加え、地球温暖化の加速など、地球を取り
巻く環境問題とグリーン購入とのつながり、身近な毎日の生活と環境配慮型製品、グリーン購入とのつな
がり等をテーマに講義を行いました。また、グリーン購入をさらに身近に感じていただくために、①自分
の出身自治体、②横浜市立大学、③自分のアルバイト先、④就職活動で気になっている企業・団体のうち、
２団体のグリーン購入の取り組みを調べ、発表していただきました。

受講生
の感想

・
「グリーン購入」という言葉を知らなかったので新たに知ることができた。
・これまで学びの中でよくテーマにもなった SDGs を達成するための方法の一つとして自分にも身近で貢献
しやすいものだと思う。
・CO2 削減の目標であるパリ協定や SDGs は知っていたが、そのためにどのような行動をすれば良いのか、具
体的にシャワーをどのくらい短くすればどれだけの量の CO2 削減になるのか知れて良かった。

担当者
の感想

グリーン購入をさらに身近に感じていただくために、今年は自分のつながりのある団体や組織のグリーン
購入の取り組みをパソコンやスマートフォンを使って調べていただきました。自分自身で調べることにより、
分かったことや、より分かりやすく情報を伝える方法や内容について考える機会となったと想います。
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CSR・企業活動を通じて、
幸せを共有する企業をめざす。
石井造園株式会社

講 義
内 容

2017 年

10月 12日
代表取締役

石井直樹

地域企業が業務を通じて、どのようにして信頼関係を築き、社会に（多様なステイクホルダー）どのような
利益、価値を、提供しているかを話しました。
冒頭、｢起立！きょうつけ！礼！｣ をしてから始めました。
大学の講義では、馴染みの無い事かも知れませんが、講義終了の時は、号令をかけないでも、同様にできま
した。
自作の小品盆栽と、苔玉を持ってきて、講演に先立ち、ベストクエスチョン賞を出す事にしました。これは、
クラス全体の、共通理解を高める為の手法として、良い質問に賞品を与えるものです。
CSR と CSV、SDGs の説明をした後に、弊社の活動について話しました。
興味を持って聞いてくれたのは、
弊社が、環境配慮をした経営をしているという事と、独自の緑化基金があり、
それが企業価値につながっているという事です。
最後に、民族の価値観からくる、日本的な働き方について、お伝えしました。

受講生
の感想

・企業規模の大小ではなく、地域に根ざしたという、切り口の企業があることに、あらためて、感銘を受け
ました。
・話すテンポが、おもしろかった。
・社員の仕事に対する、やりがいにつながっていることが凄い。
・伐採した木を、薪やコースターに再利用することで、新しい価値を作っている。ゴミは資源だと感じた。
・民族の価値観で、大和心というところが、他を許容する広い心を持ち合わせている我々だと、再確認できた。
・ベストクエスチョン賞を頂きました。コナラの盆栽を大切にします。

担当者
の感想

今回は、CSR 報告書と会社案内を用いて、弊社の活動と、その成果をお伝えしましたが、次回は、問題定義
をして、それについて話しあって頂く時間をとり、課題解決ワークショップのような形式でやってみたいと
思います。
弊社のメリットとしては、意識の高い横浜市大の学生に、地域企業の素晴らしさを伝える事により、地域愛
を醸成し、キャリア教育、しいては、消費行動に反映し、地域貢献企業が選ばれると思います。
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マルニ商店が、リサイクル事業を通じて 2017年
社会に認められる企業になるためにすべきこと 10月 19日
横浜市資源リサイクル事業協同組合
有限会社マルニ商店（組合員企業）常務取締役 栗原清剛

講 義
内 容

ガラスカレットを中心としたリサイクル事業を展開している
マルニ商店は、資源物を適切にリサイクルルートに乗せる
という本業とともに、事業を通じて社会に広く貢献したいと
いう目標のもと「ソーシャルリサイクリングカンパニー～
リサイクルを通じて地域社会に貢献できる企業～」を目指
して事業展開をしている。
そこで、マルニ商店で行っている、地域貢献・社会貢献活動
の内容と考えを伝え、その後、本業を通じて社会に認めら
れる企業になるためにすべきことについてグループディスカッションを行った。
【活動内容（抜粋）
】
・地元の小学校と連携したリサイクル出前授業やガラス分別の仕事体験
・売上の一部が学校の学習教材費に還元される「オリジナルびんサイダー」の販売
・びんやビー玉で作った、ハンドメイド雑貨のオンラインショップを開設
【活動への考え方（抜粋）
】
・廃棄物処理のネガティブなイメージの払拭には、市民からの信用・信頼が必要
・私たちリサイクル事業者がいることで環境が良くなるという自信の醸成
・地域の学校に、貢献できるものがあれば提供するのが地域企業としての在り方

受講生
の感想

・リサイクル業者の存在は普段の生活ではほとんど意識する
ことはないためとても貴重な話を聞くことができた。
・
「社会に認められる…」というテーマは、大変難しいが、
同時にとても大事であると感じた。
・社会に認められる企業とは一体何なのか？とグループで話
し合ったが、個人的には社員が誇りに思える会社というこ
とが大きいと思った。
・CSR は会社と地域が win-win の関係であってこそ成り立つ
ので、活動を前面にアピールしつつ地域や企業の理解を深められる活動が大切と感じた。

担当者
の感想

・今回の講座では、弊社の課題である「リサイクル事業を通じて社会に認められる企業になるためにすべ
きこと」という唐突なテーマでのディスカッションを皆さんにお願いしました。
・ディスカッション前の短時間に弊社の取り組みを紹介しただけという情報の少なさでしたが、皆さんが
熱心に話し合って発表してくれた意見は、大変参考になるものでした。
・オープンファクトリーやガラス工芸のワークショップ等、いただいたアイデアをぜひ実践していきたい
と思います。
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2017年

これからの時代に求められる真のCSRとは何か？ 10月 26日
株式会社大川印刷

講

義

内

容

代表取締役

大川哲郎

中小企業における CSR について、基本的な考え方を示したうえで、本業を通じた CSR こそが、真の CSR
につながることとして、事例を紹介。持続可能な調達に合致した FSC 森林認証紙、石油系溶剤 0％インキ、
そして従来型の 70％～ 80％消費電力をカットできる LED-UV 印刷機などの取り組みの他、4 カ国語版
おくすり手帳の紹介などを行いました。
そしてグループワークではエシカル商品の販売促進についてグループで話し合ってもらい、
それぞれのチーム
に発表してもらいました。

受講生
の感想

・受験勉強をするなかで、いや大学生になった今でも、TOEFL の勉強で計画表を使用することが多いです。
携帯でカレンダーを作っても、携帯を開いた時点でネットサーフィンが始まり、勉強ができなくなってし
まいます。だから紙媒体のカレンダーは需要があります。このようなワークショップは初めてで自分の
アイディアに大きくリアクションしていただきうれしかったです。
・中小企業／大企業という呼び方ではなく、
「地域企業」という呼び方に変えるという考え方はとても参考
になりました。
「地域企業」と呼ぶことで、地域のブランドとして地元の人にも根付きやすいし、地元で
働きたい！という人の目につきやすくなるのではないかと思いました。
・グループワークを通して、良いモノをどうやって世の中に広げるかを考えましたが、“ 良い会社 ” や “ 良い
活動 ” もどうやったら広げられるかを考えたいと感じました。

担当者
の感想

学生さんたちのグループワークでの取り組みは、毎回一所懸命に取り組んでくださり感謝すると共に、新しい
アイディアが出てくることに驚きと期待を感じています。
実際に参考になることも複数あり、事業にも活用できるアイディアもありました。
これは大変意義のあることだと感じています。
その他、
今後は従業員さんに講師となってもらうことによって、
社内の人財育成にもつなげていくことができれば、更なるメリットが生まれると思います。
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他社との連携による地域 CSR の推進
株式会社野毛印刷社

講 義
内 容

2017年

11月 9日

総務部 部長

阿部寿和

「地域貢献」と言っても各々で志向していることは異なります。社内外を問わず、多くの関係者の共感を得て
チーム一丸となって活動し、
成果を得るためにはどうしたら良いかを学生の皆さんに考えていただきました。
・当社の経営理念「More Effective Communication」とクレド「NOGE HEART」、及び顧客に提供して
いるクロスメディアサービスを紹介。
・コ ミュニケーション領域を本業としている当社ならではの強みを発揮している地域 CSR の事例として、
複数の企業・団体で活動している横浜サンタプロジェクトの取り組みを紹介。

当社の事業内容を説明したスライド

受講生
の感想

題材にした横浜サンタ PJ の活動

・活動の意義をきちんと伝えて仲間を作り、形にするプロセスは CSR 活動で重要だと思いました。
・動 画を見て「理念→伝達→感動（共感し、行動する）→成果」のサイクルが確立し、浸透している会社
だということが社員の皆さんの様子から伝わってきました。
・講義を通して、
いかに地域や社会に貢献をしていくかという志を持っている企業が多くいることを知ること
ができました。
・授業の一部に社会貢献の活動計画を考える時間がありましたが、何事にもテーマや目標があり、それに
向かって動いていかなければならないと実感した時間であり、とても有意義でした。

担当者
の感想

当社の CSR 活動の紹介を通じて、学生時代の学びを「知識」で終わらせないよう「使う力」を高めて欲しい
とお伝えしました。感想を見ると受け止めてくれた学生が多くいたようで嬉しく思います。また、講義内容
を通じて当社に対する新たな印象を持っていただくことができました。当社の今後の活動に対する案も多く
いただいたので今後の参考にさせて頂きます。貴重な機会をいただき有難うございました。
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プラスチックリサイクルを推進する為の 2017年
11月 16日
SNSを活用したプロモーション企画
株式会社湘南貿易

講 義
内 容

エコ事業部

土井菜穂子

弊社は、
プラスチックのリサイクルをする為の装置を販売しておりますが、
リサイクルの最も重要な点は「分別」
です。
「分別」がなぜ重要なのか、
リサイクルはどう行われているのか。実例を紹介しながら講義を行った上で、
そういったことを企業や一般消費者に伝えるためには、SNS や WEB をどの様に活用したプロモーションを
どの様にすべきかを、マラソン大会を事例に検討して頂きました。
また、弊社インターン生の Bita さんより、彼女の母国である「イラン」と「日本」のリサイクルの違い等を
発表してもらいました。

受講生
の感想

・リサイクルがどの様に行われているのか初めて知った。
・PET ボトルをリサイクルすると、黒板消し（の持ち手）になることを初めて知った。
・イランの文化や環境・リサイクルについて初めて知った。
・情報の検索は、Twitter や Instagram をいつも使用していて、タグの付け方が重要。

担当者
の感想

毎年講義を行わせて頂いておりますが、
毎年「初めてリサイクルがどの様に行われているのか知った」という声
を頂くので、一般の方々への SNS や WEB を使った積極的なプロモーションは、リサイクルを進めていく上で
重要であると感じています。学生の皆さんの意見は、弊社がプロモーションを行う上で、ターゲットとしている
年代でもあるので、彼らが日々どの様に情報を集め、関心を持っているのかを直に聞けることは弊社にとって
も重要であると考えています。
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2017年

オフィス家具の環境対策
株式会社オカムラ

講

義

内

容

11月 30日
環境マネジメント部 部長

山口友成

岡村製作所の事業とオフィス家具のライフサイクルにおける環境への取組みを説明するとともに、国等の公的
機関が推進するグリーン購入法や企業独自で選定している環境配慮製品の仕組みを紹介しました。
「講義内容」
1. 会社の紹介、2. 当社の環境への取組み、3. グリーン購入について、4. 製品環境ラベル
これらを踏まえて、
①当社の環境への取組みで、評価できる点（評価できない点）②その取組みをどのように
消費者にアピールをしていけばよいか、についてグループディスカッションの中で、皆さんに考えてもらい
ました。

講義資料

受講生
の感想

グループディスカッション発表

・製品の企画段階から使用済み製品の回収までの全過程で環境に配慮した活動を行っていることは評価できる。
・学生一人暮らしの空間デザイン、製品開発をすることで認知度アップにつながる。
・環境に優しいビジネスと企業の成長は相反するもの捉えられがちだが、この講義で両立できるものと捉え
られるようになった。
・グリーン購入の重要性は理解するが、商品の環境情報表示もあまり目につくこともなく、一般消費者の行動
にあらわれていないと感じる
・
「GREENN WAVE」という会社独自の環境基準を設けていることに感心した。／会社独自の基準は消費
者が判断しづらいと思う。
（両意見有り）

担当者
の感想

当社の事業、環境活動の中でどのような取組みが評価できるのか、というテーマで皆さんに考えてもら
いました。
そこでは多くの意見、感想を頂き、今後の取組みを考えていく上で大変参考になりました。
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身近なテーマで環境を伝える
～身近な環境配慮商品や環境の取り組みの起案～
生活協同組合ユーコープ

講

義

内

容

2017年

12月 7日

組合員理事

郷野智砂子

1、ユーコープの事業、CSR 活動についての紹介・事例報告
⇒環境問題について組合員（消費者）はどう受け止めているか、
どうしたら関心が深まるのか、より関心を持つ取り組みはど
んなものかといったコープが持つ問題意識を提示し、わかり
やすく消費者の心をつかむ環境配慮商品・取り組みについて
のアイデアを考えてもらう。
2、上記のテーマについてのグループディスカッション
⇒組合員（消費者）に環境に関心を持ってもらうにはどんな商品
や企画が考えられるか、それによって伝えたい思い・意図は
何かについて話し合い企画書を作成。グループごとに発表し
てもらい成果を共有しあった。
＜発表された提案＞
「エコポイント付与・割引」
「食材の無駄を減らすレシピ提案」
「エコ情報の SNS 投稿」
「パッケージデザインをわかりやすくスタ
イリッシュに統一」等

受講生
の感想

・学生なので環境よりも値段を気にした買い物をしてしまうことが多いが、
これからは環境に配慮した買い物
もやってみたい。
・
「コープ」＝「エコ（グリーン購入）」という観念を世間に広めることが、環境問題に関心を向けることに
なるのではないか。
・
「買うことが募金になる」取り組みは、買おうと思うきっかけになる。
・CSR の観点から環境の取り組みを行っていることを周知させることで、コープのイメージアップや購買行動
にまでつながっていくことが大切。経営的意味を持つようにお知らせに力を入れていくと良いと思う。

担当者
の感想

最初に「生協とは？」というお話をさせていただいた時には、あまり学生の皆さんには馴染みが無いような
印象でしたが、環境配慮商品など具体的な取り組みを伝えると、
「実家で使っていました！お店を利用して
います」など親近感を持っていただき嬉しかったです。また、講義を通して「生協」＝「安全・安心な商品」
、
「宅配」というイメージだけではなく、ユーコープの環境への取り組みや社会貢献活動なども伝えることが
できました。今回は学生の皆さんの柔軟な発想で、どうしたらもっと環境問題に関心が深まるのか？という
視点で取り組みの起案をディスカッションしていただきました。
「貢献しているという参画感、購入するこ
とがエコにつながるという動機付けが有効なのでは？」
「SNS の活用が効果的なのでは」など、貴重な意見
をたくさんいただきました。今後のユーコープの環境施策や事業にぜひ活かしていきたいと思います。

10

2017年

ファンケルの環境活動
株式会社ファンケル

講

義

内

容

受講生
の感想

12月 14日
CSR 推進室

小倉悦子

ファンケルのビジネスの原点「不の解消」から始まったファンケルの歴史や環境活動（地域との連携、環境
配慮商品、工場での省エネ活動、社内啓発活動）を中心とした CSR 活動（社会貢献）を講義。
また、就職活動に役立つような人事採用情報も毎回入れている。

・ファンケルが横浜の会社だと知らなかった。
・無添加の重要性を聴き、これからは原料をしっかり確認して化粧品を選ぼうと思った。
・環境に配慮した活動がこんなにあることに感動した。
販売した商品の廃棄処理費用も企業に責任があること
を初めて知った。
・創業者 池森の起業のきっかけ「世の中の不を解消」に感動した。

担当者
の感想

毎回、弊社が横浜に本社を置いていることを知らない学生さんがほとんどで、地元企業としての認知が薄い
ことを思い知らされます。
人事採用担当者とも連携して、更に地元大学への周知を工夫していけたらと思っています。
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2017年
～ Slim ECO 講座 ～
「想いを込め、想いを創る環境教育活動」 12月 21日
プリンス電機株式会社

講

義

内

容

企画業務部 部長

東使弘三郎

2007 年から地域などステークホルダーを対象に実施している当社の環境教育活動を紹介。社会的ニーズや
期待から地域や団体と連携し、企業が社会と共有する社会的価値を創り、地域 CSR 活動として継続できた
ポイントや実施者の想いを講義にしました。また、
「中小企業にこのような環境・社会活動が必要か？」を
受講学生に考えてもらいました。
講座構成
１．会社と製品の紹介、３つの「スリムエコ宣言」
２．環境講座・活動の実績

寄附講座の報道記事

３．環境出前講座・環境教育活動の具体事例
４．
「私の環境教育・環境活動計画」を創る
「私の環境教育・環境活動

構想・計画シート」紹介

５．私が考える環境教育の必要性
６．試験答案用紙（課題）の記入

電材流通新聞

2018 年 1 月 25 日発行
講座風景

受講生

講義

＆

課題記入

感想抜粋：特に課題「中小企業にこのような環境・社会活動が必要か？」への感想

の感想 （まず、受講学生の全員が中小企業にも環境・社会活動が必要だとの意見でした。）
中小企業が活動することで地域全体の活動につながる。／中小企業だからできる地域のステークホルダーを
意識した環境教育は必要だ。／中小企業の活動はしっかり評価されるべきだと思う。／環境教育に対して明
確な目標を持っている活動が良い。／活動により地域や社会と同じ目標を持つことができる。／中小企業は
もっとこのような活動をするべきだと思う。／活動が自社の製品とも繋がっていて分かりやすい活動になっ
ている。／従業員・地域・利益に繋がる活動だと思う。／企業の多数が中小企業の日本にとって必要な活動
だと思う。／継続するストーリー性を持った活動がすばらしい。／自社の利益になるような活動の進め方が
分かった。

担当者
の感想
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学生は、中小企業が地域 CSR 活動で行っている環境教育の具体例を知ることができたと思います。当社は、
学生の意見が環境・地域貢献活動を継続するヒントになりました。また、この寄附講座の実施も ISO 審査
や社会的評価になり、業界紙の報道記事にもなりました。

鉄道の歴史、鉄道のエコ
～コンパクトシティ・LRTと海外展開～

2018年

1月 11日

東洋電機製造株式会社 交通事業企画部：佐久間秀一、横浜製作所 管理部：長谷川有紀

講 義
内 容

・明治以降の日本の近代化に果たした鉄道の役割と､ 当社が電気鉄道の発展に貢献したこと､ それと電気鉄
道が他の交通機関と比べてエコなことを紹介します｡ さらに都市交通における利便性と新しい都市交通の
あり方、海外展開などについて考えます｡
・目次：1_ 鉄道の開通､ 2_ 路面電車の登場､ コラム：国産化､ 3_ 都市の拡大・過密化と鉄道､ 4_ 新交通
システム､ 5_ 日本の交通政策 _ コンパクトシティと LRT など､ 6_ 駅務機器､ 7_ 鉄道の特徴､ 8_ 皆さん
の足 _ 京浜急行電鉄､ 9_ 鉄道で発展した東京､ 10_ これからの海外展開

受講生
の感想

・鉄道が環境に優しい交通手段であることは知っていたが、どうすればうまく活用できるかについて考えた
ことがなかったのでとても良いきっかけとなりました。鉄道の発達の歴史を見て行くと、
都市の成長に伴って
鉄道が拡大していましたが、現代では人口の変化や人々の生活の変化などが多く見られるから、それらの
変化を利用して鉄道を利用しやすい社会を創っていくという発想は興味深かった。
・環境に優しいから電車を使おう、とは今まで思ったことがなかったけれど、今日の講義で電車は他の交通
手段と比べ、とても地球に優しい乗り物だとわかりました。また、さらに地球に優しい電車への改良がな
されていることや相互乗入でさらに便利になったこと、コンパクトシティや都市の発展において交通産業
が大きな役割を果たしたことがわかりました。
・これからグローバル展開の流れでもますます日本の鉄道の価値が上がっていると感じました。
・地方では車社会のように見られるケースも多いですが、富山の LRT のように、都市のコンパクト化による
電車の進化も非常に興味深いと感じました。

担当者
の感想

当社の事業と活動内容が講義を通じて理解され、当社への認識が高まり有意義な講義でした。受講の学生さ
んたちは地域政策・まちづくり等を専攻されているため、副題の「コンパクトシティ・LRT と海外展開」は
学生さんたちの関心が高く時宜を得た内容と感じました。
交通と地域との係り（ソフトの面）と電車の省エネ・ユニバーサルデザイン（ハード面）の組み合わせで、
鉄道の利便性はこれからも発展が期待できると思いますので、若い方たちに鉄道への新しい認識を持ってい
ただき今後の参考にして欲しいと思います。
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ソーシャルイノベーションと
地域社会への貢献
株式会社トライフ

講

義

内

容

受講生
の感想

2018年

1月 18日
顧問

加古良二

２社の事業事例を通じて企業活動の在り方を学び社会への影響を検証する。
トライフ社の事業で経済価値と社会価値の同時達成を目指す。
総合商社の資源開発事業が進出地域で持続可能な産業を興し住民の自立を促す。

・営利と社会福祉の融合は可能でより良い社会を作れると思う。
・オーラルピースの事業は革新的で素晴らしいと思った。
・オーラルピースは親戚の障害を持つ人が実際に利用している。介護をする人もストレスがなく口腔ケアが
できるようになり人々の生活を変えることができる。
・今までとは視点の違った話で有意義で新鮮であった。
・CSR の裏の部分には目を向ける機会がなかったので初めて聞き考えさせられた。
・話を聞き営利事業と社会福祉の融合が重要だと知らされた。
・海外での CSR は初めて聞いた。今後はグローバル化を意識し企業を見つめたい。
・単に商品を売るのでなく、事業の理念を売りたいこの言葉が非常に印象に残った。
・海外資源開発事業の真の成果と評価は事業終焉の時に見える。始める時から終わる時をも考えてプロジェ
クトを組み立てる。成る程と思った。
・今日の講義で企業における活動や理念がこうであってほしいと言う自分の意見を持つ機会が得られた。
・人材に関し日本式や GLOBAL 式といった多様な形式があり、その違いも十分認識して自らの働き方を考
えねばならないと思う。

担当者
の感想

・内容は CSR・CSV・ESG の視点で話しをし、事業の背景にある強い理念で社会にインパクトを与える姿
を具体的に２社の実例で示しました。
今まで聞かれてきた CSR 関連の話とは視点が異なりますので、学生の皆さんにはより興味を持って聞い
て頂けたと思います。これからの会社生活で企業の在り方を考える機会になれば幸いです。
・海外 CSR やそれに伴う GLOBAL 人材の話は、働き方改革の話がどんどん進む中で、GLOBAL の中に出て
行く学生の皆様にはその認識と自らの意識改革が重要である事を知って貰えればと思います。
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FSC Ⓡ森林認証紙に印刷しています。

