
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主  催 ： ＮＰＯ法人 地域の未来・志援センター 

地域協力 ： サステナブル経営研究会 

協  力 ： 日本財団公益コミュニティサイト CANPAN 

       ダイバーシティ研究所 

後  援 ： 環境省中部地方環境事務所 

       愛知中小企業家同友会  

名古屋市中小企業振興センター 

 

中小企業中小企業中小企業中小企業のためののためののためののためのＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲセミナーセミナーセミナーセミナー            参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書                                 申込日 2007 年  月  日 

おおおお名前名前名前名前    ））））    

ごごごご所属所属所属所属・・・・ごごごご役職役職役職役職    ））））    

ごごごご連絡先連絡先連絡先連絡先    ））））    住所住所住所住所    〒〒〒〒            －－－－    

電話番号電話番号電話番号電話番号                                                            ＥＥＥＥ‐‐‐‐mailmailmailmail    

このこのこのこのセミナーセミナーセミナーセミナーにににに期待期待期待期待することすることすることすること    ））））    

 

※ご記入いただいたご住所・電話番号・メールアドレスは、本事業の事務連絡以外には使用しません。 

ＦＡＸ 送信先 ０５２－３３９－５６５１ もしくは E-mail 送信先 office@c-mirai.org  
ＮＰＯ法人 地域の未来・志援センター 事務局 宛 

ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility : 企業の社会的責任）という言葉が世の中に広がっています。

これからは大手企業だけでなく中小企業へもＣＳＲへの取り組みが求められてきます。では、大手企業と同

じようなＣＳＲ活動を行わなければならないのでしょうか？地元企業３社の地域における取り組みをご紹介

頂き、中小企業にとってのＣＳＲについて考えます。 

また、ＩＳＯ２６０００ （ＳＲ:社会的責任）規格づくりの日本産業界代表エキスパートを務められてい

る株式会社損害保険ジャパン関正雄氏に中小企業のＳＲへの取り組みについてお話いただきます。 

開催日開催日開催日開催日        ２００７２００７２００７２００７年年年年８８８８月月月月２８２８２８２８日日日日((((火火火火))))    

時時時時    間間間間    １４１４１４１４::::００００００００－－－－１７１７１７１７::::１１１１００００（（（（１３１３１３１３::::３０３０３０３０受付開始受付開始受付開始受付開始））））    

場場場場    所所所所    東桜会館東桜会館東桜会館東桜会館（（（（名古屋市東区名古屋市東区名古屋市東区名古屋市東区））））１１１１階階階階    集会室集会室集会室集会室    

※※※※裏面地図参照裏面地図参照裏面地図参照裏面地図参照    東山線東山線東山線東山線「「「「新栄新栄新栄新栄」」」」駅駅駅駅①①①①番出口番出口番出口番出口よりよりよりより徒歩徒歩徒歩徒歩５５５５分分分分、、、、    

                                    桜通線桜通線桜通線桜通線「「「「高岳高岳高岳高岳」」」」駅駅駅駅③③③③番出口番出口番出口番出口よりよりよりより徒歩徒歩徒歩徒歩５５５５分分分分    

対象者対象者対象者対象者    ＣＳＲＣＳＲＣＳＲＣＳＲにににに関心関心関心関心のあるのあるのあるのある、、、、取取取取りりりり組組組組もうとしているもうとしているもうとしているもうとしている

中小企業中小企業中小企業中小企業のののの経営者経営者経営者経営者・・・・担当者担当者担当者担当者    

定定定定    員員員員    ６０６０６０６０名名名名（（（（申込申込申込申込みみみみ先着順先着順先着順先着順））））    

参加費参加費参加費参加費    ３３３３,,,,００００００００００００円円円円／／／／１１１１名名名名    

申込申込申込申込みみみみ    チラシチラシチラシチラシ下記申込書下記申込書下記申込書下記申込書をををを FAXFAXFAXFAX もしくはもしくはもしくはもしくは EEEE----mailmailmailmail にににに                

                てててて地域地域地域地域のののの未来未来未来未来・・・・志援志援志援志援センターセンターセンターセンターまでまでまでまで。。。。    

おおおお問問問問いいいい合合合合せせせせ先先先先    

ＮＰＯ法人 地域の未来・志援センター 

       （ちいきのみらい・しえんせんたー） 

〒〒〒〒460460460460----0014 0014 0014 0014 名古屋市中区富士見町名古屋市中区富士見町名古屋市中区富士見町名古屋市中区富士見町 9999----16161616 有信有信有信有信ビルビルビルビル 2222 階階階階    

TELTELTELTEL：：：：052052052052----331331331331----6141  6141  6141  6141  （（（（月月月月－－－－金金金金 10:00 10:00 10:00 10:00----18:0018:0018:0018:00））））    

FAXFAXFAXFAX：：：：052052052052----339339339339----5651  E5651  E5651  E5651  E----mailmailmailmail：：：：office@coffice@coffice@coffice@c----mirai.orgmirai.orgmirai.orgmirai.org    

ホームページホームページホームページホームページ : http://www.c : http://www.c : http://www.c : http://www.c----mirai.org/mirai.org/mirai.org/mirai.org/    

プログラムプログラムプログラムプログラム        

14:00 ◇開催挨拶 萩原喜之（NPO 法人地域の未来・志援ｾﾝﾀｰ理事長） 

◇基調発題「今、地域の中小企業が CSR に取り組むということ」 

田村太郎氏（ダイバーシティ研究所） 

14:30 ◇基調報告「地元企業の CSR とサスティナブルな経営」 

                 ～環境省 06 年度調査より～ 

        村田元夫氏（サステナブル経営研究会） 

14:40 ◇地元企業の取り組み事例紹介３社 

【岐阜県】岩村龍一氏（㈱コミュニティタクシー 代表取締役） 

【三重県】尾鍋哲也氏（㈱尾鍋組 代表取締役） 

【愛知県】平沼辰雄氏（㈱リバイブ 代表取締役） 

◇パネル討論 

     「この東海地域で中小企業が CSR を推進するためには」 

     コーディネーター：村田元夫氏 

     パネリスト：事例紹介企業３社 

           加藤啓介氏（サステナブル経営研究会） 

           萩原喜之（地域の未来・志援センター） 

◇日本財団公益コミュニティサイトCANPAN CSRプラスのご紹介 

16:30 ◇「中小企業の社会的責任への取り組みについて」 

            関 正雄氏 

（株式会社損害保険ジャパン ＣＳＲ・環境推進室長） 

 

 

 

【岐阜県】                      【三重県】 

岩村龍一氏                      尾鍋哲也氏

㈱ｺﾐｭﾆﾃｨﾀｸｼｰ                     ㈱尾鍋組 

代表取締役                      代表取締役 

 

 

 

 

 

 

【愛知県】   

平沼辰雄氏 

㈱リバイブ  

代表取締役 

  

 

    地元企業地元企業地元企業地元企業のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ紹介紹介紹介紹介    



 

 

 ＩＳＯＩＳＯＩＳＯＩＳＯ２６０００２６０００２６０００２６０００最新動向説明会最新動向説明会最新動向説明会最新動向説明会            参加申込書参加申込書参加申込書参加申込書                             申込日 2007 年  月  日 

おおおお名前名前名前名前    ））））    

ごごごご所属所属所属所属・・・・ごごごご役職役職役職役職    ））））    

ごごごご連絡先連絡先連絡先連絡先    ））））    住所住所住所住所    〒〒〒〒            －－－－    

電話番号電話番号電話番号電話番号                                                            ＥＥＥＥ‐‐‐‐mailmailmailmail    

このこのこのこのセミナーセミナーセミナーセミナーにににに期待期待期待期待することすることすることすること    ））））    

 

※ご記入いただいたご住所・電話番号・メールアドレスは、本事業の事務連絡以外には使用しません。 

ＦＡＸ 送信先 ０５２－３３９－５６５１ もしくは E-mail 送信先 office@c-mirai.org  
ＮＰＯ法人 地域の未来・志援センター 事務局 宛 

２００９年に発行の見通しとなっているＩＳＯ２６０００は、企業だけでなくすべての組織が対象となる

ＳＲ（社会的責任）に関する国際規格です。ＩＳＯ２６０００（ＳＲ:社会的責任）規格づくりの日本産業

界代表エキスパートを務められている株式会社損害保険ジャパンの関正雄氏に、最新動向をお話頂きます。 

開催日開催日開催日開催日        ２００７２００７２００７２００７年年年年８８８８月月月月２８２８２８２８日日日日((((火火火火))))    

時時時時    間間間間    １８１８１８１８::::４５４５４５４５－－－－２０２０２０２０::::４５４５４５４５（（（（１８１８１８１８::::３０３０３０３０受付開始受付開始受付開始受付開始））））    

場場場場    所所所所    東桜会館東桜会館東桜会館東桜会館（（（（名古屋市東区名古屋市東区名古屋市東区名古屋市東区））））１１１１階階階階    集会室集会室集会室集会室    

※※※※下記下記下記下記地図参照地図参照地図参照地図参照    東山線東山線東山線東山線「「「「新栄新栄新栄新栄」」」」駅駅駅駅①①①①番出口番出口番出口番出口よりよりよりより徒歩徒歩徒歩徒歩５５５５分分分分、、、、    

                                        桜通線桜通線桜通線桜通線「「「「高岳高岳高岳高岳」」」」駅駅駅駅③③③③番出口番出口番出口番出口よりよりよりより徒歩徒歩徒歩徒歩５５５５分分分分    

対象者対象者対象者対象者    ＩＳＯＩＳＯＩＳＯＩＳＯ２６０００２６０００２６０００２６０００にににに関心関心関心関心のあるのあるのあるのあるＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、ＮＰＯ、        

企業企業企業企業、、、、行政機関行政機関行政機関行政機関、、、、学校機関学校機関学校機関学校機関、、、、そのそのそのその他組織他組織他組織他組織のののの        

代表代表代表代表・・・・担当者担当者担当者担当者    

定定定定    員員員員    ６０６０６０６０名名名名（（（（申込申込申込申込みみみみ先着順先着順先着順先着順））））    

参加費参加費参加費参加費    １１１１,,,,００００００００００００円円円円／／／／１１１１名名名名    

申込申込申込申込みみみみ    チラシチラシチラシチラシ下記申込書下記申込書下記申込書下記申込書をををを FAXFAXFAXFAX もしくはもしくはもしくはもしくは EEEE----mailmailmailmail にににに                

                てててて地域地域地域地域のののの未来未来未来未来・・・・志援志援志援志援センターセンターセンターセンターまでまでまでまで。。。。    

プログラムプログラムプログラムプログラム        
18:45 ◇開催挨拶 萩原喜之（NPO 法人地域の未来・志援ｾﾝﾀｰ理事長） 

18:50 ◇「ＩＳＯ２６０００最新動向について」 

    関 正雄氏（株式会社損害保険ジャパン CSR・環境推進室長） 

20:10 ◇会場からの質疑にパネル形式で応答 

 コーディネーター：田村太郎氏（ダイバーシティ研究所） 

 パネリスト： 関 正雄氏 

  （株式会社損害保険ジャパン CSR・環境推進室長） 

萩原喜之（地域の未来・志援センター 理事長） 

講師紹介 

株式会社損害保険株式会社損害保険株式会社損害保険株式会社損害保険ジャパンジャパンジャパンジャパン    CSRCSRCSRCSR・・・・環境推進室長環境推進室長環境推進室長環境推進室長    

関関関関    正雄正雄正雄正雄（（（（せきせきせきせき    まさおまさおまさおまさお））））    氏氏氏氏    

1976年4月安田火災海上保険（現・損保ジャパン）入社。 

システム企画部、社長室、営業開発第一部、近畿総務管理部を経て 

2001年4月地球環境部へ。 

2003年7月コ－ポレートコミュニケー 

ション企画部社会・環境室長に就任。 

2003年12月CSR・環境推進室に名称 

変更、現在に至る。 

CSR国内標準化委員会委員（経済 

産業省）、「環境と経済の好循環」 

専門委員会委員（環境省）、日本経 

団連「社会的責任経営部会」ワー 

キンググループ委員、ISO26000 

（SR:社会的責任）規格づくりの日本 

産業界代表エキスパートなどを歴任。 

主  催 ： ＮＰＯ法人 地域の未来・志援センター 

協  力 ： 日本財団公益コミュニティサイト CANPAN 

ダイバーシティ研究所 

 

 

会場案内会場案内会場案内会場案内    

 

おおおお問問問問いいいい合合合合せせせせ先先先先    

ＮＰＯ法人 地域の未来・志援センター 
〒〒〒〒460460460460----0014 0014 0014 0014 名古屋市中区富士見町名古屋市中区富士見町名古屋市中区富士見町名古屋市中区富士見町 9999----16161616 有信有信有信有信ビルビルビルビル 2222 階階階階    

TELTELTELTEL：：：：052052052052----331331331331----6141  6141  6141  6141  （（（（月月月月－－－－金金金金 10:00 10:00 10:00 10:00----18:0018:0018:0018:00））））    

FAXFAXFAXFAX：：：：052052052052----339339339339----5651  E5651  E5651  E5651  E----mailmailmailmail：：：：office@coffice@coffice@coffice@c----mirai.orgmirai.orgmirai.orgmirai.org    

ホームページホームページホームページホームページ : http://www.c : http://www.c : http://www.c : http://www.c----mirai.org/mirai.org/mirai.org/mirai.org/    


