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見つける。踏み出す。
このまちの一歩先を考える人へ
To the person who foresees one step ahead in our town.
協働ステーション中央
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駆け抜ける人たち・第 10 回

NPOとの協働が、
事業に新たな視点をプラスする

対話を通じて相互理解を促進するCSRの取り組み
―貴社と中央区の関わりを教えてください。

当社は2021年に創業140周年を迎える建設会社です。中央

戸田建設株式会社 広報・CSR部 CSR課

西 村 信 子さん

区京橋に本社を構えてから、100年以上が経ちます。地域の
方には、会社がまだ小さなころから見守っていただき、一緒に
成長してきました。企業でありながら市民であるという自覚を
もち、
「良き企業市民」としての役割を果たすため、地域にお
いてCSR活動を推進してきました。一方で、区内では美化・
清掃活動などが多かったため、会社の事業にも関連するよう

「バリアフリーマップの活動
は本当に素晴らしい体験
でした。
今後も、
さまざまな
NPOとのつながりをつくれ
たら」
と西村さん。

な活動を模索していました。
―近年、企業とNPO・NGO等の対話・協働は減少傾向にある※
といわれています。NPOと協働することになったキッカケを教
えてください。

当社のCSR方針の１つに
「コミュニケーション
（コミュニティ参画
及び開発）」があり、区内のNPOと関わって新たな活動を拡げ
たいと思っていました。

横断歩道の白線でさえ段差を感じたんです。車椅子を利用す

そんな折、WEB検索で協働ステーション中央を知り、話を聞き

る方を見かけたら、手伝いたいと思うようにもなりました。

に行ったんです。相談してみると、これまで考えたことがないよう

また、当社のまちづくりにおいても、車椅子を利用する方だけで

なアイディアで活動する団体を紹介していただきました。
その中で、

なく、高齢者などの歩行が不自由な方のことを考えながら取り

特にNPO法人リーブ・ウィズ・ドリームが中央区と協働で実施す

組むことが重要だと感じたんです。社内でもこの活動が表彰を

るバリアフリーマップ作成事業に関心を持ちました。当社の主事

受けました。

業である
「まちづくり」との親和性を感じたんですね。そこで、協

―事業にも活かせる、新しい視点が得られたんですね。一方、

働ステーション中央に、区と団体をコーディネートしていただいた

課題はありましたか？

んです。その後、まちを歩いて地図に掲載するバリアフリー情報

企業である以上、利益の追求・還元は当然意識しますが、協

を収集するワークショップを協働で開催しました。団体が企画運

働をする時にはそうした点を少し度外視しなければいけないこ

営を担当し、私たちが参加メンバーを社内から集めました。

ともあります。バリアフリーマップも、社内では
「会社でする必要

―協働することでどのような変化がありましたか？

のあることなのか」
という声もありました。

参加した社員一人ひとりに気持ちの変化が生まれました。例え

その問いに対する説明は常に課題になると思います。今回は２

ば、実際に車椅子に乗って区内を移動してみたのですが、ふ

つ意義があると感じました。１つは社員が街の不便さに気づく貴

だんの生活と違って、車は怖いしちょっとした段差も登れない。

重なきっかけになること。２つ目はこの活動が、ベビーカー利用
者や高齢者など広範な社会課題にも通じていること。そうした体

東京駅前で傾斜を測る様子。
「都心である中央区は、
ある
程度バリアフリー化が進んで
いると思っていたが、
まだまだ
改良の余地があるとことがわ
かった」
など、
活動を通して気
づくことも。

験は、当社の事業に有益だと。団体との対話から自社としての
意義を理解できたからこそ、地域の発展に貢献する機会として
「チャレンジする価値がある」と社内に説明できたのだと思います。
―セクターも組織も違うからこそ、活動の目的を共有できる
かどうかが重要ですよね。

はい。何でもいいから一緒にやろうということではないですよ
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戸田建設株式会社
1881年創業、中央区にある建設会社。国内外
で建築・土木を中心とした事業を展開する。CSR
活動では、廃棄物削減や資源保全などに加え、
中央区クリーンデーなどの地域活動にも積極的
に関わっている。 https://www.toda.co.jp/

P r o f i l e

西村 信子（にしむら のぶこ）
1988年入社、総務部IR課、監査室などを経て2017年3月から広報・
CSR部CSR課に配属。社内におけるCSR活動の認知を向上し、NPO
や地域社会と関わるプロジェクトを展開する。

コラム

ESGと企業経営
ESG経営とは、環境（Environment）
・社会
（Social）
・企業統治（Governance）
を配慮した
経営のことである。企業はこれまで、売上高や利
益率などを中心に事業を評価してきた。
しかし近
ね。会社にとって、その社会課題を解決する意義や互いの役
割が明確になる必要があるように思います。そのためには、関
係者としっかりとコミュニケーションを図ることが大切だと考え
ています。
現在参加している沿道フラワーボランティアも、当初は協働す
る必要性があるのか疑問視しました。でも話を重ね、実際に
参加するうちに地域の発展に貢献する活動だとわかりました。
今もよい関係で継続しています。私たちCSR部の役割は、関
わる意義を一つひとつ考えながら、社外と社内をつなげること

年、環境問題の深刻化、国内人口減少、女性・
高齢者・外国人の社会参加の増加などの企業経
営への影響は避けられないことから、持続的成長
のためにそれらの要素を考慮した経営が提唱さ
れてきている。
ものづくり企業であれば、エコプロダクツの開
発・販売や環境貢献活動をブランド戦略に活用
することで、新規顧客の開拓や共感・愛着形成に
よる顧客基盤の強化にもつながる。
ESG経営の推進には、
「 環境」
「 社会」
を事業

にあると思っています。

にどう意義づけるかに加え、社会課題の解決に関

―今後の活動展望を教えてください。

わる利害関係者との対話により、考え方や行動を

新型コロナウイルスの影響もあり、CSR活動のあり方は今後

見直す必要があるといわれている。NPO・NGO

変わっていくと思います。今までのような皆で活動しよう！とい

との協働体制の構築も、今後ますます重要になっ

うスタイルだけでなく、社員一人ひとりが CSR方針を理解し、

ていくだろう。

個人でできる活動をするスタイルも必要になると考えています。
社員の関心もさまざまですし、複数のチャンネルを持ち活動を
継続していけたらと思います。
バリアフリーマップ作成事業のように、市民の声や視点を意識
することで、誰にでも使いやすい建物をつくることもできますよ
ね。協働から得られた成果は、建設事業と地域のどちらにも
プラスに働くと考えています。
※：
（公財）
東京財団政策研究所 CSR白書２０１９

参考：
「Oneシンクタンク」
No.16 ESGと企業経営について
（みずほフィナンシャルグループ）
https://www.mizuho-fg.co.jp/company/activity/onethinktank/index.html
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認定NPO法人 ことばの道案内
市川 浩明さん

あらかじめ行先までのルートを細かく調べる必要が生
じる外出は、視覚障がい者にとって大きなハードルだ。
誰もが出かけたい時に出かけられる社会をめざし、
当
団体は行先までの距離や障害物、
目印となるものを音

ど、4,000以上の道案内を作ってきた。障がいのある
人とない人が視点を補い合いながらつくるので、
道案
内の精度は高まるうえ、
参加者の障がいへの理解・サ
ポート力も高まるという。
当事者にはそれが外出時の安
心になっている。
「さまざまな人や組織と連携することで
少しずつ相互理解が進み、
誰もが外出しやすい社会
の一助になれば」
と市川さんは語る。

JJC 頼れる大人の会
田谷 英浩さん

リタイア後の人生は大きなテーマだ。
生きがいをなくし社
会から孤立してしまう人も少なくない。
当団体は、
そうし
た人たちがかつての知見やネットワークを活かせる大
人の居場所を運営する。
毎月開催している講座や座
協働ステーション中央に登録する︑
約200の団体︒

ている。
企業や行政と連携し、
都心の施設や駅構内な

社会人時代の知見やネットワークを
リタイア後の居場所づくりに活かす

ふだん見られないその活動の断片を伝えます︒

声のみで伝える
「ことばの道案内」
を作製、
無料公開し

今 日 ︑ど う ？

視覚障がい者の目となる
音声のみの道案内を公開

談会には、
いつも多くの人が集って楽しそうだ。
「会員の
多くは企業でバリバリ働いてきた人たち。
経験を話した
り講師と交流を深めたりすることが楽しみになり、
新たな
生きがいの場となっている」
と田谷さん。
色々な人のチャ
レンジに触発され、
地域で図書委員などを務める人な
どもいるのだとか。
年に二度の
「大人の社会科見学」
も
勤めていた頃のネットワークを活かす。
現場を見学する
だけでなく、
地元住民と意見交換もする。
感想を送るこ
とで交流が生まれるなど、
地域との接点も生まれている。
講座参加者を募集
「福島の復興」
「環境問題と地熱発電」
「トップアスリート
のセカンドキャリア」
など、
様々なテーマで開催中。
参加費1,000円。
詳しくは田谷まで。
お問合せ：ttaya@s9.dion.ne.jp

学生インターンシップ生を募集
ことばの道案内づくりのための現地調査やデータ
入力をサポートしてくれる学生を募集中。障がい者
福祉やまちづくりに関心がある方は団体まで。
Email：info@kotonavi.jp 電話：03-3916-6160

Vol.10

協ステ
大 解 剖！

協働ステーション中央（協ステ）の魅力に迫るこのコーナー。
施設の使い方から誰でも参加できるイベントのこと、ユーザーの声まで！
あなたと協ステをつなぐ情報を発信します。

〈区内で行う活動広報のサポートメニュー〉

告知や募集に使える！
情報発信サポート
協ステでは、NPO・ボランティア団体、町会・自治会、
社会貢献に取組む企業など、区内の様々な活動の広
報をサポートしています。イベント・講座案内のほか、

チラシ配架

1種類につき20枚まで配架できます。

中央区
社会貢献活動情報サイト
登録支援

中央区が運営する、社会貢献活動ポー
タルサイト。団体登録で活動報告やイ
ベント等の告知ができます。

メールマガジン・
SNS（Facebook/Twitter）
掲載

協 ス テ のメ ー ル マガ ジン（ 購 読 者 約
3,000名）
、
SNS
（Facebookフォロワー
約2,000名）
に情報を掲載できます。

寄付・会員・スタッフ募集などが対象。チラシ配架や
メールマガジン・SNS（Facebook/Twitter）で、自分
たちだけで伝えきれない相手に情報を届けることが
できます。発信する内容に迷ったらスタッフへの相
談も可能。ぜひご利用ください。
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