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NPO× 企業 × 地域で解決する 17 の課題 ‒SDGs でつながろう‒
―交流サロン開催報告―

■公益財団法人
つなぐいのち基金
より良い社会を次の世代に繋げていく
ことを目的に、
高齢者と子どもの相互
扶助を推進している団体です。高齢
者から経済的・社会的・身体的ハンデ
を理由に成長環境の恵まれない子供
への支援促進や高齢者の生きがい創
出、
養護支援施設との協働など、
児童
や高齢者の社会問題の解決に取り組
んでいます。
http://tsunagu-inochi.org/

貧困、教育、環境問題など、社会が抱え

るかどうかを考えました。

すことへの関心が、NPO や企業、行政

える場合、どのような条件があれば達

る課題を自分の暮らしから見つめ直
の間で高まっており、魅力ある取組み

が広がっています。世界では「持続可

能な開発目標」（SDGs）を達成する取
組みも盛んです。そこで今年度の「交
流サロン」では、神田外語大学の石井

雅 章 准 教 授 を お 招 き し、
「SDGｓ」を

キーワードに 2030 年の自分と地域の

れが、私たちが将来社会を持続可能に

していくために取るべき行動となり
ます。

ワークの後は、その内容の共有、講師
による話題提供を経て、お待ちかねの

宮ゆふきさん

今より
「ペットにやさしいまち」になる
ことを目指し、
ビジネス地と住宅地と
いう二つの面を持つ中央区に特化し
たペット及び動物に関する情報発信
を行っている団体です。WEBを通じた
中央区の行政や動物病院からの情報
公開やペットの飼い方・しつけ方に関
するイベントの開催、
保護犬・保護猫
の里親探し支援なども行っています。
http://petpolitan.tokyo/

と今の自分は何をしていたか」を隣の
席の人と話しました。なぜ 12 年前な

のでしょうか？それは、SDGs の目標
年が 12 年後の 2030 年であるため、未
来の話をする前に同じ年の過去を振

ウンドを持った方が集まった今回の

ばです。

なったきっかけは、以前仕事で同行した遺骨収容活動です。

が担当しています。その団体の横のつながりを作り、
遺骨収

場となった太平洋の島々では、リゾート地の横から今でも
企業、行政など実に多様なバックグラ

上げてきましたが、母数の多さから考えるとまだまだ道半

遺骨収容を進めるためのネットワーク団体

それまで私は遺骨収容の問題は全く知りませんでした。戦
交流タイムに。北は秋田から、NPO、

独立して以降、国は遺骨収集事業に乗り出し、一定の成果を

当会は、第二次世界大戦で戦死した兵士の遺骨の早期収容
を目的とした団体です。私がこの活動にかかわるように

最初のアイスブレークでは、
「12 年前

■PETPOLITAN

戦没者の遺骨早期収容を実現し
本当の意味で戦争を終わらせたい
NPO 法人戦没者遺骨早期収容促進協議会

くりのための課題を洗い出しました。

２千年以上の交流を持つといわれる
日中の友好関係を平等互恵の原則に
従い、
若い世代をはじめ多くの人に
伝えている団体です。中央区の住民
や企業に対し、語学教室や文化イベ
ントの開催など日本と中国の相互理
解や友好交流を深めるための事業を
行っています。
http://www.nicchu.or.jp/index.html
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成できるのかを話し合いました。そ

関係を考えながら、持続可能な社会づ

■特定非営利活動法人
東京都中央区日本中国友好協会

取材を希望する登録団体＆企業 募集中！

そして、12 年後に達成できないと考

遺骨が発掘されています。彼らの遺骨は 70 年以上放置さ

れ、捨てられているのと同じです。同じ日本人としてそれ

を放っておいてよいのか、という気持ちが強くなりました。

交流サロン。持続可能な社会を築い

遺骨収集事業において、
現場で遺骨を探す作業は民間団体

容を少しでも早く終わらせるため、
2012 年
「NPO 法人戦没者

遺骨早期収容促進協議会」
（以下
「協議会」
）が設立されまし

た。協議会では、
①遺骨が埋まっている場所の調査、
②遺骨

収容活動の広報、
③会員間の情報交換、
の 3 つを活動の柱と
しています。

本当の意味で戦争を終わらせるために

ていくために、それぞれに何ができる

戦後 70 年以上がたち、
遺骨が埋まっている場所に関する情

のかを大いに語り合う時間となりま

報も少なくなっています。残された時間は多くありません。

した。

もっと多くの方にこの問題を知っていただき、
一日でも早
く
「あの戦争」が本当の意味で終わることを願っています。

り返ってみようということからです。
ワークでは、
「完全雇用の実現・働きが

いのある人間らしい働き方・同一労働
同一賃金の実現」「あらゆる場面で性
別による差別がない状態」「気候変動
や災害にかかわらず持続的に食料を

入手可能」の 3 つのテーマについて、
12 年前・現在・12 年後に達成されてい

23

協働ステーション中央は、(特活)NPOサポートセンターが中央区からの事業委託により運営しています。
至 秋葉原

協働ステーション中央
〒103-0001

戦没者の約半数の遺骨がまだ眠ったまま

この問題はあまり広く知られていませんが、まだ解決には

東京都中央区日本橋小伝馬町5-1 十思スクエア2階

駐車場はありませんので、車でのご来場はご遠慮下さい。

交 通 東京メトロ日比谷線「小伝馬町」駅 4 番出口徒歩 3 分。江戸バス北循環「小伝馬町駅」下車徒歩 4 分

別館

身延別院

大安楽寺
出口４

至 昭和通り

江戸通り
出口 ３

小伝馬町駅

開館時間：火曜〜日曜 10:00 〜 19:00 ※会議室利用のみ 9:00 〜 21:00（要予約）
休 館 日：月曜、年末年始、施設点検日

ほど遠い状況にあります。第二次世界大戦では、240 万人以

人形町通り

TEL：03-3666-4761 FAX：03-3666-4762
E-mail：info@kyodo-station.jp
中央区社会貢献活動情報サイト：http://chuo.genki365.net/

上の日本兵が海外で戦死しました。彼らの遺骨の約半分は、
アジア・太平洋の広大な地域に未だに取り残されており、厚
出口２

至 馬喰町
出口１

至 人形町

生労働省の発表ではフィリピンに約 37 万柱（はしら）、中部

太平洋の島々に約 17 万柱、ニューギニア島東部に約 7 万 6
千柱など、その合計は 112 万柱以上になります。戦後日本が

【所在地】
東京都港区新橋 5-26-8
新橋加藤ビル 5 階
電 話：0 5 0 - 3 5 4 0 - 8 5 8 2

http://ssssk.jp/

協働ステーション中央

運営：(特活)NPOサポートセンター

SUPPORT

企業が取り組む社会貢献活動

平成 29 年度
中央区協働事業提案特集［3］
日頃のしつけが災害時も有効

協働ステーション中央では、区内の公共的な課題を解決するた
め、中央区と社会貢献活動団体とが協働して事業を推進する協
働提案事業をコーディネートしています。

区民とカフェでペットマナーを考える

協働ステーション中央では、区内をはじめとする近隣企業の社会貢献活動を取材しています。今回は千代田区岩本町で、障がい者

を対象とした日本初の少額短期保険会社を設立した｢ぜんち共済株式会社｣代表取締役社長の榎本重秋さんと、取締役査定統括
部長の亀田秀明さんに、立ち上げの経緯や事業内容についてのお話を伺いました。

企業取材

第 19 回

ぜんち共済株式会社

榎本重秋さん
取締役 査定統轄部長 亀田秀明さん
代表取締役社長

提案団体：動物と暮らしやすいまちづくり会
担当部局：中央区福祉保健部生活衛生課

■ 御社の取り組みについて教えて下さい。
当社は、知的障がい、発達障がいやてんかん、ダウン症、自

ひとと動物が共生する社会をめざして

閉症のある方に 4 大保障を備えた障がい者保険を専門に

動物が好きでペットを飼う。そのペットと住みなれた地域で

取り扱う保 険 会 社で す。「ぜんちのあんしん保 険」と
「ぜ

暮らすにあたり、動物を飼っていない人や苦手だなと感じて

んちのこども傷害保険」という2 種類の保険を提供してい

いる人からも快く受け入れられ、相互に理解し合いながら暮

ます。

らしていきたいものです。そんな” 人も動物も暮らしやすい
すいまちづくり会」です。

がありますか？

障がい者施設からの就労実習生の受け入れも行っていま
す。さらに、当社が所属している神奈川県中小企業家同友会
ダイバーシティ委員会では、代表が委員長を務めるなど、障
がいのある方がより働きやすい社会の実現を目指して活動
しています。一緒に働いたり接したりする上で壁を感じるの
は障がいについて知らないからで、心と心で向き合えばお互
いに理解し合うことができると考えています。

人を超えるお客様にご利用いただいています。今後はその

災害時などの非常時も、大切なペットの命を守るのは飼い主
の役目であること、飼い主の責任で防災に備えるためにも日

健部生活衛生課と協働で実施しました。

頃からのしつけが大切であることなどを学びました。また、

中央区では、人口増加に伴いペット数も増加傾向にありま

飼っている動物によっても身につけるマナーが異なることも

す。また、東日本大震災以降は、
「同行避難」という災害時に

見えてきました。

連れていくことができなかったり、介護施設に入居せざるを

■ 保険サービス以外に障がいのある方とどのようなつながり

弊社は日本で唯一の障がい者向け専門保険会社。現在 4 万

とを考えました。

協働事業は、2016 年度と2017 年度の 2 年間、中央区福祉保

おけるペットとの避難のあり方が検討されるようになってき

「ぜんち」はこの全国知的障害者共済会から継承しています。

■ 今後の展開について教えて下さい。

まち” を実現するために活動しているのが「動物と暮らしや

ました。さらに高齢化社会の到来によって、ペットを散歩に

んち共済を設立することができました。当社の名称である

当社では障がいのある社員が一緒に働いているだけでなく、

事業名称：ペットの適正飼養及びマナー普及のため
の語り場運営事業

動物が苦手な人もともにマナーを考える

で、皆さまからのお力添えをいただきながら平成 18 年にぜ

強みを活かしながら、障がいがある方の様々な困りごと解決
を図るプラットフォームとなるような存在になりたいと考えて
います。引き続き障がいのある方との相互理解を深めなが
ら、人と人とのつながりを作っていきたいと考えています。

出前形式で地域別課題にきめ細かに対応する

2 年目は、
7月から翌年 2月にかけて、
月島、
勝どき、
人形町、
築

えなくなった場合に飼っていた動物をどうするかといった問

地
（2回）の5ヵ所で出前形式のかたちでカフェを開催しました。

題なども生じてきています。

地域によって抱える課題が少しずつ異なることから、再開発
が進む勝どきでは大規模集合住宅を、戸建とマンションが混
在する人形町周辺では緑道や公園等に着目しマナーを区民
とともに考えました。
また、災害時の同行避難についても引き続きテーマとし、
「災
害時にペットを守るための自助と共助の仕組作り〜 備えや
マナーの重要性と助け合える仲間たち」と題したカフェを開
催しました。「飼い主の散歩マナーや日頃のしつけが災害時
に同行避難をスムーズにする早道」だという認識も、
カフェ
を通じて広めることができました。
参 加 者 からは「皆 の 意 見を聞くことができ参 考 になった」
「もっと早く知っておきたかった」「災害時に何を準備してお

こうした課題を解決するため、動物が好きな人も苦手な人

けばいいのかが分かった」などの感想がありました。また、

も、ペットの飼育や災害時の急な対応についてともに語り合

その一方で「犬猫の糞尿の不始末」「ノーリードでの犬の散

うことで適正飼養やマナー向上に係る知識を広める
「コミュ

歩」「ドッグランの利用」などについて、
より具体的な課題も

ニティカフェ」を開催しました。単に座学で終わらないよう

みえ、有意義な事業となりました。

■ なぜ障がい者向けの保険会社を設立したのですか？
前職の保険会社で、障がい者を対象とした保険を扱った

ワークショップ を 取り入 れ な がら対 話 を 重 視しました。

経験があり、その必要性を強く感じたことがきっかけです。

1 年目は、9 月から10 月にかけて人形町区民館、11 月に月島

当社は、平成 12 年に設立した知的障がい者の福利厚生制

区民センターで、ペットをめぐる諸問題やいざという時の心
構えや、医療的・衛生的な観点から災害時の生活と必要なこ

http://hcfa.jp/

度を提供する、全国知的障害者共済会を前身としていま
す。その後、保険業法改正があり、様々な制約があるなか

【 所在地】
東京都千代田区岩本町3-5-8
岩本町シティプラザビル5階
TEL: 03-5835-2571

http://www.z-kyosai.com/
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