


環境問題や貧困問題をはじめとする社会問題に大きな影響を与える企業活動とCSR（企業の社会責任）。しかし、日本ではまだまだ消費者が

CSRを意識して「買い物」をしたり、「買い物」を通して企業に影響力を与えるという動きは大きくはありません。商品を買ったり、就職や投資

の際にCSRが選択基準の1つとなり、企業のCSRがいっそう促進されることで社会問題の解決へとつながる。そのためには、企業だけでなく

消費者が積極的に参加・利用できるCSR評価が必要とされています。

「CSRを応援するNPOネット・市民ネットワーク」では2008年度より、公正な事業活動に取り組む企業の商品を積極的に購入することでCSR

の推進を後押しし、CSRに積極的な企業が消費行動から応援される社会づくりを目指し活動してきました。これまでの2年間では、企業へ

のアンケート調査やヒアリング調査を通して、市民目線から企業の社会性を評価するための調査シートづくりに取り組んできました。

今回は異なる特性を持つ3つの地域（東京・大阪・新潟）でCSRフォーラムを開催します。わたしたちのこれまでの活動と成果を紹介すると

ともに、企業・学識・市民など立場の異なる方々と一緒に、これからのCSRを多様な視点から考える場にしたいと思います。

買い物が世界を変える！
Shopping for a better world

本プロジェクトは、独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金の助成を受けて実施しています

今回のセミナーでは、「Shopping for a better world 日本版」
の制作を目指し活動している「CSRを応援するNPOネット・市民
ネットワーク」の活動を広く紹介するとともに、事業者・NPO・学生
など、立場の異なるステークホルダーにお集まり頂き、地域事例や
全社的な取り組みを交えながら基準案への意見反映と今後の
CSRのあり方について考えます。

日　時：2010年9月1日（水）  18:30～20:45
会　場：大阪NPOプラザ

（大阪府大阪市福島区吉野4丁目29－20）

・阪神電鉄本線野田駅、JR東西線海老江駅、地下鉄

 千日前線野田阪神駅から徒歩10分

・JR環状線野田駅、地下鉄千日前線玉川駅から約8分

参加費：1,000円（資料代込）　

パネルディスカッション
「これからのCSRをどう進めるか？」

▶19:15

▶20:30 全体質疑
▶20:45 終了 

※個人情報に関するお断り：お申込いただいた個人情報
は、本件に関するご連絡及び今後の主催者からのご案内
のために使用させていただきますので、ご了承ください。

大野満氏
トヨタ自動車株式会社　総合企画部　CSR室長／
消費生活アドバイザー（経済産業大臣事業認定資格）
1980年トヨタ自動車工業（現トヨタ自動車）入社。国内営業・法務・渉外管理・環境の部
署を経て現在に至る。主な担当業務は、グローバルトヨタのCSR取組みの浸透・定着と
リスクマネジメント体制の強化。6月1日付の社内組織変更に伴い、現在、愛知県豊田市
に単身赴任中。週末の暇つぶしの“下手なゴルフと映画鑑賞”、急激な体重増加防止の
“毎朝5時半起きのウォーキング”が最近の趣味。“無意味に上機嫌でいる”ことをモッ
トーに、明るい職場作りを心掛けている。

吉川公二氏
(株)フェリシモ・コーポレートコミュニケーショングループ　リーダー
1984年株式会社ハイセンス（現・フェリシモ）入社。電算室・顧客サービス担当を経てビ
ジネス・デザインルーム（BDR）を担当し、その後商品企画。チャネルプロデューサー室
やBDRを経て、現職。PR・パブリシティ、IR等を担当。(株)フェリシモは「しあわせ社会学
の確立と実践」という経営理念と「ともにしあわせになるしあわせ」という中核価値を
貫いた経営を目指している。また、良心・発達・関係・創造の４つの価値観を大切に事業
展開をしている。

森岡孝二氏
関西大学　経済学部　教授
1944年大分県生まれ。1966年香川大学経済学部卒業、1969年京都大学大学院博士
課程退学。現在、関西大学経済学部教授。専門は企業社会論、労働時間論。株主オンブ
ズマン代表を務め、企業の違法行為の是正に取り組んでいる。著書に『働きすぎの時
代』（岩波新書）、『貧困化するホワイトカラー』（ちくま新書）、『強欲資本主義の時代と
その終焉』（桜井書店）、翻訳にデイビッド・シプラー『ワーキング・プア』（岩波書店、共
訳）などがある。

◆メールの場合：お名前／所属／住所／電話番号をご記入いただき、件名を「CSRフォーラム申込」としてお申し込みください。5日以
内に、受付完了のご連絡をお送りします。5日経っても連絡がない場合は、お手数ですがお電話にてご確認いただき
ますようお願いいたします。

◆電話の場合：下記電話番号に直接お電話ください。

申込先 NPO法人インターナショクナル（担当：菊池／岡本）

TEL : 080-7000-6648 （10:00-19:00）　メール : info@i-nsl.org

申込
方法

杦本育生氏
特定非営利活動法人環境市民　代表理事

1992年に環境問題に取り組む様々な人々、専門家と「環境市
民」を創設。日本で初の「グリーンコンシューマーガイド」（環
境を大切にする買い物ガイド）の企画発行、「日本の環境首都
コンテスト」の継続実施（01年度～）、日本におけるグリーン
コンシューマー活動、エコシティ活動等を先進的に具体化し
推進している。グリーン購入ネットワーク代表理事。

CSRフォーラム2010  新潟・大阪・東京にて開催！　
今回のセミナーでは、「Shopping for a better world 日本版」の制作を目指し活動
している「CSRを応援するNPOネット・市民ネットワーク」の活動を広く紹介するとと
もに、事業者・NPO・学生など、立場の異なるステークホルダーにお集まり頂き、地域
事例も交えながら基準案への意見反映と今後のCSRのあり方について考えます。

CSRのこれから
を考える
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～市民目線のCSR調査からみた「世界を変える買い物の仕方」～

■主催：CSRを応援するNPOネット・市民ネットワーク〔構成団体：社会福祉法人 大阪ボランティア協会、特定非営利活動法人 環境市民、一般財団法人 ダイバーシティ研究所、
　　　　特定非営利活動法人 ACE、IIHOE［人と組織と地球のための国際研究所］、特定非営利活動法人 インターナショクナル（事務局）〕
■共催：特定非営利活動法人新潟NPO協会、にいがたCボラねっと（新潟県経営者協会、新潟県社会福祉協議会、新潟NPO協会）
■後援：新潟県中小企業家同友会、新潟県

日　時：2010年7月28日（水）
会　場：ガレッソコープシティ花園

18：30開演（18：00受付）

参加費：1,000円（資料代込）　

基調講演

田村太郎氏
一般財団法人ダイバーシティ研究所 代表理事

 「市民目線のCSR調査から見た
 『CSRのこれから』」

▶18:30

パネルディスカッション
「これからのCSRをどう進めるか？」

▶19:15

▶20:30 全体質疑
▶20:45 終了 

※個人情報に関するお断り：お申込いただいた個人情報
は、本件に関するご連絡及び今後の主催者からのご案内
のために使用させていただきますので、ご了承ください。

東北電力株式会社 新潟支店
経営理念でもある「地域社会との共栄」のもと、地域の未来を担う子ども
たちの健やかな成長を応援する次世代支援プロジェクト「放課後ひろば」
としてコンサートやスポーツイベントなどを実施。新潟県と東北６県の地
域活性化に向けた取り組みのひとつとしてNPOなどを応援する「まちづ
くり元気塾」も好評。

株式会社 総合フードサービス
学校給食・弁当等料理製造販売、食堂運営、イベント時の飲食店運営、炊
飯加工販売等を行う。近年では、留学生のアルバイト受け入れや、ニート
やホームレス支援のNPO法人と協働し農作物・食品の仕入れ販売、八百
屋の運営も開始。

新潟大学 「にいSR部」
2009年冬にSRを学ぶゼミのメンバーが中心となり発足した、新潟大学
の学生を中心としたサークル。新潟県内の企業やNPOのSR活動を調査
し、勉強会やイベントを通じて情報共有することで、新潟をより住みよい
地域になるよう貢献する。

（JR新潟駅万代口直結）

FAXの場合：下記必要事項にご記入いただきFAXでお申込ください。メールの場合：必要事項をご記入いただき、件名を「CSRフォー
ラム申込」としてお申込ください。5日以内に、受付完了のご連絡をお送りします。5日経っても連絡がない場合は、お手数ですがお電
話にてご確認いただきますようお願いいたします。

申込先 特定非営利活動法人 新潟NPO協会（担当：富澤/織田）　TEL：025－280－8750

FAX : 025－281－0014 　メール : info@nan-web.org

申込
方法

Shopping
for a

better world

阪神大震災後に外国人被災者へ情報を提供す
る活動を立ち上げ、その後は「多文化共生」を
テーマに活動を展開。2000年からNPOのマネ
ジメントや社会起業家の育成などをテーマに、非
営利民間の立場から地域社会を変革するしくみ
づくりにも取り組む。2007年から現職として、
CSRにおけるダイバーシティ戦略に携わる。

Program
基調講演

 「市民目線のCSR調査から見た
 『CSRのこれから』」

▶18:30 ProgramCSRのこれから
を考える

Shopping
for a

better world

日時：7月29日（木）8時半～13時半　新潟ユニゾンプラザ集合・解散

翌29日には連動企画「新潟市内の企業とNPOをまわるCSRツアー」を開催

一正蒲鉾株式会社、NPO法人あおぞら、NPO法人にいがた・オーティズム、
株式会社総合フードサービス、NPO法人にいがた若者自立支援ネットワーク伴走舎

訪問企業とNPO（予定）
参加費
1,000円
（バス代）
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アクセスマップ

～市民目線のCSR調査からみた
「世界を変える買い物のしかた」～

■主催：CSRを応援するNPOネット・市民ネットワーク【構成団体：社会福祉法人大阪ボランティア協会、特定非営利活動法人環境市民、
一般財団法人ダイバーシティ研究所、特定非営利活動法人ACE、IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所]、特定非営利活
動法人インターナショクナル（事務局）】　http://www.i-nsl.org/sbw.html


