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トッパンは、地域課題の解決や社会の持続的な発展に向けて、主に「環
境」「教育」「文化」を軸とした様々な社会貢献活動に取り組んでいます。
トッパングループ「行動指針」の「社会貢献活動や適切な情報開示を
通じて、社会からの信頼を醸成する ( 基本原則 9)」を定め、企業市
民として企業が取り組む社会貢献活動の重要性を十分に認識し、トッ
パングループ全体で積極的に活動を推進しています。

基本的な考え方

行動指針
https://www.toppan.co.jp/about-us/philosophy/conduct-guidelines.html

環境：地域の環境を守り育てる活動
事業所周辺地域の美化・清掃活動

生物多様性教育イベント

主な活動

各事業所では、社員による定期的な周辺地域の美化・清掃活動を実施
しています。
埼玉県北葛飾郡にある総合研究所では、「クリーン作戦」と題し、月
に一度、周辺地域のごみ拾いを行い、 1 年間で必ず全所員が参加する
取り組みとして継続実施しています。
また、地域住民や NPO・NGO、各種団体と連携・協力しながら、
周辺地域の河川や公園などの美化・清掃活動にも積極的に参加し、よ
り良い地域環境づくりへの貢献に努めています。

本社製造統括本部エコロジーセンターでは、環境 NPO や地域団体な
どと連携し、生物多様性教育イベントを実施しています。
2019 年度は、浜崎黒目橋（埼玉・朝霞市）近くの黒目川や多摩動物
公園 ( 東京都・日野市 ) などで開催し、社員やその家族が参加しました。

生物多様性について考え、地域の環境保全に取り組みを推進する活動
として、社員やその家族、またステークホルダーの皆さまとともに実
施しています。

2019 年度実績
● 「黒目川の生き物観察と名前調べ体験！」
実施日：2019 年 7 月 21 日
場所：浜崎黒目橋（埼玉・朝霞市）近くの黒目川
参加者：社員とその家族　39 名
協力：公益財団法人 埼玉県生態系保護協会

社員参加型

社員参加型

● 「多摩動物公園 ゆたかな里山体験と万華鏡づくり」
実施日：2019 年 11 月 4 日
場所：多摩動物公園 ( 東京都・日野市 )
参加者：社員とその家族　24 名
協力：特定非営利活動法人 樹木・環境ネットワーク協会

※合わせて、トッパングループである株式会社 ONE COMPATH（ワン・
コンパス）が運営するウォーキングアプリ「aruku&（あるくと）」を用
いた健康増進の企画も実施。
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「海ごみゼロウィーク」に参加
日本財団「海と日本プロジェクト」と環境省が推進する「CHANGE 
FOR THE BLUE」の趣旨に賛同し、近年増加している海洋ごみに
よる環境汚染の対策を目的とした、全国一斉清掃キャンペーン「海ご
みゼロウィーク」へ参加しました。
海ごみゼロウィーク期間中の 2019 年 6 月 5 日～ 6 月 7 日に、事業
所や工場周辺の 23 拠点で、約 700 人の従業員がごみ拾い活動を実施
しました。

社員参加型
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出前授業「印刷の学校」

印刷博物館

東京都文京区と板橋区の事業所では、地域の小学校と連携し、地元商
店街の魅力を伝えるガイドブック制作の出前授業「印刷の学校」を実
施しています。若手社員が講師となり、子どもたちに取材や編集のポ
イントをレクチャーしながらともにつくり上げるガイドブックは、実
際に地域で活用されています。
この活動は 2013 年度よりスタートし、2019 年度は社員 24 名、小
学生 90 名が参加しました（のべ参加者数： 社員約 170 名、小学生約
520 名）。

創業 100 周年記念事業の一環として 2000 年に設立された「印刷博
物館」では、印刷文化にかかわる資料収集と調査研究、および企画展・
イベントの実施、また活版印刷体験「印刷の家」などの教育普及活動
にも積極的に取り組んでいます。
活版印刷体験は、インストラクターの指導による近隣小学校の児童を
対象としたワークショップの実施、また全国の博物館や図書館にも出
張して行うなど、印刷文化の普及・振興に努めています。

教育：トッパンのリソースを活かした教育活動

文化：芸術文化を支援する企業メセナやスポーツ振興活動

社員参加型

共に学び育つプロジェクト 印刷の学校
https://wao-koishikawa.com/project.php?pid=9

2019 年度実績
● 板橋区立志村第二小学校　出前授業「印刷の学校」
実施期間： 2019 年 10 月 8 日～ 12 月 1 日（計 7 回実施）
参加者数： 社員 24 名、小学生 90 名

2019 年度実績
● 多目的ギャラリー「P&P ギャラリー」 展覧会・イベント
・グラフィックトライアル 2019 Exciting
・現代日本のパッケージ 2019
・世界のブックデザイン 2018-19

● 講演会・ワークショップほか
・大人のための活版ワークショップ 2019　　
・はとバス春ツアー開催
・ 世田谷美術館「ある編集者のユートピア」展 

資料出品協力
・ 明治大学リバティアカデミー教養文化講座 

講師派遣協力
・ 横浜美術館「絵でたどるペリー来航」展 

資料出品協力
・ 「国際墨学術大会」出席・講演 

於：韓国清州市
・文京ミューズフェスタ出張ワークショップ
・経産省こどもデー出張ワークショップ

印刷博物館 Web サイト
https://www.printing-museum.org/

詳細はこちら
https://www.printing-museum.org/exhibition/lecture/

詳細はこちら
https://www.printing-museum.org/exhibition/pp/
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トッパンホール

トッパンチャリティーコンサート

「SMILE ASIA プロジェクト」in カンボジア　ステークホルダーとの交流

印刷博物館とともに創業 100 周年記念事業として 2000 年に開設さ
れた「トッパンホール」は、クラシック専用コンサートホールとして
数々の主催公演を企画・開催し、上質な音楽をお届けしています。
若手アーティスト支援を目的としたランチタイムコンサートも定期的
に実施しており、「情報・文化の担い手としてふれあい豊かなくらし

に貢献」するという当社の企業理念のもと、音楽を通じた芸術文化振
興に積極的に取り組んでいます。
2016 年には、主催公演を中心とする独創性に富む運営が評価され『第
47 回サントリー音楽賞』を受賞しています。

グローバルな社会課題である途上国の識字能力向上を支援する社会貢
献活動として、2008 年より毎年開催しているチャリティーコンサー
トです。
本コンサートの収益は、公益財団法人ユネスコ・アジア文化センター

（ACCU）に寄附され、カンボジアの女性たち、特に妊産婦や小さ

な子どもを育てる母親たちを対象とした識字学習支援プロジェクト
「SMILE ASIA プロジェクト」の推進に活用されています。
トッパンは 2019 年度まで累計 25,186,660 円の寄付を実施しており、
2025 年までに累計 3,500 万円の寄附を目標としています。

トッパンチャリティーコンサートの収益金を活用した、カンボジアの
女性の識字率向上プロジェクト 「SMILE ASIA プロジェクト」の現
地視察のため、2020 年 2 月にカンボジアを訪問しました。カンボジ
アにおける識字能力の問題は、1970 年代におきた内戦、ベトナム戦
争の影響や、ポル・ポト政権（クメール・ルージュ）によって教育施
設が壊されたり、教育関係者の多くの命が奪われたことで、多くの女
性が教育を受けられる機会を失ったことに起因しています。現在も多
くの女性が、子どもの育児や家計を助けるために途中から学校に通え
なくなり、識字能力を身につけられていません。今なおカンボジアに
残っている社会的課題です。
現地視察では、識字教室への訪問、旧学習者の自宅訪問を行い、識字
教育のプログラム内容の把握、識字能力を身につけることの効果につ
いてヒアリングを行いました。また本プロジェクトを現地で運営を支

えている、NGO、村の地区事務所、実施地区の教育局など様々なス
テークホルダーへのヒアリングや意見交換を行い、取り組み状況や課
題などについて意見交換を行いました。

2019 年度実績
● 2018/2019 シーズン
https://www.toppanhall.com/concert/lineup/1819.html

● 2019/2020 シーズン
https://www.toppanhall.com/concert/lineup/1920.html

トッパンホール Web サイト
http://www.toppanhall.com/

第11回トッパンチャリティーコンサート 「SMILE ASIA プロジェクト」で学ぶ
女性たち

トッパンチャリティーコンサート Web サイト
https://www.toppan.co.jp/charityconcert/

2019 年度実績
● 第 12 回トッパンチャリティーコンサート
実施日：2019 年 5 月 29 日、6 月 6 日
場所：トッパンホール　　　　
出演者： 大萩康司（ギター）＆ 三浦一馬（バンドネオン）　 

※ 5 月 29 日出演 
森 麻季（ソプラノ）、山岸茂人（ピアノ）　 
※ 6 月 6 日出演

寄附金額：1,508,677 円

詳細はこちら
https://www.toppan.co.jp/sustainability/charityconcert/

トッパンチャリティーコンサート ( 識字教育について )　Web サイト
https://www.toppan.co.jp/sustainability/charityconcert/literacy.html
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GRAPHIC TRIAL（グラフィックトライアル）
https://www.toppan.co.jp/biz/gainfo/gt/
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GRAPHIC TRIAL（グラフィックトライアル）

「読書感想画中央コンクール」事業協賛

可能性アートプロジェクト展

「GRAPHIC TRIAL（グラフィックトライアル）」は、グラフィック
デザインと印刷表現の関係を深く追求し、新しい表現を模索獲得する
ための試みで、第一線で活躍するクリエイターがポスター制作を通し
てさまざまな印刷表現に挑戦する企画展です。印刷博物館内の多目的
ギャラリー「P&P ギャラリー」にて毎年開催し、グラフィックデザ
イン業界の支援と印刷文化の普及・振興に貢献しています。

読書の感想を絵画で表現することで、子どもの読書力・表現力を養う
ことを目的に開催される「読書感想画中央コンクール」（主催：公益
社団法人全国学校図書館協議会、毎日新聞社、実施：都道府県学校図
書館協議会）に継続して事業協賛を行っています。
事業協賛のほか、受賞作品カレンダーの制作と全国学校関連施設への
配布、トッパンの技術を活用した日本画の複製を受賞者に贈呈するな
ど、支援活動を続けています。

NPO 法人サポートセンターどりーむの企画協力のもと、アートを通
じて「障がい者の自立支援」と「企業の人財育成」にも寄与する試み
として、2018 年度より「可能性アートプロジェクト」を開始しました。
可能性アートプロジェクト展はその一環であり、サポートセンターど
りーむに在籍する障がい者アーティストの作品をトッパン小石川ビル
で展示したほか、一般社団法人良いお寺研究会との連携により、京都・
長楽寺での特別展示も行いました。本活動を通じて、障がい者アート
の支援と普及・振興にも積極的に取り組んでいます。
トッパンは本プロジェクトの取り組みにより、
東京都「心のバリアフリー」サポート企業に
登録され、その中でも特に優れた取り組みを
実施している企業として令和元年度「心のバ
リアフリー」好事例企業に選定されました。

2019 年度実績
● グラフィックトライアル 2019 ―Exciting―　
    グラフィックの可能性を印刷で探るポスター展
実施期間： 2019 年 4 月 13 日～ 7 月 15 日
参加クリエイター：
葛西薫（アートディレクター／株式会社サン・アド）
テセウス・チャン（アートディレクター／ WORK Pte. Ltd.）
髙田唯（グラフィックデザイナー／ Allright Inc.）
山本暁（アートディレクター／凸版印刷株式会社）

2019 年度実績
● 第 31 回読書感想画中央コンクール
実施地域： 38 都道府県（山口県、九州地区 8 県を除く）
応募作品数： 5,832 校から 665,068 点

詳細はこちら
http://www.dokusyokansoubun.jp/kansouga/

2019 年度実績
●  2019 年度 可能性アート 

プロジェクト展
実施期間：  2019 年 3 月 25 日～ 

4 月 25 日
場所： トッパン小石川ビル 1F 

エントランス

●  可能性アートプロジェクト展  
in 長楽寺 2019

実施期間：  2019 年 11 月 15 日～ 
12 月 8 日

場所： 京都・長楽寺 書院

詳細はこちら
https://www.toppan.co.jp/biz/gainfo/graphictrial/2019/

第31回読書感想画中央コンクール受賞作品一覧（出典：毎日新聞2020年2月28日発行） 受賞作品カレンダー

トッパン小石川ビル

京都・長楽寺
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障がい者スポーツの普及・振興活動

高島平図書館での社会貢献活動に関する展示

トッパンは、東京 2020 パラリンピックや公益財団法人日本障がい者
スポーツ協会（JPSA）への協賛、また、2014 年よりスポーツ専従
社員制度※を導入し、パラアスリート社員が在籍するなど、障がい者
スポーツの普及・振興に取り組んでいます。
また、障がい者スポーツの情報発信 Web サイト「SPORTRAIT（ス
ポートレイト）」の運営や、2019 年度はパラスポーツ普及を目的に、
社内・地域において障がい者スポーツ体験機会の提供を行いました。

トッパンは地域社会の一員として、地域の皆さまとのコミュニケー
ションを大切にしています。
高島平図書館がある板橋区には、トッパングループの工場・事業所
などの拠点が点在しています。地域の皆さまにトッパングループが
行っている活字文化の振興・障がい者活躍支援などの社会貢献活動
を知っていただくため、高島平図書館の協力のもとで毎年展示を行っ
ています。

2019 年度実績
● 社内・地域における障がい者スポーツの体験機会の提供
実施地域：北海道、埼玉、愛知、東京、広島、福岡
内容：車いす体験、ボッチャ競技体験など

● 体験授業「パラリレーレース」（協力：日本パラ陸上競技連盟）
実施校数 8 校（東京近郊）
種目： パラリレーレース（オリンピック・パラリンピックそれぞれ

の陸上競技種目を組み合わせたリレー競技）

2019 年度の展示
実施期間：2019 年 9 月 3 日～ 9 月 29 日
場所： 板橋区高島平図書館１F 

正面玄関ガラスケース、南玄関ガラスケース、 
地域情報コーナー

来館人数（※実施期間の 1 日平均）：1,510 名
展示内容：
・印刷博物館、活版印刷術
・障がい者自立支援「可能性アートプロジェクト」
・障がい者活躍支援（東京都プリプレス・トッパン株式会社）
・出前授業「印刷の学校」
 など

「さいたまスポーツフェスティバル」での
車いす体験

印刷博物館「活版印刷術」展示

障がい者スポーツの情報発信 Webサイト
「SPORTRAIT」
https://sportrait-web.com/

「可能性アートプロジェクト」展示

社員参加型

社員参加型

※スポーツ専従社員制度：国際レベルでスポーツに取り組む社員を支援し、スポー
ツの振興を図る目的で、2014 年に導入した制度。現在 6 名のアスリートが在
籍（内、パラアスリートは 2 名）。

詳細はこちら
https://www.toppan.co.jp/player/
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【環境】
地域の環境を守り育てる活動

【教育】
トッパンのリソースを活かした

教育活動

【文化】
地域の芸術文化活動や

スポーツの支援活動

【コミュニティ】
地域団体や NPO・NGO 等と

連携した各種活動

コミュニティ
参画・発展

各拠点別の主な地域貢献活動

■ 国内主要拠点における主な地域貢献活動一覧（2019年度実績）
拠点 所在地 テーマ 活動

秋葉原
＜本社＞

東京都
千代田区

環境 ・地域清掃活動への参加（千代田区一斉清掃）

文化 ・地域祭事への参加、協力（鳥越祭、秋葉原東部納
涼大会）

コミュニティ

・地域防災・消防活動への参加（上野消防団）
・神田消防署主催 自衛消防訓練審査会に出場 
・社内イベントに近隣住民等を招待（ビール祭）
・献血活動

小石川 東京都 
文京区

文化

・スポーツ専従社員 眞田卓（車いすテニス）による
近隣小学校での講演

・「小石川後楽園庭園保存会」への参画
・地域祭事への協賛・協力

コミュニティ

・近隣町会主催「夏休み子供ラジオ体操」協賛
・地域安全活動への参画（こども110番協力拠点）
・地域防災への協力（避難訓練場所の提供、荒天時

の駐車場開放　等）
・近隣町会等への敷地および施設の開放
・献血活動
・夏休み子供ラジオ体操への協賛

芝浦 東京都 
港区 文化 ・地域祭事への協賛・協力（芝浦まつり、芝浦運河

まつり）

本所 東京都 
墨田区

環境
・社員による事業所前歩道「打ち水」実施（墨田区打

ち水推進月間）
・周辺道路の清掃（海ごみゼロウィーク）

文化 ・地域祭事への協力（牛島神社祭礼）

コミュニティ
・地域防災への協力（避難場所の提供、水道の提供

等）

・献血活動

中之島 大阪府 
大阪市 コミュニティ ・献血活動

杉戸 
＜総合研
究所＞

埼玉県 
北葛飾郡

環境 ・社員による地域清掃活動「クリーン作戦」（月1回）

コミュニティ
・社内イベントに近隣住民等を招待（ビール祭）
・献血活動

札幌工場 北海道 
札幌市

教育 ・近隣小学校の工場見学

コミュニティ ・献血活動 

千歳工場
北海道 
千歳市

環境 ・工場周辺地域のごみ拾い活動

仙台工場 宮城県 
仙台市

環境
・工場周辺地域の清掃（海ごみゼロウィーク）

・地域清掃活動「七北田川クリーン運動」への社員参
加

教育 ・看護学生の職場実習受け入れ

コミュニティ
・泉消防署主催「災害対応研修会」への参加
・献血活動

新潟工場 新潟県 
新発田市

環境 ・社員による工場周辺の美化・清掃活動（月1回）

教育 ・近隣高校生の工場実習受け入れ

コミュニティ

・社内イベントに近隣住民等を招待（ビール祭）
・地域安全活動への参加・協力
・体育館の開放
・献血活動
・近隣行政との懇談会

拠点 所在地 テーマ 活動

水戸工場 茨城県 
水戸市

環境

・地域清掃活動への社員参加（桜川、横山大観記念
公園、常陸山記念公園）

・社員による工場周辺の美化・清掃活動（月2～3
回）

文化 ・地域祭事への協賛

教育
・近隣小学校の工場見学、賛助
・近隣特別支援学校の職場実習

コミュニティ ・献血活動

群馬セン
ター工場

群馬県 
邑楽郡

環境 ・社員による工場周辺の美化・清掃活動

文化 ・地域祭事への協力、施設提供

教育

・近隣小学校連携 印刷/パッケージの学習機会提供
（オリジナル印刷物の制作など）

・企業ブースをめぐるパズルラリーへの協力・協賛
（青年会議所主催）

・近隣小学校の工場見学
・福祉協議会の工場見学

コミュニティ

・社内イベントに近隣住民等を招待（ビール祭）
・近隣こども園送迎バスラッピング事業協力
・小学校主催バザーへの協賛
・地域防災への協力（避難場所の提供　など）
・福祉協議会への協賛
・献血活動
・日本赤十字社への寄付

深谷工場 埼玉県 
深谷市

環境 ・社員による工場周辺の美化・清掃活動（月1回）

教育
・公衆衛生企業実習の受け入れ
・就業体験

文化 ・地域スポーツ大会への協賛（ふかやシティハーフ
マラソン）

コミュニティ
・社内イベントに近隣住民等を招待（ビール祭）
・献血活動

幸手工場 埼玉県 
幸手市

環境 ・社員による工場周辺の美化・清掃活動（週1回）

コミュニティ
・社内イベントに近隣住民等を招待（ビール祭）
・地域防災への協力（避難場所の提供）
・献血活動

嵐山工場 埼玉県 
比企郡

環境

・社員による工場周辺の美化・清掃活動（海ごみゼ
ロウィークへの参加　など）

・地域清掃活動への参加（嵐山花見台工業団地工業
会）

文化 ・地域祭事への参加・協力・協賛

コミュニティ

・社内イベントに近隣住民等を招待（ビール祭）

・比企広域消防本部 屋内消火栓大会に出場
・献血活動 
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組織統治 人権 労働慣行 公正な事業慣行 消費者課題 コミュニティ
参画・発展 環境

坂戸工場 埼玉県 
坂戸市

環境 ・社員による地域清掃活動「クリーン作戦」（月1回）

文化 ・地域祭事やイベント等への協賛（坂戸よさこい）

コミュニティ

・地域交通安全運動への参加
・社内イベントに近隣住民等を招待（ビール祭）
・地域祭事への協賛
・近隣地域への構内テニスコートの開放
・献血活動

朝霞工場
朝霞証券
工場

埼玉県 
新座市

環境

・社員による工場周辺の美化・清掃活動（週1回）
・工場内ビオトープによる生物多様性保全活動
・埼玉県教員や近隣小学校の環境授業・講義（ビオ

トープ見学など）
・近隣住民に対する環境報告会実施

教育 ・近隣小学校の工場見学

コミュニティ

・社内イベントに近隣住民等を招待（ビール祭）
・埼玉県南西部消防本部 屋内消火栓操法技術大会

に参加
・近隣地域への体育館の開放
・献血活動

川口工場 埼玉県 
川口市

環境
・社員による工場周辺の美化・清掃活動（月1回）
・近隣住民に対する環境報告会実施

文化 ・地域祭事への参加・協賛

コミュニティ
・社内イベントに近隣住民等を招待（ビール祭）
・川口消防署主催 自衛消防訓練発表会に出場
・地域運動会等イベントへの参加

柏工場 千葉県 
柏市

環境 ・社員による工場周辺の美化・清掃活動（月1回）

文化 ・地域祭事への協力・協賛（柏祭など）

教育 ・近隣小中学校の工場見学、職場実習

コミュニティ

・社内イベントに近隣住民等を招待（ビール祭）
・柏市防火安全協会主催の自衛消防隊競技会に出

場
・献血活動

袖ケ浦 
工場

千葉県 
袖ケ浦市

環境
・社員による工場周辺の美化・清掃活動
・廃段ボールを近隣小学校行事に提供

教育 ・近隣小学校の工場見学

コミュニティ ・台風によるライフライン停止時の近隣地域への生
活用水の提供

板橋工場 東京都 
板橋区

環境
・社員による工場周辺の美化・清掃活動（月1回）
・板橋区環境見本市に参加（環境なんでも見本市in

エコポリスセンター）

文化 ・地域祭事への参加・協力

教育 ・近隣小学校と連携した出前授業「印刷の学校」

コミュニティ

・社内イベントに近隣住民等を招待（ビール祭）
・地域防災・消防活動への参加（防災訓練、志村消

防団）
・近隣小学校防火防災活動への協力員としての参

加
・交通安全パトロールの実施（志村交通安全協会へ

の協力）
・献血活動

日野工場 東京都 
日野市

環境
・社員による工場周辺の美化・清掃活動（週1回）
・海ごみゼロウィーク活動への参加

コミュニティ
・地域交通安全活動への参加・協力
・献血活動

相模原 
工場

神奈川県
相模原市

環境 ・地域環境保全活動への参画（相模原の環境を良く
する会）

文化 ・地域祭事への協力（御嶽神社夏祭り）

教育 ・近隣小学校の社会科見学

コミュニティ

・社内イベントに近隣住民等を招待（ビール祭）
・地域の安全・防災活動への参加
・緑地開放、体育館開放
・献血活動

三ケ日 
工場

静岡県 
浜松市

教育 ・近隣高等学校の工場見学、体験実習

文化 ・地域祭事への支援・協賛（三ケ日花火大会など）

コミュニティ参画・発展

コミュニティ
参画・発展

名古屋 
工場

愛知県 
名古屋市

環境
・社員による工場周辺の美化・清掃活動
・地域清掃活動「藤前干潟クリーン大作戦」への社員

参加

文化 ・地域祭事への支援・協賛 

教育 ・近隣小学校で総合学習プログラムの実施

コミュニティ
・愛知県西警察署「交通安全活動」協賛  
・地域交通安全活動への参加・協力
・地域の消防活動、防災訓練への参加・協力

松阪工場 三重県 
松阪市 環境 ・社員による工場周辺の美化・清掃活動 

三重工場
＜亀山＞

三重県 
亀山市

環境
・社員による工場周辺の美化・清掃活動
・海ごみゼロウィーク活動への参加

コミュニティ
・地域交通安全活動への参加・協力
・献血活動

三重工場
＜久居＞

三重県 
津市

環境
・社員による工場周辺の美化・清掃活動
・海ごみゼロウィーク活動への参加

コミュニティ
・地域交通安全活動への参加・協力
・献血活動

海老江 
工場

大阪府 
大阪市

環境 ・社員による工場周辺の美化・清掃活動（月1回）

文化 ・地域祭事への協賛（八坂神社夏祭り、福島区民ま
つり　など）

教育 ・小中学生を中心とした新聞生産工程の工場見学

コミュニティ

・地域安全活動への参画（こども110番協力拠点な
ど）

・地域防災への協力（災害備蓄品の保管、津波非難
施設登録　など）

・献血活動

大淀工場 大阪府 
大阪市

環境
・社員による工場周辺の美化・清掃活動（月1回）
・エコキャップ運動による寄附（日本委員会「世界の

子どもにワクチンを」）

教育 ・職業体験

コミュニティ ・献血活動

滋賀工場 滋賀県 
東近江市

環境
・社員による工場周辺の美化・清掃活動（月1回）
・アルミ缶回収による寄附（東近江こども夢基金）

教育 ・近隣中学校の体験実習

コミュニティ
・社内イベントに近隣住民等を招待（ビール祭）
・地域交通安全活動への参加・協力
・献血活動

滝野工場
滝野証券
工場

兵庫県 
加東市

環境 ・社員による工場周辺の美化・清掃活動（月1回）

文化 ・地域祭事への協力・協賛（花まつり、鮎まつり）

教育 ・近隣高校の工場見学

コミュニティ ・献血活動

福崎工場 兵庫県 
神崎郡

環境 ・社員による工場周辺の美化・清掃活動（月1回）

文化

・地域祭事への協賛
・地域スポーツ大会等への協力・寄附（福崎町「自

然歩道を歩こう会」、市川町「兵庫市川マラソン全
国大会」）

教育 ・近隣高校への仕事説明会

コミュニティ ・献血活動

関西 
ボトリング

兵庫県 
神戸市

環境 ・社員による工場周辺の美化・清掃活動

文化 ・地域祭事への協賛

福山工場 広島県 
福山市

環境 ・社員による工場周辺の美化・清掃活動

文化 ・地域祭事への協賛（福山市夏まつり）

高知工場 高知県 
南国市

環境 ・近隣河川の保全、美化・清掃活動への社員参加
（国分川芝焼き）

教育
・近隣住民や自治体の工場見学
・県内小・中学校、高校、大学の工場見学、出前

授業

コミュニティ ・献血活動

拠点 所在地 テーマ 活動 拠点 所在地 テーマ 活動
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組織統治 人権 労働慣行 公正な事業慣行 消費者課題 コミュニティ
参画・発展 環境

コミュニティ参画・発展

コミュニティ
参画・発展

福岡工場 福岡県 
古賀市

環境 ・社員による工場周辺の美化・清掃活動（月1回）

教育 ・近隣地域からの工場見学

コミュニティ
・地域防災訓練競技会への参加、運営ボランティア
・献血活動

佐賀工場 佐賀県 
神埼郡

環境
・社員による工場周辺の美化・清掃活動（月1回）
・「吉野ヶ里ふるさと炎まつり」事前清掃活動

文化 ・「吉野ヶ里ふるさと炎まつり」事前清掃活動

教育 ・近隣中学校の職業体験

コミュニティ ・近隣地域への施設開放

拠点 所在地 テーマ 活動 拠点 所在地 テーマ 活動

熊本工場
玉名工場

熊本県 
玉名市

環境 ・社員による工場周辺の美化・清掃活動（クリーン
作戦）

文化 ・地域祭事への協賛（玉名納涼花火大会）

教育 ・近隣中学校、高校の職業体験

コミュニティ
・地域の安全衛生協議会への参加
・献血活動

北海道・東北エリア
環境							 3 件
教育							 2 件
コミュニティ			 3 件

関東エリア
環境												 33 件
文化												 23 件

公衆衛生企業実習の受け入れ
（深谷工場）

比企広域消防本部 屋内消火栓
大会に出場（嵐山工場）

近隣小中学校の工場見学、
職場実習（柏工場）

社内イベントに近隣住民等を
招待（幸手工場）

社員による工場周辺の美化・
清掃活動（川口工場）

九州・沖縄エリア
環境						 9 件
文化						 4 件

社員による工場周辺の美化・
清掃活動（熊本工場）

献血活動（熊本工場）

関西エリア
環境						 15 件
文化							 8 件
教育							 8 件
コミュニティ		 19 件

中部エリア
環境							 3 件
文化							 2 件
教育							 4 件
コミュニティ			 8 件

教育										 19 件
コミュニティ						  70 件

教育						 5 件
コミュニティ		 8 件

中国・四国エリア
環境							 2 件
文化							 3 件
教育							 3 件
コミュニティ			 3 件

近隣高校での出前授業
（高知工場）
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海外拠点における地域貢献活動トピックス（2019 年度実績）

組織統治 人権 労働慣行 公正な事業慣行 消費者課題 コミュニティ
参画・発展 環境

コミュニティ参画・発展

コミュニティ
参画・発展

Donation for Orphans

ブカシ県チビトゥンの孤児院に寄附を行いました。

コミュニティ

Donation to Local 
Community
コミュニティの水道橋修繕のため寄付を行いました。

コミュニティ

Donation of Ambulance 
to Community around 
Factory
病院や保健施設への移動の手助けとして、コミュニティに救
急車1台を寄贈しました。

コミュニティ

Fight of the Mangrove

サムットソンクラーム県のマングローブ林に、従業員が
100本のマングローブの木を植えました。

環境

Donation in children’s 
day
毎年1月第2土曜日に開催される「こどもの日」に、
文房具などを子どもたちに寄贈しました。

コミュニティ

Siam Toppan Packaging Co., Ltd.（タイ）  

PT. Indonesia Toppan Printing（インドネシア）  

PT.Plasindo Lestari（インドネシア）  

Second hand Market & 
Disable Person Market
障がい者の方に商品を販売していただくため
「中古品市場」を開催しました。

コミュニティ
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