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企業市民
中長期ビジョン達成状況を測る指標および 2019 年度実績
中長期ビジョン達成状況を測る指標

目標値

2019 年度実績

①DNP独自の次世代育成プログラムの社外参加者数

①2019年度までに2015年度
からの累計7,500名

①累計8,542名

②東北・熊本等復興支援現地ボランティアプログラムの年間実施回数

②2019年度まで年間3回の
継続実施

②4回
東北2回、熊本1回、広島1回
（平成30年7月豪雨復興支援）

環境保全

海洋プラスチックごみ問題の解決に向け、砂浜清掃活動などを実施
近年、世界共通の環境課題として、海洋プラスチックごみ

コーミング）
と清掃を行いました。1 時間強の清掃で、サーフ

問題への対応が広く求められています。DNP はプラスチック製

ボードや鉄の支柱、ブイやパイロン、地引網といった大きなモ

品を多く取り扱う企業として、環境保全の取り組みを進めて

ノから、発泡スチロールや、ぼろぼろになったレジ袋等の廃プ

います。

ラスチック、ガラス片などの小さなモノまで大量に回収し、参

2019 年 12 月、神奈川県三浦半島にある和田長浜海水浴場
周辺において、公益財団法人日本自然保護協会の協力のもと、

加者は海洋ごみ問題の深刻さを肌で感じる機会となりました。

DNPはこれからも海洋プ

砂浜や磯の清掃活動を実施しました。この活動には、DNPグ

ラスチックごみ問題の解決

ループ社員 22 名とその家

をめざして、環境に配慮し

族 3 名の計 25 名がボラン

た製品・サービスの開発を

ティアで参加しました。自

進めるとともに、さまざまな

然観察指導員の方より、海

取り組みを進めていきます。

ブイやパイロンなどの大きなゴミも回収

洋ごみが生態系に及ぼす
影響について学んだ後、砂
浜と磯の自然観察（ビーチ

「いま砂浜で起こっていること」
を学ぶボラン
ティア参加社員

VOICE ステークホルダーからのご意見

公益財団法人 日本自然保護協会
経営企画部 部長

岩橋 大悟 様

今、日本の海や砂浜の自然環境はとても大きな課題を抱えて

DNPグループの環境への取り組み

リンク

に海や砂浜に生息している生きものには大き
なダメージが生じているだけでなく、私たち
人間の食や文化、レクリエーションなどにも
悪影響を及ぼす懸念が高まっています。
このような状況を背景に、長年にわたって
当会の活動をサポートしてくださっている御

います。なかでも、世界中で深刻な問題になっているのが、海を

社と一緒に、具体的な活動をスタートできたことは、大変意義深

漂い、砂浜に打ちつけられる大量の海ごみ、マイクロプラスチッ

く、嬉しく思っております。昨年度のボランティア活動では、皆さ

クです。すでに世界の海洋中には1億5,000万トンを超えるプラス

まとても熱心に取り組んでくださり、アンケートでも多くの皆さ

チックが存在し、毎年新たにジャンボジェット5万機分（800万ト

まが課題解決への思いを込めたコメントを寄せてくださいまし

ン）のプラスチックが海ごみになっていると考えられています。ま

た。この課題は一朝一夕に解決できるものではありませんが、ま

た、日本の砂浜は、地球温暖化やコンクリート化などの影響で

ずはできるところから、そして継続していくことが大切です。私た

年々減少が続いており、21世紀末には９割の砂浜が半分以上の

ちも、何ができるのかを御社と一緒になって考え、一緒に行動が

面積を失い、６割が完全に消失するという予測もあります。すで

できるパートナーとしてこれからも力を尽くしてまいります。

DNPグループ CSRマネジメントトピックス 2020

次世代育成（出張授業・ワークショップ ）

DNP オリジナルプログラムによる出張授業・ワークショップ
DNP は社会貢献活動において、「環境保全 」「地域・国際社会 」「次
世代育成 」「芸術・文化 」「人道支援 」
という 5 つの重点テーマを掲げ
ています。このうち「次世代育成 」については、次世代を担う子どもた
ちの知的好奇心を刺激し、学習への興味や社会課題への関心を高める
活動を行っています。
具体的には、ビジネスで培ったノウハウを活用したオリジナルの教育
用プログラムを開発し、事業拠点周辺の小学校への出張授業のほか、
全国各地で子ども向けのワークショップなどを行ってきました。2019
年度は、印刷の色表現の仕組みを学ぶ「色の不思議 」、IT（情報技術 ）

DNP 出張授業「色の不思議 」（名古屋市立中小田井小学校）

を活用した新しい美術鑑賞を体験する「世界の美術で遊んじゃお
う！」、楽しみながら文化遺産を後世に伝える大切さを学ぶ「世界最古
の地球儀を作っちゃおう！」などのプログラムを展開。東京・愛知・大
阪・京都などの学校や教育施設、計 18 カ所で出張授業やワークショッ
プを実施し、1,277 名が参加しました。

▶ AI 技術人材の育成に向けた新たなワークショップ

DNP は 2019 年より、プログラミング初心者や学生向けに、AI（人工
知能 ）技術を学ぶワークショップを展開しています。

DNP はアマゾンウェブサービス（AWS）が提供する小型の自動走行型
レーシングカー「AWS DeepRacer」を活用し、DNP のオリジナルコース
でのレース「AWS DeepRacer GP powered by DNP」
を社内や企業向けに

「世界最古の地球儀を作っちゃおう!」
（大阪・梅田の ナレッジキャピタル・ワークショップの様子）

実施しています。アプリケーション開発エンジニア同士の交流の場とし
て提供し、プロのエンジニアの育成につなげてきました。2019 年 9 月
には、東京の早稲田大学で「成長分野を支える情報技術人材の育成拠
点の形成 」を目的とした「スマートエスイー」
プログラムの一環として、
社会人学生／ 留学生／ 学生 16 名に DeepRacer のワークショップを実
施しました。参加した社員ボランティアは文化や領域の異なる開発者
と英語で議論し、チームでの機械学習やデータ解析に取り組みました。
また、東京の六本木ヒルズで行われた「J-WAVE INNOVATION WORLD

FESTA 2019」では、DNPブースにオリジナルコースを設置し、AI 初心者

「AWS DeepRacer GP powered by DNP」
（早稲田大学の教室内に設置したコース）

でも楽しめるワークショップを行いました。小さい子どもと親を中心に
連日約 50 名が参加し、社員ボランティアのサポートのもとで、AIで動く
ラジコンカーの走行を体験しました。
※ アマゾン ウェブ サービス､ AWS および AWS DeepRacer は、 米 国その 他 の 諸 国 における、
Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

「AWS DeepRacer Championship Cup」
で優勝
ジェクトで AI 技術者を育成 | Discover DNP

世界に挑む！ 社内プロ

リンク

DNP は今後も、子どもたちの知的好奇心を刺激するオリジナルの教
育コンテンツを多くの地域で展開していきます。

「AWS DeepRacer GP powered by DNP」
（レースを体験する親子で賑わうワークショップ会場 ）
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次世代育成 ( チャリティイベント)

次世代育成イベントへの参画（日比谷音楽祭／ 東京グレートサンタラン）
2019 年 6 月、DNP は 東

2019 年 12 月には、東京

京の日比谷公園で初開催

の駒沢オリンピック公園で

された「日比谷音楽祭 」に

開催されたチャリティイベ

参加しました。2 日間で約
10 万人が来場した本イベ

（東京グレートサンタラン）

ントは、音楽のジャンルや
世代、性別、障がいの有無
などのさまざまなボーダー

ント「Tokyo Great Santa Run
バリアフリー 勉強会の様子。NPO 法人実利
用者研究機構による講義を熱心に聞き入る
ボランティア参加社員

2019」にも参加しました。

東京では 2 回目の今回、約 3,500 人のサンタ
クロースの扮装をしたランナーが参加

このイベントは、国内外の子どもたちの支援を目的とするもの
で、収益金の一部は、病気と闘う日本の子どもたちへのクリス

を超え、
「フリーで誰もが参加できる、ボーダーレスな音楽祭」

マスプレゼントや、貧困が原因で満足な医療を受けることが

「持続的
をテーマに掲げています。DNP は「ダイバーシティ」

できない海外の子どもたちの医療支援に役立てられます。

成長 」
「次世代育成 」
という本イベントの趣旨に賛同し、さま

イベント当日、大会運営ボランティアとしてグループ社員 30

ざまな形で参画しました。

名が参加し、スタート管理

まずグループ社員 50 名

とコース上の安全管理を

が、イベント運営のボラン

行って、イベントを盛り上

ティアとして参加。イベン

げました。また、DNP マー

トの趣旨を踏まえ、バリア

ケティングフォトブ ース
「sharingboxPRIME」を 設 置

フリーに関する事前勉強
会を実施し、当日は日本ケ
アフィット共育機構と連携

来場者に声がけし、ごみの分別を促す。分別
した後、リサイクルする実証実験も行った。

して、障がいのある方への対応をはじめ、ステージの制作や
来場者の誘導など、イベント運営業務を担いました。また、
を出展して
「DNP 環境配慮パッケージング GREEN PACKAGING」
いるフード店に提供し、ゴミの分別やリサイクルに対する来場
者の意識を高める活動にも取り組みました。

して来場者の記念写真を
撮影し、その写真プリント

病気と闘う子供たちへ届けられたモザイク
アート

を使って、サンタクロースのモザイクアートを作りました。この
アート作品は後日、丸善丸の内本店で DNP の社員と学生ボラ
ンティアが選んだ本とともに、子どもたちが入院する病院に届
けられました。

DNPは今後も、同様のイベントへの参加を通して、次世代の
育成や持続可能な社会の実現に貢献していきます。

亀田誠治氏が実現した、親子三世代が無料で最高の音楽を
楽しめる「日比谷音楽祭」| Discover DNP

リンク

病と闘う子どもを笑顔に！「サンタラン」
が紡ぐ、次世代育成
支援の輪 | Discover DNP

VOICE ステークホルダーからのご意見

一般社団法人 OSAKAあかるクラブ
事務局長

後藤 充宏 様

Tokyo Great Santa Runは、クリスマスの時期に家で家族と一緒
に過ごすことが出来ない子どもたち、海外で十分な医療支援を受

リンク

診療車を通じた医療支援を行い、今年は健康
で教育を受けられるようになるための水事業
に予防医療として使用してもらう予定です。
国内の子どもたちへは、病院から子どもた
ちの年齢や性別をヒアリングし、プレゼント
をひとつひとつ選びます。 良質な絵本に触
れて欲しいとの思いから、DNPグループの社員の方と一緒に、選

けられない子どもたちに何か貢献したいとの思いから、中高大学

書のアドバイスをもらいながら選びました。当日も、DNPの皆さ

生が集まり発足した
「学生子ども会議」
の手で企画されています。

んにはボランティアとして参加いただくだけでなく、
「学生子ども

海外の医療支援は、認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャ

会議」が参加者に振舞ったスープに環境配慮型のカップをご提

パン（FTCJ）が行っている海外支援に意見を交え寄付させていた

供いただきました。今後も、皆さんとともに国内外の子どもたち

だいています。 昨年は医療機関にアクセスが困難な僻地の循環

の支援を継続させていただければ幸いです。
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災害復旧・復興支援（寄付・現地ボランティア）

災害復旧・復興支援の体制を強化
近年、国内外で大規模な自然災害が多発し、それによる

豪雨（西日本豪雨 ）」などの自然災害が相次いで発生したの

被害は増大傾向にあります。社会の持続可能な発展の観点

を機に、より迅速な支援に向けて、「DNPグループ災害復旧・

からも、そうした被害からの復興や、住み続けられる街やコ

復興支援に関する実施基準 」として改訂しました。さらに

ミュニティづくりにおいて、企業の力がますます求められて

2019 年度は「令和元年東日本台風 」の発生を受け、人的被

います。

害に加え、家屋等の物的被害も支援基準に採り入れ、寄付だ

DNP は 2010 年に、自然災害被害への支援基準を定め、具
体的な支援を行ってきました。2018 年には、「平成 30 年 7 月

けでなく社員による現地ボランティアについても、災害の規
模に見合った迅速な実施判断ができるようにしました。

大規模災害および新型コロナウイルス禍に対する緊急および継続支援
DNP は、社会とともに生

長期的な復旧・復興に向

きる良き企業市民としての

けた支援を継続的に実施

使命を果たしていくため、

しています。

一定の基準のもとで、国

2020 年には新型コロナ

内外の大規模災害に対す

ウイルスの感染拡大防止

る緊急支援を行っていま
す。また、東日本大震災、

西日本豪雨で埋まった水路の土砂除去作業
の様子

熊本地震、西日本豪雨など被害が甚大だった場合には、中
ニュースリリース・トピックス

に向けて、高性能医療用
マスク（N95 規格 ）を医療

DNPグループの社員食堂で提供している東日
本大震災の「復興応援メニュー」

機関に寄付するなど、さまざまな支援を行っています。
相対的貧困の子どもに選択肢を！放課後の教育格差を解消

リンク

する「スタディクーポン」
とは | Discover DNP

リンク

2019年度災害復興支援寄付実績
実施年・月

災害名

内容／寄付先

金額

2019年5月

東日本大震災

DNPの社員食堂での復興応援メニューによる寄付／公益社団法人 チャンス・フォー・チルドレン
（学習支援寄付1,000,000円／小学生児童約5名分の1年間の学習支援額に相当）

1,063,261円

2019年10月

令和元年東日本台風

支援金寄付・DNPの社員食堂での復興応援メニューによる寄付／特定非営利活動法人ジャパ
ン・プラットフォーム

7,590,000円

2019年10月

―

DNPグループ体育祭による売上寄付／全国災害ボランティア支援団体ネットワーク（JVOAD）

100,000円

災害復興支援ボランティア活動実績（PDF）

リンク

VOICE ステークホルダーからのご意見

特定非営利活動法人 ひろしまNPOセンター
増田 勇希 様
この度は、2018年西日本豪雨で被害を受けた、坂町および呉
市安浦地区での活動ありがとうございました。 災害が多発化、
巨大化し、その被害から復旧・復興に向かう被災地では、地域、

は、被災され不自由な生活の中にいる住民
へ、たくさんの励ましの思いを届けてくれて
います。 坂町では、思いを込めて作って頂い
た鉢植えが、今年も新しい花を咲かせていま
す。また、安浦地区で農地復旧活動を行った
田んぼは再生が進んでおり、DNPグループの
皆さんの活動が着実に次の地域創りに繋がっています。
ひろしまNPOセンターは、皆さんからの支援を忘れず、これか

個々人が抱える課題が多様化・複雑化しており、それ故に多様な

らも被災した地域に寄り添いながら活動を続けてまいります。今

アクターの関わりが求められています。 そのような中、被災者に

後とも是非、被災地へのご支援ご協力をお願い致します。

寄り添い、一緒に汗を流すDNPグループの皆さんの真摯な活動
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DNPグループの企業市民活動 実績一覧
主な活動テーマ

01. 環境保全

02. 地域・国際社会

プログラム

内容

イベント／主な実施場所

主な社外連携先

実績データ

生物多様性の保全

事業所内の緑地づくり、地域生態系の保全活動 他

［全国］DNPグループ 各拠点

ー

クリーンアップ活動

京都・嵐山、中之島公園（桂川）周辺の清掃活動 他

［全国］DNPグループ 各拠点

ー

フェアトレード活動

フェアトレード月間キャンペーン（食堂メニュー「胡麻」
「マカロン」）
フェアトレード月間キャンペーン（コーヒー試飲会）
フェアトレード商品の社内販売

［全国］DNPグループ社員食堂（28拠点）
［東京］DNP市谷加賀町ビル
［東京・千葉］DNPグループのカフェ・売店

特定非営利活動法人フェアトレード・ラベル・
ジャパン
一般社団法人わかちあいプロジェクト
株式会社アートコーヒー 他

フェアトレードコーヒー販売数：57,839杯

各サイトの取り組み事例（PDF）リンク

はがき・切手の額面74,417円分および
使用済み記念切手約10kg
※2018年からの累計：未使用切手・はがき
約23万円分、使用済み切手約16㎏

地域クリーンアップ活動参加者数：全国地区

19ヵ所以上（約800名以上）

切手・はがき収集（2019年度）
切手・はがき整理・寄付活動（2018年度分）

［東京］DNP市谷加賀町ビル

公益財団法人ジョイセフ

地域貢献活動（海外拠点）

技術指導や技術移転を行う地域貢献プログラムdesa telaga
Agro-EnviroEducation Park 他

［海外］DNPインドネシア 他

カラワン工業団地自治会

出張授業

出張授業「色の不思議」
「ピクトチャレンジ」

［東京・愛知］学校および教育施設

一般社団法人中部産業連盟 内 EPOC

「世界最古の地球儀を作っちゃおう！」ワークショップ
「世界の美術で遊んじゃおう！」ワークショップ
「ノート作り体験」ワークショップ
「AWS DeepRacer GP powered by DNP」次世代育成ワークショップ

［大阪］ナレッジキャピタルワークショップフェス
（夏秋）
［東京］大日本印刷 市谷地区
［東京］早稲田大学「スマートエスイー」プログラム
［東京］
「J-WAVE INNOVATION WORLD
FESTA2019」

一般社団法人ナレッジキャピタル
NPO法人日本教育再興連盟「つぼみプロジェクト」
新宿区箪笥地域スポーツ・文化協議会
アマゾン ウェブ サービス ジャパン

ワークショップ受講者数：570名
※翻訳絵本づくりワークショップ40名含む

（生活者対象）翻訳絵本づくりワークショップ共催
（社員および家族対象）翻訳絵本づくり（2019年度）

［東京］DNPプラザ
［全国］DNPグループ社員自宅

新宿クリエイターズ・フェスタ実行委員会
公益社団法人シャンティ国際ボランティア

制作した翻訳絵本数：172冊

開発途上国女性支援
（切手・はがき寄付）

ワークショップ

開発途上国教育支援
（翻訳絵本づくりボランティア）

他

ー
他

出張授業受講者数：12ヵ所、710名

企業訪問・工場見学

企業訪問・工場見学受け入れ

［全国］DNPグループ 各拠点

ー

学校訪問受入れ数
小学校：3校（150名）
中学校：12校（70名）
高等学校：11校（350名※）
特別支援学校、大学他：60名
※ビジネス教育支援受講者210名含む

高校生向けビジネス教育支援

ビジネス教育授業実施（全5回）

［東京］東京都立第四商業高等学校
［東京］DNP市谷加賀町ビル 他

東京都教育庁
商業教育コンソーシアム東京

ビジネス教育支援受講者：210名

［東京］日比谷公園 他
［東京］駒沢オリンピック公園
［東京］丸善丸の内本店

日比谷音楽祭実行委員会
一般社団法人OSAKAあかるクラブ

DNPブース来場者数：4,000名
参加ランナー数：3,500名

公益財団法人DNP文化振興財団
公益社団法人企業メセナ協議会 他

DNP の文化活動

03. 次世代育成

チャリティイベント

04. 芸術・文化

※参加人数等は概数

「日比谷音楽祭2019」大会運営ボランティア
「東京グレートサンタラン2019」大会運営・プレゼント選書ボランティア

DNPの文化活動

グラフィックデザイン、グラフィックアートの振興
アートとの触れ合いの拡大

［東京］ギンザ・グラフィック・ギャラリー
［京都］京都dddギャラリー
［福島］CCGA 現代グラフィックアートセンター
［東京］DNP ミュージアムラボ
［京都］DNP京都太秦文化遺産ギャラリー
［東京］メゾン・デ・ミュゼ・デュ・モンド
［ウェブ］アートスケープ

災害復興支援（寄付）

令和元年東日本台風復興支援（募金箱・食堂メニュー売上金寄付）
東日本大震災復興支援（食堂メニュー売上金寄付）
災害ボランティア団体支援（グループ体育祭売上金寄付）

［全国］DNPグループ 各拠点
［全国］DNPグループ社員食堂
［埼玉］大日本印刷狭山総合グラウンド

災害復興支援（現地ボランティア）

東日本大震災復興支援（第12回・第13回現地ボランティア）
熊本地震復興支援（第4回現地ボランティア）
平成30年7月豪雨復興支援（第1回現地ボランティア）

［宮城］仙台市／東松島市／女川町
［岩手］陸前高田市
［熊本］南阿蘇村／益城町
［広島］坂町／呉市

05. 人道支援

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム
公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク
（JVOAD）
公益社団法人日本フィランソロピー協会
特定非営利活動法人石巻復興支援ネットワーク
公益財団法人熊本YMCA
特定非営利活動法人ひろしまNPOセンター

リンク

寄付金額：

7,590,000円（令和元年東日本台風）
1,063,261円（東日本大震災）※2017・2018年度分
100,000円（災害ボランティア団体支援）
災害復興支援ボランティア活動実績（PDF）リンク

