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CANPAN CSRプラス「CSRプラス大賞」 
地域ノミネート企業の皆様へ 

 
 日本財団 CANPAN運営事務局 

（ダイバーシティ研究所） 
 

CSRプラス大賞ノミネートについてのご案内 
 
 若葉の鮮やかな季節、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。  
 毎年のように企業の社会的責任が問われるような出来事が続く中で、CSR へ
の関心もますます高まっており、企業・NPO・行政などによる「地域ぐるみで
の SR活動」が大きなテーマとなってきています。 
 当 CANPAN運営事務局では、「地域ぐるみでの SR活動」への取り組みの第
一歩として、CSRプラス大賞に地域の企業を推薦することになりました。 
（「CANPAN CSR プラス大賞」は、日本財団が運営する公益コミュニティサ
イト CANPANが展開する、日本初の市民投票による CSR大賞です。） 
 つきましては、貴社を「地域の CSRプラス大賞」に推薦させていただくため、
ご協力くださいますよう、ご案内させていただきます。 
 お忙しい中とは存じますが、別添資料を一読いただき、ご検討くださいます

ようお願い申し上げます。 
 なお、「CANPAN CSR セミナー」につきましては、青森県の場合大賞決定
後に予定しております。 
 
 

以 上 
 
別添資料 
・「地域の CSRセミナー」「CANPAN CSRプラス大賞」について 
・「地域の CSRセミナー」企画書 
 
参考WEBサイト 
 日本財団公益コミュニティサイト CANPAN CSRプラス 

https://canpan.info/csr_index_view.do 
2007年度「地域の CSRセミナー」http://blog.canpan.info/canpaninfo/category_11/ 
第 1回 CANPAN CSRプラス大賞について 

http://blog.canpan.info/csr2007/category_1/ 
 ノミネート企業 http://blog.canpan.info/csr2007/category_2/ 
投票結果 http://blog.canpan.info/csr2007/category_5/ 
ダイバーシティ研究所 http://www.diversityjapan.jp/ 
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はじめに 
 
CSR（SR）について 
 
 「CSR」とは Corporate Social Responsibi lityの頭文字をとった言葉で、「企業の社会責
任」と訳されています。環境配慮、人権、品質、労働慣行…など様々な分野が含まれます。

CSRが広がってきた背景には、衣料品メーカーの南アジアの生産工場での児童労働に対す
る不買運動や、ヨーロッパでの企業による若年層の失業対策などがあります。社会問題の

発生や解決に、企業も大きな影響力を持ち、事業を進める中で課題解決に取り組むことが

必要なのです。 
 日本でも、CSRという言葉は用いていないものの、公害が社会問題化した 1960年代か
ら企業不祥事が続いた 2000年まで、常に企業の社会責任は問われてきました。海外からの
日本企業に対する CSRの取り組みの期待も高まり、大企業を中心に、CSRに取り組む企業
が増えてきました。日本での CSRの取り組みや関心が高まった 2003年を「CSR元年」と
呼んでいます。 
 
取引先の CSRにも注目 
 
 これまでは大企業を中心に進められてきた CSRですが、取引先企業にも CSRが要請・
期待されるようになってきました。 
製品を販売している企業が CSRを全うしていても、製品を作っている企業の中で CSR

が全うされていなければ、製品の製造から販売までの全体の CSRが全うされているとは言
えないのです。牛肉コロッケや餃子のニュースは、耳に新しいところです。「○○地域から

の商品は仕入れないことにする。」など、問題の企業が属する地域に対しても、厳しい判断

が下される場面も出てきました。 
 
地域全体で CSRに取り組む 
 
中小企業が単独では、「CSRが経営に密接に関係することはわかっていても、CSRのす

べてに取り組むのは難しい。」のが現状でしょう。地域の企業が取り組める事柄は小さいよ

うに思われても、地域や業界全体で取りまとめてみれば、CSRを全うしている状態を生み
出すことができます。これは、地域全体の信頼性を高め、外部から安心して取引ができる

環境を整えることにもつながります。    
 
NPOは地域 CSR推進のパートナー 
 
地域には、地域課題を熟知していたり、課題解決のヒントとなる専門性の高い知識をもつ

NPOがあります。CSRを進めていくと、人権配慮や環境配慮など、専門性の高い知識が必
要になってきます。このような場面で、NPOの専門性は様々なヒントを提供することがで
きるでしょう。地域全体の CSRを進める上で、企業と NPOは重要なパートナー関係にな
ってきます。 
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「地域の CSRセミナー」「CANPAN CSRプラス大賞」について 
 
 
 「地域の CSR セミナー」と「CANPAN CSR プラス大賞」は一連のプロジ
ェクトとなっています。この一連のプロジェクトのことを「08アワード」と呼
び、地域の SR活動を喚起すること、企業と市民のコミュニケーションの機会を
創造し、企業の CSRの取り組みを市民が応援することを目的として実施されて
います。 
 
１．CANPAN CSRプラスについて                     
 
日本財団が運営する公益コミュニティサイト CANPAN の中に、CSR 情報に特
化したWEBサイト「CANPAN CSRプラス」があります。 
 

CANPAN CSR プラスは、東証一部上場企業の CSR 活動情報を一覧できる
データベース、企業が CSR 情報を発信するニュースリリース、CSR に関する
コラム集などのコンテンツがあり、企業と市民のコミュニケーションを促すツ

ールとして利用されています。また、全国各地で CSRに関するイベントの開催
や協力することで、地域ぐるみの CSRを応援しています。 
 
 ・日本財団公益コミュニティサイト CANPAN  

https://canpan.info/index_view.do 
 ・CANPAN CSRプラス  https://canpan.info/csr_index_view.do 
 ＊CANPAN CSRプラスのパンフレットをご覧ください。 
 
 
２．「08アワード」について                        
 
「08 アワード」の実施主体は、日本財団公益コミュニティサイト CANPAN で
す。実施に関する情報（「地域の CSRセミナー」案内、ノミネート企業の紹介、
WEB投票など）、は、CSRプラスで公開されます。 
 

08アワード … 日本財団公益コミュニティサイト CANPAN 
           ∟CANPAN CSRプラス 

     ・地域の CSRセミナー（主催：地域の中間支援組織） 
     ・CSR情報開示データベース（CANPAN CSRプラスで公開） 
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2‐1 地域の CSRセミナーについて                    
 
地域ぐるみでの CSRの取り組みを促す機会として、2007年度は全国 6か所
の中間支援センター（札幌、仙台、新潟、名古屋、奈良、福岡）が中心となり

「地域の CSRセミナー」が開催されました。 
 2008年度は、全国 10か所での開催を予定しています。 
 
＜参考＞ 
2007 年度に実施された「地域の CSR セミナー」の様子は、こちらからご覧い
ただけます。http://blog.canpan.info/canpaninfo/archive/92 
 
「地域の CSRセミナー」では、地域の企業の CSR取り組み事例発表を行い、
事例発表を行った企業は、地域からの推薦を受けた代表企業として「CANPAN 
CSRプラス大賞」にノミネートさせていただきます。 
 
 
2‐2 CSRプラス大賞について                      
 

CANPAN CSRプラスは、企業と市民が「CSR」でコミュニケーションを図
ることを目的としたWEBサイトです。東証一部上場企業の CSR報告書を調査
した「ＣＳＲ情報データベース」や、CSR関連ニュースリリースなど、日本の
ＣＳＲの現状が一覧できるコンテンツを提供しています。 

2007 年度からは、企業の CSR の取り組みを市民が応援することを目的とし
て、「CANPAN CSR プラス大賞」をスタートしました。これは、①報告書の
情報開示データベースでの情報公開度の高い企業、②地域から推薦を受けた企

業の 2 つのルートからノミネートされた企業に、市民がインターネットを利用
して投票を行う「市民が選ぶ日本初の CSR大賞」です。 

2007年度の初の実施では、市民が投票を通して企業の取り組みに触れる機会
として、また、ノミネート企業には、投票結果に加えて投票者からのすべての

メッセージが届けられ、企業と市民の新しいコミュニケーションの形を提案し

ています。 
 
＜参考＞ 

2007 年に実施した「第 1 回 CSR プラス大賞」の様子は、こちらからご覧
いただけます。 

http://blog.canpan.info/csr2007/category_1/ 
 
昨年度は、33社（東証一部上場企業から 15社、地域推薦 18社）が、ノミネ
ートされました。 
 http://blog.canpan.info/csr2007/category_2/ 
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   【情報公開度上位枠】          【地域推薦枠】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受賞企業には、賞状、記念品を授与させていただきますので、11月 7日に行
われる授賞式へのご出席と取り組みについてのご発表をお願いしています。 
 すべてのノミネート企業には、後日、投票結果と投票者からのメッセージが

届けられます。 
 
 
３．CSRプラス大賞ノミネートについて                   
 
 CSRプラス大賞にノミネートされた企業には、CANPAN CSRプラスへの企
業登録させていただきます。WEB投票が行われる際に、投票者が閲覧する企業
の CSR情報（「3-1 投票者が閲覧する企業の CSR情報について」）を CANPAN 
CSRプラスデータベースに登録する必要があるからです。 
 情報公開度上位枠からのエントリー企業は、すでに CANPAN CSRプラスへ
の登録やデータベースでの情報公開が完了していますが、地域推薦枠からノミ

ネートされる企業については、新たに登録をしていただくことになります。 
（後述、「4．CANPAN登録情報について」をご参照ください。） 
 
 
 

CANPAN CSRプラスデータベース 
東証一部上場企業を中心としたCSR情

報開示データベース 

（CSR報告書の記載情報から作成） 

 

CSRの情報開示が進んでいる企業 10

社 

地域の CSRセミナー（進行例） 
基調講演 

CANPAN CSRプラスについて 

企業の事例発表 

パネルディスカッション 

事例発表企業から 1社（計 10社） 

ノミネート企業 20社が決定 

授賞式（11月） 

市民によるWEB投票（9月） 

開票/受賞企業決定 
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3-1 投票者が閲覧する企業の CSR情報について               
 
 投票者が閲覧する企業の CSR情報は、次の 4点になります。これらの情報を
もとに、投票者は投票を行います。 
  ・CANPAN CSRプラスデータベース 
  ・キャッチコピー（約 50文字） 
  ・企業の紹介文（約 200字） 
・企業の取り組みレポート（約 2,000字） 

 
 CANPAN CSRプラスデータベースについて 
 CANPAN CSR プラスデータベースは、企業の CSR の取り組みを、近江商
人の「三方良し」の考えに沿って、48の項目を設けてデータベース化したもの
です。 
 
★データベース上の企業表示例 
 
             ＊サッポロホールディングス DBより 
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★CSR報告書への掲載の有無を調査した 48項目 

!"# "#

$%&'()&*(+,-./01234,56789:

;%<=>?@ABCDEFGHIJ,<=>?@AKLMNODE,PQ789:

R%&'()&*(STU7VWIX,YZM[\OW]^,KL,PQ

_%`I,abMc0d7efOWFGH01ghi7jkWlmno789:

$%pIqFrs(tuvvt,wxyz/{`,|}s,~�

;%��/����,�������>��]�#��M�^]�����FG�,y�

��,PQ

R%����> �¡FGHa¢£¤i7¥¦7§¨©]KL,PQ

_%�¥¦Xª¡FGH`I,¥¦«¬7OW®¯°±,²³)´e

$%µ(¶FGH·¸¹º»¼½6¾7OW¿�À

;%ÁÂ@¼�,µ(¶½6¾��7ÃOWy���

R%Ä�ÅWab�ÅWÆ,ÇÈ¾7OW¿�À

_%ÉÊ/lË¥¦7ÌÍMÎÏOÐÑÒÓÅWÔÕ�Ö,ÇÈ¾7OW¿�À

$%¥¦7OW{`,×ØegÙÚjVÛÊD789:

;%IJMÃÜS©]¥¦×Ý,ÙÞ«¬789:

R%ßhÐÑabFGàá�âãä�+,åæ7OW°±

_%çè=éêë�>+,y���¯3/TU7VWìíeg789:

$%Éî7OWpIq)ïðqF»éñ=é>ò,óô«¬789:

;%çè=éêë�>,Éî«¬7OW¯3jVÛ²³789:

R%õö�÷ãø=¼ù>ú7OW»éñ=é>ÎÛûüýAã,þ�«¬789:

_%pÿ�J+,Éî×Ý,ÙÞ«¬789:

$%!U�ð,�"#7OW°±

;%P$)%&)'(òBCyz7OW°±

R%IJ,)�ö=éÂ*=>¼+,¯3

_%!Ç+,,�ýü-���>7OW°±

$%&.!U,�/,]^,0L12

;%934W�ç�5¼6�¡,7/,]^,y���

R%934W�89:;¡ò,7/7<k]y���

_%=´>?@MFAOy���/�ÂëAúB�ñ¡KL+,TC789:

$%ÿ�J,DEÒ�Fé*��?@�7OWGH/»éñ=é>ò,óô

;%IJdKÈ#,<L,]^,y���

R%MNO/ÿ�J7P^WQÒ,Rð7OWST

_%UVÎÛ!WV,ßê÷B>X,¯3,y���

$%YZdÓ[pÒM\]�^W_`da7VW=b�>��cd�,~�789:

;%eÖMNûâXù>ú�¼?f,~�789:

R%�gh�iò�,[p°±jYZdÓk^:9WS9lmnop�!U01ghq,

°±ed789:

_%�¼öûâXù>úÊD,rs7OWy���

$%Ituvw�xJXòóôXI,�ð�uvxJXù>*��,óô«¬

;%¼?éöyãF�FéA��,ezòHµs{KL+,|},~�aX,��

R%µs{B��ú+,_`d²³,��

_%��op,�°ò,�q/��FG,°±´e

$%,>è=éA>¼7OW���H,��

;%,>è=éA>¼7OWIJ,]^,0LûüýAã,��«¬

R%´��±DES�±d,�(7OWy���

_%pÿ�J+,,>è=éA>¼7OW×Ý,ÙÞ«¬

$%��/ÿ�J,�É°±�(7OW»éñ=é>,��

;%�É°±�(,]^,��ÊD789:

R%�É°±�(7OW����ø�ú��¡,��/�q,°±

_%pÿ�J+,�É°±�(OW×Ý,ÙÞ«¬

!"#$%&'()
*+,

-
.
/
0

1
*
2
/
0

34%&'(567
89:;%&'()

*+,

34<=>?@7A
%&'()*+,

BCDE34FGHI
JKLMNOP%&
'()*+,

!"#$%&'()
*+,-./0

QRSTUVWST
%&'()*+,

STX90Y@Z[
%&'()*+,

\Z]^%_'()
*+,

1
2
3
4
5

`a@>?b7%&
'()*+,

cdX;efg@h
i&j%&'()*

+,

kJlmnoJM%
&'()*+,

p\>?qr%&'
()*+,



7 |   
 

 キャッチコピー・企業の紹介文について 
 50 文字程度の企業のキャッチコピーと 200 文字程度の企業紹介文を、
企業の方に作成をお願いしています。企業ロゴマークの借用も併せてお願

いします。 
最終ノミネート企業一覧では、企業名＋企業ロゴ＋企業紹介文が表示される

予定です。キャッチコピー、企業紹介文は、投票者が企業の取り組みの概要を

知るための文章になります。 
 
【参考】 
昨年の投票の際に使われた企業の紹介文は、企業の取り組みレポートの冒頭に

入っています。http://blog.canpan.info/csr2007/category_2/ 
50文字のキャッチコピーは、今年からの試みです。 
 
＝＝＝例：コミュニティタクシーの場合＝＝＝ 
駅待ちなし。流しなし。乗るには電話予約が必要。しかも繁忙時には 30分待ち。
それでも待つお客さんがいる。柔軟なサービス精神とそこから漂う安心感。こ

んなタクシー、他にない。「うちはタクシー業ではありませんよ。生活支援業で

すよ。」便利屋事業やサロン事業とも連携し、今や地域に不可欠なサービスを提

供しています。（151文字） 
 
 
 企業の取り組みレポートについて 
企業の取り組みレポートは、推薦団体である中間支援組織の担当者が執筆し

ます。取材を行うこともあります。企業の取り組みの中で、その企業を推薦し

たポイントとなる取り組みを中心に構成していきます。 
レポートの最後には、なぜ推薦したのか、取り組みの素晴らしいところにつ

いて、中間支援組織からのコメントがつけられます。 
レポートの中には、企業や取り組みをアピールする写真を 3 枚入れることが
できます。写真だけでなく、図やイラストでもかまいません。 

 
【参考】 
昨年の投票の際に使われた企業の取り組みレポートは、こちらからご覧いただ

けます。http://blog.canpan.info/csr2007/category_2/ 
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４．CANPANの登録情報について                      
 
 投票者が閲覧する企業情報は 4つです。 
  ・CANPAN CSRプラスデータベース（CANPANへの企業登録が必要） 
  ・キャッチコピー 
  ・企業の紹介文 

（ノミネート企業側で作成。「3-1 投票者が閲覧する企業の CSR情報
について」をご参照ください。） 

・企業の取り組みレポート 
（推薦団体側で作成。「3-1 投票者が閲覧する企業の CSR情報につい
て」をご参照ください。） 

 
 CANPAN CSRプラスデータベースについて 

CANPAN CSRプラスデータベースへの情報入力と、CANPANへの企業登録
には、2通りの方法があります。 
 
（1）企業側ですべて登録・入力する 
（2）事務局（CANPAN/ダイバーシティ研究所側）で登録・入力する 
 

CANPAN への登録が行われると、ID・パスワードが発行され、ニュースリリ
ース、コラムなどの機能が利用できるようになります。 
 
 
4-1 企業側ですべて登録・入力する場合                  
4-1-1 CANPAN登録について 
 CANPANパンフレット、WEBをご参照のうえ、7月中に登録を行ってくだ
さい。 
 
4-1-2 ID・パスワードについて 
 ご自身で登録される場合、ID・パスワードは自由に設定していただけます。
企業情報を追加したり修正したりする場合や、CANPAN の機能を利用する場合
には、ログインが必要になりますので、大切に保管してください。 
 
4-1-3 データベースへの情報入力について 
 48の項目それぞれについての企業の取り組みやコメントを入力していきます。
入力に当たっては、「入力の手引き」（WEB上に掲載）をご参照ください。 
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 情報の入力は、8月 15日までに完了してください。 
 また、データベースへの入力が困難である場合には、推薦団体と連携して、

事務局側でデータ入力を引き継ぎます。その際、CANPANに登録した ID・パス
ワードをお知らせいただく必要がありますので、その旨ご了承ください。 
 
 
4-2 事務局（CANPAN/ダイバーシティ研究所側）で登録・入力する場合     
4-2-1 CANPANへの登録/ID・パスワードについて 
 事務局側で、CANPAN 登録を行います。ID・パスワードは、事務局側で振り
分けを行います。ID・パスワードは、WEB投票終了後、CANPANの登録確認の
案内とともに返還いたします。 
 
4-2-2 データベースへの情報入力について 
 企業基本情報とデータベースの 48項目についての「企業情報シート」を、推
薦団体にお渡しします。推薦団体がヒアリングなどを行い、「企業情報シート」

に、企業の取り組み情報を記入していきます。 
 記入済みの「企業情報シート」は、事務局に提出され、事務局側でデータベ

ースへの情報入力を行います。（企業側での入力作業は発生しません。） 
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５．お問い合わせ先                            
 
 CANPAN CSRプラスに関するお問い合わせ 

CANPAN運営事務局 
 

 08アワードに関するお問い合わせ 
CANPAN への企業登録・データベース情報の自社入力に関するサポー
ト 
ダイバーシティ研究所（担当：山本） 
〒532-0011 
大阪府大阪市淀川区西中島 4-6-19 木川ビル 5A 
TEL：06-6390-7800  FAX：06-6390-7850 
e-mail：yamamoto@diversityjapan.jp 
 

 地域の CSRセミナーに関するお問い合わせ 
200字の企業紹介文・2000字の企業レポート・企業情報シートに関す
るサポート 
 あおもりＮＰＯサポートセンター（三澤） TEL 017-776-9002 

 e-mail：misawa@a-nponet.jp 
（協）プランニングネットワーク東北（三浦） TEL 017-723-7630 

 e-mail：asako@planet-thinks.or.jp 
 
 

 


