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グンゼグループでは、2018年にグンゼのマテリアリティ（CSR重要課題）
に基づきCSR委員会において具体的な実行計画を策定しました。
そして、構成員の具体的な行動を促すために、SDGｓとの関連付けによる
アウトサイドインの考え方を全員で共有し、中長期的な視野で
CSVの実践に取り組んでまいります。

グンゼの
マテリアリティ
（重要課題）

ESG ISO26000
7つの中核主題 グンゼの主なCSV目標

G（ガバナンス）

S（社会）

E（環境）

組織統治

消費者課題

公正な事業慣行

労働慣行

人権

コミュニティへの
参画・発展

環境

サステナビリティマネジメント（CSR基本方針・環境憲章などの徹底）

コンプライアンスの徹底、企業倫理と法令遵守

IR活動（投資家との建設的対話）ステークホルダーとのダイアログ

リスクマネジメント体制の構築（リスクマネジメント委員会など）

データセキュリティとプライバシーの保護

付加価値の高い医療機器開発（患者のQOL向上に貢献）

ストレスフリー差異化アパレル商品開発（完全無縫製、カットオフ など）

高機能包装資材の開発［賞味期限の延長：2020年に133％延長（2017年BM比）］

未病ビジネスへの取り組み（介護予防 ほか）

グンゼグループCSR調達ガイドラインの遵守（原材料調達）

取引に関する法令の遵守と社内浸透

従業員・家族の健康増進（有給休暇取得促進：2020年に15日／年）

経済産業省・健康経営優良法人（ホワイト500）認定獲得

ワークライフバランスの推進（モバイル勤務導入ほか、WEB会議・TV会議促進）

グループウエア刷新による業務改革（業務の属人化防止）

人権啓発の推進・ダイバーシティ向上（障がい者雇用と支援体制）

女性活躍推進（総合職に占める女性在籍者比率：2020年に13％）

地域行政施策との連携強化・地方創生活動の実施

地域社会の健康促進参画

地域社会へ開かれた会社（工場見学、イベント・お祭り など）

地球温暖化対策［CO2排出量：2020年に21％削減（2013年BM比）］

廃棄物削減［廃棄物総排出量：2020年に12％削減（2012年BM比）］

環境関連ビジネスの拡大［包装フィルムの薄膜化：2020年に5％削除（2017年BM比）］

環境に配慮した原材料・資材活用（オーガニックコットン、バイオマスプラスチックほか）

QOLの向上への貢献 緑豊かな環境づくりと環境問題対応 職場環境改善・働き方改革 より良いコミュニティ・社会づくり

組織統治 労働慣行消費者課題

人権コミュニティへの
参画・発展

環境公正な事業慣行
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E（環境） S（社会） G（ガバナンス）

社会課題とCSV目標の関連性を示すために
国際ガイドラインであるISO26000の
社会的責任に対する7つの中核主題に対しても
マッピングを行っています。
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共通価値の創造（CSV）に向けた
2020年度の目標

SDGsの17の持続可能な開発目標との関連 ●は主に関連する項目、○は関連する項目
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あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保する。

Q O Lの向上への貢献
QOLの向上への貢献
（健康・福祉への貢献）1 緑豊かな環境づくりと

環境問題対応2
より良いコミュニティ・
社会づくり4

2018年度 活動報告

職場環境改善・
働き方改革3

コラーゲン使用ゼラチン入り人工皮膚の開発 医療現場の声から生まれた、
患者さま一人ひとりのセルフケアを
サポートする製品「メディキュア」の開発

2018年4月、「コラーゲン使用人工皮
膚ペルナックGプラスⓇ」※の医療機器
承認を取得しました。人工皮膚は一般
的にコラーゲンで構成されており、やけ
どや傷などで皮膚が欠損したところに
使用します。傷に貼ることで私たちの体
にある細胞や毛細血管が人工皮膚へ
侵入・増殖し、徐々に真皮のような組織
に置き換わり治癒します。従来の人工
皮膚では難治性潰瘍、特に糖尿病性
潰瘍への効果は十分ではありませんで
した。日本の糖尿病総患者数は約329

万人（平成 2 9年厚生労働省患者調
査）と推計されています。糖尿病になる
と、血流の悪化などで脚に治療が困難
な皮膚潰瘍を生じやすく、壊死が進む
と切断のリスクもあり、新しい人工皮膚
が求められていました。そこで当社製品
「ペルナックⓇ」にゼラチンを追加するこ
とで、治癒促進効果のある線維芽細胞
増殖因子を吸着・徐放する人工皮膚
「ペルナックGプラスⓇ」を京都大学医
学研究科形成外科と共同開発しまし
た。京都大学にて行われた医師主導治

グンゼ独自の生体吸収性材料の技
術を活かし、自らの組織で修復する
ことを目的とした製品開発に挑戦し
ています。一度傷つくと再生困難とい
われる膝軟骨ですが、私たちは患者
さまがご自身の脚で生涯歩き続ける
ことのできる医療を実現するため日
夜研究に励んでいます。「ここちよさ」
を追求するグンゼだからこそできる、
患者さまのQ O L向上へ真に貢献す
る製品を開発します。

OA機器開発で培ったフッ素樹脂加工
技術を用いて、医療用ガイドワイヤーや
カテーテル製造用チューブを商品化し
ました。滑り性や引裂き性などの機能
面はもちろん、操作感や扱いやすさな
ど、使いごこちの面でもドクターや医療
機器メーカーから高い評価を受けてお
ります。これら健康医療関連製品を次
期柱商品群に育成することを目標に、
さらに付加価値の高い新商品開発を
推進していきます。

験では、本製品と線維芽細胞増殖因子
を併用することにより、これまで治療に
難渋していた糖尿病性潰瘍を含む難
治性潰瘍にも効果があることが確認さ
れ、脚切断というQOL低下を防ぐこと
も期待できます。本製品は幅広い領域
に応用できる特性をもっており、皮膚
再生分野以外への発展も期待されて
います。そうなれば、もっと多くの患者
様のQOLの向上につながるでしょう。

ペルナックGプラスⓇは着想から
15年ほどかかりましたが、2018

年4月に製品化していただきまし
た。皆さまのご尽力に感謝いたし
ます。既存同等品の壁を打ち破
る性能があり、皮膚欠損、難治
性潰瘍治療にこれまでにない効
果が期待されます。今後の再生
医療分野での応用にも期待され
る新製品ですのでこれからの展
開が楽しみです。

京都大学大学院医学研究科形成外科学
森本 尚樹教授

QOL研究所 研究室　岩澤亮（左）・井出啓太（右）

MESSAGE

オストメイトのための腹帯「やわらかウエストチューブ」

スキンテア対策のための
「アーム・レッグカバー」

吸収性軟骨再生基材の開発

エンプラ事業部　技術開発センター商品開発課
小林大記（左）・関谷一剛（右）

医療用ガイドワイヤー2018年に吸収性軟骨再生基材を欧州で認証取得

エンジニアリングプラスチックス分野での健康医療関連製品の開発

オストメイトのための
やわらかウエストチューブ

皮膚裂傷対策の
アーム・レッグカバーなど

GUNZE × アルケア GUNZE × リブドゥ
ストーマ装具を製造販売するアルケア
（株）と連携して、オストメイト※のための
腹帯「やわらかウエストチューブ」を発売
しました。はさみでカットできる素材なの
で、装具を通す穴を自分に合わせて作る
ことができるなど、当社のインナー技術を
医療用に活用した製品です。実際に着用
された方からは「肌触りがとてもよく、外
出したくなる」との声もいただきました。今
後もこうした製品を開発して、QOL向上
のお役に立ちたいと思います。

尿吸収パッドを装着してもズレにくい、
見た目にもよい「ボクサーパンツ」と、ご
高齢の方に多いスキンテア（皮膚剥
離）対策に活用できる「アーム・レッグ
カバー」を、大人用紙おむつ大手（株）
リブドゥコーポレーションを通じ、販売
を開始しました。介護施設を定期的に
訪問するなど、幅広いネットワークを持
つ同社の活動を通じて、必要とされる
方に、製品やセルフケアに関する情報
をお伝えしています。両社が連携するこ
とで、排せつケアと肌ケアの両面から、
健康で豊かなシニアライフのお手伝い
ができることを願っています。

※ペルナック GプラスⓇの承認内容に、線維芽細胞増殖　
　因子との併用による効能、効果は含まれていません。

※ オストメイト：ストーマ（人工肛門・人工膀胱、手術に
　より便や尿の排泄口）を造設された方のこと
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あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保する。

Q O Lの向上への貢献
QOLの向上への貢献
（健康・福祉への貢献）1 緑豊かな環境づくりと

環境問題対応2
より良いコミュニティ・
社会づくり4

2018年度 活動報告

職場環境改善・
働き方改革3

次世代アンダーウエアの開発　ストレスフリーなはき心地を実現 ハクケア商品の開発　足に特化した企業コンソーシアム発足

健康・医療のまちづくり
グンゼスポーツ吹田健都店

健康寿命延伸プログラム
グンゼスポーツクラブと富山市、枚方市との取り組み

20周年を迎えたメンズインナーブランド
BODY WILDは、2018年7月より、ブリー
フ、トランクス、ボクサーブリーフに次ぐ、
第4世代の新スタイルとして「解放感がハ
ンパないAIRZ（エアーズ）」を発売しまし
た。最大の特長は、あって当たり前のウエ
ストゴムをなくし、腰回りのストレスを劇的
に解消したことにあります。また、カットオ
フ（切りっ放し）素材の採用で、ウエストと
裾の生地のかさばりや縫い目を極小化し、
まるで1枚の布を纏うような異次元の着用
感を実現しています。生活に快適性を求
めるトレンドが顕著になる中、ストレスフ
リーの概念を取り込み、新しい価値をお客
さまに提供したことがインパクトを持って
迎えられ、初年度の販売は好調に推移。
革新的商品AIRZは、着用者のここちよい
生活の実現にも大きく貢献しています。

スマホを使うことの多い今、現代病ともいえ
るのが首の痛みや肩こり。その原因は姿勢
にもあります。猫背の状態では重い頭を支
える肩や背中の筋肉が緊張し、血流が悪く
なって肩こりを引き起こすといわれているか
らです。そこで気を付けたいのが正しい姿
勢。でも、頭で分かっていても正しい姿勢を
保つのは難しいものです。そこで私たちは、
無理なく自然に背筋に意識が向くインナー
を開発したいと考えました。Tuché「アク
ティバランス」では、背中中央部に縦に伸び
にくいクロス型パネルを配置することで、背
筋が曲がるとパネルが違和感を抱かせる構
造。この違和感が姿勢を立て直すサインで
す。無理に肩甲骨を寄せるのではなく、姿
勢を意識する瞬間をつくることで自ら姿勢

を正すアクションにつなげます。着る
だけで簡単に自分の姿勢を見直すこ
とのできる、毎日続けやすい健康習
慣につながります。

2019年5月18日、バンタム級の真の王者を決め
るWBSS大会で決勝進出を果たしたプロボクサー
井上尚弥さんをイメージキャラクターに起用

ウエストゴムが無いAIRZ

スポーツカテゴリーの開発　着るだけで姿勢を正すアクション

「はく」ことで日常生活における足への負
担軽減やさまざまな足のお悩みを解決
に導く婦人用レッグウエアとして2019

年春より販売を開始した新ブランド
「HAQCARE(ハクケア）」。日本唯一の足
病総合病院である「下北沢病院」が、足
に特化した企業コンソーシアム「足ビジ
ネスアイデアハッカソン実行委員会※」を
発足。この活動の中から、今回下北沢病
院監修のレッグウエアを展開させていた
だくこととなりました。

グンゼスポーツ吹田健都店は、北大阪健康医
療都市（愛称：健都）開発プロジェクトのフィッ
トネスクラブとして2018年11月にオープン。
健康に「気づき」「楽しみ」「学べる」をクラブコ
ンセプトに掲げて全スタッフが地域の予防医
療や健康づくりの推進活動に積極的に寄与し
てまいります。また、行政や医療機関、関係企
業と連携することにより人々のQOLの向上に
相乗効果を創出したいと考えています。

グンゼスポーツ富山レガートスクエア店では、
官民連携による健康講座を定期的に実施し
ています。親子向けには、産後の腰痛予防や
腰痛緩和のためのストレッチ指導など、今後
も地域住民や施設利用者向けにQOL向上を
目的とした健康講座を開催してまいります。

グンゼスポーツ枚方店では、市内在住の65歳
以上の高齢者を対象にカラダの歪みや日常動
作の改善、QOLの向上を目的とした運動教室
を週1回2ヶ月にわたり、開催しました。枚方市役
所・地域包括支援センターと連携をはかり、介
護予防・生活支援サービス事業の取り組みの
一環として今後も協力を続けてまいります。

レッグウエア事業本部　MD本部
企画開発部　瀬戸 亮太

グンゼスポーツ吹田健都店 支配人　村山 功

健康講座の様子 運動教室の様子

実行委員会の様子

インナーウエア事業本部　MD本部
レディスMD部　部長　千葉 あゆみ

インナーウエア事業本部　MD本部
メンズ＆キッズMD部　武安 秀俊

富山レガートスクエア店の取り組み 枚方店（大阪府）の取り組み

背筋を曲げると
違和感を
抱かせる構造

姿勢が悪く腰部が
曲がると違和感を
抱かせる構造

ストッキングの滑りを抑えることで、ヒール
着用時のつま先負担を軽減させ、歩きやす
くします。

高機能すべり止め付き
パンティストッキング

足に関わる商品開発の仕事に従事し、社会課題
を解決したいと考えている企業や有志が集まり
発足した任意団体。お客さまの健康に直結する
「足にまつわるビジネス」をテーマに、民間企業が
定期的に集まり、事業創造を目指しています。

※足ビジネスアイデアハッカソン実行委員会

商品例



27 28

地球環境に配慮した製品・サービスの提供を通じて、
地球との共生に努めています。

緑豊かな環境づくりと環境問題対応
QOLの向上への貢献
（健康・福祉への貢献）1 緑豊かな環境づくりと

環境問題対応2
職場環境改善・
働き方改革3 より良いコミュニティ・

社会づくり4

2018年度 活動報告

緑豊かな地球環境を未来世代へとつなぐ 「シュリンクラベルの薄膜化（減量化）」と「分離しやすいラベル設計」で環境配慮型製品の開発

地球温暖化はCO2などの温室効果ガスの
濃度が上昇することが原因だと考えられて
います。植物には、太陽からの光エネルギー
を利用（光合成）して、大気中のCO2を有機
物として固定するという重要な働きがありま
す。特に樹木は、幹や枝などの形で大量の
炭素を蓄えるので、樹木を多く販売するこ
とはCO2を削減し地球温暖化を防止するこ
とにつながります。樹木販売による2018年
度のCO2固定量は872t（樹木重量の約半
分が炭素）で、2020年度には1,008t（2018

年比16％）の固定量を目標にしています。

樹木がたくさん生産されるように
街路樹や庭木、マンションの外構などに植
栽される樹木は全国各地の樹木生産者に
よって大切に育てられています。しかし、その
樹木の供給可能量は年々減少しています。
グンゼグリーンは全国の有力な生産者と協
力して品質の良い樹木がたくさん生産され
るように販売拡大に取り組んでいます。

災害（台風や地震）による倒木への対応
2018年は台風や地震により各地で甚大な
倒木被害がありました。グンゼグリーンでは
全国の樹木生産者とのネットワークで植替
えに適した樹木を調達・供給しました。大阪
市の御堂筋のイチョウ並木にもグンゼグ
リーンが手配したイチョウの木があります。

グンゼグリーン株式会社　社長
濵松 陽一郎

「ラグビーワールドカップ2019」の会場となる熊谷ラグビー場がある熊谷スポーツ文化公園の植栽

プラスチックカンパニー営業統括部　課長　岡田 信（左）
グンゼ包装システム営業統括部　課長　三ツ木 信孝（右）

樹木の出荷（茨城営業所）

コンパクト仕様のパッケージ

一般品（左）
より40％縮小

「緑」を生活のさまざまなシーンにお届け
樹木だけでなく、母の日のギフト用カー
ネーションや胡蝶蘭などの鉢花も全国の
花の生産者と協働で企画生産しご家庭や
オフィスに届けています。

プラスチックフィルム分野では、各種包装
用フィルムから印刷・製袋まで一貫した包
装資材の製造・販売を行っています。循環
型社会におけるプラスチック包装材料の
リサイクルは重要な課題であり推奨され
ています。包装資材としてリサイクル可能

な部分を最大限にし、現状ではリサイクル
困難な部分を最小限にした上で、分離し
やすいトータル設計が重要です。印刷をラ
ベル部分に限定し、分離することにより容
器のリサイクル性を高め、さらにラベル部
分のプラスチック使用量を減量することに
より、環境負荷低減につなげています。

分離しやすいラベル設計
シュリンクラベルを容器から分離させるミ
シン目において、グンゼ包装システム（株）
の技術により、異なった２種類の形状を組
み合わせた「ハイブリッドミシン目」が可能
に。ラベルを剥がしやすく、容器のリサイク
ル率を向上させることにより、プラスチック
包装材料の循環に貢献しています。

シュリンクラベルの薄膜化（減量化）
グンゼ独自の異種多層化技術によりPS（ポ
リスチレン）素材とPET（ポリエチレンテレフ
タレート）素材を積層した「ハイブリッドスチ
レンフィルム」は、PS素材の収縮性能とPET

素材の剛性を両立。ラベルのデザイン性を
維持・向上させながら、従来フィルムから約
20%の減量を実現しました。

環境に配慮した肌着の開発
（オーガニックコットン素材）

環境に配慮した
コンパクトパッケージの開発

インナーウエア事業本部　
MD本部　メンズ＆キッズMD部
マネージャー　山田 隆雄　

「BODY WILD」「the GUNZE」
他に使われています。

レッグウエア事業本部　
MD本部　企画開発部
河村 薫　

ハイブリッドミシン目

オーガニックコットンは、厳格な
生産基準に従い、2～3年以上
の生産実践を経て、認証機関に
認められた農地で、栽培に使わ
れる農薬・肥料の基準も守って
育てられた綿花のことです。化
学薬品の使用による健康や環
境負荷を最小限に抑え、労働の
安全や児童労働など社会的規
範を守って製造したものを使用
することで、環境負荷の低減に
つなげます。

ストッキングは、樹脂外袋、印刷
中紙、中台紙という包装資材構
成が一般的ですが、チャック付樹
脂袋のみという包装形態も2018

年3月より販売しています。携帯
に便利なコンパクトサイズで出し
入れしやすいチャック付き。中台
紙がないのでサッとはけ、ゴミが
少ないエコ仕様（重さは5分の1）。
ユーザーメリットの多い新パッ
ケージとなっています。

幼稚園での緑育授業

肌着になる元の実綿

子供たちに緑化への関心を
「緑育授業」は、一般社団法人日本植木
協会の活動の1つで緑に親しみを持って
もらうために、緑の育て方、環境との関わ
りを体感してもらう授業です。グンゼグ
リーンからも「緑育授業」へ積極的に参
加しています。

母の日ギフト例
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（一般財団法人 日本緑化センター）
樹木供給可能量推移
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一人ひとりの意識改革と業務改革を推進し、
グンゼの企業価値向上をはかっていきます。

職場環境改善・働き方改革

「働き方改革」についての具体的な取り組みが2017年よりスタートしましたが、それに合わせてアパレ
ルカンパニーでは、在籍者約1,000人強に広く周知するべく毎月1回、「アパレル発信」を発行していま
す。労働時間管理の徹底と年次有給休暇の取得促進を主眼とした内容ですが、当初と比較すると終業
後在社1時間超（時間外労働除く）の発生状況はかなり減っており、さらに発生率ゼロに向けて取り組
んでおります。毎月配信すると、さまざまな部所から問い合わせも入り、管理者の働き方改革への意識
は高まっていると思います。A4サイズで1枚の通信発行という毎月の小さな取り組みですが、内容を工
夫しつつ続けていきたいと思います。

アパレルカンパニー　経営管理部
高坂 晴代

育児の短時間勤務取得者数 平均勤続年数

QOLの向上への貢献
（健康・福祉への貢献）1 緑豊かな環境づくりと

環境問題対応2
より良いコミュニティ・
社会づくり4

2018年度データ※

グンゼ株式会社 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

働き方改革カエル活動の推進　（アパレル発信の発行）

●あるべき姿：個人のチカラを十分に発揮し、きらきら輝ける働きがいのある男女フェアな会社。

1. 計画期間：2018年4月1日～2021年3月31日（3年間）
2. 計画内容

グンゼは、2015年1月15日から、
「大阪市女性活躍 リーディングカンパニー」
認証企業に認定されています。

カエル活動４つの視点からみえてきたこと

WEB会議推進による効率化 フレックスで仕事にメリハリを

女性活躍推進状況の訴求 総合職に占める
女性比率 新卒・キャリア採用※総合職のみ

在籍者

施策およびその目的

2人

9％
34%

（2015-2017年度平均）
1人

10％
30%

（2016-2018年度平均）
6人

13％
38%

（2018-2020年度平均）
コース転換に応募できる人材の増加、一般職の人財力強化
人的ネットワーク構築による定着支援とキャリア開発支援
育児・介護や配偶者転勤などの“止むを得ない事情”による
退職者の再確保
配偶者転勤などの“止むを得ない事情”による退職防止
ライフイベントによるキャリアダウンの防止
休職者の不安解消。業務配分・育児環境などの
共有により職場体制を整備
育児・介護時の時間的な障壁を除き、両立できる環境を整備

6人

男性60%（参考）

48％

6人

男性81%（参考）

62％

8人

60%

女性管理職の人数

一般職女性のコース転換Aの応募者数

指　標

2018年度 活動報告

※グンゼ単体

職場環境改善・
働き方改革3

会社をカエル 自分もカエル ～グンゼの働き方改革～

WEB会議を導入して、日本
だけに留まらず、日本と海外、
海外同士の打合せの回数も
増えてきています。離れた地
域でのコミュニケーションの
活性化につながっており、グ
ループウェアの刷新と合わせ
て利便性が向上し、働き方改
革につながっていると自負し
ています。また、グンゼの社員
同士だけでなく、他企業の方

とも打合せできることも、WEB会議導入の効果です。今後、さ
らに利用推進し、業務の効率化、スピード化につなげていきた
いと考えています。

2年ほど前にフレックスが導
入されてから、活用していま
す。私のフレックス活用法は、
時差の関係上、海外との会
議の終了が19時になった時
は別日に調整して早めに退
社したり、平日の日中にしか
できない私用も休みを取らず
に時間調整をしています。ま
た、フレックスに変わってから
は、自分のペースや体調、家

庭の事情に合わせて時間管理できるため、メリハリを持って仕
事ができますし、その結果、仕事の効率の向上による残業の抑
制やワークライフバランスにつながっているのではないかと感
じています。

経営戦略部　IT戦略室
矢間 清浩

人事総務部　人財開発室　飯村 麻里子

メディカル事業部
商品開発センター薬事課　小来田 知里

私たちのカエル活動

トピックス

2017年から「カエル活動」としてスタートした働き方改革は、4つの視点をもと
にして、慣習や業務の進め方の改革、環境整備や制度改正といったいわばイン
フラとしての「会社をカエル」ことから進めてきました。構成員の皆さんも制度を
活用して働き方を変えたり、自己啓発にチャレンジするなど、「自分もカエル」こと
も徐々に浸透してきているのではないでしょうか。ただ、「自分もカエル」ことでさ
らに「会社をカエル」、つまり働き方改革の真の目的である
生産性・競争力の向上という成果につなげていくには、む
しろこれからが本番であり、まだまだ工夫が必要ではない
かと思います。人財開発室としては、あまり制度活用いただ
いていない「柔軟な働き方」を好事例の紹介や導入アドバ
イスを行うことで促進したり、自己啓発で高めたスキルを
上司の方々と情報共有することにより業務での実際の活用
につなげたいと考えています。働き方改革により構成員の
皆さんがもっともっと「会社をカエル」、成果につなげること
を支援していきます。

2017年度
2018/3/20

2018年度
2019/3/20

2020年度目標
2021/3/20

採用10年前後の新卒採用者の継続雇用割合（女性総合職）　
※継続雇用割合＝9.10.11年度前の新卒採用者（2007
　～2009年度入社）の当年度（2019年度3/20時点）時
　点の在籍者数÷9.10.11年度前入社者数×100

育児・介護休職取得者数

■育児　■介護
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さまざまな事業を通じて地域の活性化に向けた
取り組みを進めています。

より良いコミュニティ・社会づくり
QOLの向上への貢献
（健康・福祉への貢献）1 緑豊かな環境づくりと

環境問題対応2
より良いコミュニティ・
社会づくり4

京都府では、さまざまな企業の皆さまと連携・協働し、府民の安心・安全の確保や府域の均衡あ
る発展を目指した取り組みを進めております。グンゼさまには、創業の地を大切にされ、産学公連
携による交流型次世代ものづくり支援拠点「北部産業創造センター」の整備や「京都モデルフォ
レスト運動」への参画など、地域貢献に積極的にご協力いただいており、改めて感謝申し上げます。
想定を超える自然災害の頻発や、少子高齢化・人口減少が進む中で、今回の協定では、災害支
援活動をはじめ、移住イベントの共催や、がんに関する啓発運動など、多様な分野で連携すること
となり、大変心強く思っております。今後も協定に基づくさまざまな取り組みを推進し、府民サービ
スの一層の向上に努めてまいりたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。 京都府知事　西脇 隆俊氏

ゲストスピーカーご夫妻への質問の様子

MESSAGE

2018年度 活動報告

職場環境改善・
働き方改革3

京都府と地域活性化 包括連携協定を締結
グンゼグループは健康・医療、スポーツ振
興、地域活性化などを通じた魅力ある地域
社会の実現に向けた取り組みを支援して
います。2018年度は、オリンピックなどの国
際大会で活躍が期待されるトップアスリー
トへの支援や、次世代を担う子どもたちが
生の舞台に触れることにより、こころ豊かな
社会の実現を目指す劇団四季「こころの劇
場」京都府公演のボランティアなどを実施
しました。

2018年9月3日、ロームシアター京都で開
催された「京都創造者大賞2018」でグンゼ
は「京都創造者賞」を受賞しました。この賞
は“京都ブランド”のイメージアップ、都市の
発展に貢献した個人、法人、団体及び商品
や技術、サービスなどに贈られるものです。
当社は、さまざまな事業展開や新たな交流
拠点の創設などによる創業の地・綾部の地
域振興への貢献が評価されました。

グンゼ開発（株）が運営する商業施設エ
ルミこうのすでは、毎年2～3月に「鴻巣
びっくりひな祭り」が開催されます。埼玉
県鴻巣市が歴史ある人形の生産地であ
ることをPRするほか、町を明るく元気にす
ることを目的に行われており、市をあげて
取り組み、市民全員でひな祭りを楽しむこ
とはグンゼの創業理念である共存共栄に
もつながっています。グンゼグループで
は、今後もイベントを通じて地域に根差し
た活動を行っていきます。

企業メセナ活動の推進 グンゼ文化・スポーツ振興プロジェクト

「平成30年7月豪雨」
災害の支援

鴻巣
びっくりひな祭り

「地域でなりわいをつくる」
京都府移住セミナー開催

都市の発展に貢献
「京都創造者賞」を受賞

アルペンスキーヤー 安藤麻選手

授賞式の様子

地域ボランティアが一体一体手作業で飾る、
エルミこうのすの日本一高いピラミッドひな壇

肌着を避難所へ届ける様子
特定非営利活動法人　ピースウィンズ・ジャパン提供

「こころの劇場」舞台装置の設営や撤去作業に参加

2018年9月28日、京都府庁においてグンゼと
京都府は、地域活性化、健康・医療、環境、子
ども、スポーツ振興、防災など7分野にわたる
連携協定と協働に関する包括連携協定を締
結しました。グンゼはこの協定に基づき「移住
イベントの開催」「乳がん検診キャンペーン」
「京都モデルフォレスト運動」など事業を通じ
た地域の活性化に努めていきます。今後、グン
ゼは京都府内の事業所を中心に、下記活動
を通し、京都府における地域の一層の活性化
に取り組んでいきます。

2019年1月26日、グンゼ大阪本社の会議
室で「京都府の移住セミナー」を開催。今
回は亀岡市、南丹市、京丹波町への移住
希望者が対象。京都移住コンシェルジュか
ら、地域や移住者の紹介、実際に移住した
ご夫婦から地域との関わりなどの話を聞く
ことができました。

7月9日、「7月豪雨」災害発生時、緊急災害
対応アライアンス「SEMA（シーマ）」からの
支援要請を受け、紳士、婦人、子供用肌着
9,820枚を浸水被害の大きかった岡山県
倉敷市真備町の4カ所の避難所へ届けま
した。避難所では、皆さんに本当にうれしそ
うに受け取っていただいたとNPOピース
ウィンズ・ジャパンからの報告がありました。
今後も災害時には公共機関との連携をは
かり、支援の漏れや無駄を減らし、被災自
治体の負担を軽減することを目指します。

分　野 主な活動内容
移住イベントの共催

「北部産業創造センター」の活用支援への協力

がん対策推進事業への協力

京都モデルフォレスト運動の推進

「京のまなび教室」特別講師派遣事業への協力

児童養護施設における卒業時の肌着支援

オレンジリボンキャンペーンの啓発

きょうと子育て応援パスポートへの協賛

障がい者スポーツの支援

環境スポーツイベント等への協力

災害支援活動

家畜用衣料の共同開発の継続

地域活性化

健康・医療
環　境
子ども

スポーツ振興

防災
その他


