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事例調査結果
本年の事例調査では、各社の社会貢献活動に関する考え方、推進のための社内体制、
社員のボランティア活動支援や社外への情報開示の状況などとともに、具体的な社会貢
献活動のメニューを 10 個以内で回答いただいた。２５７社(回答企業 340 社の 75.6％)
の事例を掲載している（事例の各項目については開示可能と回答のあった項目のみを記
載）。

＜社会貢献活動事例の見方＞

会社名
■社会貢献のミッションや目標
■社会貢献活動の指針やガイドライン
■重点分野：

（以下の14分野から重点分野を列挙）

1.社会福祉、2.健康･医学、3.スポーツ、4.学術･研究、5.教育･社会教育、6.文化･芸術、
7.環境、8.史跡･伝統文化保全、9.地域社会の活動、10.国際交流･協力、11．災害救援、
12．人権、13．NPOの基盤形成、14．その他
■担当部署等：

担当部署名（スタッフ数）

・その他社内組織： （以下の組織のうち設置しているものを列挙。組織名称が記入されていない場合
は、記号のみ記載）
A. 事業所毎の社会貢献担当者
C．外部専門家の入った組織

Ｂ．社内横断的推進組織
D.その他の組織

・企業財団／公益信託等： （企業が出捐して設立した財団や公益信託等の名称を列挙）
■社員のボランティア活動支援：
・制度として以下のメニューのうち導入されているものを列挙。（ボランティア＝Ｖ）
Ｖ休職： 長期にわたってＶ活動に参加する場合に休職を認める制度
青年海外協力隊： 青年海外協力隊に参加する場合に休職を認める制度
Ｖ休暇： Ｖ活動や地域活動のために有給で休暇を提供する制度
Ｖ表彰： Ｖ活動を行っている社員を対象とした表彰制度
Ｖ登録： Ｖ活動希望者を登録し、登録者へ活動情報等を提供
Ｖ研修： 従業員のＶ活動推進のための研修制度
退職者Ｖ支援： 退職した従業員のＶ活動推進のための制度
マッチングギフト： 従業員が市民活動団体等へ寄付する場合、企業も同じ対象団体に同額
あるいは一定割合を上乗せして寄付を行う制度
地域貢献運動： 地域貢献活動を促進するための方針策定、地域貢献活動促進を目的とした
全社運動
その他（その他導入されている制度の名称を記載）
・施設開放、情報提供、機会提供のうち実施しているものを列挙。
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■報告書等： （社会貢献活動に関する情報提供の方法について以下のうち実施しているものを列挙。
資料名のタイトルが明記されていない場合は記号のみ記載。）
A. アニュアル・レポートに記載
Ｂ．サスティナビリティ報告書(含 環境報告書、環境･社会報告書等)を作成
C．社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成
＊各項目に続く（ ）内は情報提供の言語。

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： （インターネット上で社会貢献活動に関する情報を提供している場合に、ＵＲＬを記載。
トップページのアドレスの場合もあり。（ ）内は情報提供の言語。）

【主な社会貢献活動メニュー】（主な活動メニューを10個以内で列挙）
１．プログラム名
活動形態：以下のa〜iのうち該当する記号を列挙 ／ 主な寄付先・連携先の名称
活動の概要
＜活動形態＞
・寄付 [a．寄付金（金銭） ｂ．現物寄付
ｃ．施設開放
e.その他]
・自主プログラム [ｆ．自主プログラム
ｇ．協働事業]
・社員の社会活動支援 [ｈ．社員のボランティア活動の支援

ｄ．社員の参加・派遣

i.その他]

（注）組織表記について
株式会社＝（株）、相互会社＝(相)
社団法人＝（社）、財団法人＝（財）
社会福祉法人＝（社福）、特定非営利活動法人＝NPO法人

以 上
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アイエヌジー生命保険（株）
■社会貢献のミッションや目標
事業収益の一部をメセナ活動等を介して社会に還元する。（経営方針から抜粋）
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, スポーツ , 文化･芸術, 地域社会の活動
広報部（スタッフ数：

3人）

■報告書等：

A．（日）、

C．第 8回「愛と夢の童話コンテスト

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.ing-life.co.jp/ （日）

作品募集」パンフレット（毎年作成）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 第7回「愛と夢の童話コンテスト」
活動形態：f, g ／ (社福)全国社会福祉協議会
「愛と夢」をテーマに創作童話を毎年一般公募。入賞作品を童話本にまとめ、（社福）
全国社会福祉協
議会を通じて全国の児童養護施設等へ寄贈している。
２．童話ミュージカルの協賛
活動形態：e ／
童話作品をモチーフにしたミュージカルに毎年協賛。開催地の子ども達の参加により地域コミュニケー
ションも図っている。
３．「愛と夢のチャリティ基金」の実施
活動形態：a, g ／ (社福)全国社会福祉協議会
当社主催のイベント会場等に募金箱を設置。善意の募金を（社福）全国社会福祉協議会を通じて児童
養護施設等へ寄贈している。
４．童話原作の音楽劇･歌語り等の上演
活動形態：e ／
過去の童話入賞作品数編を小椋佳氏脚色による音楽劇･歌語りとして上演し､文化･芸術活動に貢献
している。
５．第38回「千葉国際クロスカントリー大会」協賛
活動形態：e, g ／ (財)日本陸上競技連盟
世界クロスカントリー選手権日本代表選考会も兼ねた公式国際大会に冠協賛し､日本のスポーツ振興
に貢献している。
６．第5回「茨城オープンテニストーナメント」、車椅子テニストーナメント特別協賛
活動形態：e, g
／ NPOスポーツ振興協会
地域活動を含めたスポーツ振興、車いすテニストーナメントなどの障害者のスポーツへの参加を支援。
７．チェン・ミン二胡ライブコンサート特別協賛
活動形態：a, e ／
当社ＣＭキャラクターである二胡奏者チェン・ミン氏のコンサートに協賛し､芸術活動を支援。

あいおい損害保険（株）
■重点分野：

社会福祉

■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

制度（ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）

A．（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 横断歩道用交通安全黄旗の寄贈
活動形態：f ／
年2回行われる全国交通安全運動週間に合わせて、横断歩道用交通安全黄旗を寄贈。
２．ゆにぞん募金
活動形態：a ／ 日本ユニセフ募金、日本赤十字社
社員有志が毎月の給与から希望口数（ 1口101円最大10口まで）を積み立て、会社として加入者数×
101円をマッチングギフトとして「
ゆにぞん募金」へ寄付。
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アイシン精機（株）
■社会貢献のミッションや目標
「社会・自然との共生」を経営理念に掲げ、「良き企業市民として信頼に応える」
■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)地域発展・街づくり、 (2)自然環境保護、(3)青少年育成を企業市民活動の３本柱に掲げ、良き企
業市民として「 Be with(共に生きる）」という基本を忘れることなく、地域から世界へ『共生の輪』を広
げていく。
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, 学術･研究, 教育･社会教育, 環境, 地域社会の活動, 国
際交流･協力
■担当部署等： さわやかふれあいセンター （スタッフ数： 17人）
・その他社内組織：
Ｂ． 企業行動倫理委員会、Ｄ． オールアイシン NPO応援基金
■社員のボランティア活動支援：
制度（青年海外協力隊、Ｖ休暇 、Ｖ表彰 、 Ｖ登録 、 ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、
施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：

A．（日英）、 B．環境報告書 （日英）、 C．Be With

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.aisin.co.jp/profile/index.html（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 環境保護「自然体験ツアー」
活動形態：f ／ 豊田市自然観察の森
青少年に環境保護への関心を高めてもらうため 2002年度スタート。市内の中学生や障害者を招待し、
自然やグループ同士の交流促進をはかっている。
２．西尾少年少女発明クラブの支援
活動形態：g ／ 西尾少年少女発明クラブ
西尾市の少年少女発明クラブに対し、活動場所および運営資金の提供、指導員派遣の支援を実施。
「モノづくり」を通して青少年の健全な育成に努めている。
３．平原ゲンジボタルの里活動支援
活動形態：g ／ 平原ゲンジボタルの里
地域の環境保護を目的に、西尾市にある平原ゲンジボタルの里の「ほたる祭」で夜間交通誘導や草刈
りなどで活動を支援している。
４．さわやかふれあい講座
活動形態：g ／ 各市の社会福祉協議会など
西三河近隣都市の社会福祉協議会や国際協力団体等と95年から共同開催。従来の福祉だけにとら
われない講座として社協プログラムを充実させている。
５．さわやかふれあいフェスタ「このゆびとまれ」 活動形態：f ／ 地域のNPO、市民団体等
「ボランテ ィアに興味ある人、このゆびとまれ！」という呼びかけで、社員はじめ地域の方々を集め、ボラ
ンティア体験や交流レクゲーム等で一日を楽しむ。
６．介護NPO「西三河在宅介護センター」の支援
活動形態：g ／ 西三河在宅介護センター
西三河全域を対象に介護サービスを行う NPO法人に2000年から当社労使が共同支援を開始。今では
規模も拡大し順調に推移している。
７．アイシンふれあいハイク「 WALIC&WALK」
活動形態：f ／ 地域住民、障害者施設の方々
社員と地域住民、施設・団体の障害者の方々とのふれあい、
社員のボランティア体験をねらいに 96年
からスタート。全行程 10ｋｍのウォーキングに多くの参加者が集まる。
８．「かりやしファミリー・サポートセンター」の支援
活動形態：g ／ 刈谷市
育児と仕事の両立ができる環境づくりを支援するため、当社施設を市に無料で提供。企業と行政が一
緒に行った当取り組みは愛知県初。
９．デンパークふれあい農園収穫祭
活動形態：f ／ 安城市デンパーク等
市民農園の一部を97年から借り上げ、春にはいちご、秋にはサツマイモの収穫祭を地域の知的障害
者グループを招いて開催。
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10．オールアイシン労使政策制度フォーラム
活動形態：f ／
「市民と地域の政策課題を議論するフォーラム」として、グループの労使・
議員が環境、福祉、教育など
地域の様々な課題に取り組んでいる。

愛知製鋼（株）
■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)「良き企業市民」として、社会貢献活動に積極的に参加する。（愛知製鋼企業行動指針より）
■重点分野：

社会福祉, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等： 総務・人事部渉外広報室 （スタッフ数： 2人）
・その他社内組織：
Ｂ． 愛知製鋼社会貢献委員会
■社員のボランテ ィア活動支援：

施設開放、情報提供

■報告書等：

A．（日）、

B．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.aichi-steel.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 東海市少年少女発明クラブ支援
活動形態：a, c, d, g ／ 東海市少年少女発明クラブ
第1、3土曜日のクラブ活動に指導員（ 8名）を派遣するとともに、活動費として年
20万円を寄付。夏休み
には2日間の「ものづくり教室」を開催。
２．愛知製鋼ボランティア募金制度
活動形態：a ／ 工場のある市町社会福祉協議会、福祉団体、
NPO等14団体
社員の冠婚葬祭のお返しを自粛し、寄付をしていただく。毎年年度末に担当部門が集計し、寄付先を
決定して寄付をしている。
３．産業道路クリーン作戦
活動形態：
d ／
会社近辺の主要道路のインターチェンジ出入部の清掃を奇数月に実施。
をし、 1回に500〜1000ｋｇを回収している。

25〜30名で約2時間ゴミ拾い

旭化成（株）
■社会貢献のミッションや目標
私たち旭化成グループは、科学と英知による絶えざる革新で、人びとの「いのち」と「くらし」に貢献
します。
■重点分野：

健康･医学, 学術･研究, 地域社会の活動

■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：
■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

あさひ・ひむか文化財団
制度（青年海外協力隊、サポート休暇 ）

B．（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． インターンシップ
活動形態：ｆ／
インターンシップの実施、学生の受け入れ。
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旭硝子（株）
■社会貢献のミッションや目標
社会と調和して共生する「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を展開し、社会全体の繁
栄に貢献する。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
グロー バルな貢献の実施。福祉向上や環境問題解決への寄与。芸術・文 化、スポーツ振興の支
援。従業員ボランティア活動の積極的な支援。
■重点分野：

社会福祉, スポーツ , 文化･芸術, 環境, 国際交流･協力

■担当部署等： 広報室（スタッフ数： 3人）
・企業財団 /公益信託等： （財）旭硝子財団、（財）旭硝子奨学会、旭硝子タイ財団、旭硝子イン
ドネシア財団
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休職 ）、 情報提供

■報告書等：

A．（日英）、 B．旭硝子環境報告書 （日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.agc.co.jp/social/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 旭杯少年少女球技大会
活動形態：f ／ 千葉工場近隣の小学校
1974年に開始した、工場近隣小学校児童を対象とした球技大会。
２．旭硝子杯愛川少年野球大会
活動形態：f ／ 少年野球チーム
相模工場周辺市町村のチームを招いて開催、今年で 11回目。
３．工場見学会
活動形態：f ／ 愛知工場近隣の小学校
1996年に開始した、町内の小学 3年生向けの工場見学会。
４．狩野探幽展
活動形態：
b ／ 東京都美術館
ショーケース用のガラス材料を提供。
５．歴史的ガラスの保存
活動形態：f ／ 当別トラピスト修道院
建て替えにより不要になった歴史的ガラスを撤去・搬送して保管。

朝日生命保険（相）
■社会貢献のミッションや目標
「契約者に対する責任」「社会に対する責任」「従業員に対する責任」を経営の三大責任とし、契約
者ならびに社会のために「まごころの奉仕」を行うことを経営の基本理念としており、豊かな社会づ
くりにかかわっていきたいという願いから、社会貢献活動を推進しています。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
活動指針やガイド ライン、重点分野は、年度単位で設定するものとし、恒常的なものは設けていま
せんが、現在は主に社会福祉、健康・医学分野等を中心として取り組んでおります。
■担当部署等： 社会貢献室
・その他社内組織：
Ｂ． 社会貢献推進会議
■社員のボランティア活動支援：
報提供、機会提供

制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 、Ｖ研修 ）、 施設開放、情

■報告書等：

A．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.asahi-life.co.jp/company/socie/（日）
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【主な社会貢献活動メニュー】
１． 第４５回「朝日の月」醵金
活動形態：a,h ／ 社会福祉等の分野で活躍する１０団体（公益法
人・
NPO等）
当社創立月の７月に、全社で募金活動を展開し、社内選考委員の投票により決定した１０団体に寄付
を行った。（平成１４年度：募金総額６５０万円）
２．第８回「書き損じハガキ回収キャンペーン」
活動形態：
a, h ／ 夏目雅子ひまわり募金、日本
聴導犬協会
年賀状シーズンにあわせ、全国の役職員の自発的善意により、未投函はがきを集め、上記２団体に寄
付を行った。（
平成１４年度
６０７４枚）
３．朝日生命体操教室の実施
活動形態：g ／
児童、青少年の体操を通じた健全育成・
健康づくりを目的として、体操教室を実施。（塚原体操センタ
ーと連携。生徒数 約５０００名）
４．「夏目雅子ひまわり基金」を支援
活動形態：a, h ／ 夏目雅子ひまわり基金
ガン等の治療の副作用で、脱毛に悩む患者さん等に、無償でかつらの貸し出しを行っている同基金を
支援し、オリジナル・
チャリティ図書カードの作成・社内斡旋等を行った。
５．「介護ノウハウビデオCD」を全国で貸し出し
活動形態：f ／
在宅介護ノウハウを映像と音声でわかりや すく学べる「
介護ノウハウ CD」を全国の統括支社・支社に配
備し、一般の方々に無料で貸し出しを行っている。
６．「フィランソロピーシート」を提供
活動形態：ｆ／
サッカークラブ「ジェフユナイテッド市原」の試合に、障害者ならびにそのご家族の方々をご招待する
「フィランソロピーシート」を提供。（平成１４年度：１７試合２０４名を招待）
７．（財）朝日生命成人病研究所
活動形態：ｇ ／
当社の設立した（財）朝日生命成人病研究所により、成人病の予防・診断・
治療に関する研究と診療を
実施。
８．（財）朝日生命厚生事業団
活動形態：g ／
当社の設立した（財朝
） 日生命厚生事業団により、児童・青少年の健全育成を目的とした厚生文化活
動、顕彰、指導者研修等を実施。
９．新都心プロムナードギャラリー
活動形態：ｆ／
新宿本社ビル北側の壁面を展示スペースとしたギャラリーで国内外の名画（複製画）等を常時展示し、
地域の皆様に親しんでいただいている。
10．当社所有の平山郁夫画伯作品の公開
活動形態：ｇ ／
当社は、平山郁夫画伯描き下ろしのカレンダー原画等を所蔵しており、これらの芸術作品を広く一般
の方々にご覧いた だくことを目的に、各地で開催される展示会に絵画の展示協力を行っている。

旭電化工業（株）
■担当部署等：

総務・法務部内

■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

制度（Ｖ休職 ）

A．（日）
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アサヒビール（株）
■社会貢献のミッションや目標
アサヒビールグループは、社会・文化活動を通して、世界の人々の健康で豊かな社会の実現に貢
献し、社会から信頼され、社会と感動を共有することをめざします。アサヒビールグループは、社員
ひとりひとりの高い社会意識と磨かれた感性、豊かな発想による自由闊達で創造的な企業風
土を
通し、社会の発展に寄与することをめざします。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)新しいことがらから、未知なるものへチャレンジし、質の高い文化価値を発信し続けます。
(2)社
会とのコミュニケーションを重視し、社会との相互理解を深めます。
(3)社会活動への参加を通し
て、社会的な役割を分担します。 (4)文化の発信、斬新なメセナ活動を通して、未来文化の創造
に寄与します。 (5)社会・文化活動への社員参加を促進し、新たな企業風土づくりに挑戦します。
■重点分野： 社会福祉, 学術･研究, 文化･芸術, 環境, 史跡･伝統文化保全, 地域社会の活動,
国際交流･協力
■担当部署等： 環境社会貢献部（スタッフ数：８人）
・その他社内組織：
Ａ．、Ｂ． 社会・文化委員会
・企業財団 /公益信託等： (財)アサヒビール芸術文化財団、 (財)アサヒビール学術振興財団、
アサヒ健友会
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 施設開放、情報提供、機会提供

■報告書等： A．（日英中国語）、 B．環境コミュニケーションレポート 2003、サステナビリティレポート
2003（日英中国語）、 C．「interactive」「メセナ・フィランソロピー・ニュースレター」
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.asahibeer.co.jp（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ワールド・カルチャー・キャラバン
活動形態：
d, f, h ／ シャプラニール、ハンガーフリーワール
ド他
アジアを中心とした世界各国の料理教室を各 NPOに開いて貰い、参加者に試食して貰いつつ、各国
の事情とNPOの活動についてレクチャーして貰う。
２．ＫＩ
ＤＳプロジェクト
活動形態：d, f, h ／ 各地児童養護施設
施設で暮らす子どもたちと触れ合うことを目的に、社員の有志が集まってつくったボランティア活動で、
主要都市でバスハイク、絵画教室などを開催している。
３．イルカ・セラピープロジェクト
活動形態：ｆ
, h ／ 神戸元気村
阪神淡路大震災孤児と社員ボランティアがイルカとの触れ合いを通じて、癒しと感動を共有するプロジ
ェクトで、２泊３日で実施している。
４．アートビリティ奨励賞
活動形態：a, g ／ 東京コロニー他
障害者アーティストの絵画作品の「
アートビリティ大賞」の中に、アサヒビール奨励賞を設けてもらい
来が嘱望される新進気鋭のアーティストを支援している。
５．アート・フェスティバル
活動形態：
d, g, h ／ 全国約２０アートNPO他
これまでのメセナ活動をまとめ、さらに広げていくことを目的に、２００２年夏から３年計画で実施しており、
１００を超えるアートプログラムを全国展開した。
６．自然の学校「土」「水」篇
活動形態：
d, f, h ／ 墨田区他
墨田区の障害のある子どもたちに、田植え、稲刈り、釣りなど自然に触れ合う機会を提供するために、
春、夏、秋実施している。
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７．三宅島災害復興支援
活動形態：
d, g, h ／ 東京フィルハーモニー他
２０００年の災害発生以来、社員を対象とした募金活動、「村民の集い」支援、「三宅島支援チャリティー
コンサート」協賛などを行っている。
８．カルチャーセミナー 食文化・環境文化講座
活動形態：
d, f, h ／ 日本環境教育フォーラム、
チームＥ他
２００２年より食および環境分野で活躍している方々を講師に迎えて、食は、「スローライフス
・ ローフー
ド」、環境は、「水と森」をテーマに開催した。
９．ロビーコンサート
活動形態：
d, f, h ／ ６NPOと実行委員会制 他
１９９０年より、本社で開始し、その後、全国の当社工場や事業場での開催も含め１５０回以上を数えて、
「地域の皆様との交流」を深めている。
10．ワンビールクラブ、エコマイレージ
活動形態：
d, f, h, ／ 日本青年奉仕協会
２００２年４月より、会員制の社員募金活動を開始し、運営と管理は、クラブ会員が自発的・
自主的に行
っている。また、同時期に地域通貨のしくみを模倣したボランティア制度「エコマイレージ」を開始した。

味の素（株）
■社会貢献のミッションや目標
私たち味の素グループは、社 会における役割と責任を認識し、「食と健康」を中心とする社会活動
をグローバルに推進することにより、健康で活力ある社会の実現に努めます。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)活動における重点志向（選択と集中）、
(2)経営資源の有効活用、(3)活動の評価と情報発信によ
る説明責任の達成、 (4)味の素グループの主体性の発揮と従業員の参画、 (5)外部活動組織との連
携。
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, 学術･研究, 教育･社会教育, 環境, 地域社会の活動, 国
際交流･協力
■担当部署等： 広報部（スタッフ 数：３人）
・企業財団 /公益信託等： (財)味の素食の文化センター
■社員のボランティア活動支援：
機会提供

制度（Ｖ休暇 、 Ｖ表彰 、 地域貢献運動）、 施設開放、 情報提供、

■報告書等：
活動

A．（日英）、 B．味の素グループ環境報告書 （日）、 C．味の素株式会社の社会貢献

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.ajinomoto.co.jp/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． フィリピン･インテグレーションプロジェクト〜リプロダクティブヘルス･栄養改善〜
活動形態：
ｆ
／ （財）家族計画国際協力財団
リプロダクティブ･ヘルスおよび栄養状態の向上を目指す。ボランティアヘルスワーカーの育成、教材開
発等を行う。
２．フィリピン･コア･プロジェクト〜住民主導型リプロダクティブ･ヘルス /栄養改善〜
活動形態：
ｆ
／ （財）家族計画国際協力財団
「フィリピン･インテグレーション･プロジェクト」の第２期。地方自治体の能力強化、リプロダクティブ･ヘル
ス/栄養のサービス提供者の技術力強化および対象地域の拡大を行う。
３．小学校の栄養改善プログラム（インドネシア）
活動形態：ｆ／ ＹＫＢ（インドネシア現地NGO）
ジャカルタ小学校を中心に実施。教材開発、学内への売店導入、鉄分錠剤配布、両親教室等を行う。

7

４．生活改善プロジェクト（インドネシア）
活動形態：ｆ／ （財）オイスカ
食･保険衛生状態の向上を目指す。地域開発助成センター建設後、調整指導、人材育成を行う。
５．コミュニティにおける栄養改善プログラム（インドネシア）
活動形態：ｆ／ Ｉ
ＰＰＡ（インドネシア
現地ＮＧＯ）
西スマトラの地域コミュニティにおける栄養改善プログラム。プログラム計画つくりのためのワークショッ
プ開催、評価等を行う。
６．家庭菜園の普及による栄養改善プログラム（カンボジア）
活動形態：ｆ ／ NPO法人日本国
際ボランティアセンター
年間を通じ、収穫可能な家庭菜園普及による農村部住民の栄養改善を目指す。野菜・果樹栽培等の
トレーニングを行う。
７．微量栄養強化食品による栄養改善プロジェクト（ペルー）
活動形態：ｆ／ ＵＰＣＨ（ペルー現
地の大学）
現地食料品（
やし油、バナナの粉）にビタミンＡおよび鉄分を添加し、高地･ジャングル地域などで栄養
強化食品として普及をはかる。
８．慢性栄養不良児のための栄養改善プロジェクト（ペ ルー）
活動形態：ｆ ／ ＰＲＩＳＭＡ（ペル
ー現地のＮＧＯ）
２歳未満の慢性的栄養不良児対象の栄養改善プロジェクト。保健関係者のトレーニング、母親への情
報提供等を行う。
９．国際理解教育プログラム「食の探検隊」実施（日本）
活動形態：ｇ ／ ＩＥＣ国際理解教育情
報センター
世界の国々の食文化プログラムを体験しながら地球規模で考えることの大切さについて、自ら学
び体感するプログラム。（大韓民国、スリランカ、カンボジア、フィリピン、タイ、インドネシア）
10．高齢者の食事配食サービス事業支援「世界老人給食の日」に当社商品協力（日本）
活動形態：a, b ／ 全国老人給食協会
日本全国で、配食サービス活動（ボランティア含む）をしている団体約１２０組織を統括している全
国老人給食協会への事業協賛。年に１度９月第１水曜日の「世界老人給食の日」には、商品提供
を行い支援している。

アジレント・テクノロジー（株）
■社会貢献のミッションや目標／ 社会貢献活動の指針やガイドライン
目的： 社会の一員としてその使命、責任を果たします。社会的地位の確立と、ブランド価値の向
上をはかり、長期的観点での事業の成功に貢献します。社会
に誇れる会社で働く喜びを、従業
員と分かち合います。
理念：私たちアジレント･テクノロジーは、科学技術に立脚した企業として、その進歩の恩恵と、数多
くの人々の信頼と支援により、今日では最先端技術をリードする企業に成長することが出来まし
た。今日私たちが持つ資産、技術や人的資源などの有形・無形の資産は、社会の成長と共に育
まれてきたものです。この認識を強く持ち、私たちの資産を有効に活用して、現在社会が抱える
問題に会社と従業員が一体となって取組み、その解決に貢献する事が、私たちの社会的責任と
考えています。
基本方針： (1) 私たちの持つ有形・無形の資産を最大限に活用します。 (2)社会が抱える課題やニ
ーズに対して積極的に取り組みます。 (3)私たちの存在価値、たとえば社会的地位、ブランド・イ
メージの向上や事業の長期的利益の増大に貢献する活動を行います。 (4)従業員と一体となっ
た活動を促進し、社員の誰もが誇りを持てる会社を目指します。
■重点分野：

学術･研究, 教育･社会教育, 環境, 地域社会の活動, NPOの基盤形成

8

■担当部署等： 企画部（スタッフ数： 3人）
・その他社内組織：
Ｂ． 社会貢献推進委員会
■社員のボランテ ィア活動支援：
機会提供

制度（Ｖ表彰 、退職者支援、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 施設開放、情報提供、

■報告書等： A．（英）、 B．Environment and Social Responsibility Report（英）、
ノロジーの社会貢献活動
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

C．アジレント・テク

http://www.agilent.co.jp/go/jpcommunity/ (日)
http://www.agilent.co.jp/go/university/
(日)
http://www.agilent.com/comm_relation/ （英）
http://www.agilent.com/univ_relation/ （英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ひらめき工房アジレント 助成プログラム
活動形態：
a, b ／ 日本宇宙少年団、オンライン自
然科学教育ネットワーク、高木学校、サイエンスEネット、発見工房クリエイト、三重サイエンス・
ボランテ
ィアの会他16団体
理科・科学、算数・数学の分野で子ども達の夢、ひらめき、想像力を育むユニークな活動を実施。ある
いは計画中の国内で活動する非営利団体（
学校 を含む）を助成するもので、毎年
10数団体に現金最
高100万円、あるいは最高 300万円相当の当社製品を寄贈するプログラムである。
２．アジレント・テクノロジー 大学助成プログラム
活動形態：
b ／ 早稲田大学・国際情報通信
研究センター、山形大学・
工学部・
電気・電子工学科、慶応義塾大学・
先端生命科学研究所
大学/大学院における学生実験や学生のための教育・指導環境の改革拡充のために新たな計測器を
希望する先生に当社の最新鋭の計測機器・化学分析機器を寄贈するプログラム。目的を達成・
実現す
るため数量・
金額に制限が ない事が大きな特徴のプログラムである。
３．ひらめき工房アジレント こども科学実験教室
活動形態：a, c, d, g ／ 発見工房クリエイト
（八王子実験教室）オンライン自然科学教育ネットワーク（神戸実験教室）
子ども達の理数離れの傾向を懸念する者として、私達は一人でも多くの子ども達に科学の楽しさを見
直してもらいたいと、地域の NPO団体と協働で毎年八王子と神戸の事業において各 2日間、計 4日間開
催している。なおこのプログラムは
NPO PSC主催の「2002年度パートナーシップ賞」を受賞。
４．アジレント・アフタースクール−従業員による実験教室開催
活動形態：
b, d, f, h ／ 仲良しグ
ループ、町内会、ボーイ/ガール・
スカウト、従業員子弟の通学する小学校など
子ども達の理数離れに歯止めをかけ、物作りへの関心、思考力、発想力を高めることを目指して開発さ
れた、無償で提供される実験・工作キットを用いて、従業員がボランティアとして講師役を務めて地域で
実験教室を開催している。
５．アジレント・アフタースクール「 NPOとの定期・協働開催」
活動形態：b, d, g ／ NPO法人
FUSION長池（八王子市）、多摩NPOセンター（
多摩市）、西区青少年問題協議会（
神戸市）
我々と同じ懸念を共有する NPOと定期的（月 1回開催）に開催しているプログラムで、毎回
10名近い従
業員あるいは OBボランティアが講師役、アシスタントとして活動している。原則土曜日の午前中開催。
６．アジレント・アフタースクール「出前科学実験教室」
活動形態：b, d, f ／ 八王子市、日野市、
多摩市教育委員会、教育センター、小学校
より多くの子ども達に実験の楽しさを味わってもらうため、先生方の希望により理科あるいは総合学習の
時間に授業の一環として行う実験教室で、通常ウィークデー開催のため従業員が業務で講師、アシス
タント役を担っている。
７．アジレント・アフタースクールサタデー科学実験教室
活動形態：b, d, f ／ 都下の小学校、公
民館の主催するサタデースクール
地域の父兄が小学校、公民館において開催されているサタデースクールへの協力依頼を受けて開催
する実験教室で、従業員ボランティアが講師、アシスタント役を担当している。サタデースクールのスタ
ッフ（父兄）の支援があるので、アシスタント役は少数で
OK。
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８．マッチング・ギフト制度
活動形態：a, f, h ／
従業員（OB会会員を含む）
個人あるいはグループが、社会への貢献を願って、金銭的な寄付を行った
場合、会社も従業員の寄付と同額の寄付を行い、従業員の社会貢献への願いを増強、支援するプロ
グラムである。
９．ボランティア団体支援
活動形態：
a, c, h ／ 従業員・
従業員OBをメンバーとするボランティア
団体 ぎんきょう
点字PCの寄贈、子ども向け PC教室の開催、子ども科学実験教室のサポートなどを主活動とする上記
団体に活動資金、事務所スペース（
計器、備品、セクレタリ・サービスを
含む）を提供して活動を支援し
ている。

（株）アドバンテスト
■社会貢献のミッションや目標
よき企業市民になること。人権尊重、地球環境保全。
■重点分野：

環境, 人権

■担当部署等： 環境推進センター （スタッフ数：
・その他社内組織：
Ｂ． CSR委員会
■社員のボランティア活動支援：

9人）

制度（Ｖ休暇）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 寄付
活動形態：
a ／ 赤い羽根共同募金
助成。
２．寄付
活動形態：
a ／ （
社）
日本ユネスコ協会連盟
ユネスコへの助成。
３．寄付
活動形態：
a ／ DIINプロジェクト
研究開発。

（株）穴吹工務店
■社会貢献のミッションや目標
地域密着。
■重点分野：
■担当部署等：

スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 地域社会の活動
販売促進課 総務課

■報告書等：

A．（日）、

C．会社案内

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.anabuki.co.jp（日）

アメリカンファミリー生命保険会社
■社会貢献のミッションや目標
『社会の一員としての役割を自覚し、社会とのコミュニケーションを積極的に図り、社会から信用・
信頼される企業を目 指して、更なる社会貢献活動に努めます』これは、アメリカンファミリー生命保
険会社の社員がいつも携行している「行動倫理憲章」の中の一文です。社会の一員として、社会
の信頼に応えたい。その想いをひとつひとつ形にしていくことが、
AFLACの社会貢献活動です。
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■社会貢献活動の指針やガイドライン
AFLACは、1974年の日本社創業以来、「がん保険」を中心に「医療保険」「介護保険」などの保険
商品を通じて、病気と闘う人々やそのご家族を支え、社会への安心をお届けしてまいりました。そ
こで、社会貢献活動のテーマも「がん・医療 」「子ども」「家族」の 3つに焦点を当て、さまざまな活動
を展開しています。
■重点分野：

社会福祉, 健康･医学, 教育･社会教育, 地域社会の活動, 災害救援

■担当部署等： 広報部社会公共活動推進グループ（スタッフ数： 5人）
・その他社内組織：
Ｂ． AFLACキッズサポートシステム事業推進委員会
・企業財団 /公益信託等： 公益信託アフラックがん遺児奨学基金
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 機会提供

■報告書等：

A．（日）、 C．AFLAC PHILANTHROPY ACTIVITIES ：AFLACの社会貢献活動

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.aflac.co.jp/（日）
http://www.aflacparentshouse.jp（ AFLACペアレンツハウス） （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 公益信託アフラックがん遺児奨学基金
活動形態：a, d, f ／ 公益信託受託者(株)りそな銀行
主たる生計維持者をがんで亡くされ、経済的理由から修学の機会が狭められている高校生へ月額
2万
5000円を卒業まで給付（返還不要）。毎年 100人の新規奨学生を公募し、これまでに 648名を支援。当
社保険販売代理店組織AFLAC全国アソシエイツ会と共に支援を続け、 8年目を迎える活動。
２．AFLACペアレンツハウス
活動形態：a, b, g ／ （財）がんの子供を守る会、NPO法人ファミリー
ハウス
小児がんなどの難病と闘う子どもたちとそのご家族の経済的負担や精神的負担をサポートすることを目
的とした日本初の総合支援センター。 1泊1000円の宿泊施設の提供や、ソーシャルワーカーの常駐な
ど幅広いサポートを行う。
３．各種チャリティーイベントの開催等
活動形態：
a, f, g ／ （財）がんの子供を守る会、（
財）
ぼけ
予防協会、（財）さわやか福祉財団、他地元の各種福祉団体
地域の方々を無料でご招待し、音楽やトークを楽しんでいただく。会場では、募金箱によるチャリティー
を行い、浄財は全額寄付する。様々なテーマで全国で開催。 2002年度は横浜、大阪、福井、帯広、宮
崎、福岡、仙台、沖縄、秋田、徳島、神奈川、川越、広島他で開催。
４．がん電話相談・ぼけ 110番
活動形態：e, g ／ （
財）
癌研究会附属病院、（
財）ぼけ予防協会
がんや介護に関する医療アドバイスや、経済 的・
精神的な相談やカウンセリング、また適切な情報発信
等、医師や専門家が対応する電話相談事業。毎年大勢の方にご利用いただいている。
５．小児がんの子どもたちの絵画展
活動形態：a, f, g ／ （
財）がんの子供を守る会
医学の進歩により「小児がんの子ども」の 7割が病気を克服する今、元気になって社会に戻った子ども
たちが無理解から生じる対応に深く傷付けられるという哀しい現実に、この「絵画展」を通じて「小児が
んに対する正しいご理解」
促進を願い毎年開催している。チャリティも行われ、
(財)がんの子供を守る会
へ全額寄付される。
６．元気がでる絵本
活動形態：b, f ／ 全国の病院と図書館
「病院でクリスマスを迎える子どもたちに、少しでも元気をだしてもらいたい」の願いのもと、毎年、入院
中の子どもを応援する「元気がでる絵本」を企画・制作し、クリスマスプレゼントとして贈る活動。毎年全
国の病院や図書館へ1000冊以上を贈っている。
７．ワンハンドレッドクラブ
活動形態：a, d, f, h ／ （財）がんの子供を守る会、公益信託アフラック
がん遺児奨学基金、世界自然保護基金、日本自然保護協会、調布市緑の保全基金
社員有志が毎月の給与天引きで 1口100円（任意口数）の寄付をしている。社員の寄付の総額に対して
会社が同額負担をするマッチングギフト方式をとっており、
7割以上の社員が参加している。
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８．バレンタイン献血
活動形態：
c, d, g, h ／ 日本赤十字社
毎年2月に、当社保険販売代理店組織 AFLAC全国アソシエイツ会の協力を得て実施。阪神・淡路大
震災への支援活動をきっかけに始まった。現在では、毎年の恒例行事となり、平成
14年度は1200名以
上が参加した。
９．パンボラ
活動形態：c, d, g, h ／ (社福）
調布市社会福祉事業団通所授産施設すまいる
通所授産施設すまいるのパン工房のパンを、毎日昼休みに自社ビルロビーを開放し販売。パンを購入
するだけでなく、販売にこられる施設の方々と社員とのコミュニケーションの場になる。
10．花ボラ
活動形態：
b, d, f, h ／ (社福)六踏園、調布学園
社員が種からパンジーの苗を育て、育った苗を施設の花壇に寄付する活動。社員有志で結成された
「パンジー寄付隊」が施設を訪問し、施設の皆様と一緒に、楽しく苗の植付けを行った。

アラコ（株）
■社会貢献のミッションや 目標
明るく元気ある社会づくりに貢献することで、社会から共感を得るアラコを目指す。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
国内外において、企業市民としての役割を自覚し、企業および個人として、よい社会づくりに貢献
する。【基本目標】(1)地域社会から、よきパートナーとして認められる。
(2)社員の働きがい、生きが
いの創造。(3)好感度の向上。
■重点分野：

社会福祉, 教育･社会教育, 環境, 国際交流･協力

■担当部署等： 総務部（スタッフ数： 3人）
・その他社内組織：
Ｂ． 企業倫理・社会貢献委員会
■社員のボランティア活動支援：
報提供、機会提供

制度（青年海外協力隊、Ｖ表彰 、Ｖ登録 、Ｖ研修 ）、 施設開放、情

■報告書等：

B．環境報告書 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://araco.co.jp/syakai/index.htm（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． アラコ送迎ボランティアサービス
活動形態：f ／ 豊田市内にお住まいの肢体不自由な方
会社がつくる福祉車両を、社員のボランティアが運転し、市内にお住まいの肢体不自由な方の外出を
手助けする。
２．地球人になろう！チャレンジ2002
活動形態：g ／ （財）豊田市国際交流協会
身近なテーマを取り上げ、国際理解について気軽に体験できる参加型セミナープログラム。
３．環境クリーン活動
活動形態：f ／
工場周辺や、地元の河原の清掃を年 4回、環境美化の日を中心に行なっている。
４．ダウン症児らとの交流プログラム
活動形態：g ／ （社）豊田市社会福祉協議会、ダウン症親
の会「エンジェル」、とよた学生プロジェクト
ダウン症の親子・地元の学生・
社員ボランティアが、クルーザーに乗るなど、
1泊2日のプログラムで交流
を深める。
５．とよた光の里チャリティイベント
活動形態：
h ／ とよた光の里
養護施設「光の丘・
光の里」のためのチャリティイベントの運営に社員ボランティアが参加。
６．日中友好障害者の翼
活動形態：
a, h ／ 中日新聞社会事業団
中国障害者芸術団の公演運営に社員ボランティアが参加。
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７．障害者との乗馬体験プログラム
活動形態：g ／ 自立生活センターユートピア若宮の会、（
社）
豊田市社会福祉協議会
社員ボランティアと、一般市民や障害者が、障害者乗馬を通じて交流するプログラム。プログラム内容
の企画も参加者が行う。
８．マジックショー似顔絵コーナー
活動形態：
h ／ アラコ奇術クラブ・
アラコ絵画クラブ
地域のイベントや敬老会にて、社員のクラブ員が、マジックを披露したり、来場者の似顔絵を描くなどを
ボランティアで行っている。
９．福祉コンサート
活動形態：a ／ 名古屋フィルハーモニー
障害者のための福祉コンサートの運営協力のための寄付。
10．救援衣料回収活動
活動形態：
a, h ／ 日本救援衣料センター
不要になった衣料を地域の方から集め送る手伝いを社員ボランティアが行う。また、輸送費を会社が負
担。

（株）阿波銀行
■社会貢献のミッションや目標
経営方針５つの中の1つとして「地域への貢献」を掲げている。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
地域とともに発展する銀行として、地域の貢献なくして当行の存在価値はないと考えている。
■重点分野：

社会福祉, スポーツ , 学術･研究, 文化･芸術, 地域社会の活動

■担当部署等： 地域貢献事業担当（スタッフ数： 3人）
・企業財団 /公益信託等： （財）阿波銀行学術・文化振興財団、（財）阿波銀福祉基金
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇）

■報告書等：

A．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.awabank.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 青少年スポーツ大会
活動形態： ／ 当行および阿波銀行学術・文化振興財団
第９回阿波銀行小学校軟式野球選手権大会、第９回阿波銀カップ少年サッカー選手権大会、第７回
阿波銀行ジュニアソフトテニス大会、第９回阿波銀行ミニバスケットバール選手権大会
２．科学体験フェスティバル
活動形態： ／ 四国電力徳島支店、徳島大学工学部
未来を担う子どもたちに、科学の楽しさを知ってもらうために、夏休みに「
科学
体験フェスティバル」を開
催している。
３．阿波銀プラザ
活動形態： ／
「阿波銀新町ビル」の中にある「阿波銀プラザ」
は、無料ギャラリーとして地域の皆様に、広くご利用いた
だいている。
４．地域行事への参加
活動形態： ／
地域の皆様と暖かいコミュニケーションを大切にしたいと考え、阿波踊りなど地域の行事や催し物にも
積極的に参加･協力している。
５．アドプト・プログラム吉野川の実施
活動形態： ／
吉野川大橋（新吉野川橋）から西へ６００ｍの南岸を担当区域とし、「うちの土手」と命名し、清掃・美化
活動を実施している。
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６．「小さな親切運動」 活動形態： ／
「小さな親切」運動の徳島県本部事務局を務めるとともに、全行員が「
小さな親切」
運動に入会している。
今年も日本列島クリーン大作戦やコスモスの種の配布などさまざまな行事に積極的に参加し、ボランテ
ィアの輪を広げている .。
７．善意の寄付活動
活動形態： ／
永年勤続２５周年表彰を受けた行員と新入社員一同は、地域社会に対する感謝と敬意を込めて、自発
的な善意の寄付金を毎年 (財)徳島県福祉基金へ贈呈している。また、赤い羽根の共同募金や歳末助
け合い運動にも寄付にも役職員が積極的に参加している。

安藤建設（株）
■社会貢献のミッションや目標
企業理念： 豊かな環境を創造し社会に貢献する
■社会貢献活動の指針やガイドライン
エネルギーコスト削減・環境負荷低減を心がけた設計・技術開発・グリーン調達を行う。また地域社
会への奉仕、環境保全を考慮した施工の実施に努める。
■重点分野：

社会福祉, 健康･医学, 教育･社会教育, 環境

■報告書等：

B．環境報告書 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.ando-corp.co.jp/ （日）

アンリツ（株）
■社会貢献のミッションや目標
「良き企業市民としての社会貢献」−品格ある企業
アンリツは、グローバル化を推進する中で、各国の法令遵守はもちろん、「誠と和と意欲」を基本に、
良き企業市民としての企業倫理を維持し、地球環境保全に努力し、地域社会への貢献を推進し
ていきます。アンリツグループのすべてが世界各地でそれぞれの社会に貢献し、品格ある企業に
成長することを目指します。（経営方針から抜粋）
■社会貢献活動の指針やガイドライン
・地域社会との関係： 私達は、地域社会との協調に努め、地域発展のために貢献し ます。
・環境保全： 私達は、環境保全のために企業が果たすべき役割と社会的責任を自覚し、環境に
配慮した製品の開発と生産を追及し、人と自然が共存できる豊かな社会づくりに貢献します。
・寄付： 私達は、寄付を行う場合には、その必要性、妥当性を十分に考慮し、関係法令に従って
行います。
（「アンリツ行動規範」から抜粋）
■重点分野：

社会福祉, 環境, 地域社会の活動

■社員のボランティア活動支援：

制度（青年海外協力隊、Ｖ表彰）、施設開放

■報告書等：

B．環境報告書 2003（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.anritsu.co.jp/Environment/ （日英）
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イオン（株）
■社会貢献のミッションや目標
私たちイオンは、「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献する」というグ
ループ理念のもと、企業市民としての社会の責任を果たすため、社会貢献活動と環境保全活動を
積極的に推進していきます。同時に私たちは、これらの活動が地域に根ざしたものであると認識し、
地方の方々とのパートナーシップを育み、循環型社会の構
築を目指します。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
「お客さま第一」を基本に、小売業としてお客さまに安全で安心してご利用いただける商品、サー
ビスの提供、店舗づくりを通じて、豊かな暮らしと地球環境保全の両立を目指し、循環型社会の構
築に寄与していきます。また、地域社会の一員として、未来を担う子どもたちへの環境教育と実践
を通じて、健やかな成長を支えます。
■重点分野： 社会福祉, 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 史跡･伝統文化保全,
地域社会の活動, 国際交流･協力, 災害救援, 人権, NPOの基盤形成
■担当部署等： 環境･社会貢献部（スタッフ数： 11人）
・その他社内組織： Ｂ． 環境委員会
・企業財団 /公益信託等： イオン環境財団、岡田文化財団
■社員のボランティア活動支援：

制度（ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、地域貢献運動）、 機会提供

■報告書等：

A．（日英）、 B．サスナビリティ･レポート

（日英中国語）、 C．できることからいっしょに

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.aeon.info（日英中国語）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 「幸せの黄色いレシート」キャンペーン
活動形態：
b, f ／ 地域のボランティア団体
毎月11日の「イオンデー」に地域のボランティア団体などの名前と活動内容を書いた投函
BOXに、お
客様がレジ清算時に受け取られた「
黄色いレシート」を投函。合計金額の１％相当の希望商品を寄贈。
２．クリーンロード活動
活動形態：
d, f ／ ①国土交通省の「
ボランティア・サポート・プログラム」
②
地域自治体の「
アドプト・ロード・プログラム」
店舗・事務所周辺の国道を対象に歩道や横断歩道橋におけるゴミ収集や植樹帯の清掃活動を毎月
11日のイオンデーに実施。
３．イオン「こどもエコクラブ」
活動形態：
d, f ／ ①環境省の「こどもエコクラブ」②農林水産省・
環
境省協力事業
2002年度は、154クラブ、3510人の子どもたちと 375人の従業員がサポーターとなり、全国のイオンの店
舗を拠点として活動（
例：田んぼの生き物調査）
４．「カンボジアでの学校建設」募金
活動形態：
a, f ／ （
財）
日本ユニセフ協会
カンボジアに毎年 20校以上の学校を寄贈するための募金活動（２００１年度から３カ年計画。
実績：1億2700万円、５７校開校）

2002年度

５．「アフガニスタン復 興支援」募金
活動形態：a, f ／ ジャパンプラットフォーム
アフガニスタンの復興に向けた募金活動。（２００２年度実績：５９６０万円※お客様および従業員からの
募金金額に「イオン１%・クラブ」の寄付金をジャパンプラットフォームに寄贈）
６．「オランウータンの森を守ろう」ラッピング募金
活動形態：a, f ／ 世界自然保護基金（WWFマ
レーシア）
絶滅の危機に瀕した「オランウータン」を救うため現地、ボルネア（マレーシア）で植樹活動に取り組む
「WWFマレーシア」を支援→ジミー大西さんデザインの包装紙をお 選びいただいたお客様に１０円の
協力をいただいた。またオラウータンぬいぐるみを５万個販売、１個につき１００円を募金に加える。（
お
客様からの募金１０８６万円にイオン環境財団の寄付金１０００万円を加え、合計２０８６万円）
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７．エコロジーミュージカル
活動形態：d, f ／ 劇団「ふるさときゃらばん」
自然の大切さをテーマに親子で一緒に楽しめる一般参加型エコロジーミュージカルの運営。公演する
地域のオーディションで選ばれた子どもたちも出演する。
８．地雷撤去支援キャンペーン
活動形態：a, f ／ NPO法人難民を助ける会
「地雷ではなく、花をください」をテーマに花の種をお客様に差し上げ、ご協力いただいた募金活動。
（寄付金総額３０５９万円）
９．「知床の森」再生事業
活動形態：
d, f ／ JR北海道、斜里町、（
財）
自然トピアしれとこ管理財団
乱開発で、自然の危機にさらされている開拓跡地を買い取り、緑を回復するために「しれとこ１００万平
方メートル運動」に参加（２００２年９月５日の植樹運動には、７５０名参加）

伊藤組土建（株）
■重点分野：

スポーツ , 地域社会の活動, 国際交流･協力

■担当部署等：
・企業財団/公益信託等： 伊藤組100年基金
■報告書等：

B．（日）

伊藤忠エネクス（株）
■社会貢献活動の指針やガイドライン
環境方針「地域社会の環境保全活動を支援する」
■重点分野：

環境, 地域社会の活動

■担当部署等： CSR推進部環境チーム（スタッフ数：３人）
■社員のボランティア活動支援：

制度（ボランティア支援制度）、機会提供

■報告書等：

B．

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.itcenex.com/（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.aeon.info（日英中国語）

【主な社会貢献活動メニュー】
１．東京大学気候システムセンターへの寄付
２．目黒川周辺清掃活動
社員ボランティアにより、年

活動形態：a ／ （伊藤忠商事とともに）

活動形態：
d ／
2回、目黒駅から目黒川周辺の清掃活動を実施。

３．経団連自然保護基金への寄付

活動形態：a ／

４．夏休み環境教室
活動形態：d ／ （伊藤忠商事の活動に参加）
港区の小学生に環境学習のお手伝い。
５．オイスカへの寄付

活動形態：
a ／
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伊藤忠商事（株）
■社会貢献のミッションや目標
伊藤忠商事は、国際的視野に立って、「良き企業市民」として果たすべき役割を自覚し、国内のみ
ならず国際的にも社会貢献活動を実践し、豊かでゆとりある社会の実現を目指す。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
伊藤忠商事は企業理念の礎である「 Societal Benefits」の実現を図るため、会社として広く社会貢
献活動を行うことはもとより、社員の実践する社会貢献活動を積極的に支援する。
〔具体的活動指針〕(1)会社としての実践活動：伊藤忠の理念・方針に合致する活動を実践する内
外の組織・団体・個人等に対し、予算措置を講じた上
で妥当な範囲で重点的に、資金 /人/物資の
面からの支援を行う。 (2)地域との共生：施設の開放、地域行事への参加等を通じて、地域との共
生を図る。 (3)内外救援活動の支援。 (4)社員ボランティア・グループ「ふれあいのネットワーク」活
動の積極的支援（情報提供、施設の利用、資金補助、人的補助等）
(5)社友会/グループ会社社
員との連携による活動 (6)（財）伊藤忠記念財団の継続的支援
■重点分野：

社会福祉, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 国際交流･協力

■担当部署等： 総務部社会貢献チーム（スタッフ数：
・その他社内組織：
Ｂ． 社会貢献活動委員会
・企業財団 /公益信託等： (財)伊藤忠記念財団

2人）

■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休職 、 青年海外協力隊、Ｖ休暇、Ｖ登録 、 ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、
施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：

A．（日英中国語）、 B．（英語）、 C．伊藤忠商事の社会貢献活動

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.itochu.co.jp/main/coy/social/index.html（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 夏休み環境教室
活動形態：c, d, f, h ／ 港区内小学校
地元港区内の小（中）学生を対象に、 92年から子どもたちの環境教育、夏休み自由研究のお手伝いを
社員および学生ボランティアを中心に行っている。
２．ロビーコンサート
活動形態：c, d, f, h ／ アガペセンター（神奈川県座間市）、身体障害者総
合作業施設
92年からニューヨークシンフォニーアンサンブルを招聘し、施設を開放して行うコンサート。一般の方の
他、障害を持つ方々も招待し、食事および鑑賞の介助を行う。
３．アサヒビールの夕べチャリティーオ ークション・バザー
活動形態：
a, c, d, f, h ／ (社福）
それ
いゆ花の里
毎年夏に食料カンパニー主催により行われるアサヒビールの夕べに会場の一角にチャリティーオーク
ション・バザーを開催し、売上を寄付。商品は役員・
主管者、およびグループ会社からのもの。
４．東京都障害者スポーツ大会
活動形態：
b, d, h ／ (社福）
それいゆ花の里
東京都主催の障害者スポーツ大会にて身体部門の介助ボランティアを行っている。食料経営企画部よ
りエビアン 2004本寄贈。
５．青山まつりフリーマーケット
活動形態：
a, c, d, h ／ 日本介助犬アカデミー、アガペセンター・
ワーク中川
東京本社ビル横 CIプラザにて行われるフリーマーケットに社員ボランティアが参加。授産施設の商品
や社員有志から集められた商品を販売。
６．介護セミナー（介護講習会）
活動形態：d, f, h ／ 伊藤忠労働組合、港区ボランティアセンター
介護保険に関する講習会や寝たきりのお年寄りへの介助の仕方（
実技）を学ぶセミナーを開催。
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７．ふれあいのネットワーク自然観察部会
活動形態：
d, f, h ／ （財）
日本自然保護協会
社員ボランティア「
ふれあいネットワーク」を中心に毎月
1回会社周辺にて自然観察会を実施。 2002年
度は銀杏並木、会社の植栽他明治神宮にても行った。
８．ふれあいのネットワーク災害救助の集い
活動形態：
d, f, h ／ 災害救援ボランティア推進委
員会、赤坂消防署
社員ボランティア「
ふれあいのネットワーク」を中心に毎月
1回災害等いざというときの知識や技術（三角
布・ロープワーク等）
。
９．ふれあいのネットワーク音読部会
活動形態：d, f, h ／ 日本フィランソロピー協会、(社福)パー
ル
社員ボランティア 「ふれあいのネットワーク」を中心に毎月 1回音読ボランティア部会を開催。発声練習
他、高齢者の施設訪問、 PC上の声の花束等にて活動。
10．献血および骨髄バンクドナー登録
活動形態：c, d, g, h ／ 日本赤十字社、骨髄移植推進財
団
年に2回東京本社にて献血および骨髄バンクドナー登録を実施。

伊藤ハム（株）
■社会貢献のミッションや目標
伊藤ハムグループの基本理念のもと、良き企業市民として、地球環境への配慮と社会との共生を
大切にして、社会貢献活動を持続的に推進します。
■社会貢献活動の指針やガイドラ イン
(1)「食と健康」の分野で、世界の人々のお役に立つ活動を行います。 (2)地域社会に、そのよき一
員として貢献し、信頼関係を築きます。 (3)ユニセフ活動および国内外の被災地救済活動を支援し
ます。(4)森林や河川などの自然環境保護活動を支援します。 (5)従業員の意思と責任に基づく、ボ
ランティア活動を支援します。
■重点分野：

社会福祉, 健康･医学, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等： 総務部（スタッフ数： 1人）
・その他社内組織：
Ａ．、Ｂ． 社会貢献推進委員会
■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

制度（Ｖ休暇 、Ｖ表彰 ）、 情報提供、機会提供

A．（日英）、 B．2003年環境報告書（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ビーチクリーンアップキャンペーン in須磨
活動形態：a, b, d, h ／ クリーンアップ関西事務局
海のゴミ問題解決のための国際環境保護活動として毎年春・
秋に行われているもので、当社従業員お
よびその家族がのべ 100名参加した。
２．ヴィッセル神戸三浦主将たちとともに神戸を元気づけよう募金
活動形態：
a ／ 神戸市
2001年度のヴィッセル神戸三浦知義選手の得点× 10万円を神戸市が実施した「ヴィッセル神戸三浦
知義主将たちとともに神戸を元気づけよう募金」に寄付。
３．健康ひょうご21県民運動
活動形態：
a ／ （
財）
兵庫県健康財団
兵庫県民のみなさんが自分自身の健康を見つめなおすための運動「健康ひょうご 21県民運動」に賛同、
寄付。
４．神戸ルミナリエ
活動形態：
a ／ 神戸ルミナリエ組織委員会
阪神・淡路大震災犠牲者の鎮魂の意を込めるとともに、都市の復興・再生への夢と希望を託して神戸
市が実施する「神戸ルミナリエ」に開始当初より寄付を継続。
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（株）イトーヨーカ堂
■社会貢献のミッションや目標
地域、社会の一員としての責任を果たすとともに、豊かな生活環境作りを支援し、社会性・公共性
を勘案し、適切な寄付など社会支援を行う。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
地域、社会活動への参加協力を積極的に行い、適切な社会貢献・寄付などによる社会的責任を
果たすとともに、社会の一員としての視点でみずから企業活動の点検を続け、責任ある社会参加
を進めていく。
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 災
害救援, 人権
■担当部署等： 社会・文化開発室 （スタッフ数：
・その他社内組織：
Ａ．
■社員のボランティア活動支援：

3人）

制度（Ｖ休暇 ）、物資提供、 施設開放、情報提供、機会提供

■報告書等：

B．企業の社会的責任報告書―社会・環境活動報告 2003（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.itoyokado.iyg.co.jp/iy/eco/index.htm（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 店子ども図書館
活動形態：f ／
専門の司書を配置し、子どもたちがいつでも気軽に良書に出会えるよう、
館を設置している。

11店舗の店内に子ども図書

２．マタニティー育児相談室
活動形態：f ／
保健師または助産師の資格を持った相談員が無料で相談に応じたり、赤ちゃん体操等のイベント活動
も行っている。
３．小さな童話大賞
活動形態：f ／ 毎日新聞社
母と子の心の結びつきを育むために、小さな手づくりの童話を募集し、優秀作品を表彰している。
４．24時間チャリティー募金
活動形態：f ／ 日本テレビ放送網（株）
24時間チャリティー募金に協力し、募金活動や同募金のオリジナル商品の販売協力を行っている。
５．盲導犬募金
活動形態：f ／ 全国盲導犬施設連合会
盲導犬の育成支援のため、店頭に募金箱を設置し、募金活動に協力している。
６．家庭婦人バレーボール大会
活動形態：f ／ 埼玉県家庭婦人バレーボール連盟
家庭婦人バレーボールの発展に協力し、埼玉県知事杯争奪家庭婦人バレーボール大会を後援して
いる。
７．ユニバーサルデザインの推進
活動形態：f ／
ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、健常者も障害者もともに快適に安心して利用できる店づく
りを進めている。
８．環境保護活動
活動形態：f ／
日々の事業活動の中で発生する環境負荷の客観的な把握に努め、その削減に取り組んでいる。
９．研修受入
活動形態：f ／
地域に密着した店づくりの一環として、地元学校の体験学習や自治体等の研修活動に積極的に協力
している。
10．店舗施設見学会
活動形態：
f ／
店舗周辺の高齢者や障害のある方を招待し、店舗施設のご案内をしながらご意見をうかがい、今後の
店づくりや接客などに生かしている。
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イハラケミカル工業（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． 緑の安全推進協会
活動形態：
a ／ 緑の安全推進協会
非農耕地の啓蒙活動。
２．創立60周年記念事業
３．東町、日の出町子供会

活動形態：
a ／ 有機合成化学協会
活動形態：a ／ 東町、日の出町子供会

４．当社静岡工場内テニスコートの一般開放
５．富士川町の清掃
富士川町の清掃。
６．富士赤十字
７．共同募金

活動形態： ／

活動形態：d ／ 富士川町役場
活動形態： ／ 日本赤十字富士川町

活動形態：a ／ 富士川、静岡共同募金

８．明るい社会づくり運動
９．岩松少年野球団
少年野球の支援。

活動形態：a ／ 富士川町社会福祉協議会

活動形態：a ／ 富士川町岩松少年野球団

岩谷産業（株）
■担当部署等：
■報告書等：

広報・社会関連部
B．環境報告書 （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 文化活動
活動形態：a ／ NHK交響楽団
N響公演活動費。
２．学術・研究
研究費。

活動形態：
a ／ 東京大学等

３．社会・福祉

活動形態：
a ／ 赤い羽根共同募金、（財）
日本シルバーボランティアズ等

４．寄付
活動形態：
a ／ （
財）
日本国際博覧会協会
2005年 日本国際博覧会 会場建設募金。

宇宙通信（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． 天王洲アイル夏祭り「2002」 活動形態：a ／ 日東都市開発（
株）
事業所地域におけるお祭りへの協賛。
２．第14回ふれあい広場
活動形態：a ／ 水戸北部中核工業団地連絡協議会
事業所地域におけるお祭りへの協賛。
３．第15回湯田ふるさとまつり
活動形態：a ／ 湯田地区ふるさとづくり推進協議会
事業所地域におけるお祭りへの協賛。
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エーザイ（株）
■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

制度（Ｖ休暇 ）

A．（日英）、 B．（日英）

■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：

内藤記念科学振興財団、(財)医療科学研究所

エスエス製薬（株）
■社会貢献のミッションや目標 ／社会貢献活動の指針やガイドライン
(１)事業活動を通じ、社会の構成員として地域社会の生活環境の向上・活性化に向け、その貢献
に努める。 (２)生命関連企業である当社の経営理念にふさわしい学術・文化・スポーツ振興の支
援等、社会貢献活動を積極的に推進する。 (3)役員・従業員の個人的な社会貢献活動は、権利と
して尊重される。
■重点分野：

健康･医学, スポーツ , 学術･研究

■担当部署等： 総務部（スタッフ数： 1人）
・その他社内組織：
Ｂ． 環境委員会
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休職、 青年海外協力隊）

■報告書等：

B．環境報告書 2002（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.ssp.co.jp（日）

ＳＭＫ（株）
■社会貢献のミッションや目標
行動指針に「社会への貢献を考え、誇りと自信をもって行動する」ことを明記。
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 学術･研究, 教育･社会教育, 環境, 地域社会の活動, 国際交流･協力
(財)昭和池田記念財団（スタッフ

■社員のボランティア活動支援：

数：4人（兼務））

制度（青年海外協力隊）、 情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日英）、 B．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.smk.co.jp（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 青年海外協力隊
活動形態：d ／ 国際協力事業団
青年海外協力隊として社員をエジプト・カイロ大学へ派遣（休職有給扱い）
。
２．ユニセフ募金
活動形態：a ／ ユニセフ
海外出張から持ち帰った外国貨幣を募りユニセフに寄付。
３．海外留学生の寮への受入れ
活動形態：c ／ 留学生支援企業協力推進協会
海外留学生を会社の独身寮に受入れ。 2名。
４．献血
活動形態：
d ／ 東京都赤十字血液センター
健康診断時、献血を全社員に呼びかけ実施。
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５．異業種交流研修受入協力
活動形態：
d ／
特別区職員「異業種交流研修」生の受入協力。

ＮＥＣソフト（株）
■社会貢献のミッションや目標
社会貢献基本方針：「NECソフトは、自らの特性を生かし、あらゆる人々がいつでもどこでも快適に
暮らせる社会を目指します。」
■社会貢献活動の指針やガイドライン
「社会貢献基本方針」と「重点分野」を考慮し、月 1回開催される社会貢献ワーキンググループ定例
会議で審議の上、活動内容を決定する。特に寄付については、職務権限基準表にのっとって決
裁している。
■重点分野：

社会福祉, 地域社会の活動, その他 （ボランティア支援 ）

■担当部署等： 総務部広報室（スタッフ数：３人）
・その他社内組織：
Ｂ． 企業行動部会社会貢献ワーキンググループ
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇 ）、 情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（英語）、 B．環境レポート （日）
、 C．社会貢献リーフレット

■ﾎｰﾑ ﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.necsoft.co.jp/sc/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 新木場FANの運営
活動形態：f ／
本社ビル近隣にある施設（夢の島熱帯植物館、辰巳の森緑道公園など）を紹介するホームページを設
けている。
２．武生国際音楽祭への支援
活動形態：a, d, g ／ 武生国際音楽祭推進会議
通常はホームページの維持や管理。音楽祭開催中は社員数名を派遣し、 Web配信サポートなどの PR
支援。
３．社会体験実習の実施
活動形態：c, g ／ 各学校
中学生などに対して社内案内、パソコン実習などを行い、会社生活や情報サービスへの理解を深めて
もらっている。
４．NECネット安全教室
活動形態：c, d, g ／ 日本電気（株）、NPO法人日本ガーディアン・エンジ
ェルス
疑似メール・
チャット等の体験を通じて、インターネットのマナーなどを小学生とその保護者に学んでも
らっている。
５．手話勉強会の運営
活動形態：
d, f ／
社外ホームページ上に、手話文化に関する紹介ページを設けている。原則として月

1回更新している。

６．職場献血の実施
活動形態：c, d, g ／ 日本赤十字社
本社はもちろん、各支社やその他の事業所でも毎年「
職場献血」を実施しており、多くの社員の協力を
得ている。
７．集める運動の実施
活動形態：b, d, g ／ （財）日本ユニセフ協会、（
社）
日本キリスト教海外医
療協力会、NPO法人ハンガー・フリー・ワールドなど
年間通じて「外国コイン、使用済み切手、使用済みプリペイドカード、書き損じはがきなどの収集」を実
施している。
８．（財）日本ユニセフ協会への寄付
活動形態：a, d, f ／ (財）日本ユニセフ協会
NECソフト・オリジ
ナル・カレンダー＆手帳の社員販売用売上のうち、数パーセントを寄付にあてている。
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９．ボランティア情報の提供
活動形態：
h ／
社内向け社会貢献ホームページやナレッジマネジメントシステムを活用し、全社員に月
供を行っている。

1回以上情報提

10．クローバー休暇制度
活動形態：h ／
疾病予防、家族の介護・ボランティア・
学校行事など、取得目的が多様な有給休暇制度があり、付与日
数は年5日。

ＮＥＣフィールディング（株）
■社会貢献のミッションや目標
私たちは「豊かな社会の実現に貢献します」という企業理
社会貢献活動を広く展開していきます。

念のもと、よき企業市民としてさまざまな

■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)当社の事業活動を通じて社会に貢献していきます。 (2)私たちの事業活動以外の領域でも地域
社会に何か善いこと、役立つことをしたいと願い、良き企業市民としてひとりひとりのボランティア活
動を一歩前進した社会貢献活動を行います。 (3)NECグループの一員として NECの社会貢献活動
と連携を図り、社会貢献活動の推進を行います。
■重点分野：

社会福祉, スポーツ , 教育･社会教育, 地域社会の活動

■担当部署等： 総務部（スタッフ数： 1人）
・その他社内組織：
Ａ．、Ｂ． 社会貢献活動推進委員会
■社員のボランティア活動支援：
情報提供、機会提供

制度（Ｖ休暇 、Ｖ表彰 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、地域貢献運動）、 施設開放、

■報告書等：

A．（日）、 B．環境報告書 2003（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.fielding.co.jp/cr/community/index.htm（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 盲導犬育成募金
活動形態：a ／ （
財）日本盲導犬協会
全国の拠点に募 金箱を設置し、当社にいらっしゃるお客さまや当社従業員に募金を呼びかけ、集まっ
たお金を（財）日本盲導犬協会に寄付する。募金額と同額を会社として寄付（
マッチング）
。
２．「集める」活動
活動形態：b ／ 日本電気（株）
NECグループの社会貢献キャンペーン「Make a Difference Day」の集める活動に連動し、使用済切手、
外国コイン等を収集、日本電気を通じ、また当社独自で各種団体に寄付した。
３．シニアパソコン教室
活動形態：f ／ 府中市社会福祉協議会
当社技術センター（
東京都府中市）
近傍 の高齢者を対象に当社施設を利用して教室を開き、好評を得
た。
４．春休みパソコン教室
活動形態：f ／
当社がパソコン教室を設置している店舗「アクティブワン」 9ヵ所で春休みに小学生を対象にパソコンの
基本教室を無料で行った。
５．環境社会貢献活動
活動形態：f ／
6月と11月を環境向上月間とし、全国の拠点で「環境」をテーマとして社会貢献活動を実施、通勤路の
清掃、地域の自治会と共同での廃品回収などを実施。
６．WWFジャパンへの寄付
活動形態：
a ／ WWFジャパン
2003年3月に「WWFジャパン」が主催する「
アジア太平洋クリーン電力会議」が開催され、全国でのクリ
ーン電力のとり組み、自然エネルギーの活用を促進する活動であることから、これに協力し、寄付を行
った。
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（株）エヌ・ティ・ティ・データ
■社会貢献のミッションや目標
当社が最適な情報システムの構築を通じて、新しい社会・未来づくりに貢献し、文化創造に寄与
するためには、当社に課せられた社会的責任を果たすとともに、積極的に「良き企業市民」である
必要性がある。したがって、当社は、人間性の尊重と地球環境の保護を目指して全社を挙げて取
り組んでいく。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
「社会貢献活動・運用内規」を 1992年3月に制定し、基本理念・基本方針・活動方針・推進体制等
を定めている。
■重点分野：

社会福祉, 地域社会の活動, 国際交流・協力

■担当部署等： 総務部社会貢献推進室（スタッフ数： 4人）
・その他社内組織：
Ａ．、Ｂ． 社会貢献推進委員会
■社員のボランティア活動支援：
情報提供、機会提供

制度（Ｖ休職 、 青年海外協力隊、Ｖ休暇 、 Ｖ表彰 、 ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、

■報告書等：

、B．環境レポート （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.nttdata.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ユニセフ年賀ハガキの活用
活動形態：f ／ （
財）
日本ユニセフ協会
１９９3年より、 組織長が社用として使用している。年により当社開発絵描きソフト「水彩」で描いたデザイ
ンを白紙のユニセフハガキに印刷したり、ユニセフの年賀ハガキそのものを使ったりしている。２００４年
は、約２万枚を使用した。
２．あしながPウォーク１０への参加
活動形態：
d, h ／ あしながPウォーク１０実行委員会
１９９２年より、 あしながの主旨に賛同し、社 員・家族の参加を呼びかけるとともに、社員が参加時に着用
できる帽子などの配布をする。また、社員・
家族参加人数に合わせてマッチング寄付をしている。
３．NTTデータ流バレンタインデーおよびホワイトデーの実施
活動形態：f ／ 日本障害者協議
会、地方のNPO団体等
１９９３年より福祉作業所からお菓子やフェアトレード商品を購入し、寄付金をつけて社員へ数千個販
売し、当社も同額のマッチングをして
NPO団体等へ寄付をしている。
４．ハートウォーミングクリスマスの実施
活動形態：f ／ 特定非営利活動法人ピースウィンズ・
ジ
ャパン、（
社）セーブ・
ザ・
チルドレン
１９９７年よりクリスマスの時期に、社内インターネットオークションやチャリティー募金を実施し、金品を
集めてNPO団体等へ寄付をしている。
５．インターネット体験による地域活動
活動形態：g ／ （
財）
江東区地域振興会
１９９７年よりインターネット講座や区民交流祭等で市民に気軽にインターネットを体験してもらい、
親しんでいただく地域活動を実施している。

ITに

６．KIDSプロジェクトへの参加
活動形態：ｈ ／ 特定非営利活動法人 KIDS
１９９３年より当イベントへの参加をしている。初めてボランティア活動を行う社員の研修（毎年２０名）と
位置づけ、事前研修を実施後、参加する。社員は出張勤務扱いとなる。リピーターは、年休・
自費にて
対処する。
７．中学生等の社会体験学習への協力
活動形態：g ／ 江東区教育委員会
１９９８年より江東区立の中学校等の希望者を、当社のショールームへ招待し、先端技術を一日体験し
てもらう機会を提供している（現在までに約１４０名がご参加）。
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８．NTT DATE CONCERT OF CONCERTS Opus8
活動形態：f ／
１９９６年よりサントリーホールにて、クラシックコンサートを開催している。お客様とのコミュニケーション
を広げるため、一般公募にて、３０００名を無料招待する。
９．ネイチャーネットワーク
活動形態：g ／ ネイチャーネットワクークプロジェクト
インターネットによる野生動物の生態を自然環境のまま観察できるライブ中継のあり方に共感し、支援
している。立ち上げ当時（２０００年）から、その実現を支援している。

（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
■社会貢献のミッションや目標
私たちは国際社会の一員であることを常に意識 し、良き企業市民として、積極的に社会活動に取
り組みます。私たちは環境問題への取り組みが、企業活動にとって必須の問題であると認識し、自
主的かつ積極的に対応します。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
ドコモの事業領域を生かした活動の展開。国際社会においてドコモのプレゼンスを高める活動の
展開。
■重点分野：

教育･社会教育, 環境, 国際交流･協力

■担当部署等： 社会環境室（スタッフ数： 17人）
・その他社内組織：
Ｂ． 社会貢献活動推進委員会
■社員のボランティア活動支援：
会提供

制度（青年海外協力隊、Ｖ休暇 、Ｖ表彰、V登録）、 情報提供、機

■報告書等：

A．（日 英）、 B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.nttdocomo.co.jp/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１．電子図書館
活動形態：f ／
「移動通信技術の普及・発展」「失われつつある日本文化の保存」をテーマとして、移動通信技術論文
集や昔話・
民話・紙芝居など日本文化のコレクション及び子ども向けの電子図書館としてホームページ
を運営している。
２．親子マルチメディア教室
活動形態：a ／
「子ども／教育」
分野の 活動として、子どものバランス回復、情報リテラシー向上を目的に親子を対象と
したマルチメディア教室を毎年１都９県で年 10回開催している。
３．電話教室
活動形態：
d ／
携帯電話を敬遠されていた高齢者の方々を対象とした「らくらく電話教室」を開催している。また、らくら
く電話教室以外にも、シニア向け基本操作教室、韓国語での電話教室、奥様向けｉ
モード教室等も開
催している。
４．ドコモの森
活動形態：a,f,h ／
1999年より「ドコモの森」として、植樹、間伐等の自然保護活動を、これまで全国
約1,300名の社員が参加している。

20ヵ所で実施し、延べ

５．タイの学校建設
活動形態：a ／
タイ東北部では、老朽化した校舎の建替えができず、子どもたちが満足のいく環境で学習できないとい
う問題があり、学校建設の支援を通じた就学機会の提供を行っており、今年で６校目となる。
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王子製紙（株）
■報告書等：

A．（日英）、 B．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.ojipaper.co.jp/culture/culture.html（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． グラウンドワーク活動
活動形態：h ／ （財）グラウンドワーク協会
①工場周辺地域の清掃・美化、②割り箸回収、③家庭の使用済天ぷら油回収、④地域における植林
活動、植林教育への協力⑤環境教育への協力 など。
２．藤原科学財団への寄付
活動形態：a ／ （財）
藤原科学財団
財団は我が国の科学技術の発展に卓越した貢献をされた科学者を顕彰し、藤原賞を贈呈している。
王子製紙はその事業資金として寄付をしている。
３．紙の博物館への協力
活動形態：
a, d ／ （
財）
紙の博物館
紙に関する古今東西の資料を広く展示している専門博物館に対し 、人的協力を行うとともに、会費を納
付している。
４．王子の森開放
活動形態：c ／
国内社有林の一部を「王子の森」として開放し、見学コースを整えている。現在は、栗山町、富良野町、
猿払村の3ヵ所。
５．スポーツ振興
活動形態：
d ／
苫小牧工場にアイスホッケーチーム、春日井工場に野球チームを持ち、アマチュアスポーツの振興に
力を注いでいる。

（株）大分銀行
■社会貢献のミッションや目標
経営理念「地域社会の繁栄に貢献するため銀行業務を通じ最善をつくす」
行動指針「（奉仕）私たちは地域のために働き ます」
■重点分野：
活動
■担当部署等：

社会福祉, スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の
社会貢献室（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：

3人）

制度（Ｖ休暇 、Ｖ登録、地域貢献運動 ）、 情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.oitabank.co.jp（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ウェンディズコンサート
活動形態：a, c, f ／
毎週第2・第 3水曜日に本店営業部にて30分×2回コンサー トを開催。地元アーチストの活動支援と来
店客の皆様へ生演奏を提供している。
２．110周年記念事業
活動形態：a, b, c, d, f, g ／ 植樹･･･大分県スポーツ公園内、献血･･･大分
県赤十字社血液センター
植樹祭の開催および県への寄贈：
県スポーツ公園内にシンボルツリー（山ざくら）中高木
41本、芽苗 3
千本の植樹を行員家族350人で行い県へ寄贈した。献血運動：平成 14年10月から6ヵ月間で全店行員
家族お客様対象に献血運動を行い1015人365リットルの協力をした。運動開始日に献血運搬車
1台を
寄贈した。
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３．大分市歳末たすけあい興行への参加
活動形態：a, d, g ／ 大分市・大分市社会福祉協議会
年末のチャリティーショーに行員約 80名で参加。3ヵ月間企画練習を重ね2000人の前で披露する。入
場料が年末の福祉施設へ送られ、昼夜 2回開催。当行役員もサンタとして参加、会場の皆様にお菓子
のプレゼントをし大変喜ばれる。
４．夏祭・府内戦紙への参加
活動形態：a, d, g ／ 大分市商工会議所青年部
地元夏祭最大イベントへの参加･･･戦紙を作成し行員 200名が参加する。
５．大分銀行「小さな親切の会」
活動形態：
a, d, f, g, h ／ (社)「小さな親切」
大分県本部、当行役
員・
行員の賛同
行内全行員対象に会員募集を行い会費を県本部へ寄贈・県本部主催の清掃活動への参加・
花いっ
ぱい運動に各営業店が地域の皆さんと参加する。
６．大分銀行「親子ファミリー」テニス大会の開催
活動形態：a, b, d, f ／ 県内テニス愛好家（
親
子）
当行はねつきクラブ（
テニス愛好会）の皆さんの協力を得て県内親子（祖父も
OK）を対象に冠大会を開
催する。
７．大分銀行「少年野球教室」の開催
活動形態：a, b, c, d, f, h ／ 県内の野球チーム
当行行員が監督コーチをしているチーム等を対象に当行野球部部員が自己啓発を兼ね指導する教
室を開催する。参加チームにバット、ボールを寄贈。
８．大分銀行「バレーボール教室」の開催
活動形態：a, b, d, f, h ／ 県内のバレーボールチーム、
県バレーボール協会
県バレーボール協会より要請されたチームを対象に当行バレーボール部部員が自己啓発も兼ね指導
する教室を開催する。
９．福祉事業への協力
活動形態：
b, d, f ／ 福祉施設・日本キリスト教教会・
学校等
全店行員へ呼びかけ、物品購入依頼。使用済切手・カード・書損はがき・ベルマークを収集し福祉施
設や学校へ寄贈している。
10．行員のボランティア活動
活動形態：
d, h ／ 各種イベント等へ行員のボランティア参加
大分国際車いすマラソン大会（ 20名）・別府アルゲリッチ音楽祭（
18名）等、各種イベントにボランティア
参加している。

（株）大垣共立銀行
■社会貢献のミッションや目標
地域社会の一員としての責任を果たし、地域に密着した金融機関として社会貢献活動に積極的
に取り組む。
■重点分野：

社会福祉, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等：
・その他社内組織：

Ｂ． 社会貢献推進委員会

■報告書等：

A．（日）、 C．地域とともに

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.okb.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． パディントン絵本の寄贈
活動形態：
b, f ／ 羽島市および桑名市、羽島市内・桑名市内の全幼
稚園・保育園
地域のお子さまの情操教育にお役立ていただくため、当行のイメージキャラクターであるパディントンの
絵本を羽島市・
桑名市を通じ寄贈。
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２．使用済みプリカ等の寄贈
活動形態：
b, f ／ 養老町・穂積町の社会福祉協議会
使用済みテレカ、ハイウェイカード、書損じハガキ、使用済み切手等収集し、
20万円程度の小切手とと
もに寄贈。社会福祉に役立てていただく。
３．アルミ缶収集と車イス寄贈
活動形態：
b, f ／ 大垣市社会福祉協議会
収集したアルミ缶を換金し、車イスを購入。寄贈することで、社会福祉に役立てていただく。
４．大垣市水害復旧ボランティア
活動形態：
d, g ／ 大垣市
平成14年7月10日、多大な被害をもたらした水害の被災地で、復旧作業を行った。
５．献血・献血受付助務
活動形態：
d, g ／ （
有）GCF企画
GCF企画がフリーマーケット・イベントを開催するなかで、当行行員に献血を呼びかけた。また、フリー
マーケットに来店されるお客さまへも献血の呼びかけを行った。
６．大垣ハーフマラソンボランティア
活動形態：
d, g ／ 岐阜新聞社
ハーフマラソン開催時に、ランナーの走路確保、給水助務等のボランティアに参加。
７．全日本女子駅伝ボランティア
活動形態：
d, g ／ 岐阜県
駅伝開催時において、参加者に対する誘導ボランティアに参加。
８．大垣祭後の清掃
活動形態：d, g ／ 大垣市
毎年恒例の大垣祭の翌日、出勤前の 1時間程度（午前 6時〜7時）をメドに清掃活動を実施。
９．長良川鵜飼かがり火管理ボランティア
活動形態：d, g ／ 岐阜市
長良川で行われる鵜飼において、幻想的な雰囲気で演出するかがり火を管理し、地域イベントと
して盛り上げる。
10．岐阜・各務原緑の山再生プロジェクト
阜新聞

活動形態：d, g ／ 岐阜県、岐阜市、各務原市、岐

大阪ガス（株）
■社会貢献のミッションや目標
社会価値の増大： 大阪ガスグループ福祉財団、大阪 ガス国際交流財団の活動を含めて、福祉、
地域協調、環境保全、学術、地域産業振興、国際交流の分野を中心に、社会への貢献活動を実
施します。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
社会との調和と社会への貢献： 大阪ガスは、自らの企業活動を世の中に正しく理解していただく
ため、社会との対話や交流を積極的にすすめるとともに、良き企業市民として、社会に貢献するよ
う努めます。
■重点分野：

社会福祉, 環境, 地域社会の活動, 国際交流･協力

■担当部署等： いきいき市民推進室（スタッフ数： 7人）
・企業財団 /公益信託等： 大阪ガスグループ福祉財団、大阪ガス国際交流財団
■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 、地域社会貢献表彰、
コミュニティギフト ）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：

A．（日英）、 B．環境・社会行動レポート

（日英）、 C．大阪ガスの地域社会活動

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.osakagas.co.jp/com-s/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 高齢者外出介助
活動形態：g ／ 高齢者外出介助の会
日頃、外出の少ない高齢者の方の外出介助。
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２．ともしびこども劇場
活動形態：f ／ ショーカンパニー
児童福祉施設の子どもたちをミュージカル公演に招待する。第
16回目。
３．五嶋みどりと仲間たち青少年のためのコンサート
五嶋みどりさんによる青少年のためのバイオリン・コンサート。

活動形態：a ／ ミュージック・シェアリング

４．癒しの音楽
活動形態：f ／
地域の方々に心やすらぐひとときを提供する音楽会を、１１月と３月に開催。
５．エコクッキング
活動形態：f ／ アプリティセサモ
料理を作りながら環境啓発を行う。
６．すずらん杯ゲートボール大会
活動形態：f ／ 大阪府ゲートボール連合
高齢者の親睦を目的としたゲートボール大会。第
20回目。
７．大阪ボランティア市民活動フェスティバル
ンター
企業の社会貢献活動の紹介。
８．高齢社会を生きる「童謡を唄おう」
事業団
当社施設（音楽会場）を提供。

活動形態：a, d, h ／ 大阪市ボランティア情報セ

活動形態：c ／ 高齢者外出介助の会、朝日新聞厚生文化

９．歴史大ウォーク「平野郷を歩く」
活動形態：f ／ 歴史街道推進協議会
地域の歴史を訪ねるハイキングを、地域の 方々の多数参加を得て開催。
10．クリーンアップ大阪
活動形態：f, h ／ 大阪市
大阪市内の主要道路の清掃奉仕。400人が参加。

岡三証券（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． ジュニア体操支援
活動形態：a, c, d ／ （
社）
全日本ジュニア体操クラブ連盟
スポーツを通じて子どもの健全育成を図る活動を行っている上記法人の活動を、賛助金の拠出、社員
の派遣等を通じて支援。

沖電気工業（株）
■社会貢献のミッションや目標
良き企業市民として真に豊かな社会の実現に向けて、考え、行動し、共感を得
実践する。

る社会貢献活動を

■社会貢献活動の指針やガイドライン
社会のため、自分たちのため「できることから始めよう！」をスローガンに、社員と会社が協力し、社
会貢献活動に取り組む。
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 学術･研究, 環境, 地域社会の活動, 国際交流･協力, 災害救援
社会貢献推進室（スタッフ数：

2人）

■社員のボランティア活動支援：
制度（青年海外協力隊、Ｖ休暇、Ｖ登録 、 ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、社員へ
のボランティア保険付与 ）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：

A．（日英）、 B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.oki.com/jp/Home/JIS/Profile/PT/index.html（日）
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【主な社会貢献活動メニュー】
１．「ＯＫＩ
愛の１００円募金」活動
活動形態：
h ／ 日赤他
社員の募金で日赤に献血運搬車を寄贈（
会社からのマッチングあり）。東京コロニー他、社員が関わり
を持つ福祉団体を支援。
２．収集ボランティア
活動形態：e ／ 日本民際交流センター、子ども虐待を考える会、ユニセフ等
書き損じはがき、未使用切手・カードなどの収集。
３．児童養護施設でのボランティア
活動形態：g ／ 国際竹とんぼ協会
青梅市の東京恵明学園で子どもたちに竹とんぼ作り教室を実施。
４．OKI出張パソボラ隊
活動形態：i ／
港区立青山中学校や授産施設などに出張しパソコン教室を実施。
５．OKI山と緑の協力隊
活動形態：g ／ 地球緑化センター
沖グループ社員・
家族を対象とした森林ボランティア。中伊豆と上野村で実施。
６．2002竹とんぼ大会
活動形態：g ／ 国際竹とんぼ協会、江戸糸あやつり人形
東京都下の児童養護施設の子どもたちを招待して実施。
７．三宅島島民ふれあい集会
活動形態：g ／ 三宅島災害・
東京ボランティア支援センター、国際
竹とんぼ協会
芝浦小学校で行われる集会で「
竹とんぼ手作り体験コーナー」を設置。
８．古着支援活動
活動形態：g ／ わかちあいプロジェクト
ＯＫＩ
グループを挙げて取り組み、タンザニア難民キャンプ等へ送付している。
９．ラオス語絵本作り
活動形態：g ／ ラオスの子どもに絵本を送る会
日本語絵本にラオス語翻訳を貼り、ラオス語絵本を作る活動。
10．KIDSプロジェクト2002
活動形態：g ／ KIDS
さまざまな障がいを持つ子どもたちをエスコートし、ディズニーランドで１日を過ごす。

オムロン（株）
■社会貢献のミッションや目標
企業市民宣言 私たちは、社会の一員であることを自覚し、「よりよい社会」の実現を目指し、誇り
をもって企業市民活動を行います。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)社会と共生する優しい企業であるために、企業市民活動は大切な活動です。
(2)企業市民活動
は自発的に行うもので、他から強制されるものではありません。
(3)自らの特長が生きるテーマと方
法が企業市民活動をより成果のあるも のにします。 (4)社会への貢献は、同時に自らの人間性を高
めるものです。 (5)知恵を出し、汗を流す社会への貢献は、尊いことを自覚しましょう。
■重点分野：

社会福祉, 学術･研究, 文化･芸術, 環境

■担当部署等： 良き企業市民推進センター （スタッフ数： 2人）
・企業財団 /公益信託等： 立石科学技術振興財団
■社員のボランティア活動支援：
提供

制度（青年海外協力隊、Ｖ表彰 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 情報提供、機会

■報告書等：

B．環境報告書 （日英）、 C．オムロン企業市民活動

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.omron.co.jp/simin/index.html（日英）
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【主な社会貢献活動メニュー】
１． 大分国際車いすマラソン大会への協賛
活動形態：
a, h ／ （
社）大分県社会福祉協議会
スポンサーとしての協賛と、九州地区オムロングループから
30名強の社員がボランティアとして参加し
ている。
２．全国車いす駅伝大会への協賛
活動形態：a, h ／ 全国車いす駅伝競走大会実行委員会
スポンサーとしての協賛と、社員がボランティアとして参加している。
３．オムロンパイプオルガンコン サート
活動形態：a, f ／ 京都市音楽芸術文化振興財団
パイプオルガンに馴染みの少ない方々にも楽しんでいただける曲目を選定し年
4回開催している。
４．オムロン文化フォーラム
活動形態：a, f ／ NHK京都文化センター
著名な文化人、学識者を招いての文化講演会であり、地域に定着し文化発信に貢献している。
５．フォスター・プラン文通ボランティア
活動形態：a, h ／ （財）日本フォスター・プラン協会
協賛と、発展途上国の子どもたちとの文通ボランティアとして
20名の社員が登録している。
６．JAHDSへの地雷探知センサの技術供与
活動形態：a, g ／ NPO法人「人道目的の地雷除去
活動支援の会」
（JAHDS)
JAHDSの協力依頼により地雷探知センサ研究を開始。オムロン、
IBM、ジオサーチの 3社で「マイン・
ア
イ」完成。その後、タイでの活動の中、改良を継続。技術供与の中で交流をしている。
７．森林ボランティア
活動形態：d, g ／ 京都府京北町
京都府京北町との協働で、森林の間伐や枝打ち等の森林に親しむ作業を通じ、森林が環境保全に及
ぼす役割をできるだけ多くの方に認識していただいている 。
８．オムロンデー
活動形態：d ／
5月10日、世界中のオムロングループで実施。地域の清掃活動や施設訪問、献血、パソコン教室など
を行っている。
９．京都とっておきの芸術祭への協賛
活動形態：a ／ 京都府
京都府内の障害者の芸術文化活動の可能性を切り開き、障害者の社会参加の促進を図っている。
10．太陽の家への寄付
活動形態：a ／ （社福）太陽の家
「太陽の家」の活動趣旨に賛同し、寄付を行っている。

（株）オリエントコーポレーション
■社会貢献のミッションや目標
わたしたちは信頼関係を 大切にし、お客様の豊かな人生の実現を通じて社会に貢献する企業を
めざします。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
社会に貢献する良き市民となろう。
■社員のボランティア活動支援：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

制度（Ｖ休職、 V表彰）

http://www.orico.co.jp/online/cards.html（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１．社会貢献カード
活動形態： ／ (財)日本盲導犬協会、(財)日本動物愛護協会、(財)エイズ予防
財団 他
カード利用に対する一定割合の金額を当社から提携団体に寄付す る。
２．Oricoポイントバンクによる寄付
活動形態： ／ (財)日本野鳥の会、(社福)中央共同募金会
カードのご利用金額に応じてポイントが貯まるが、会員の希望により、社会貢献団体に寄付として使用
できる。
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花王（株）
■社会貢献のミッションや目標
社会・文化活動を通じて豊かな社会の実現に貢献する（１）科学・芸術などの発展を助成する活動
を行う。（２）地域社会にその良き一員として貢献し、支持と信頼を得る。（３）個人の意志と責任に
基づく、ボランティア精神を尊重する。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
次の世代を担う子ども達のために良い環境を守り育てる活動をベースに、「芸術・文 化」「地域・環
境」「学術・教育」の 3つの分野で支援を行う。
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動
広報部門社会・文化グループ （スタッフ数：

5人）

・企業財団 /公益信託等： (財)花王芸術・科学財団
■社員のボランティア活動支援：

制度（ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（英）、 B．環境報告書 （日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.kao.co.jp/comp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 美術館連絡協議会
活動形態：
a ／ 読売新聞社
全国111館の公立美術館への支援活動である。美術展の巡回展の開催、学芸員の海外研修派遣、学
芸員研究助成、図録奨励賞制度等を行っている。
２．花王ファミリーコンサート
活動形態：f ／ 自社
2001年から、花王の工場地域で大人と子どもで楽しめるクラシック音楽を中心に開催している。現在は、
酒田地域で行っているが、今後は日本全国の工場エリアに広げてゆく。
３．クリック募金活用の海外支援
活動形態：ｇ ／ 特定非営利活動法人 幼い難民を考える会
インターネット上でクリック募金を行い、「幼い難民を考える会」を通じて、カンボジアの子供達の識字教
育教材として、クメール文字表２０００部、文字絵本５００冊を寄贈。現地保育園等で使用されている。
４．理科実験授業
活動形態：f ／ 自社
東京と和歌山の研究所の若手研究員による界面の科学をやさしく伝える実験授業。
実施。

2002年度は18件

５．土曜実験教室へのコンテンツ提供
活動形態：g ／ 日本科学技術振興財団、日本化学工業
協会
日本化学工業協会のよびかけで、1カ月毎に化学企業が実験のコンテンツを提供。科学技術館のスタ
ッフが、子ども達のために実験教室を行う。
６．みんなの森づくり活動支援
活動形態：g ／ （
財）都市緑化基金
2000年から、花王と都市緑化基金のオリジナルプログラムとして市民による「みんなの森づくり活動」助
成を行っている。 2002年度の支援は、全国 45団体の活動に2600万円行った。
７．「からだのノート」CD版配布
活動形態：f, h ／
視覚障害の子ども達のために、初経教育用教材「からだのノート」
個人へ計226枚配布。

CD版を全国の盲学校、関係団体、

８．DAISY版CD「清潔で美しく健やかに商品と暮らしのボイスガイド」
活動形態：f ／
全国の点字図書館（90館）
や盲学校、個人の方に無料で配布。合わせて、形状が似ているために間違
え易い商品を区別する点字シールも配布。
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９．バリアフリービデオの貸出
活動形態：f ／ （
財）共用品推進機構
バリアフリー社会の推進をテーマに作成したビデオ
4部作を、小中学校を中心に 251件の貸出し。「
総
合の時間」
等の授業で活用されている。
10．収集ボランティア
活動形態：
h ／ 日本民際交流センター、JOICＦP、ユース・
ハンガーフリーワ
ールド
未使用ハガキ1013枚をダルニー奨学金へ寄贈。同じく使用済みプリペイドカード
12000枚をJOICEP、
ユース・
ハンガーフリーワールドへ。中古
CD11枚を日本点字図書館へ寄贈。

鹿島建設（株）
■社会貢献のミッションや目標
地域社会との良好な関係の構築と維持に努め、積極的な社会貢献の推進を図る。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
地域社会との良好な関係の構築と維持に努め、積極的な社会貢献の推進と企業情報開示、広報
活動の実施等により、社会との調和を促進する。
■担当部署等：

広報部門社会・文化グループ （スタッフ数：

5人）

・企業財団 /公益信託等： (財 )鹿島平和研究所、 (財 )鹿島学術振興財団、 (財 )鹿島芸術財団

兼松（株）
■社会貢献のミッションや目標
会社の健全なる繁栄を通じて、企業の社会的責任を果し、従業員の福祉を増進する。
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.kanematsu.co.jp/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 世界会議開催費用の寄付
活動形態：a ／ 国際観光振興会
世界ガス会議東京大会（2003年6月1〜5日開催）会議開催費用を寄付。
２．法人賛助会員
活動形態：a ／ （財）国際開発救援財団
開発途上国における住民の生活環境の向上および地域開発の推進のための援助事業を行う。
３．基金への寄付
活動形態：a ／ LAND SACHSEN基金（ドイツ）
2003年夏のヨーロッパ洪水被害への見舞として基金に寄付。
４．グラウンド・テニスコートの施設開放
活動形態：c ／
少年ソフトボールチーム、近隣の学校や住民へのテニスコートの施設開放。
５．留学生に寮提供
活動形態：
c ／
海外留学生に独身寮の一部を提供。

川商ジェコス（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． 音楽芸術に対する出捐
活動形態：
a ／
ＮＨＫ交響楽団、東京交響楽団、新日本交響楽団、関西フィルハーモニー
２．オーケストラなどに対する資金援助。

活動形態：a ／
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etc

川鉄商事（株）
■社会貢献のミッションや目標
地球環境の保全に努めることによる社会貢献
■重点分野：
■担当部署等：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

環境
総務部（スタッフ数：

2人）

http://www.kawasho.co.jp/ （日）

関西電力（株）
■重点分野：

社会福祉, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, NPOの基盤形成

■担当部署等： 地域共生・広報室 地域共生グループ（スタッフ数：
・その他社内組織：
Ａ．
・企業財団 /公益信託等： (社福)かんでん福祉事業団

3人）

■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 、Ｖ表彰 、Ｖ研修 、
ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、地域貢献運動、施設器材貸与制度）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：

A．（英語）、 B．（日）、 C．「together（トゥギャザー）」

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.kepco.jp/kyosei/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． かんでんかがやきフェスティバル
活動形態：f ／ (社福)大阪市社会福祉協議会
障害のある方にもない方にも出演していただけるステージイベントで、当社従業員ボランティアが多数
参加。
２．障害者アート公演 かんでんコラボアート21
活動形態：f ／ (財)たんぽぽの家
障害をもつ方の芸術作品を関西圏から広く公募。入選作品を公開展示し、ポストカードに
して販売。そ
の売上金は、介助犬育成のための基金に寄付。
３．かんでん少年サッカー大会
活動形態：f ／ 大阪サッカー協会
サッカーを通じた青少年育成と当社施設の有効活用を目的として実施。当社サッカー部員もボランティ
アとして参加。
４．クリーンアップ大阪
活動形態：g ／ 大阪ガス(株)、大阪市環境事業局
大阪市主催の「OSAKAクリーンピック 2002」に大阪ガス（
株）と共同参画。両社であわせて約
加。

400人が参

５．ワン・ワールド・フェスティバル
活動形態：g ／ NPO法人関西国際交流団体協議会
市民に国際協力の大切さを認識してもらうために、市民団体、行政、企業等が一堂に会するイベント。
当社も企業活動紹介コーナーの企画・運営に参加。
６．NPOと企業の協働フォーラム 2002
活動形態：
g ／ (社福)大阪ボランティア協会
在阪のNPO、企業が一堂に会し、お互いの今後の協働のあり方について検討するフォーラムに実行委
員として参加。
７．関電ボランティアセミナー
活動形態：f, h ／ (社福)大阪ボランティア協会
従業員のボランティア活動への参加のきっかけづくりを目的に平成
5年から開催。平成 14年度は「盲導
犬体験講座」
など。
８．木曽路ふれあい芸能祭（東海支社）
活動形態：f ／
木曽地方の伝統芸能をはじめ、太鼓、民謡、コーラス等地元の方々の日頃の成果を発表する催しとし
て開催。
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９．美浜美術展（若狭支社）
活動形態：f ／
福井県美浜町を中心とする地元の文化発展を目的に実施。平成 14年度は全国から約 410点の作品が
集まり、福井・
大阪等で巡回展示を実施。
10．エルギャラリー「のっぽ」（神戸支店）
活動形態：
c ／
地元市民の絵画や写真・書道等趣味のサークル活動の作品発表の場と して広く市民に開放されてい
るギャラリー。

（株）関東つくば銀行
■社会貢献のミッションや目標
「関東つくば銀行」は社会貢献活動により、よき企業市民として社会の要請と信頼に応え、豊かな
人間生活とよりよい社会の実現に貢献する。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
「関東つくば銀行」は、「社会福祉」「教育文化」「環境」の３分野において、持てる資源を活用し、行
員参加型企業市民運動を展開する。
■重点分野：

社会福祉, 教育･社会教育, 環境

■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等： かんぎん愛の社会福祉基金、つく ば銀行記念奨学基金
【主な社会貢献活動メニュー】
１． 霞ヶ浦流域清掃大作戦
活動形態：
d ／
桜川岸清掃（年２回実施）。
２．日本列島クリーン大作戦
活動形態：
d ／
霞ヶ浦ヨットハーバーや JR土浦駅東口周辺の清掃。
３．かんぎん愛の社会福祉基金による助成金の提供
活動形態：a ／
茨城県内社会福祉法人２先に助成金を贈呈（
総額５０万円）。
４．つくば銀行記念奨学基金による奨学金の贈呈
活動形態：a ／
筑波県内の大学に在学しているアジア地域からの留学生３名に奨学金を贈呈（総額１８０万

円）
。

キッコーマン（株）
■社会貢献のミッションや目標
「地球社会にとって存在意義のある企業に」
■社会貢献活動の指針やガイドライン
日本の食文化を大切にしつつ、世界の食文化や環境との調和をはかりながら、「食」と「健康」の分
野で、活動を展開する。
■重点分野：

健康･医学, 教育･社会教育, 地域社会の活動, 国際交流･協力, その他 （食､食文化）

■担当部署等： 社会活動推進室（スタッフ数： 2人）
・その他社内組織：
Ａ．、Ｂ． 全国ボランティア推進員会
・企業財団 /公益信託等： (財)野田産業科学研究所、(財)興風会
■社員のボランティア活動支援：
供、機会提供

制度（Ｖ休職 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、地域貢献運動）、 施設開放、情報提

■報告書等：

B．環境報告書 （日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.kikkoman.co.jp/syakai/index.html（日）
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【主な社会貢献活動メニュー】
１． バレンタイン・チャリティ募金
活動形態：a ／ シャプラニール＝市民による海外協力の会、日
本民祭交流センター、ＡＳＰＢラオスの子ども、ＣＣＷＡ国際精神里親運動部
バレンタインの期 間にあわせ、社内で募金活動を実施（全員対象）。社員からの総寄付額と同額につ
いて、会社からマッチング寄付を実施。
２．社内収集キャンペーン
活動形態：e ／ NPO法人 ハンガー･フリー･ワールド
通年で実施している使用済み切手、カード、書き損じハガキ収集に加え、中古ＣＤやゲームソフトなど、
比較的高額で大型のものについて、期間を決めて収集キャンペーンを実施。
３．「ワールド･カルチャー･フェスティバル〜７つの国の屋台村」をｱｻﾋﾋﾞｰﾙと共催
活動形態：ｇ
／ 日本国際ボランティアセンター、ハンガー･フリー･ワールド、セーブ･ザ･チルドレン・ジャパン、
ASPBラオスの子ども、ＣＣＷＡ、アフリカ日本協議会、日本民祭交流センター
「食」を通じた異文化理解を目的に、７つの国際協力ＮＧＯの出展による屋台村形式のイベントを実施。
参加費は、全て協働ＮＧＯに寄付した。
４．「点字を名刺に入れてみませんか？」
活動形態：ｈ ／ デイケア施設「レモンの木」（埼玉県朝
霞市）
印刷費の一部を社員が負担、不足分を会社が負担し、社員が自分の名刺に点字を入れることを推奨。
５．新入社員対象の手話講習会
活動形態：ｈ ／ 野田市社会福祉協議会、野田市聴覚障害協会
新入社員が障害への理解を深め、より広い視野を持つことを目的に、研修地の野田で手話講習会を
開催。
６．花ファンタジア＆ランチライブ！
活動形態：ｄ ／
野田市内の２つの福祉施設の皆様を市内のフラワーガーデン「花ファンタジア」とライブ･ショーにご招
待。送迎やアテンド、ライブショー全て、社員の手作りで実施。
７．「キッコーマン＆ AFLAC「ぶどう体験」
in勝沼マンズワイナリー」をｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ生命保険会社と共
催
活動形態：
ｄ／
ＡＦＬＡＣとキッコーマン との共催事業。両社の社員スタッフが、児童養護施設「調布学園」の子どもたち
と一緒に、関連会社のワイナリーでぶどう狩りやバーベキューを楽しんだ。
８．エリアプログラム（４地区）
活動形態：ｄ ／ 各地 社会福祉協議会など
千歳工場（
北海道）、尾島製造部（
群馬）、野田本社･工場（千葉県）、高砂工場（兵庫）で、社員が自主
的に福祉施設などの交流会を開催。
９．ジュニアタイムズ
活動形態：ｆ／ NPO ＩＥＣ国際理解教育情報センター
小学校以上の子どもを対象とした社会参加支援プログラム。子どもたちが、新聞記者
のように活動する
機会と場所を提供し、集まった記事を、ＨＰ上のバーチャル子ども新聞社で公開。（２００３年３月終了）
10．親子の「食」体験
活動形態：
ｆ／
親子を対象とした「食」の体験プログラム。食べること、つくること、を通し、自然･環境･地域文化･歴史に
対する興味や問題意識を喚起する。同時に、家族の食卓づくり、思い出づくりも応援する。勝沼（２００２
年〜）、野田、小諸（２００３年〜）実施。

（株）紀伊國屋書店
【主な社会貢献活動メニュー】
１． 紀伊國屋演劇賞
活動形態：f ／ 劇作家、劇団、俳優
国内の優れた演劇活動に対して賞ならびに賞金を授与。
２．ユネスコ募金
活動形態：g ／ 日本ユネスコ協会連盟
日本ユネスコ協会連盟の活動を支援のため店頭（５８ヵ店）
に募金箱を設置。
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キヤノン（株）
■社会貢献のミッションや目標
キヤノンは、1988年以来、企業理念として「共生」を掲げています。「共生」とは、「文化、習慣、言
語、民族の違いを問わず、すべての人が末永く共に生き、共に働いて幸せに暮らしていける社会」
のことです。キヤノンは「共生」を常に基本にすえ、その理念から導かれる「グローバルエクセレント
カンパニー」を企業のあるべき姿ととらえ、地球上に存在するさまざまな社会的な重要課題に対し
て、「良き企業市民」として社会的責任を果たす努力をしていきます。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
・一過性のものではなく、援助を必要とする人々や団体を継続的に支援します。
・多様な価値観・知識をもつ団体をパートナーとした支援活動を行います。
・キヤノンが培ってきた社内の資源（人、資金、施設、技術ノウハウ）を使って実施します。
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, スポーツ , 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の
活動, 国際交流･協力, 災害救援
■担当部署等： 社会・文化支援室 （スタッフ数：
・その他社内組織：
Ａ．

9人）

■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、地域貢献運動）、
施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等： A．（英）、 B．キヤノンサステナビリティ報告書
活動―地球上の各地で―
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

（日英）、 C．キヤノンの社会・文化支援

http://web.canon.jp/Heartware（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． キヤノンカップ ジュニアサッカー
活動形態：f ／
少年少女たちがサッカーを体感するとともにスポーツを通じた国際親善・
交流を図るイベントを支援。
２．キヤノン・デジタル・クリエーターズ・コンテスト
活動形態：f ／
新しい才能を発掘・支援することを目的にしたコンテスト。海外
4拠点から①デジタルフォト、②デジタル
ムービー、③ウェブグラフィックス、④デジタルグラフィック・イラストの
4部門で公募。
３．キヤノンアートプロジェクト
活動形態：ｆ／
イメージング機器を使った展覧会の開催により、アーティス

トに発表の場を提供。

４．写真新世紀
活動形態：f ／
新人写真家の発掘と育成を目的とした写真コンテスト。
５．キヤノン夏エコ祭
活動形態：c, d, f ／
行政とNPOと企業による協働環境イベント。地域の子どもたちを対象に楽しみながら環境について学
ぶ催し。
６．恐竜博
活動形態：e ／
世界最大の恐竜博を支援し協賛。
７．日中国交30周年記念事業
活動形態：a ／
日中国交30周年にあたり両国で芸術、文化、教育の分野で開催された記念事業への寄付。
８．ナショナルジオグラフィック
活動形態：e ／
ナショ
ナルジオグラフィック誌上で「 WILDLIFE AS CANON SEES IT」
広告シリーズを展開し、絶滅の危
機に瀕している世界中の野生動物の保護・理解の促進。
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９．キヤノン・ユニセフ共同企画広告
活動形態：e ／
ユニセフ活動への認知・
理解の促進をうながすことを目的に広告誌面の一部をユニセフの広報スペー
スとして提供。
10．上海京劇
活動形態：a ／
中国の伝統芸術である京劇を支援。

京セラ（株）
■社会貢献のミッションや目標
文化、芸術、スポーツを支援し、人

類、社会の限りない発展に尽くす。

■社会貢献活動の指針やガイドライン
人々の生活をより豊かなものにする文化や芸術、スポーツに対するサポートは、人類、社会の進歩
発展への貢献を目指す京セラにとって使命であり誇りであると考える。京セラグループは、これから
も意義ある社会貢献活動に取り組み、輝く未来の一翼を担います。
■重点分野：
■担当部署等：

学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 史跡･伝統文化保全
秘書室（スタッフ数：

5人）

■報告書等：

A．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.kyocera.co.jp（日英仏独）

【主な社会貢献活動メニュー】
１．稲盛財団（京都賞）支援
活動形態：a, d ／ 稲盛財団
人類の進歩発展に著しく貢献した人を顕彰する京都賞に対して寄付および運営スタッフの社員派遣を
行う。
２．第3回世界水フォーラム支援
寄付（世界水フォーラム開催支援）。

活動形態：a ／ 世界水フォーラム実行委員会

３．京都花灯路2003協賛
活動形態：
a ／ 京都花灯路推進協議会
寄付（京都花灯路開催支援）
。
４．第23回霧島国際音楽祭協賛
音楽祭開催資金支援。

活動形態：a ／ （財）ジェスク音楽文化振興会

５．中国愛楽楽団来日公演支援
公演への運営支援金。

活動形態：a ／ 中国愛楽楽団

６．SKYフェスティバル 2002協賛
活動形態：a ／ （財）京都SKYセンター
高齢者の健康づくりの意識を高めるフェスティバル協賛。
７．日本経済団体連合会1％チャリティーフェスティバルへの寄付
済団体連合会１％クラブ

活動形態：a ／ （社）日本経

８．鹿児島大学京セラ経営学講座
活動形態：
a ／ 鹿児島大学
京セラの主力工場のある鹿児島への地元貢献。
９．アフガニ スタン「母と子のための診療所」への寄付
アフガニスタンでの診療所の開設および運営支援。

活動形態：a ／ (財)日本国際厚生財団

10．全国車いす駅伝競争大会支援
活動形態：a ／ 全国車いす駅伝大会実行委員会
全国車いす駅伝大会運営への資金支援。
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共同印刷（株）
■社会貢献のミッションや目標
共同印刷グループ「企業行動憲章」 5.社会貢献活動を行う企業：
的に社会および地域貢献活動の実践に努める。
■重点分野：

文化･芸術, 環境, 地域社会の活動

■報告書等：

B．

「良き企業市民」として、積極

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ジョイセフ使用済切手・カードを送る国際協力
活動形態：e ／ （
財）ジョイセフ（家族計画協力
財団）
社内で使用済切手・カードを収集し、ジョイセフに届け、ジョイセフがコレクターに販売。
２．賛助会員（NPO）
活動形態：a, d ／ NPO法人スポーツ振興協会
環境月間でのパネル展示、ミニシンポジウムでのパネリストとして参加。
３．プログラムへの社名広告
活動形態：e ／ わんぱく相撲文京区大会実行委員会
わんぱく相撲大会プログラムに社名を載せ寄附を行った。
４．自然保護協力

活動形態：a ／ 日本経済団体連合会、自然保護協力委員会

５．バンドフェスティバルへの協賛金
６．文京区文の京文芸賞への協賛
７．共同募金への寄附

活動形態：
a ／ 文京区の文化を推進する会
活動形態：a ／ 文京区文の京文芸大賞実行委員会

活動形態： ／ 中央共同募金会

協和発酵工業（株）
■社会貢献のミッションや目標
経営指針の1つとして、「社会に開かれた経営に努めるとともに、国際基準の考え方を積極的に取
り入れます」と定める。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
社会とのコミュニケーションを図り、情報交換、社会貢献活動などを通じて正しい理解と信頼を得る
よう努めます。加藤記念バイオサイエンス研究振興財団等を通じ、ライフサイエンスとテクノロジー
の分野の学術・研究振興の支援を行います。（経営指針のポイント一部抜粋）
■重点分野：

健康･医学, 学術･研究, 教育･社会教育

■担当部署等： コーポレートコミュニケーション室 （スタッフ数： 1（兼任） 人）
・その他社内組織：
Ｂ． 情報公開委員会
・企業財団 /公益信託等： （財）加藤記念バイオサイエンス研究振興財団
■社員のボランテ ィア活動支援：

制度（Ｖ休暇）

■報告書等：

A．（日英）、 B．環境安全 /サステイナビリティレポート

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.kyowa.co.jp/（日英）

（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 朝日ヤングセッション
活動形態：f ／ 朝日新聞社主催、文部科学省、東京都教育委員会後援
1988年より、次代を担う若者達を対象に様々な分野でご活躍の先生方に講演会形式でお話いただくイ
ベント。 2002年で15回目。後日、講演録を希望者に無償配布。
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２．移動理科実験教室
活動形態：f ／ 各地区の教育委員会、小中高校
実験器具と指導役の当社研究員を載せた専用車（バイオ・アドベンチャー号）を学校に派遣する理科
実験教室を2000年より開催。
３．「21世紀を幸せにする科学」作文コンクール
活動形態：f ／ 毎日新聞社主催、文部科学省他
後援
若者の理科離れが叫ばれる昨今、 21世紀を担う若者達に 科学 について少しでも考える機会を提供
する趣旨で、中高生対象に科学作文コンクールを 1999年より実施。
４．（財）加藤記念バイオサイエンス研究振興財団
活動形態：a ／ 同財団
バイオサイエ ンス分野の研究助成と啓発を行う目的で、 1988年に設立。若手研究者の研究助成、国際
交流助成、研究集会助成、公開シンポジウムの開催。

キリンビール（株）
■重点分野：

社会福祉, スポーツ , 文化･芸術, 環境, 国際交流･協力

■担当部署等： 広報部社会貢献室（スタッフ数：
・その他社内組織： Ｄ．一場所一貢献

2人）

■報告書等：

A．（英語）、 B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.kirin.co.jp（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 水源の森づくり
活動形態：a, d, g ／ (社) 国土緑化推進機構、津山地域美しい森づくりの会
将来的にもおいしいビールをつくり続けているように、工場のある水源地の森林保全活動を
11ヵ年計画
で推進。
２．屋久島ゼロ・エミッション活動支援
活動形態：a, d ／ 上屋久町・屋久町両町役場
社員ボランティアによる全島を上げてのクリーンアップ活動への参加と継続支援。
３．ユニバーサル駅伝への協賛
活動形態： ／ NPO法人コミュニケーション・スクエア２１
小学生、障害者、高齢者、車椅子利用者と健脚者でチームを編成し、ボランティアのサポ
ートのもと駅
伝を実施。
４．社会福祉施設への清涼飲料寄贈
活動形態：b, f ／ 児童福祉施設・老人福祉施設
子どもの日、敬老の日、クリスマスに全国約
1100の社会福祉施設を社員が訪問し、清涼飲料水をプレ
ゼント。
５．ハローミッキー
活動形態：d, f ／
児童福祉施設の子ども達を社員ボランティアの引率により東京ディズニーランドへ招待し、一日を過ご
すイベント。
６．夏休み子ども工作教室
活動形態：c, d, f ／
地域社会活動の一環として、地元の小学生と親子を対象に、社員の指導のもと夏休み
行う。

の作品つくりを

７．こども環境活動支援
活動形態：e, g ／ こども環境活動支援協会
企業と市民、行政と連携を図る NPO団体を支援し、環境教育を積極的に支援する。
８．国連大学キリンフェローシップ
活動形態：a, g ／ 国連大学
途上国の食糧問題の自主解決に向け、アジアを中心とした研究機関より毎年
科学・技術分野研究開発支援プログラム。
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5名の食品分野に関わる

９．ラオスの子どもに絵本を送るプロジェクト
活動形態：
d, g ／ ＡＳＰＢ ラオスの子どもに絵本を
送る会
日本語の絵本にラオス 語の訳文を貼り付け、絵本を完成させて現地の国立図書館や小学校に配布。
10．ダルニー奨励金のためのハガキ収集
活動形態：ｇ ／ ＮＧＯ 日本民族交流センター
年初に社員に対して書き損じハガキの収集をよびかけ、タイの子どもたちの支援を目的とした奨励金制
度に役立てる。

栗田工業（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． クリタ・ラグビー祭り
活動形態：c, d, f ／ 厚木市
ラグビー（教室、少年対抗試合、ゴールキック大会、
etc.）というスポーツを通じて、地元地域の方々と交
流する機会を設ける。
２．渇水時における飲料水供給
活動形態：
d, f ／
災害時や異常な雨水不足等により発生した局部的な断水状態に対し、飲料水を中心とした生活用水
供給のための小型装置の貸与と運転指導を行う。

（株）群馬銀行
■社会貢献のミッションや目標
当行の保有する機能､情報､人材などの経営資源をもとに地域の皆様の豊かな生活のお役に立つ。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
私たちは、地域の一員としての責任を自覚し、広く皆さまとの信頼関係を深め、地域繁栄の担い手
になりたいと考えています。そのために金融サービスの向上に努め
、さらに活動分野を拡げながら
健全な成長を続けます。
■重点分野：
■担当部署等：

スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境
総合企画部広報室（スタッフ数：

2人）

・企業財団 /公益信託等： 群馬銀行環境財団、群馬経済研究所
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇 ）、 情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.gunmabank.co.jp（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 企業財団/公益信託等を通じた貢献
活動形態：a ／ 群馬銀行環境財団
水と環境について学習する環境探検隊の実施や自然環境の保全活動などを行う団体・個人を毎年支
援。
２．地元企業の人材育成支援
活動形態：f ／ 個々企業等
「新入社員講習会」の開催や企業主催の「接遇」「財務」「手形・小切手」等の各種講習会にも随時講師
を派遣。
３．地域の芸術活動支援
活動形態：
a, e ／ 群馬交響楽団
定期演奏会の協賛、その他活動に対する協力。
４．県内経済状況の調査研究等
活動形態：f ／ 群馬経済研究所
「調査月報」の毎月発行等、経済活動全般に対する適切な 情報提供。
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５．県事業への協賛
活動形態：a, h ／ 群馬県
ぐんま県民マラソンのボランティア参加活動支援。

小島プレス工業（株）
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等： (財)コジマ国際育英協会、 (社福 )こじま福祉会

コスモ石油（株）
■社会貢献活動の指針やガイドライン
オリジナリティのある活動、経営状況に左右されない長期継続。
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 国際交流･協力
広報室（スタッフ数：

■社員のボランティ ア活動支援：

1人）
制度（青年海外協力隊）、 情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日英）、 B．環境報告書 （日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.cosmo-oil.co.jp/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 小学生向け「地球環境ブック」の発行
活動形態：f ／ 全国の学校、環境NPO、教育団体
小学校での総合学習の時間に役立てていただくために環境読本的な読みものである「地球環境ブッ
ク」を発行し、希望の学校に無料配布している。
２．環境教育プログラム「コスモ子ども地球塾」の主催
活動形態：f ／ ワンダーアート・
プロダクシ
ョン
小学生を対象とした年間環境教育プログラムで、 2002年度は子どものための自然アートワークショップ
を実施。参加者は新聞等媒体で公募。 6年生30名が参加した。
３．交通遺児のための自然体験プログラム「コスモわくわく探検隊」の実施
活動形態：f ／ 政府
出資法人自動車事故対策センター
小学生の交通遺児を対象に1993年より毎年自然体験プログラムを実施。約
50名が参加。当日の運営
は社員ボランティア約 20名が中心となって行っている。
４．コスモ石油Voice of the earth2003の実施・無料ご招待
活動形態：
f ／
環境について当社の企業姿勢を知っていただき、アーティストと観客が一体となって環境への思いを
みていただくことを目的としたコンサートに
400名をご招待。
５．コスモ石油子どものためのミュージカル協賛・無料ご招待
活動形態： ／ 港区内の公立小学
校・
養護学校
地域貢献の一環として港区の公立小学校・
養護学校を対象に、アートスフィアで開催される子どものた
めのミュージカルを協賛、約 500名をご招待。
６．子どものためのオペラ・コンサート協賛 ・ご招待
活動形態：
b ／ 市民団体オペラキッズ
未就学でコンサートに行く機会の少ない親子を対象としたオペラコンサートを主催する団体への協賛
（印刷物の制作費用）とチケット寄付。
７．地球の森の木からの贈り物名倉誠人マリンバリサイタル協賛・ご招待
チケットを視覚障害のある音楽家団体に寄付、ご招待した。
８．ＫＩ
ＤＳディズニーランドプロジェクトの協賛、社員参加
協賛費用の拠出と社員ボランティア 4名の参加。
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活動形態：
d ／

活動形態：
b ／

コナミ（株）
■社会貢献のミッションや目標
良き企業市民として、社会に貢献することを経営理念のひとつに掲げ、情報教育関連財団や各ス
ポーツ団体、文化団体の活動を支援しています。
■重点分野：
■担当部署等：

スポーツ , 教育･社会教育, 文化･芸術
管理本部（スタッフ数：

1人）

■報告書等：

A．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.konami.co.jp/ja/corp/index6.html（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 日経エデュケーションフォーラム
活動形態：a, d ／
高校生に日本経済の「今」を伝え、企業活動の実 際を体感してもらう企画への協賛、講師派遣。
２．NHKロボコン
活動形態：
a ／
若いエンジニアたちの「モノづくり」に対する情熱と能力の育成、情報、人材交流を促す企画への協賛。
３．新国立劇場運営財団特別支援
活動形態：a ／
現代舞台芸術の育成と継承に尽力する新国立運営財団の活動支援。
４．（社）日本野球機構オフィシャルパートナー
活動形態：a ／
日本プロ野球界の発展に尽力する同機構の活動支援。
５．（社）日本プロサッカーリーグオフィシャルパートナー
日本プロサ ッカー界の発展に尽力する Jリーグの活動支援。

活動形態：a ／

６．読売新聞社主催「全国少年野球大会」協賛
活動形態：a ／
青少年の健全な育成を目的に開催される同大会への協賛。
７．（財）日本相撲協会大相撲応援企業
活動形態：
a ／
大相撲界の発展に尽力する同協会の活動支援。（〜 2002年12月まで）
８．日本ゴルフツアー機構オフィシャルスポンサー
ゴルフ界の発展に尽力する同機構の活動支援。（〜

活動形態：
a ／
2002年12月まで）

９．東京ドーム巨人戦への児童養護施設ご招待
活動形態：a ／
都内の児童養護施設に在籍する児童 100名を東京ドーム巨人戦にご招待。
10．赤い羽根共同募金

活動形態：a ／

（株）小松製作所
■社会貢献のミッションや目標
コマツグループとその社員は、地域社会の一員としての役割を認識して、社会に貢献する。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
社会貢献5原則：(1)継続性のあること、 (2)公益性のあること、 (3)自主的に選んだものであること、
社員の納得性のあること、 (5)広告宣伝を意図したものでないこと
■重点分野：
■担当部署等：

環境, 地域社会の活動
コーポレートカルチャー部（ただし、

・企業財団 /公益信託等：

（財）日本花の会
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02/4広報IR部に統合）（スタッフ数：

4人）

(4)

■社員のボランティア活動支援：
報提供、

制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 、Ｖ表彰 ）、 施設開放、情

■報告書等：

A．（日英）、 B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.komatsu.co.jp/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． （財）日本花の会支援
活動形態：
a, c, d ／
（財）日本花の会の花を通じての緑化・環境保護活動。

（株）佐賀銀行
■社会貢献のミッションや目標
経営の基本方針の第１番目：「佐賀銀行は、地域社会の発展に奉仕する」
■社会貢献活動の指針やガイドライン
地域に根を下ろす地元の銀行として、地場産業の振興・発展をお手伝いするとともに、地域社会
の皆様の豊かな生活づくりと地域文化の向上にお役に立つよう努めます。
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 文化･芸術 ,地域社会の活動
総務部、総務厚生グループ （スタッフ数：

・企業財団 /公益信託等：
■社員のボランティア活動支援：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

1人）

佐賀銀行文化財団
施設開放、情報提供、機会提供

http://www.sagabank.co.jp（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 海外への救援物資として女子行員制服の寄付
活動形態：
b,f ／ アフガニスタン、モンゴル、
タイ、アルジェリア
女子行員の制服廃止に伴い､回収した制服を海外への救援物資として寄付。（ダンボール
458箱、
24595点）
２．ふるさと美化運動
活動形態：
d,g ／ 佐賀市
「ふるさと美化運動」
佐賀市が主催。毎年６月に実施。佐賀市内の本店周辺を中心とした清掃活動を実
施。参加者１５４名。
３．社会福祉基金から寄付
活動形態：a, f ／ 佐賀県内の社会福祉活動をしている団体
佐賀県内にて社会福祉活動している団体から一般公募し、審査を経て寄付。寄付金は、（財）佐賀銀
行社会福祉基金の運用果実と行員からの寄付金を合算して贈呈。（２２団体２３０万円）
４．「おもいやりＢＯＸ」による書き損じはがき等の収集寄付
活動形態：a, f ／ 佐賀ユネスコ協会、
ユニセフ佐賀友の会、地球市民の会
各部室店のまどぐちに「
おもいやりＢＯＸ」を設置し、書き損じはがき等の切手、はがきの収集を呼びか
け、１年分を毎 年５月に寄贈する。（
テレホンカード：４４６２枚、ハガキ：１０８４枚、切手：ダンボール３箱２
７ｋｇ）
５．河川清掃「クリーン河童作戦」
活動形態：
d, g ／ 佐賀県、佐賀市
本部および市内店舗の行員１００名の協力参加により、毎年８月に市内を流れる多布川流域３００ｍを
河童の格好をして清掃する。
６．カレンダー、手帳の寄付
活動形態：
d, g ／ 佐賀県社会福祉協議会
年末に、当行および取引先からいただいたカレンダー、手帳、デスクノートを全店から収集し、佐賀県
社会福祉協議会に寄付する。県社協はチャリティ ーバザーを開催し、収益金を福祉活動に充当する。
（191部）
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７．物品販売協力
活動形態：b, d, g ／ 重度障害者通所施設「
響」
重度障害者通所施設「響」の活動支援として、バザー品の寄付、通販品の購入協力。（

200万円）

８．留学生支援
活動形態：c, d ／ 佐賀大学
佐賀大学の外国人留学支援活動として、私費留学生に対して、学校推薦を受けたもの２名に当行寮を
提供。
９．鍋島更沙展
活動形態：c, d, f ／ 佐賀市
佐賀市主催の「佐賀城下ひなまつり」の期間にあわせて、当行ＦＡプラザを一部
芸「
鍋島更沙展」を特別企画。

開放し、佐賀の伝統工

10．募金活動
活動形態：a, g ／ 佐賀県社会福祉協議会「緑の募金」
赤い羽根共同募金（２８万円）、緑の基金（６６万円）

佐川急便（株）
■社会貢献のミッションや目標
経営ビジョン：日本経済の発展を担う企業として、品質向上と社員の能力向上、社会への貢献を
図りながら総合物流企業として日本および国際ロジスティクスの最適化を先導する。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)メセナ活動を通じた「佐川急便グループのイメージ向上」
(2)環境保全活動の推 進： ①企業
としての社会的責任への対応、② ISO14001の導入、③環境保全活動の推進、④環境ネットワーク
の構築
■重点分野： 健康･医学, スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会
の活動, 国際交流･協力
■担当部署等：

環境推進室（スタッフ数：

5人）

・企業財団 /公益信託等： 佐川交通社会財団、佐川留学生奨学会、佐川国際経済協力会、
佐川がん研究助成振興財団、佐川美術館
■社員のボランティア活動支援：

制度（地域貢献運動）、 機会提供

■報告書等：

A．（日）、 B．Suntainability Report2003（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.sagawa-exp.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． クライメント・セイバーズ・プログラム
活動形態：g ／ WWF（
世界自然保護基金）
地球温暖化防止活動を積極的に取り組むべく、天然ガス車の導入や CNGスタンドの設置、アイドリング
ストップ運動を推進している。
２．環境広報活動
活動形態：a, d ／ 行政・地方自治体
物流にかかわる環境問題についてのセミナーやシンポジウムの開 催に積極的に取り組んでいる。
３．環境イベントへの出展
活動形態：a, d ／ 各省庁・地方自治体
全国にて開催されている環境イベントに積極的に出展し、イベント参加者に環境への取り組み等を具
体的に紹介している。
４．交通安全教室
活動形態：c, f ／ 地域の安全協会、幼稚園、小学校
全国の支社、営業店にて、園児、小学生を対象に交通ルールの指導等を実施している。
５．青い羽根基金
活動形態：
a ／ 日本水難救済会
水難事故防止を訴える。
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６．社会見学や職場体験の受入れ
活動形態：c, f ／ 地域の小・中・
高校
支社、営業店において、地元の小学生の社会見学、中高校生の職業体験・
就労体験学習等の積極的
な受入れを実施。
７．少年野球教室
活動形態：a ／ （有）ウィンステージ
毎月1回開催し、開催地の少年野球チームを招集。元プロ野球選手による野球指導を行う。
８．少年サッカー教室
活動形態：a, d ／ KSプランニング
毎月1回開催し、開催地の少年サッカーチームを招集。元サッカー選手によるサッカー指導を行う。
９．生涯野球への協賛
活動形態：
a ／ 全日本生涯野球連盟
60才以上を対象に、「
お年寄りの甲子園」と称され毎年長野で開催している全国規模の野球大会に協
賛。
10．JOCオフィシャルパートナー
活動形態：ｇ ／ 日本オリンピック委員会
スポーツを愛する人々の一人ひとりに環境問題への啓蒙活動を積極的に推進する。

（株）山陰合同銀行
■社会貢献活動の指針やガイドライン
当行は、地域に生まれ、地域の発展とともに発展してきた銀行として、豊かで住みよい地域社会作
りを社会的使命と考え、様々な活動に取り組んでまいりました。これからも当行は、経済のみならず、
社会的、文化的活動に積極的に取 り組んでいきたいと考えています。
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動
総合企画部広報 地域振興部地域プロジェクト支援グループ （スタッフ数：

・企業財団 /公益信託等：

（財）ごうぎん鳥取文化振興財団

■社員のボランティア活動支援：

2人）

（財）ごうぎん島根文化振興財団

制度（Ｖ休職 ）

■報告書等：

A．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.gogin.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ごうぎん文化振興財団
活動形態：a ／ （財）ごうぎん鳥取文化振興財団 （
財）ごうぎん島根文
化振興財団
当行創立５０周年記念事業の一環とし、平成４年３月に①（財）ごうぎん鳥取文化財団、②（財）ごうぎん
島根文化振興財団を設立。教育・芸術文化・スポーツ活動に対する支援・
協賛を行っている。
２．「小さな親切」運動
活動形態：a ／ 「小さな親切」運動山陰本部
平成９年３月に思いやりあふれた地域社会作りに寄与するために、当行が事務局となり、「小さな親切」
運動山陰本部を設立。山陰海岸のクリーン作戦やコスモスによる花いっぱい運動等を展開している。
３．「ごうぎん一粒の麦の会」
活動形態：h ／ 福会福祉施設への車いす寄贈、ユニセフ（国際連
合児童基金）Ｈ１１年〜
昭和５６年、当行創立４０周年を機に発足させて、関連会社を含む役職員による募金・寄付活動を継続
中。

三機工業（株）
■担当部署等：

広報部（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：

3人）
制度（Ｖ休暇 、Ｖ表彰）、機会提供

46

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 南極地域観測隊への寄付ならびに社員派遣
ごみ、排水の質・量の調査等廃棄物処理の研究と処
遣。

活動形態：a, b, d ／ 国立極地研究所
理設備の設計・製作・設置・管理に人員
1名を派

２．日本フィルハーモニー交響楽団、クラシックコンサートへの協賛
ハーモニー交響楽団
定期コンサート等を支援。

活動形態：a ／ 日本フィル

３．地域清掃活動
活動形態：ｄ ／ 大和の環境をよくする会等
当社の工場のある神奈川県大和市の自然環境を守るため、市内の森や川の清掃、植栽活動等を実施。

三共（株）
■社会貢献のミッションや目標
「世界の人々の健康と豊かな生活に貢献する」当社の理念から、高い倫理観の基に社会貢献活
動を行う。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
「三共行動憲章」では、企業市民として、積極的に社会貢献活動を行うことを定めている。また、
「三共コンプライアンス行動基準」には、社会の健全なる発展の担い手として、地域社会や世界の
人々を対象とするボランティア活動に参加することを謳っている。
■重点分野：
■担当部署等：

健康･医学, スポーツ , 学術･研究, 文化･芸術, 国際交流･協力,災害救援
総務部（スタッフ数：

・企業財団 /公益信託等：
■社員のボランティア活動支援：

1人）

三共生命科学研究振興財団、鈴木万平糖尿病学国際交流財団
制度(Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 、骨髄移植ドナー休暇 ）

■報告書等：

B．環境報告書 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.sankyo.co.jp（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． アンコールワット国際ハーフマラソン
活動形態：a ／ NPO法人ハート オブ ゴールド
対人地雷で手足を失った犠牲者である子どもたちに愛の義足ををスローガンに行われているチャリティ
ースポーツイベント。
２．ライフセービング
活動形態：a ／ 日本ライフセービング協会
水難事故防止を目的としたライフセー ビング活動（
全日本ライフセービング選手権とジュニアライフセー
バースクール）
３．農業技術支援・植林活動
活動形態：a ／ （
財）オイスカ
アジア･オセアニアを中心とした発展途上国の青少年に対する農林技術支援や植林活動。
４．高齢者福祉
活動形態：a ／ （財）さわやか福祉財団
公的介護保険では、カバーできない高齢者に対する在宅医療サービスや福祉関連事業。
５．高齢者福祉
活動形態：a ／ NPO法人生活･福祉環境づくり２１
高齢者が自立し安心して豊かな生活を送れる環境整備。
６．地球環境保全
活動形態：a ／ （財）世界自然保護基金ジャパン
南西諸島の自然保護、湿地海洋生物保護、気候変動対策、野生生物取引の監視。
７．文化財保護
活動形態：a ／ （社）日本ユネスコ協会連盟
初等教育･成人識字教育普及、生涯学習の提案、環境問題の科学的研究、世界遺産の保護、無形文
化財の保護。
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８．災害救援ボランティア
活動形態：
a ／ 災害救援ボランティア推進委員会、（
財）
日本法制学会
大災害を想定し、それに備えるための災害救援ボランティアリーダーの育成。
９．音楽・芸術の普及
活動形態：a ／ (社)国際音楽交流協会
文化高揚、国際親善、社会福祉に寄与する世界の音楽家向けの文化事業。
10．留学生支援
活動形態：a ／ （社）ユースボールジャパン
主に海外からの留学生を対象に産業界に関する教育や施設体験。

サントリー（株）
■社会貢献のミッションや目標
生活文化を創造する。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
より豊かで健康的な生活文化をめざすため、芸術・文化の創造からスポーツの振興まで夢と感動
のある時間を届ける。
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境,
史跡･伝統文化保全, 地域社会の活動, 国際交流･協力
■担当部署等：

文化事業部（スタッフ数：

7人）

・企業財団 /公益信託等： サントリー音楽財団、サントリー文化財団、サントリー生物有機科学研
究所、サントリー世界愛鳥基金
■社員のボランティア活動支援：

制度（ボランティア活動支援制度 ）、 情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日）、 B．Suntory Ecoship Report（日英）、 C．「サントリーと、社会・文化活動」

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.suntory.co.jp/company/index.html（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． コンサートホール運営
活動形態：f, g ／ サントリーホール
クラシックコンサートホールを運営し、自主企画として世界一流のアーティストの公演を主催。
２．美術館の運営
活動形態：f ／ サントリー美術館
古美術をはじめとする美術・工芸品を展示し広く芸術活動を推進。
３．ミュージアムの運営
活動形態：f ／ サントリーミュージアム天保山
デザインや絵画・ポスターの展示。また現代アートの企画
等で芸術活動を推進。
４．音楽財団への援助
活動形態：
a, b, c, d, g ／ サントリー音楽財団
音楽家への顕彰、現代音楽コンサートの主催。
５．文化財団への援助
活動形態：
a, b, c, d, g ／ サントリー文化財団
地域文化の担い手を顕彰（地域文化賞）、研究助成活動（学芸賞）、他。
６．愛鳥キャンペーン
活動形態：
a ／ 山階鳥類研究所他
環境保護をテーマとして、愛鳥活動する団体への資金援助。
７．生物・有機科学研究
活動形態：a, b, c, d ／ (財）サントリー生物有機科学研究所
物理・化学・
生物など学術的なアプローチで生命体を理解しようとする理化学研究の奨励助成。
８．公共広告機構への参画

活動形態：a, d ／ 公共広告機構

９．「サントリー一万人の第九」協賛
活動形態：a, g ／ 毎日放送
1983年以来、毎年協賛。市民コーラスによる「歓喜の歌」
は恒例イベント。
10．アマチュア・
スポーツの振興
活動形態：g ／
ラグビー、バレーボールを中心に青少年スポーツ教室、ママさんバレーに貢献。
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三洋電機（株）
■社会貢献のミッションや目標
経営効率を高め、適正利益を確保し、お客様・取引先・株主・地 域社会とともに調和ある発展を図
る。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
継続的な事業活動を通して、社会の発展・充実に貢献し、社会に対して積極的に情報を開示して、
企業活動の透明性を高め、常に地球環境に配慮した企業活動を実践して、地球環境との共生を
目指す。
■重点分野：

社会福祉, 文化･芸術, 環境 ,地域社会の活動 ,国際交流･協力

■担当部署等： コーポレート・コミュニケーションユニッ ト 文化・スポーツ推進チーム （スタッフ数：
・その他社内組織：
Ａ．、Ｂ． 三洋電機ボランティア推進委員会
中央委員会
・企業財団 /公益信託等： （財）井植記念会

2人）

■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 、地域貢献運動、 コミュ
ニティ・ギフト制度 ）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：

B．環境保全活動報告書 （日英）、 C．三洋電機の社会貢献活動

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.sanyo.co.jp/social/culture（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 大阪シンフォニー交響楽団支援
活動形態：
a, b, c, d ／ 大阪シンフォニー交響楽団
後援協賛、組織経営に関する助言、社内外への PR、演奏機会提供、練習会場の提供など
２．白日会支援
活動形態：a ／ 白日会（美術団体）
毎年実施されている「白日展」に「三洋美術賞」「三洋美術奨励賞」を寄託してる。三洋美術賞受賞者
の作品を社内に展示している。
３．大泉文化むら「古澤厳ヴァイオリンの夜」支援
活動形態：a ／ （財）大泉町スポーツ文化振興
事業団
大泉文化むらで開催されるサンヨー・
アコースティックスペシャル「古澤巌ヴァイオリンの夜」の冠スポン
サーとして 協賛している。
４．「Environment for All」運動・海外ワークキャンプ
ター（
＆海外NGO Society of Christian Service）
社員ボランティアが森林伐採の進むマレーシアで、現地
状を知り、自然の尊さと国際協力について学ぶ。

活動形態：g, h ／ アジア・ボランティアセン
NGO・住民との協力作業を通じて、現地の現

５．ビーチクリーンアップ作戦
活動形態：g, h ／ クリーンアップ全国事務局、関西事務局他、協賛
企業数社
ゴミを拾うとともにゴミの種類と数を調査し、
発生源から対応策を考えるという国際的な環境保全活動で、
「ビーチクリーンアップ
in 二色の浜」を数社で共催。
６．プロ野球オールスターゲーム交通遺児招待
活動形態：e, h ／ 政府出資法人自動車事故対
策センター
当社が冠スポンサーをつとめる「プロ野球サンヨーオールスターゲーム」に交通遺児の皆様を招待し、
試合当日は、社員ボランティアが座席誘導、お弁当配り等のお世話を行う。
７．ハートフルBOX
活動形態：
h ／ NPO（
様々）
社員が気軽に社会貢献活動に参加できるように、使用済みテレカ、使用済み切手
外国コインを収集する。「
ハートフル BOX」を全社に設置し、 NPOに寄贈。
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、書き損じハガキ、

８．ボランティアセミナー開催
活動形態：
h ／ セント・ジョン・アンビュランスジャパン協会
ボランティア活動への関心と理解を深めるためのセミナーで、救急救命の技術を取得する機会を提供
し、地域社会で活躍する社員を支援する救急ボランティアセミナーを開催。
９．守口養護学校の職業教育支援
活動形態：e ／ 大阪府立守口養護学校
守口養護学校の職業教育「クリーニング作業」「窯業作業」を支援し、食堂ユニホーム（
一部）
ーヒーカップ（
生徒作）を購入、役員食堂で使用している。

を依頼、コ

10．施設開放
活動形態：c ／
社員が、実行責任者として行うボランティア活動に必要な体育館、グラウンド等の開放を行う。

山陽特殊製鋼（株）
■社会貢献のミッションや目標
「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動を行う。
■担当部署等：
・企業財団/公益信託等： 山陽特殊鋼文化振興財団
■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

制度（Ｖ休暇）

B．環境報告書 （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 自主プログラムフリーマーケ ット
活動形態：f ／ 姫路市社会福祉協議会他
フリーマーケットの収益金で姫路市社会福祉協議会に車いすの現物寄付、年末助け合い運動への募
金を実施。
２．自主プログラムごみ拾い
活動形態：a ／
当社本社工場周辺から当社最寄り駅までのごみ拾い。
３．寄付金（金銭） 活動形態：a ／ スポーツ振興資金財団他
文化・スポーツ等各種財団への寄付。
４．現物寄付
活動形態：
b ／ 近郊地域
近郊地域秋祭りへの現物寄付。
５．施設開放
活動形態：c ／
当社体育館、グラウンド、社員会館会議室の一

般開放。

６．社員の参加、派遣
活動形態：
d ／ 兵庫県産業訓練協会
監督者の役割、リーダーシップ論、コミュニケーションの方法等に関する講演の講師として派遣。

（株）ジェイシティー
■社会貢献のミッションや目標
前田建設工業(株)の子会社であり、光が丘本社である
Ｊ
．Cityビルを管理している会社であり、親
会社の社会貢献活動の一部を当練馬地域で活動する。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
フリーマーケット、アトリウムコンサート、七夕祭り等の活動及び当施設の一部開放等により、地域
社会への貢献活動とする 。災害時において、当施設での備蓄品を提供し災害救援活動を行う。
■重点分野：

社会福祉, スポーツ , 地域社会の活動, 災害救援
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■担当部署等： 業務部（スタッフ数：
・その他社内組織：
Ａ.
■社員のボランティア活動支援：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

7人）
制度（Ｖ休職、 V休暇、地域貢献運動）、施設開放

http://www.jcity.maeda.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 地元住民に当施設の開放
活動形態：c ／ NPO法人SSC光が丘、地元住民
光が丘ドーム： NPO法人SSC光が丘他、小中学生のためのサッカー教室等に開放した。
アトリウム：
地元コーラスグループにクリスマスコンサートとして施設を開放した。
J. Cityホール： 地元カルチャー教室として施設を開放した。
２．フリーマ-ケットの開催
活動形態：
a ／ （
社福）練馬区社会福祉協議会
当施設内でのフリーマ -ケットを年２回開催。参加料を上記法人に寄付。また、福祉作業所の販売コー
ナーを設け製品販売に寄与。
３．アトリウムコンサートの開催
活動形態：f ／ 日本フィルハーモニー交響楽団
当ビルのアトリウムにて 、作業所利用者及び家族を招聘し、無料コンサートを開催した。演奏者、日本
フィルハーモニー交響楽団の弦楽四重奏。年 2回開催。
４．七夕祭りの開催
活動形態：f ／ 地元の幼稚園（４ヵ所）
当ビルの施設を利用し、幼稚園児の七夕飾りを展示した。また、この期間中に蛍の鑑賞室を設け、一
般開放し、カブト虫約３００匹を小学生にプレゼントした。

ＪＰモルガン
■重点分野：

社会福祉, 教育･社会教育, 文化･芸術

■担当部署等：
・その他社内組織：

Ｂ． Community & Philanthropy Committee

■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ登録 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（英語）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.jpmorganchase.com/（英語）

【主な社会貢献活動メニュー】
１．社員用ラウンジでの スワン・ベーカリー及び英会話レッスン
活動形態：
d, g, h ／ スワンカフ
ェ＆ベーカリー（身障者50％、健常者50％）で運営されている飲食店（クロネコヤマトが主催の会社）
5月30日、ランチボックス、ペストリー等
300食分が35分で完売。第 2回7月18日開催。9月5日より、毎週
金曜、社員食堂にて販売開始。 10月には毎週1回のペースで社員ボランティアが身障者に英語レッス
ンを実施。
２．チャリティーベンディングマシン
活動形態：a, g, h ／ 飲料会社と連携
社内の自販機に7月より寄付金付きのドリンクを 2、3種類入れた。社員は寄付有、無を選択可。例えば、
販売価格の内10円が社員、一部が飲料会社より寄付となる。このスタッフの
10円に対し会社がマッチン
グギフトとして 10円の寄付をする。
３．日本補助犬協会デモンストレーション
活動形態：a, d, g, i ／ 日本補助犬協会
2002年の身体障害者補助犬法の成立に伴い2003年7月4日、日本補助犬協会の代表とトレーナー、
匹の補助犬が、補助犬とはいかなるものかということを会社で社員を前にしてデモンストレーションを行
った。協会の Tシャツ、マスコット等、チャリティーグッズの販売も実施。
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2

４．グローバルデイズオブサービス
活動形態：a, c, d, g, h ／ あしなが育英会等
JPモルガンのチャリティーの一環で、毎年各ロケーション毎に、いくつかのアクティビティーを決め、社
員参加のボランティア活動を 10月半ばを主として週末に献血、募金、施設訪問、社会活動を含む約
の活動に社員延べ約500人が参加している。一例として、あしなが共同募金をオフィスのある赤坂パー
クビルの出入口に交替で、スタッフ、あしながのスタッフが協力して募金を呼びかけるもの。

20

５．JPモルガン・チャリティーオープンゴルフ（障害者プロアマゴルフ大会）
活動形態：
d, g, h ／
東日本障害者ゴルフ協会、日本ゴルフ協会
障害者プロアマゴルフ大会実行委員会主催で、 JPモルガンが協賛支援して、 10月26日、障害者の方、
介助の方を対象にゴルフ大会を開催。 JPMCが受付事務担当。JPモルガンのスタッフと PGAのプロが各
20〜30名、約 60名の障害者、介助の方が参加。

ジェイフォン（株）〔現：ボーダフォン（株）〕
■重点分野：

社会福祉, 環境, 地域社会の活動

（株）四国銀行
■社会貢献のミッションや目標
地域との連携のもと、経済の活性化、人材の育成、文化の振興などの社会的領域においても、中
核的役割を果たし、その立場を明確にしていく。
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 環境, 地域社会の活動
営業統括部（スタッフ

数：1人）

・企業財団 /公益信託等： （財）四国銀行福祉基金
■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

情報提供、機会提供

A．（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 公益信託こうちNPO地域づくりファンド
活動形態：
c,d ／ 高知県
高知県から公益信託を受託し、当社において公開審査会、活動報告会などの運営･管理を行う。
２．（財）四国銀行福祉基金
必要な物品の助成。

活動形態：ｂ ／ 高知県内のNPO、作業所等

四国電力（株）
■社会貢献のミッションや目標
四国電力は、地域と共に生き 、地域と共に歩み、地域と共に栄える。
■重点分野： 社会福祉, スポーツ , 学術･研究, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 国際交流･
協力, 人権
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等： (財)よんでん文化振興財団
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊）

■報告書等：

A．（英語）、 B．よんでん環境保全活動レポート （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.yonden.co.jp/（日英）
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（株）資生堂
■社会貢献のミッションや目標
わたしたち資生堂は「美しい生 活文化の創造」に向け、これまでに培った固有の知恵と技術を生
かして、事業活動とともに社会活動を推進します。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
活動分野の指針は、美しい生活文化の創造につながる活動、資生堂の力（ノウハウ、文化、人材
等）を生かした活動、そして、その前提として大切なこと、それは、社会全体または地域社会のニー
ズ・問題をとらえた活動であることです。
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 学術･研究, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動
企業文化部（スタッフ数：

・企業財団 /公益信託等：

6人）

資生堂社会福祉事業財団

■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休暇 、 Ｖ表彰 、退職者支援、 ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、海外ボランテ
ィア活動体験制度 ）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等： A．（日英）、 B．サスティナビリティーレポート
C．SHISEIDO SOCIAL STUDIES（日英）
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

（日英）、

http://www.shiseido.co.jp/social/html/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ADSP（アートドキュメントサポートプログラム）
活動形態：f ／
今後更なる飛躍が期待されるアーティストの支援を目的として、国内で開催される展覧会の中から毎年
優れたものを選び、カタログを制作するプログラム。
２．資生堂リスナーズカフェ
活動形態：f ／
視聴障害者向け総合美容情報ホームページの公開。（ http://www.shiseido.co.jp/listener/html/）
３．身だしなみ講座
活動形態：f ／ 各地福祉施設・高齢者施設
福祉施設・高齢者施設における美容講習会、ヘアカットサービスを実施。
４．商品マッチングギフト
活動形態：
h ／
社員やOB、その家族の休日ボランティア活動に対し、会社も自社商品を福祉施設に提供。
５．資生堂アートハウスチャリティコンサート
活動形態：f ／ 社会福祉協議会
地域の方々を無料でご招待。チャリティー募金を実施し、社会福祉協議会へﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ基金として寄付。
６．中央ぷらねっと
活動形態：g ／ 中央区のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ、NPO団体、区内企業17社
中央区のボランティアセンターと中央区の企業の連絡会である「中央ぷらねっと」に参画。地域の
等と連携して地域交流のプログラムを企画。
７．現代詩花椿賞
活動形態：f ／
現代詩を身近に感じてもらおうという目的で、前年に刊行された詩集を対象とし、最も優秀だと判断さ
れた作品に賞を贈る。
８．サクセスフル エイジング講座
活動形態：f ／
エイジングと美しさについて、幅広い分野の専門家が参加者との交流型セッションを通じて情報提供す
る。
９．資生堂ギャラリー
活動形態：f ／
現存する日本最古のギャラリーとして長い歴史を持つ資生堂ギャラリーは、時代を担う価値を発見する
という理念のもとに活動を推進。
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NPO

10．資生堂サイエンス研究 ファンド
活動形態：a ／
大学あるいは公的研究機関で研究に従事する研究者を対象に、理工学、皮膚科学および香粧品科
学関連研究を奨励助成する。

（株）七十七銀行
■社会貢献のミッションや目標
奉仕の精神の高揚：銀行の発展は、地域社会の繁栄とともにあることを認識し、つねに奉仕の精
神の高揚につとめる。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
地域社会の一員として地域社会との交流を深めるとともに、文化･教育振興支援、社会福祉活動
等の社会貢献の継続的な活動を通じ、地域社会との共栄、地域奉仕を実践していく。
■担当部署等：

個人営業部個人営業課（スタッフ数：３人）

・企業財団 /公益信託等：

七十七ビジネス振興財団

■報告書等：

A．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.77bank.co.jp/relation/index.htm （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． スターライトシンフォニーの開催
活動形態： ／
「SENDAI・光のページェント」参加企画として、点灯式にあわせ、第
ー」を開催。

12回「
七十七スターライトシンフォニ

２．ふれあいコンサートの開催
活動形態： ／
「七十七ふれあいコンサート」
は、宮城県内の小･中学生に迫力あるオーケストラの生演奏に接する機
会を提供することを目的に、平成４年度から継続して開催しているコンサート。
３．「小さな親切」運動
活動形態： ／
「小さな親切」運動宮城県本部の事務局を勤めている。
４．七十七愛の募金会
活動形態： ／
平成14年度は、11の福祉施設と20のボランティア団体に総額 400万円の寄付を行った。
５．交通安全運動への協賛
活動形態： ／
交通安全意識高揚の一助となるよう、毎年宮城県内の新入学児童全員に、「交通安全
3千枚を寄贈した。

下敷き」を約2万

清水建設（株）
■社会貢献のミッションや目標
経営理念の最初に「地球社会への貢献」が示されている。「環境保全活動、文化活動等の活動の
みならず、環境とバランスのとれた社会的、文化的に価値ある優れた品質の建造物、施設をグロ
ーバルに建設する」。
■重点分野：
■担当部署等：

環境, その他 （建設関連分野）
地球環境部（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

1人）

制度（Ｖ表彰 、環境ボランティアネットワーク活動

B．（日）
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）、 情報提供

シャープ（株）
■社会貢献のミッションや目標
経営信条に定める「誠意と創意」に溢れる仕事が、人々に心から満足と喜びをもたらし真に社会へ
の貢献となるとの考えの下で、人々のより豊かな生活に繋がる新しい技術・商品の開発や雇用創
出・拡大等、事業を通じて社会に貢献することを基本とする。上記を踏まえ、「企業市民」として、環
境保全活動、地域社会への貢献など社会貢献活動の実践を行う。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
「企業市民」として、地域社会へのに貢献、学術研究、環境保全活動など継続的な支援、ボランテ
ィア活動への積極的な参加等、社会貢献 活動の実践を行う。
■重点分野： 社会福祉, 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 国
際交流･協力, 災害救援
■担当部署等：

ＣＳＲ推進室（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：

5人）

制度（青年海外協力隊）、 情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日英）、 B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.sharp.co.jp/（日英）

（株）ジャパンエナジー〔新日鉱ホールディングス（株）の中核事業会社〕
■社会貢献のミッションや目標
スポーツ・文化 の振興、社員のボランティア活動支援等を通じて社会に貢献する。
■重点分野：

社会福祉, スポーツ , 文化･芸術

■担当部署等：
・その他社内組織：

Ｂ． 基本理念推進会議

■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休職Ｖ休暇 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 情報提供、機会提供

■報告書等：

B．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.j-energy.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． JOMO童話賞
活動形態：a, b, f ／ 全国社会福祉協議会、東京善意銀行、全国JOMO会、全
国LPガスJOMO会
創作童話を一般公募し、優秀作品を表彰し、作品集「童話の花束」として発行。全国の福祉施設・母子
生活支援施設等へ寄贈する他、グループ特約店や関連会社が買い上げ、売上金を JOMO童話基金
に組み入れ、全社協に寄付する。
２．JOMOバスケットボールクリニック
活動形態：
d, f ／ （財）日本バスケットボール協会、各地区
バスケットボール協会、バスケットボール女子日本リーグ機構（
WJBL）
国内トップ選手、スタッフが各地の中学生男女を対象にバスケットボールの基本技術を直接指導する。
３．声の花束
活動形態：
d, g, h ／ (社)日本フィランソロピー協会
上記項目1の「
童話の花束」を視覚障害者向け音声情報サイト「声の花束」のコンテンツとして、社員ボ
ランティアにより音声データ化して提供している。
４．アフガニスタン北部地震被災者等支援募金へのマッチングギフト
ン・プラット・フォーム
社員募金の実施と、募金額と同額のマッチングギフトの実施。
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活動形態：a, h ／ ジャパ

５．WaWaWaキャンペーン「車イス駐車場に停めません」への協力
活動形態：g, h ／ （株）エー
ディーアールWaWaWaキャンペーン事務局
車イス駐車場に停めないことを宣誓することで参加できるキャンペーンを社員に紹介し、参加の取りまと
めに協力。 214名が参加。
６．職場献血
活動形態：c, h ／ 東京都赤十字血液センター
夏・
冬の年 2回、献血会場の提供と社員への協力の呼びかけを実施。
７．みなとネットチャリティウォーク in港区
活動形態：d, g, h ／ みなとネット、港区ボランティアセ
ンター、Ｊ
ＨＰ学校をつくる会
みなとネットの参加企業・団体の一員として、チャリティーウォークを企画・
立案し、運営スタ
ッフとして社
員が参加した。ウォークラリーの参加費の一部をＪ
ＨＰに寄付。

（株）十八銀行
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：
■社員のボランティア活動支援：

十八銀行社会開発振興基金
施設開放、情報提供

■報告書等：

A．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.18bank.co.jp/（日）

（株）荘内銀行
■社会貢献のミッションや目標
創意と熱意、卓越した情報力を駆使して、人々と地域、社会の夢の実現を支援する「革新の金融
情報サービスグループ」をめざす。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
経営姿勢「5 つのQ」（3・4 つ目）、 (3)Quest of Eternal Relationship 永続的なお取引を大事に。
(4)Quartet in Partnership 県民、産業、行政、そして荘内銀行と共創の四重奏。
■重点分野：

教育･社会教育, 文化･芸術, 地域社会の活動

■担当部署等： ふるさと振興室 （スタッフ数： 3人）
・企業財団 /公益信託等： 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇 ）、 情報提供

■報告書等：

A．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.shonai.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 公益信託荘内ふるさと創造基金
活動形態：
a ／ 東北公益文科大学を含む13件
豊かで潤いのある地域社会を築くため、山形県内の学校教育、社会教育、文化活動に対し助成。平成
13年に設立。
２．庄内価値開発研究会
活動形態：e ／ 地域住民、企業
「地域と共に発展する銀行」の理念のもと、ふるさと活性化を切望し、会議を開催。出された提案を実行
していくための企画を行う。
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３．交通安全横断旗贈呈
活動形態：b ／ 山形県交通安全協会（その後、県内各地交通安協会
通し各地へ）
県内各地への横断旗寄贈は2002年で35年目を迎えた。寄贈先に聞き取り調査した結果、横断旗寄贈
の希望が多く引き続き継続。
４．鶴岡「小さな親切」の会
活動形態：
b, d, h ／ (財)「
小さな親切」
運動本部、「小さな親切」山形
県運動本部
地域の美化活動「クリーン作戦」（行員も参加）や小・中学生向けの作文コンクールに協賛。地元の方
から作品集に関する問い合わせも多い。
５．鶴岡田川地区サッカースポーツ少年団「荘内銀行頭取杯」
活動形態：
b, d ／ 鶴岡田川地
区サッカースポーツ少年団、荘内銀行サッカー部
当行のサッカー部が審判等をつとめる。決勝戦の模様をビデオにおさめ、副賞として、優勝者・準優勝
者に贈呈。
６．荘内銀行頭取杯山形県4年生以下サッカー大会
サッカースポーツ少年団連絡協議会
当行の天童中央支店の役職員が運営に協力している。

活動形態：
b, d ／ 天童サッカー協会、天童

７．荘銀カップ争奪西村地区ジュニア卓球大会
活動形態：
b, d ／ 河北地区卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団
当行の河北支店の役職員が運営・審判等をつとめる。

（株）常陽銀行
■社会貢献のミッションや目標
「健全・協創、地域と共に」という経営理念のもと、質の高い金融サービスの提供、様々な社会貢献
活動を通して、地域経済、地域社会の発展に貢献しております。
■重点分野：
協力

社会福祉, スポーツ , 学術･研究, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 国際交流･

■担当部署等：
・その他社内組織： Ｄ．常陽ボランティア倶楽部事務局
・企業財団 /公益信託等： (財)常陽地域研究センター、（財）常陽藝文センター、「エコーいばら
き」環境保全基金
■社員のボランティア活動支 援：
機会提供

制度（Ｖ休暇 、V登録、地域貢献運動）、 施設開放、情報提供、

■報告書等：

A．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.joyobank.co.jp（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． （財）常陽藝文センターへの寄付、常陽史料館運営支援
活動形態：a, d ／ （
財）
常陽藝文セ
ンター
昭和５７年設立の文化財団、運営資金を寄付、行員が出向。文化普及事業・文化活動を支援、各種カ
ルチャースクール等の運営、ギャラリー活動、機関紙発行。郷土の歴史・金融経済史料展示。
２．（財）常陽地域研究センター運営支援
活動形態：ｄ ／ （
財）
常陽地域研究センター
昭和４４年設立、行員出向。茨城県・
経済諸団体・
研究機関等との連携のもと、経済・産業動向、地域
開発などの調査研究や出版、講演会の開催等の事業を行い、地域経済社会の発展に貢献。
３．公益信託「エコーいばらき」環境保全基金
活動形態：a ／ 県内環境保全団体、学校等
平成４年設立、平成１５年３月末基金財産額：１７１百万円。茨城県内の環境保全に関する事業に対し
助成を行っており、平成１４年度は、２１団体に対して、総額２５０万円の助成を贈呈
。
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４．常陽ボランティア倶楽部の活動
活動形態：a, b, d, h ／ 自治体、地域の各種団体等
平成６年、行員個々人のボランティア活動を企業として支援するため設立。会員約３２００名。ボランティ
ア清掃、留学生との交流会、マラソン大会運営など、福祉・
環境・国際交流・地域振興等各分野での活
動。
５．花いっぱい運動、クリーン作戦等への参加
活動形態：ｄ ／ 自治体、地域の各種団体等
自治体等の連携により、１４１の拠点で「花いっぱい運動」「クリーン作戦」等に参加。地域や支店周辺
の清掃活動、花壇やプランター の整備等、環境美化活動を実施。
６．独居老人宅への食事宅配
活動形態：ｄ ／ 自治体、社会福祉協議会等
地域の社会福祉協議会等に協力し、独居老人宅へ定期的に夕食や昼食を宅配するとともに、近況を
社会福祉協議会等へ報告。
７．特別養護老人ホーム等の施設訪問
活動形態：ｄ ／ 自治体、各種施設等
特別養護老人ホーム等に協力し、夏祭り等での模擬店開催など、慰問活動を実施。
８．水戸国際陸上競技大会への協賛
活動形態：a, d ／ （
財）水戸市スポーツ振興協会
地元のスポーツ振興の一助として、平成２年より 継続して「水戸国際陸上競技大会」に協賛。その他、
勝田全国マラソン大会など茨城県内のスポーツ大会等に協賛するとともにボランティアスタッフを派遣。
９．点字カレンダーの製作・贈呈
活動形態：
b ／ 視覚障害協会等
昭和５９年より点字カレンダー製作、茨城県・
栃木県・福島県の各視覚障害協会などを通じて、同協会
などに加入している家庭にカレンダーを配布。
10．ロビー展開催協力、会議室等施設開放
活動形態：
ｃ ／ 各地域団体等
地域の文化サークル等に支店ロビーを開放し、作品を提示するなど、ロビー展開催に協力。ま
域の各種団体等に会議室を貸与するなど、地域社会に貢献。

昭和シェル石油（株）
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：

昭和シェル石油環境研究助成財団

■社員のボランティア活動支援：

制度（自己啓発等支援のための休職制度 ）

■報告書等：

A．（日英）、 B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.showa-shell.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 国際難民奉仕会への援助
活動形態：a, c ／ R.Iジャパン
難民救済のための支援。
２．昭和シェル石油環境研究助成財団
地球、地域環境の研究に対する助成。

活動形態：a ／ 学術研究者

新光証券（株）
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.shinko-sec.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ＮＨＫ交響楽団への協賛事業
文化・芸術活動支援策として協賛。

活動形態：e ／ ＮＨＫ交響楽団
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た、地

２．インターンシップ制度
活動形態：ｆ／ 大学（香川大学、立教大学、立命館大学、同志社大学、
國學院大学）
各大学と提携し、提携大学の学力の向上を図るとともに、人作りに寄与する。

住商リース（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． 高杉晋作・坂本竜馬像建立事業への募金
活動形態：a ／ 志士の杜推進実行委員会
下関市あるかぽ〜と地区において「
高杉晋作・
坂本竜馬像」の建立事業が推進され、建立資金の募金
に応じたもの。
２．日本病院学会費用寄付
活動形態：a ／ （財）
国際協力医学研究振興財団
第53回日本病院学会開催にあたり、寄付金協力依頼があり応じたもの。
３．地域町内会への寄付
活動形態：
a ／ 一神町会
当社東京本社が所在する町内会の行事に対して、ご祝儀を寄贈したもの。
４．中古パソコンの寄贈
活動形態：
b ／ デジタルパートナーシップJP
デジタルデバイド解消のために、中古パソコンの寄贈依頼があり応じたもの。
５．日米交流奨学金の寄付
活動形態：a ／ 日米教育委員会
日米教育委員会が主催するチャリティゴルフ大会への参加を通じて奨学金を寄付したもの。
６．シンガポール日本人学校寄付金
活動形態：a, d ／ 海外子女教育振興財団
当社の社員子女のシンガポール日本人学校入学に伴い、シンガポール日本人学校の寄付金要請に
応じたもの。

住友化学工業（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． 市原・袖ヶ浦少年少女発明クラブ
活動形態：a, d ／ （
社）発明協会
当社技術者と小中校教員を指導員として、小中学生、 120名を対象に、工作・
理科を隔週土曜日に開
催。

住友金属鉱山（株）
■報告書等：

B．環境報告書 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.smm.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 各種研究･事業対する助成
活動形態：
a ／ 住友財団
住友グループ20社で設立。1891年から人類社会の直面する諸問題の解決に取り組む有意義な研 究と
事業に助成を行う。
２．青少年ボランティア活動振興
活動形態：a ／ （社）青少年奉仕協会
各種のボランティア育成、援助、アジア諸国の青年指導者を中心とした国際交流。
３．ボランティア、自然活動支援
活動形態：
a ／ （
財）
修養団後援会
「青少年の健全育成」「家庭教育の推進」「社会教育指導者の養成」
の財政的支援。
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住友商事（株）
■社会貢献のミッションや目標
経営理念に掲げている「豊かさと夢」の実現や「人間尊重」を実現するための活動の一つであり、こ
のため「良き企業市民として社会に貢献する」こと を行動指針に掲げている。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
生涯教育支援、社会環境整備、地域社会への協力
■重点分野：

社会福祉, 教育･社会教育, 文化･芸術, 地域社会の活動, 国際交流･協力

■担当部署等： 社会貢献チーム（スタッフ数： 3人）
・その他社内組織：
Ａ．、Ｂ． ①社会貢献推進委員会、②社会貢献推進サポーター
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇 ）、 情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日英）、 B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.sumitomocorp.co.jp/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 住商奨学金制度
活動形態：a, f ／
各国の次世代のリーダー育成と、日本とのより良い交流の実現を目的としたアジア開発途上
大学（院）の学生への支援。年間約 900名の学生に奨学金を支給。
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２．キッズパソッコクラブ
活動形態：
b, d, g ／
東京都や神奈川県の複数の児童養護施設にパソコンを寄贈すると共に、子どもたちに半年間、当社
および共催企業の職員がボランティアでパソコン操作を指導。
３．Ｊリーグ選手協会 サッカースクールへの協賛
活動形態：c, d, g / Jリーグ、Jリーグ選手協会、
当該地域の社会福祉協議会
東京・大阪・福岡の児童養護施設の子どもたちに、現役
Jリーガーがサッカー指導を行い、スポーツの
楽しさを伝えるとともに、子どもたちにＪ
リ
ーガー、共催企業の職員との交流を通じて、社会性や協調性
を体得してもらうプログラム。
４．物品寄贈・休眠物資の活用
活動形態：
b ／
国内・海外での災害地、母子寮、養護施設、学校などに対して、当社の取扱商品や役職員等から提供
された各種物品を寄贈。
５．ボランティア体験講座
活動形態：
役職員のボランティア参加のきっかけ作りを目的として、役職員が気軽に参加できそうな活動を毎月企
画・
実行している。
６．住友商事ヤング・シンフォニー
活動形態：a, f ／
1992年に「未来の芽を育てる」という考えに基づき、ジュニアフィルハーモニックオーケストラの活動の
支援を開始。ジュニア・フィルは、
10から22歳までの青少年約120名によって構成されているアマチュア
オーケストラ。首都圏で「
住友商事ヤング・
シンフォニー」コンサートを毎年
2、3回開催。

住友信託銀行（株）
■社会貢献のミッションや 目標
現状、明文化されたものはないが、企業の社会的責任という観点で憲章を策定中。
■重点分野：

環境, 人権

■担当部署等： 企画部社会活動統括室（スタッフ数：
・その他社内組織： Ｂ． CSR委員会
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8人）

■報告書等：

A．（日）

住友生命保険（相）
■社会貢献のミッションや目標
「我社の事業は共存共栄、相互扶助の理念に基いて、その強固隆盛を図り社会公共の福祉に貢
献することを期する。」ということを、社訓の一つとしている。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
「人間味にあふれ（ human）、社会との調和を図 る（ harmony）企業でありたいという願いを込めて、
「ヒューマニー」＝「ヒューマン」と「ハーモニー」を組み合わせた造語を作り、社会貢献活動の理念
としている。
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, 教育･社会教育, 文化･芸術, 地域社会の活動, 人権,
NPOの基盤形成
■担当部署等： ヒューマニー推進事務局
・その他社内組織：
Ｂ． ヒューマニー幹事会
・企業財団 /公益信託等： 住友生命社会福祉事業団、住友生命健康財団
■社員のボランティア活動支援：
情報提供、機会提供

制度（ 退職者支援、 ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、地域貢献運動）、 施設開放、

■報告書等：

A．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.sumitomolife.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１．スミセイ・ヒューマニー活動
活動形態：a, b, c, d, f, g, h ／
全国各支社で行っており活動数は 144にのぼる。地域の NPO、社会福祉協議会と協働した職員の参
加型活動で、支社によって活動は異なる。
（注）
「ヒューマニー」とは「人間味あふれ（ヒューマン）、地域社会に調和する企業でありたい（ハーモニー
）」
という思いを込めた造語。平成 4年より、支社・本社各部署の地域活動でのボランティア活動
への参加（企
画・運営含む）を推進している。具体的には海岸清掃や施設訪問など多岐にわたっている。

２．痴呆ケア支援事業
活動形態：a, c, d, f, g ／ 呆け老人をかかえる家族の会、全国痴呆症高齢
者グループホーム協会、宅老所グループホーム全国ネットワーク、高齢者痴呆介護研究・研修センタ
ー、日本痴呆ケア学会など。
高齢化が急速に進み、要介護者は急速に増加するが、介護の中でも深刻化が予想されている痴呆ケ
ア分野の支援 にいち早く取り組んできた。平成 13年より痴呆ケアに関連した団体助成と痴呆ケアポー
タルサイト（ http://www.chihoucare.com/）の開設・運営を行っている。平成
16年10月に日本で初めて
実施される「国際アルツハイマー病協会第 20回国際会議・京都・ 2004」を支援する予定。
３．アシスタントドッグ育成支援事業
活動形態：a, b, d, f, g, h ／ アシスタントドッグ育成普及委
員会
平成15年10月に身体障害者補助犬法が全面施行され、不特定多数の方が出入りする施設では補助
犬の同伴を拒否してはならないように定められた。しかし、まだ社会的認知度が低く、絶対数が少ない
等の課題がある。当社ではこれらの課題解決に向け、平成 13年よりポスター・ビデオ・冊子の制作、ふ
れあい教室の開催等の普及活動や育成トレーナーへの支援等を行い、大切な役割を持つアシスタント
ドッグの啓発・普及を支援している。社内でも募金、盲導犬候補の里親ボランティア等を行っている。
４．こども絵画コンクール
活動形態：
a, b, c, d, f, g, h ／ ユニセフ、フランスルーヴル美術館
こどもたちの豊かな成長を願って昭和 52年より実施し、平成１５年度で２７回を数える。日本全国、海外
からの応募があり、開始以来の応募総数は 825万点。毎年東京・大阪で展覧会を開催し、平成 12年か
らはフランスルーヴル美術館の後援を受けルーヴル展覧会も実施している。応募数等に応じて、ユニ
セフへの寄付も行っている。
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５．全国縦断チャリティコンサート
活動形態：
a, b, d, f, h ／
昭和61年より全国各地にクラシック音楽を届ける目的で、国内外の一流アーティストによる演奏を毎年
全国各地で開催し、お楽しみいただいている。会場手配から当日運営
まですべて職員が行う手作りコ
ンサートで、平成 15年3月で公演回数700回を超え、 87万名のお客さまにご来場いただいた。チャリティ
総額1億6千万円は各地域の福祉団体やユニセフに寄付している。
６．さわやか介護セミナー（住友生命社会福祉事業団主催）
活動形態：a, b, d, f, g, h ／ 開催
地の地元新聞社
平成3年より新聞社と共催で全国主要都市で開催地の行政機関、医師会、社会福祉協議会などの後
援により実践的な介護セミナーを開催し、平成 12年より全国展開している。平成 14年度は33会場で実
施し、介護 保険のしくみや介護情報、介護技術のノウハウを提供している。
７．いずみホール事業（住友生命社会福祉事業団主催）
活動形態：a, b, d, f, i ／
クラシック音楽への貢献と、大阪から世界への音楽文化発信の基地を目指し、平成
2年開設、クラシッ
ク専用音楽ホールを運営している。客席数 821席と室内楽に適したホールで残響時間 1.8〜2.0秒と音
響は特に定評がある。平成 14年度末現在（累計）
総入場者約 177万名、公演回数 3193回。
８．コミュニティケア活動支援（住友生命社会福祉事業団主催）
活動形態：a, b, d, g, h ／ コミュ
ニティケア活動支援センター、さわやか福祉財団
コミュニティケア（地域福祉）の分野で活躍する
NPOの新規事業立ち上げを支援し、地域福祉の向上に
寄与することを目的とする。資金助成と相談業務の 2つの事業を行っている。
さわやか福祉財団と協働して「ふれあい社会」推進のため、地域協同推進フォーラムなどの開催と地
域通貨の普及等について支援している。
９．おはなし広場（住友生命健康財団主催）
活動形態：a, b, d, g, h ／ （財）出版文化産業振興
財団
絵本を作成し、配布するとともに、読み聞かせキャラバン隊を組んで全国の保育園・幼稚園を訪問して
いる。また、大ホールに親子を招待してプロによるお話しの読み聞かせイベントを開催している。
10．生きるフォーラム（住友生命健康財団主催）
活動形態：a, b, d, g, h ／ 五木寛之氏・電通
「生きる」をテーマに五木寛之氏の企画監修で平成 9年3月にスタート。五木氏の講演、未来に向けてき
らりと光るゲストを迎えての座談、ミニライブの
3部構成からなる新しい形式のフォーラムを全国で開催し
ている。

セイコーエプソン（株）
■担当部署等：

総務･地球環境部・広報 （スタッフ数：

・企業財団 /公益信託等：

4人）

エプソン国際奨学財団

■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊）

■報告書等：

A．（日英）、 B．サステナビリティレポート

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.epson.co.jp（日）

（日英）

積水化学工業（株）
■社会貢献のミッションや目標
企業行動指針： 「私たちは、つぎに定める行動指針の精神をふまえて、日々の業務を行い、社会
的信頼を高め、より一層魅力ある社会を目指します。（
1〜４省略）５．よき企業市民として、積極的
に地球環境保護と社会貢献に取り組む。」
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■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)国際的な環境基準を視野に入れ、省資源･省エネルギー･環境保全に注力する。 (2)自然保護
活動をはじめ、文化･福祉など広く社会貢献活動を支援する。
(3)国内外を問わず、地域社会の文
化･慣習を尊重し、共存共栄をはかる。
■重点分野：

環境, 地域社会の活動

■担当部署等：
・その他社内組織：

Ａ．、Ｂ． 自然保護活動実行委員会

■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇 、Ｖ表彰 、V研修、地域貢献運動）、 施設開放

■報告書等：

A．（英語）、 B．環境レポート （日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.sekisui.co.jp/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． アジア･太平洋地域における自然保護活動への経済的･人的支援
活動形態：a, d ／ 経団
連自然保護基金、日本経団連 自然保護協議会
同基金を通じて、 5件のＮＧＯプロジェクトに経済支援を行うとともに、同協議会に社員を
1名派遣した。
２．地域一体となったビオトープづくり
活動形態：c, d ／ 佐賀県神崎郡千代田町
佐賀県在来の生物を取り入れ、昔の自然の原風景を復元する活動。積水化学が土木工事費を提供し、
グループ会社（九州積水工業）の社員がボランティア参加により、地元の小学校などに一般開放してい
る。自然観察会や植樹祭などを開催している。
３．積水化学 自然に学ぶものづくり
活動形態：
a ／ 神戸大学、東京大学などの13研究室
持続可能な社会の実現に向けた科学技術の研究に対して、研究費を助成する「積水化学自然に学ぶ
ものづくり研究助成プログラム」を昨年創設し、本年度は、
215件の応募の中から13件の研究テーマに
助成した。 また、10月には、昨年助成した研究成果の報告と技術者の交流を兼ねたフォーラムを開催
した。

（株）セブン−イレブン・ジャパン
■社会貢献のミッションや目標
地域密着店舗のセブンイレブンとして、身近な地域の社会貢献活動に取り組む。加盟店や社員も
積極的に協力、参加し、地域社会の一員として社会のコミュニケーションを深めていく。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
Ｉ
Ｙグループ社是：
私たちは、お客様に信頼される誠実な企業でありたい。私たちは、取引先、
株主、地域社会に信頼される誠実な企業でありたい。私たちは、社
員に信頼される誠実な企業で
ありたい。（他にセブンイレブン環境指針あり。）
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, スポーツ , 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動
広報室（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：

2人）
制度（Ｖ登録 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 情報提供

■報告書等： A．（英語）、 B．セブンイレブンジャパン環境報告書２００３
みどりの基金ご案内、活動報告書
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.sej.co.jp/ （日英）
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（日英）、 C．セブンイレブン

【主な社会貢献活動メニュー】
１．２４時間テレビチャリティー
活動形態：
d, g, h ／ 福祉施設（ろうあ協会）、セブン-イレブン・
ジ
ャパン社員
毎年８月、２４時間テレビチャリティーにおいて、全国のセブン
-イレブンを募金窓口として協力。社員も
地方局のイベントに（手話教室）
等に参加。
２．環境作文コンテスト
活動形態：a, d, g ／ セブン-イレブン加盟店、読売新聞社（
主催）
環境保護の問題に関する意見や提案、実践活動の広告文、ポスターの募集を通じて、多くの方に環
境問題への関心意識を高めることが目的。
３．セブン -イレブンデー、全国一斉清掃活動
活動形態：
d, f ／ セブン-イレブン加盟店、
セブン-イレブン・
ジャパン社員
毎年７月と１１月の年２回、全国の加盟店と社員が、店舗周辺や公園、河川敷等を一斉に清掃する活
動。
４．富士山清掃
活動形態：
d, f, g ／ ＮＰＯ法人 富士山クラブ、セブン-イレブン・
ジャパン社員
ＮＰＯ法人富士山クラブ等と協働して、富士山のクリーン活動、自然環境改善の取り組みを実施。セブ
ン-イレブン・ジャパンの社員も参加。
５．ボランティアスタッフ制度
活動形態：d, h ／ セブン-イレブン加盟店、セブン-イレブンジャパン
社員、セブン-イレブンみどりの基金
セブン-イレブンみどりの基金のスタッフとして、主催するイベントや応援している環境ボランティア活動
のサポートや取材を行う。
６．経団連自然保護基金
活動形態：
a ／ インドネシア→西ジャワ環境村における環境教育他
主として、アジア太平洋地域発展途上国の自然保護プロジェクトに対する支援活動。

綜合警備保障（株）
■社会貢献のミッションや目標
社会公共への貢献
■社会貢献活動の指針やガイドライン
奉仕の精神をもって安全に関する公 の施策に協力する他、社会に貢献する活動を積極的に行う。
■重点分野：

社会福祉, スポーツ , 災害救援

■担当部署等：
・その他社内組織：
Ｂ． 綜合警備ありがとう運動
・企業財団 /公益信託等： 村井順記念財団
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.alsok.co.jp/（日）

総合メディカル（株）
■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

制度（Ｖ休暇）

A．（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 救急医学への奨学金
活動形態：
a ／ 九州大学
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ソニー（株）
■重点分野：

教育･社会教育, 文化･芸術, 地域社会の活動

■担当部署等： 渉外部企画課（スタッフ数： 6人
・その他社内組織：
Ａ．
・企業財団 /公益信託等： （財）ソニー教育財団、（財）ソニー音楽芸術振興会
■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休職 、 青年海外協力隊、Ｖ休暇 、 ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、地域貢
献運動）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：

A．（日英）、 B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.sony.co.jp/SonyInfo/Environment/index.html（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ソニー教育財団
活動形態：a, b ／ （財）ソニー教育財団
（財）ソニー教育財団は、「
科学」を通して、好奇心や創造力を伸ばし、新しいことに勇気を持って挑戦
していく精神を持ち、新しい世界を切り開いていく人の育成をめざしている。このような人づくりのために、
小・中学校対象の「ソニー子ども科学教育プログラム」、その先生方を対象とした「ソニー科学教育研究
会の活動支援」、幼稚園・保育園対象の「ソニー幼児教育支援プログラム」、さらに親子の絆を深める幼
児開発センターの活動を通して 、教育に尽くしている人たち、教育活動、学びの場を支援している。
２．Sony Music Foundation
活動形態：a, b ／ （財）ソニー音楽芸術振興会
Sony Music Foundationは、クラシックを中心とした国内の音楽、オペラ、舞踏などの芸術の普及向上を
図ることをめざし、 1984年より国際交流の促進、新進芸術家を育成する活動に取り組んでいる。子ども
たちのためのクラシック音楽のコンサートの企画などを行っている。
３．Someone Needs Youプログラム
活動形態：
d, f, h ／
Someone Needs You（頭文字で Sonyを表す）
は、地域社会との豊かな関係づくりをめざしてソニーが取
り組んでいる社員向けのボランティア活動推進プログラム。
2002年度は約11000人の社員が参加し、 22
カ国で、福祉施設訪問や清掃活動など、地域の特性に応じたさまざまな活動が実施された。
４．分解ワークショップ
活動形態：
d, g, h ／ せたがや文化財団 生活工房
東京都世田谷区の財団で親子向けの夏休み企画として、 2001年から開催しているワークショップ。ソニ
ー製品の分解を通 して、ものづくりへの興味をもってもらいたい、ものづくりをしている本物の大人に出
会ってほしい、そのような思いで開催している。ソニーはﾜｰｸｼｮｯﾌﾟで子どもたちが分解する製品を提供
するほか、ｴﾝｼﾞﾆｱの社員がﾎﾞﾗﾝﾃｨｱとして参加し、子どもたちが製品を分解するのを手伝っている。
５．「ソニーカップ」電子デザインコンテスト
活動形態：a, g ／
2年に一度開催される、大学生の電子教育促進と人材育成を目的とした電子デザインコンテストを支援
している。コンテストに参加する学生は、
3人一組で、4日間で電子回路の設計と製作を行う。約 350大
学から6千人以上の学生が参加する。また北京、上海では、科学教育を支援するため、大学生対象の
奨学プログラムも実施している。
６．英国科学実験講座 クリスマス・レクチャー
活動形態：a ／
「英国科学実験講座 クリスマス・レクチャー」（読売新聞社／ブリティッシュ・カウンシル主催）の開催を
支援している。「クリスマス・レクチャー」は、
19世紀初頭英国ロンドンの英国王立研究所で「もっと子ども
たちに、科学の楽しさやおもしろさを知ってもらいたい」との願いを込めて始まり、今日まで毎年
12月の
クリスマス時期に開催されてきた。このレクチャーを日本の子どもたちのために再現するのが、この「
英
国科学実験講座」で、ソニーはこの趣旨に賛同し支援している。
７．エンタテイメントロボット AIBO の寄贈
活動形態：b ／ （財）がんの子どもを守る会
AIBOは人々に楽しい夢や感動をお届けするロボットとして開発されてきた。この
AIBOに、がんを患って
いるお子様方、ご両親、そして周りの方々が接して、遊んでいただくことで、病気と闘う活力や希望を見
出して欲しいとの願いを込めて、全国の小児病院に寄贈した。
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ソニー生命保険（株）
■社会貢献のミッションや目標
当社では、生命保険事業を永続的に営み「遠い約束」を履行するためには社会から受け入れられ、
愛され、信頼される存在でなければならないと考え、
One Love One Trustをスローガンに、コミュニ
ティ活動を推奨している。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
生命保険事業の根幹となる地域のコミュニティとの関係を強化する上で、社員の多くがボランティ
ア活動に自然に参加することは大変重要である。こからは、社員一人一人がいかに本業以外でも、
お金だけでなく汗を出して社 会に貢献していくかを、真剣に考えて実行していくことが重要であり、
ひいては本人の働きがいや生きがいなどの自己実現にもつなげていってもらいたい。
■重点分野：

社会福祉, スポーツ

■担当部署等： 社会貢献推進室（スタッフ数： 3人）
・その他社内組織：
Ｂ． ボランティア推進連絡会
■社員のボランティア活動支援：
機会提供

制度（Ｖ休暇 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、ボランティア有志の会 ）、 情報提供、

■報告書等：

A．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.sonylife.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 千里万博公園お花見
活動形態：a, d, f, h ／ 阪神高齢者・
障害者支援ネットワーク
1995年の阪神淡路大震災で被災した高齢者のコミュニティ形成を図るために、社員の毎月の募金を原
資にして、お花見の宴を設ける自主的プログラム。
２．ふれあい夏祭り
活動形態：
a, d, f, h ／ 阪神高齢者・障害者支援ネットワーク
千里万博公園お花見と同様の主旨、対象で、屋台の運営、ステージでの歌やダンスへの参加で高齢
者を元気づける自主的プログラム。
３．ふれあい温泉ツアー
活動形態：
a, d, f, h ／ 阪神高齢者・障害者支援ネットワーク
千里万博公園お花見、ふれあい夏祭りと同様の主旨で、日頃温泉に行きたいがそのチャンスがない高
齢者に対し、 1対1のボランティアをつけて、温泉、宴会を楽しんでもらう自主プログラム。
４．クリスマスコンサート
活動形態：
a, d, f, h ／ 阪神高齢者・障害者支援ネットワーク
ふれあい夏祭りと同様のクリスマスイベント。
５．大分国際車いすマラソン
活動形態：
d, g, h ／ 大分県
大分国際車いすマラソンへの社員ボランティア参加と、有
志の会基金からの寄附。
６．スペシャルオリンピックス夏季ナショナルゲーム
活動形態：
a, d, g, h ／ スペシャルオリンピッ
クス日本
スペシャルオリンピックスの夏季大会が東京で 8月に行われるにあたり、当日をスペシャルオリンピックス
デイとして社員のボランティア参加を促すとともに、有志の会基金からの寄附、
Tシャツ販売による寄附
を行った。
７．アイメイト協会への寄附
活動形態：
a, f, h ／ アイメイト協会
盲導犬の普及を通じて、視覚障害者の社会復帰を支援するために年 2回集中的に天引き募金を実施。
社員の募金と同額を会社がマッチングギフトを行った。総額
1059万円。
８．全国レディステニス大会の開催
活動形態：
b, d, g, h ／ 日本テニス協会、朝日新聞社
一般人へのテニスを通じたスポーツの振興を目的とした大会への協賛。これの開催にあたって各地区
の社員への予選へのボランティア参加も促した。
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９．スペシャルオリンピックス各地区の立ち上げと運営ボランティア
活動形態：g, h ／ スペシャ
ルオリンピックス日本＜各地区＞
地区組織が未設置である県におけるスペシャルオリンピックス組織の立ち上げ
にあたって、役員として
の社員参加やすでにある地区組織の活動へのボランティア参加。

（株）損害保険ジャパン
■社会貢献のミッションや目標
損保ジャパンは、「良き企業市民」として社会とともに生きる企業をめざし、グループをあげて積極
的に社会貢献活動を実践するとともに、グループ社員が個人として自主的に参加し行動する社会
貢献活動を支援します。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)企業として行う社会貢献活動：
損保ジャパングループとして社会と幅広いステークホルダーに
価値をもたらし、グループの企業価値向上にも資す
る、継続的な社会貢献活動を行います。 (2)社
員一人ひとりが行う社会貢献活動の支援：
社員が社会活動に自主的に参加し行動するよう、マイ
ンド醸成と制度づくりに努めるとともに、「損保ジャパンちきゅうくらぶ」を中心とした社員のボランテ
ィア活動を支援します。
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 文化･芸術, 環境
CSR・環境推進室 （スタッフ数：

・企業財団 /公益信託等：
ﾝ環境財団

16人）

(財)損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ美術財団、(財)損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ記念財団、(財)損保ｼﾞｬﾊﾟ

■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休職 、Ｖ休暇 、Ｖ表彰 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、損保ジャパンちきゅ
うくらぶ ）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：
報告書

A．（日英）、 B．社会・環境レポート

（日英）、 C．ちきゅうくらぶ社会貢献ファンド活動

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.sompo-japan.co.jp/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 損保ジャパンCSOラーニング奨学金制度
活動形態：e, g ／ 19団体（WWFジャパンなど）
CSO（＝ NPO)での実体験を希望する学生を公募・派遣し、その仕事の報
酬として奨学金を「ちきゅうく
らぶ社会貢献ファンド」から支給する、 CSOでのインターンシップ支援プログラム。
２．「市民のための環境公開講座」
活動形態：a, g ／ （
社）日本環境教育フォーラム、（財）損保
ジャパン環境財団
日本環境教育フォーラムと損保ジャパン環境財団が共催し、市民のため環境問題に関する講座を本
社で開催している。
３．（財）損保ジャパン記念財団による「NPO法人設立資金」助成
活動形態：
a, f ／ 福祉NPO
障害者・高齢者の在宅福祉活動を行い、 NPO法人設立申請を予定している団体 に対し「NPO法人設
立資金」の助成を行う。
４．黄色いワッペン
活動形態：f ／ 全国各都市の小学校新入学1年生
全国の新入学小学1年生に対し交通事故障害保険付きの黄色いワッペンを贈呈している。
５．ちきゅうくらぶマッチング制度
活動形態：a ／ NPO
社員がNPO等に金銭による寄付を行う場合に、その 50％相当額（5万円を限度）を損保ジャパンからも
あわせて寄付する制度。
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６．損保ジャパン東郷青児美術館の運営
活動形態：a, f ／ （財）
損保ジャパン美術財団
ゴッホの「ひまわり」を常設展示す るほか、年間 6回程度の特別展覧会を開催している。また小中学生の
入館は無料としている。
７．（財）損保ジャパン美術財団の表彰制度
活動形態：a, f ／ （財）損保ジャパン美術財団
損保ジャパン美術財団奨励賞、損保ジャパン東郷青児美術館大賞を設け、新進芸術家の育成および
優秀美術家の表彰を行っている。
８．人形劇場「ひまわりホール」における活動（名古屋ビル） 活動形態：g ／ 愛知人形劇センター
パペットフェスティバル、講座、各種ワークショップなど年間を通じて多彩な活動を行っている。

第一生命保険（相）
■社会貢献のミッションや目標
第一生命は、社会性・公共性の強い生命保険事業を通じて、豊かで安心感あふれる生活・社会
づくりに努めており、自らが地域社会の一員であることを意識し、共に「良き企業市民」として発展
することを目指しています。当社ではお客さまのライフサイクルに最も適した良質な「提案・商品・サ
ービス」を提供する『生涯設計』を推進し、お客さまの『一生涯のパートナー』となることを使命と考
えており、社会貢献活動においてもその活動の意義を踏まえ、信頼されるパートナーとして取り組
んでいきたいと考えております。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
社会からの信頼確保のために、当社ではお客さまのライフサイクルにあわせ、その暮らしや社会に
貢献する活動を社会貢献活動として取り組んでおり、これには職員が自発的に取り組むものも含ま
れます。社会貢献活動の分野は「健康・福 祉」、「生活環境」、「教育・調 査」、「地域社会貢献」、
「芸術・文化」、「スポーツ」の 6つとします。社会貢献活動の基本コンセプトは、「育てること（育成）」、
「続けること（継続）」とします。時代の要請を反映しながら、社会貢献活動の「振り返り・見直し」を定
期的に行い、さ らに付加価値の高い活動を目指します
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境,
地域社会の活動
■担当部署等： 社会文化事業室（スタッフ数： 5人）
・その他社内組織：
Ｂ． 社会貢献活動推進委員会
・企業財団 /公益信託等： （財）矢野恒太記念会、（財）第一住宅建設協会、（財）心臓血管研究
所、（財）地域社会研究所、（財）姿勢研究所、（財）国際保険振興会
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ表彰 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日英）、 C．第一生命の社会貢献活動

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.dai-ichi-life.co.jp/ （日）

第一製薬（株）
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境,
史跡･伝統文化保全, 国際交流･協力
■担当部署等：

コーポレートコミュニケーション部

・企業財団 /公益信託等：
■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

(財)臨床薬理研究振興財団
制度（Ｖ休暇）

A．（英語）
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■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.daiichipharm.co.jp（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 水戸室内管弦楽団
活動形態：
a ／ 水戸市芸術振興財団
市政１００周年を記念して、１９９０年に開館した水戸芸術館の音楽部門に１９９５年より協賛。
２．劇団 四季
活動形態：
a ／ 劇団四季
創業７０周年記念事業として、当時経営が軌道に乗りきっていなかった劇団四季の支援を開始。
３．子どもかがく教室
活動形態：f ／
子どもの科学への興味を持ってもらうことを意図して、当工場（秋田、静岡、大阪）
（東京）
で地元の小５〜中２を対象に開催（
年１ヵ所）
。

およびＲ＆Ｄセンター

（株）ダイエー
■社会貢献のミッションや目標
「For ｔｈｅ Ｃｕｓｔｏｍｅｒｓ」の企業理念に基き、地球とともに、社会とともに、人とともに、ダイエーは
グローバルな視点からあらゆる課題に真摯な姿勢で日々取り組みをおこないます。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
１）年代や障害を越えて利用しやすい店づくり、商品づくりに取り組みます。
２）店舗・従業員を通じて地域とコミュニケーションをはかり、地域社会に貢献する活動に取り組み
ます。
３）従業員の社会参加に対する啓発と支援をおこないます。
４）社会的な課題に対し、関心を表明し、社会に向けての働きかけをおこないます。
５）国内外の災禍に対し、被災地域救済のための支援活動をおこないます。
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 教育･社会教育, 環境, 地域社会の活動, 災害救援
営業企画本部消費者ｻｰﾋﾞｽ部ｴｺ･ﾊｰﾄ課 （スタッフ数： 3人）

■社員のボランティア活動支援：
制度(青年海外協力隊、Ｖ休暇、地域貢献運動 )、情報提供、
機会提供
■報告書等： A.．（日）、Ｂ．環境問題・社
会貢献の取り組み報告書（日）
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://daiei.co.jp/kouken （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１．クリスマスチャリティイベント
活動形態：a ／ (財)日本ユニセフ協会
お買物合計5,000円で１回実施できる、ガラポン大抽選会で、ガラポン１回ごとに約３円を日本ユニセフ
協会に寄贈。その他、ホークス選手のオークション売上も寄贈。
２．当選年賀はがきの回収
活動形態：
h ／ 聴導犬育成の会
各店、各部署宛にきた年賀はがきのうち、当選したはがきを回収し、景品

を聴導犬育成の会に寄贈。

３．総合的な学習への協力
活動形態：
c ／ 地元の小学校、中学校
総合的な学習の一環で、全国にあるダイエーの店舗に対し、地元の小中学校からの店舗見学、実習
の要請に対し、各店舗で受け入れ対応を実施。
４．身体障害者補助犬ふれあい教室の開催
活動形態：g ／ 全国盲導犬施設連合会、介助犬協
会、聴導犬育成の会、住友生命保険(相)
１人でも多くのお客様に身体障害者補助犬を理解していただくために、住友生命と共同で、店頭で育
成団体の運営による補助犬ふれあい教室（デモンストレーション）を
実施。
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５．三宅島復興支援として三宅島手作り硝子の商品化と販売
活動形態：g ／ 東京都立産業技
術研究所
東京都立産業技術研究所が三宅島復興支援として開発した「
三宅ガラス」を、ダイエーが「三宅島手作
り硝子」として商品化し、関東の主要店舗で販売実施。
６．三宅島手作り硝子の売上の一部寄付
活動形態：a ／ 東京都三宅村
「三宅島手作り硝子」の売上の１％を三宅村に寄付。
７．三宅島手作り硝子の出張販売
活動形態：
d ／ 東京都交響楽団、三宅島災害・東京ボランテ
ィア支援センター、アサヒビール(株)
ダイエーの店舗以外に、都響のチャリティコンサート、みなと区民祭り、三宅島島民ふれあい集会で、
従業員がボランティアとして参加し、販売を実施。
８．河川のクリーンアップ活動
活動形態：
h ／ 荒川区、大阪市、福岡市、札幌市の各クリーンエイ
ド事務局
行政、NPOが主催するクリーンアップ活動に、ダイエーの従業員とその家族が参加。
９．国内外の災害に対する募金活動
活動形態：f ／ 日本赤十字社など
ダイエーの全店でお客様に募金の呼びかけを実施。お預かりした募金は各寄贈先に寄付。
10．障害者施設の手作り商品 の販売スペース、ノウハウの無償提供
活動形態：c ／ 地元の障
害者施設
地元の障害者施設の手作り商品の販売スペースの無償提供と、商品作り、売場作り、接客話法につい
てのノウハウの提供。

ダイコク電機（株）
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：（財）栢森情報科学振興財団
【主な社会貢献活動メニュー】
１． (財)栢森情報科学振興財団への寄付
活動形態：
a ／ 大学および研究機関
情報科学に関する研究およびフォーラム・シンポジウム開催に対する助成。

（株）第三銀行
■報告書等：

A．（日）

大正製薬（株）
■担当部署等：

総務部

・企業財団 /公益信託等：

上原記念生命科学財団

■報告書等：

B．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.taisho.co.jp/（日英）
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大成建設（株）
■社会貢献のミッションや目標
「人がいきいきとする環境を創造する」この使命を市民活動において実践することが社会交流の使
命です。
■重点分野：

教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 史跡･伝統文化保全, 地域社会の活動

■担当部署： 社会交流センター（スタッフ数：４人）
・企業財団 /公益信託等：

大成建設自然・歴史環境基金

■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休職 ）、 施設開放、情報提供、

■報告書等：

A．（英語）、 B．大成建設環境報告書 （日）、

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.taisei.co.jp/（日）

C．大成建設の社会交流の１年

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 展覧会活動
活動形態：f ／
「ギャルリー・タイセイ」（常設ミュージアム）を拠点に、ル・コルビュジエを中心とした建築展の開催。４つ
の企画展を実施した。
２．環境団体支援活動
活動形態：
a ／ 公益信託 大成建設自然・
歴史環境基金
自然環境・歴史環境の保全等の研究や活動をしている団体に年度ごと、１５〜２０件助成している。
３．コンサート開催支援
活動形態：a ／ 日本フィル、日本音楽文化交流協会、ボストンポップス
各種演奏会、コンサート等の協賛。
４．若手音楽家育成
活動形態：a ／
若手音楽家育成を目的としたコンサート公演への寄付協賛。
５．地域まつりの協賛
活動形態：a, b ,d ,h ／
寄付だけでなく、地域のお祭りに社員が参加。
６．不使用品の提供活動
活動形態：
b, h ／
社内で使用しなくなったパソコン、事務機器を必要とする
ン＋モニタ ２７セット、女性制服など。

NPO団体等へ無償提供。2002年度に、パソコ

ダイセル化学工業（株）
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ表彰 ）

大同特殊鋼（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． クラシック「名演奏家シリーズ」に協賛
活動形態：g ／ 中部日本放送（
株）
中部日本放送が主催する、内外から招請した著名なクラシック演奏者のコンサートに協賛。
２．秋の祭典
活動形態：c, d ／
工場グランドを開放し、周辺学区と合同

で祭典を開催。バザー、模擬店等の運営を全て実施。
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大日本インキ化学工業（株）
■社員のボランティア活動支援：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

制度（青年海外協力隊）

http://www.dic.co.jp/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 川村記念美術館の運営
活動形態：f ／
当社が関連グループ会社とともに収集してきた美術品を公開するため、
開設した美術館。

1990年5月に千葉県佐倉市に

大日本印刷（株）
■社会貢献のミッションや目標
・われわれは、人類の繁栄と未来を守るため、地球環境の保全およ
び、資源の有効利用に努める。
・われわれは、よき企業市民として、地域社会とのかかわりを深め、コミュニケーション活動や文化
活動を通じて社会貢献に努める。
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 国
際交流･協力, 災害救援, その他 （男女共同参画社会）
■担当部署等：

ICC本部（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：

8人）

制度（地域貢献運動）

■報告書等：

A．（英語）、 B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.dnp.co.jp/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 社会貢献カード
活動形態：a ／ 提携先：オリエントコーポレーション 寄付先：（財）
地球人間環
境フォーラム
クレジットカード利用額の０．５％が、社会貢献団体に寄付される仕組み。クレジットカードへの加入を
呼びかけている。
２．防災対策備蓄の地域住民への支援
活動形態：ｂ ／ 本社市谷地区 ７０世帯 約３００名
防災の一環で、地域住民分の備蓄も行い万一の時に支援をする。
３．フィットネス、テニスコート、グラウンド、会議施設の開放
施設の開放（有料）
。

活動形態：ｃ ／ 一般

４．生産拠点周辺の美化と活動、防災訓練
活動形態：ｆ
, h ／ 周辺地域
工場周辺や河川の美化活動、防災訓練を実施（
労組主体のプログラム）。
５．インターンシップ受け入れ（国内、海外）
活動形態：f ／ 大学生、大学院、高専在学中の学生
２００２年、DNPグループ全体で、４３テーマ、各２週間、８０名の学生を受け入れ、就業体験を提供し、
社会に貢献できる人材になれるよう支援する活動。
６．地域のコミュニティ活動への寄付・協賛
活動形態：
a ／ 各事業所、工場、周辺地域
祭りや 歳末助け合い募金、自治会費等の寄付（各事業所、工場により異なります。）
７．工場見学受け入れ
工場見学の受け入れ。

活動形態：f ／ 高校他

８．グラフィックデザインギャラリーの企画・運営
活動形態：c, f ／
国内外の著名グラフィックデザイナーの個展開催。ギャラリーは、銀座、堂島、須賀川の３ヵ所。
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ダイハツ工業（株）
■担当部署等：

総務部（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：
提供、機会提供

2人）
制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ表彰 、Ｖ登録 、Ｖ研修 ）、 情報

大豊建設（株）
■社会貢献のミッションや目標
企業の総合力発揮により、社会の夫々の地域に寄与し、その地域社会から真に信頼される会社
であること。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
社会基盤の整備と地球環境に貢献している自信と誇りを持ち、大豊建設の社員としての行動を自
覚する。
■重点分野：

教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 史跡･伝統文化保全, 地域社会の活動

（株）大和証券グループ本社
■社会貢献のミッションや目標
大和証券グループは、社会貢献活動を通じて、良き企業市民として社会参加し、健全で活力ある
社会の維持・発展に 寄与することを目指しています。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)当会社は、社会の発展に貢献するよう日々の業務を行っていくと共に、良き企業市民として社
会貢献活動に対して積極的に取り組む。 (2)当会社は役職員が社会貢献活動をできるように体制
整備を図る。
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動
社会貢献室（スタッフ数：

・企業財団 /公益信託等：
■社員のボランティア活動支援：

5人）

大和証券ヘルス財団、大和証券福祉財団、大和日英基金
情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日英）、 B．持続可能性報告書 （日英）、 C．社会貢献活動報告書

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.daiwa.co.jp/group/kouken/index-s.html（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 寄付金
活動形態：a, f ／ 大和証券福祉財団
生活習慣病の予防ならびに治療に関する調査研究に対する助成。 1件100万円。総額 3000万円。
２．巨樹・巨木保護活動
活動形態：a, g ／ 巨樹・巨木保護中央協議会
国有林内の代表的な巨樹・巨木「森の巨人100選」を対象とした募金活動で、書き損じはがき、テレカ
等を収集し、約 20万円を寄付。
３．九十九里浜クリーンアップ
活動形態：
d, f ／
当グループの社員・ OB、その他の家族ら約 540名が千葉県白子町九十九里海岸のクリーンアップ活動
を実施。
４．高尾山での林間教室
活動形態：d, g ／ 林野庁
東京都の高尾山において国有林の下草刈りやつる切りを体験。社員やその家族約
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100名が参加。

５．六甲山クリーンアップ
活動形態：d, g ／ 六甲山をきれいにする会
芦屋、宝塚、西宮市が中心 となり、推進している「六甲山をきれいにする会」に社員、家族
六甲山のクリーンアップを実施。

124名が参加。

６．新入社員社会貢献研修
活動形態：
d, g ／ 地元ボランティアセンター
新人社員800名を対象にボランティア活動の実践、手話講座や視覚障害者を講師に招きトークとミニコ
ンサートを実施。
７．管理職社会貢献研修
活動形態：
d, g ／ 地元ボランティアセンター
大和証券の支店長、次長を対象に手話、車イス、アイマスク体験を行う福祉体験を実施。
８．麻布十番納涼まつり
活動形態：d, g ／ 麻布十番商店街組合
例年8月後半に開催される納涼まつりに社員延べ 100人が参加し、清掃、チャリティー広場での募金寄
付、アナウンス等をサポート。
９．障害者に学ぶお菓子作り
活動形態：
d, g ／ 東京ガス「
ガスの科学館」
お台場にある東京ガス「ガスの科学館」
で、障害者の方々に学ぶお菓子作りと科学館見学を開催。
10．手作り絵本ボランティア
活動形態：
d, f ／
手作り絵本「
盲導犬大助」
のコピー本を社員が作り、小学生の総合学習の教材として約
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高砂熱学工業（株）
■社会貢献のミッション や目標
社是：人の和と創意で社会貢献。
経営理念：最高の品質創りを重点に、社業の発展を図り、社会に奉仕する。
■重点分野：

社会福祉, 学術･研究, 教育･社会教育, 環境, 地域社会の活動

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 東京フィルハーモニー交響楽団 特別会員
活動形態：a ／ 東京フィルハーモニー交響楽団
東京フィルハーモニー交響楽団の活動への芸術文化支援。
２．原美術館メンバーズシップ
活動形態：a ／ 原美術館
原美術館は、日本でも少ない現代芸術の専門館であり、その現代美術への普及理解に努
術文化活動を支援。

めている芸

武田薬品工業（株）
■社会貢献のミッションや目標
事業活動を通じた社会への貢献に加え、株主、ビジネスパートナー、地域社会など、さまざまなス
テークホルダーとの関わりや信頼関係を大切にし、ステークホルダーと一体となって発展しつづけ
る会社を目指します。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
社会貢献活動の推進と社員ボランティア活動への支援：
当社は、社会貢献活動を積極的に推進
します。また、社員のボランティア活動については、会社の定めるフィランソロピー休職制度などに
より、支援します。
■重点分野：

健康･医学, スポーツ , 学術･研究, 文化･芸術

■担当部署等： コーポレート・コミュニケーション部 （スタッフ数： 3人）
・企業財団 /公益信託等： 武田代謝異常治療研究基金、武田科学振興財団、尚志社、発酵研
究所
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■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ表彰 ）

A．(日)

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 北海道マラソン
活動形態：f ／ （
財）
北海道陸上競技協会他
交通遺児チャリティ大会である「北海道マラソン」、およびこの前に開催される「武田ファミ
に協賛している。

リーマラソン」

２．ピーターパンこども基金シンポジウム
活動形態：f ／ ピーターパンこども基金
当社は、「ピーターパンこども基金」に賛同し、 1999年から日本全国各地で開催されている「ピーターパ
ンこども基金シンポジウム」
への協賛をしている。「
ピーターパンこども基金」は、ジェームス・バリー卿（
ピ
ーターパンの作者）が 1902年に設立。「
ピーターパンこども基金シンポジウム」は、難病の子ども達とそ
の家族が、小児医療・難病の現状やその解決策を専門家とともに考え、同様の悩みをもつ家族の情報
交換の場を提供することを目的としている。
３．タケダヤングフォーラム
活動形態：f ／ 朝日新聞社
次世代の医療・
医学を担う若者を対象にしたシンポジウム。
４．心に奏でるコンサート
活動形態：f ／ 毎日新聞
新聞「点字毎日」
80周記念企画。目の不自由なピアニストの方のコンサートに協賛。
５．ジュニアサッカー大会
活動形態：f ／ 読売新聞
小学生のサッカー大会に協賛。

田辺製薬（株）
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇）

■報告書等：

A．（日英）、 C．MSCボランティアサロン

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.tanabe.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ボランティアサロン
活動形態：f ／
各種ボランティア団体の活動事例、生活に役立つ講話、音楽、健康をテーマとした講演会交流会を開
催。

（株）タムラ製作所
■社会貢献のミッションや目標
タムラグループは、
(1)世界的視野にたち､エレクトロニクス産業が求める事業を経営基盤とします。
(2)市場本位をつらぬき、世界のお客様が求める技術を事業基盤とします。
(3)公正な視点で社員を評価し､努力によって成果 をもたらす人を最も賞賛します。
(4)国際社会の一員として行動し、各国の法規制を順守し文化・慣習を尊重します。
(5)地球環境の保全に努め、資源の有効化と再資源化を推進します。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)私たちは、パートナーシップを大切にする。
(2)私たちは、革新する勇気を大切にする。
(3)私たちは、多彩な個性を大切にする。
(4)私たちは、社会的な責任を大切にする。
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■重点分野：

環境, 地域社会の活動, 国際交流･協力

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.tamura-ss.co.jp/ （日英）

（株）千葉銀行
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：

(財)千葉県福祉財団、（財）ひまわりベンチャー育成基金

■報告書等：

A．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.chibabank.co.jp（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ちばぎんひまわりコンサート
活動形態：a, f, h ／ 自主運営
毎回多彩なアーティストをお迎えして、県内各地でさまざまなジャンルのコンサートを開催。
２．ちばぎんアートギャラリー
活動形態：
a,c,d,f ／ 自主運営
芸術・文化の振興と紹介に少しでも貢献できることを願い、ちばぎん日本橋ビル２階に画廊を常設。
３．ちばぎんフィルムライブラリー
活動形態：
a, f ／ 自主運営
アニメーション・歴史・地理など幅広い分野の１６ミリフィルムと映写機をそろえ、当行窓口を通して，保
育園・幼稚園等に無料で貸し出し。
４．千葉県少年野球大会、千葉県ユースサッカー選手権に協賛
健全な青少年の育成と地域社会のスポーツ振興支援を目的に協賛。

活動形態：a, g, h ／

５．ちばぎんカップ（Ｊリーグプレシーズンマッチ）
活動形態：a, g, h ／ ちばぎんＪ
ＣＢカード、ちば
ぎんＤＣカード
地元千葉県のＪ
リ
ーグチームの応援と地域スポーツ振興の一助に、ダービーマッチ「ジェフ市原ｖｓ柏レ
イソル」に特別協賛。身体障害者を招待。
６．ちばぎんの森植樹
活動形態：
b, d, f ／ 自主運営
創立６０周年記念事業の一環として、富津市の鬼泪山の一部を「ちばぎんの森」として借り受け、記念
植樹を実施。
７．千葉県ベンチャー企業経営者表彰事業に協力
活動形態：
a, g ／ 千葉産業人クラブ
卓越した企業家スピリットで独自の経営を展開
しているベンチャー企業の経営者を表彰。
８．「なのはなベンチャーコンペ２００３」に特別協賛
活動形態：
a ／ 千葉大学
大学発のベンチャー企業実現を応援するため、千葉大学の「
なのはなベンチャーコンペ２００３」に特別
協賛をし、入賞者に「
ちばぎんひまわり賞」を授与。

中外製薬（株）
■社会貢献のミッションや目標
わたしたちはよき企業市民としての責任を自覚し、積極的に社会貢献活動を進めます。
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会
の活動, 国際交流･協力, 災害救援
■担当部署等： 総務部（スタッフ数： 1人）
・企業財団 /公益信託等： (財)東京生化学研究会
■社員のボランティア活動支援：
会提供

制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 、Ｖ研修 ）、 情報提供、機
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■報告書等：

B．環境報告書 2003（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 在宅福祉移送サービスカーの贈呈
活動形態：b ／ 高齢者施設、シルバーサービス提供団体、
（(社福））全国社会福祉協議会
当社創立60周年記念事業の一環として 1985年より継続。 2003年10月現在で累計101台の車いす乗降
リフト付移送サービスカーを全国の施設、団体に寄贈している。
２．(財)東京生化学研究会
活動形態：
a ／ (財)東京生化学研究会
1960年設立当初より、上記財団への寄付金を通じて、医学・
薬学分野を対象に研究助成事業、アジア
地域研究者招へい事業を支援している。
３．業界団体を通じた社会貢献関連の寄付金
活動形態：a ／ （社）日本経済団体連合会、等
日本製菓団体連合会等の業界団体を通じて経団連を経由して依頼のある社会貢献性の高い寄付を
行っている。

（株）中京銀行
■報告書等：

A．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.chukyo-bank.co.jp/ （日英）

中国電力（株）
■社会貢献のミッションや目標
経営理念の一つに「地域の発展に貢献します」を掲げ、全社的に地域との共存共栄を目指した、
様々な社会貢献活動に積極的に取り組んでいる。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
社会性を重視した社会貢献活動を展開することにより、良き企業市民として心豊かで健全な地域
づくりに積極的に貢献する。また、社会貢献を単なる慈善と考えず、社会への投資としてとらえ、地
域実態に即した活動を推 進し、地域の信頼と競争社会を生き抜く活力源とする。
■重点分野：

社会福祉, 教育･社会教育, 環境

■担当部署等： 広報室 企業文化担当（社会貢献） （スタッフ数： 6人）
・企業財団 /公益信託等： （財）中国電力技術研究財団、（財）エネルギア文化・
スポーツ財団
■社員のボランティア活動支援：
報提供

制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 、Ｖ登録 ）、 施設開放、情

■報告書等：

A．（日英）、 B．2003エネルギア環境報告書 （日英）、 C．中国電力の社会貢献活動

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.energia.co.jp/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 全社員によるフィランスロピー活動
活動形態：
d, f ／
全社員（１万人）が参加して、清掃活動、高齢者福祉施設でのふれあい活動など、さまざまな社会貢献
活動を展開した。
２．海外留学生支援チャリティ「エネルギア・ドリームコンサート」
活動形態：a, f ／ （財）
ひろしま
国際センター、（
財）広島平和文化センター、広島交響楽団
地域文化の向上、在広楽団である広島交響楽団の幅広い演奏活動の支援、在広留学生の支援を目
的として会場内に募 金箱を設置しチャリティーを実施。
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３．ロビー展
活動形態：f ／
お客さまとのふれあいを深め，地域文化の向上に寄与するため，写真パネル展や芸術展を実施。

（株）中電工
■重点分野：

地域社会の活動

■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇）

中部電力（株）
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：

ちゅうでん教育振興財団

帝国石油（株）
■社員のボランティア活動支援：

制度（V休暇）

帝人（株）
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：

(財) 帝人奨学会

■社員のボランティア活動支援 ：

制度（V休職、青年海外協力隊）

■報告書等：

A．（日英）、 B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.teijin.co.jp（日英）

テルモ（株）
■社会貢献のミッションや目標
地域の文化・習慣を尊重するとともに「良き企業市民」としての役割を自覚し社会に貢献します。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
企業理念「医療を通じて社会に貢献する」の通り、当社の事業活動を通じて、医療関係者や患者
さんに優れた製品やサービスを提供することで社会に貢献しています。それだけではなく、様々な
地域社会に関わる活動を積極的に行い、良識ある市民として豊かな社会の実現に貢献していま
す。
■重点分野：
援

社会福祉, 健康･医学, 学術･研究, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 災害救

■担当部署等： 環境推進室（スタッフ数： 5人）
・その他社内組織：
Ｂ． 環境委員会社会貢献部会
■社員のボランティア活動支援：

情報提供、機会提供

■報告書等：

B．環境報告書 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.terumo.co.jp/（日英）
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【主な社会貢献活動メニュー】
１． 各工場・研究開発センター 見学応対
活動形態：e ／
地元の住民や学校の課外授業、その他様々な方々の要請に応え、工場や研究開発センターの見学
を実施。
２．施設開放
活動形態：c ／
駐車場やテニスコート、グランドなどを地元住民等に開放。
３．各種クリーン作成企画・実施
活動形態：f ／
富士山や多摩川、神奈川県の二宮海岸などの清掃イベントを企画・実施。
４．献血
活動形態：
g ／ 日本赤十字
日赤との協働事業として、各事業所にて社内献血活動を実施。社員の参加を積極的に推進。
５．クリスマスイルミネーション
活動形態：f ／ ピースハウス病院
当社研究開発センター向かいにあるホスピス（ピースハウス病院）
に入院している患者さん向けに、ビル
の窓や電球を使ったイルミネーションを実施。
６．寄付
活動形態：
a ／ 新国立劇場
新国立劇場への寄付。
７．寄付
活動形態：
a ／ 東京交響楽団
東京交響楽団への寄付。
８．寄付
活動形態：
a ／ テルモ科学技術振興財団
ライフサイエンス分野の科学技術の研究助成と振興。
９．寄付
活動形態：
a ／ 奇石博物館
奇石博物館への事業支援
10．寄付
活動形態：a ／ ねんりんピック
第15回全国健康福祉祭への寄付

（株）テレビ朝日
■社会貢献のミッションや目標
グローバルな視野を持って、ステークホルダー（利害関係者）と良好な関係を維持する。地球環境
の保全と豊かで住みやすい社会づくりに貢献する。（テレビ朝日倫理規範）
■社会貢献活動の指針やガイドライン
地域社会への貢献： 地域社会との連携と協調を図り、友好な関係を維持します。今後、不幸にし
て発生するかもしれない事故・災害等に対しては、放送による情報伝達だけでなく、地域社会と密
接な連携を図り、救援・防災活動を積極 的に行います。また、地域社会とのスポーツ、文化、美術
活動などの交流を積極的に行います。

電気化学工業（株）
■社員のボランティア活動支援：

制度（退職者支援）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 工場周辺の清掃活動
活動形態：
d ／
各工場周辺の道路・緑地・用水路等の清掃活動。
２．地元祭礼、自治活動への寄付
活動形態：a ／ 各工場地元自治体等
地元祭礼への寄付、自治体等のイベントへの協賛など。
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３．工場隣接山岳の登山道整備
活動形態：
d ／
工場に隣接した山岳登山道の整備ならびに中学生登 山のガイド。
４．施設開放
活動形態：c ／
遊休地を整備し、グラウンド、テニスコートとして地元に開放。

電源開発（株）
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇 ）

（株）デンソー
■社会貢献のミッションや目標
デンソー基本理念に基づき、世界の人々の幸せに貢献することで、社会の共感を呼ぶ企業を実
現する。 基本目標：コミュニティのよきパートナーとして認められること。
コミュニティのよりよい未
来づくりに貢献すること。
コミュニティの共感を得ること。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
デンソーらし さをいかしながら、より社会からの共感を得ることができるよう、３つの重点分野を設け、
活動内容の充実に取り組む。 (1)障害者福祉：バリアフリーの社会の実現に貢献する。
(2)青少年
育成：次世代を担う若者の育成に貢献する。 (3)環境保全：豊かで潤いがあり、安全で安心できる
快適な社会の実現に貢献する。
■重点分野：

社会福祉, 教育･社会教育, 環境

■担当部署等： 総務部企画２室（スタッフ数： 10人）
・その他社内組織：
Ａ．、Ｂ． 社会貢献活動委員会
■社員のボランティア活動支援：
制度（青年海外協力隊、Ｖ休暇 、Ｖ登録 、 Ｖ研修 、退職者支援、
ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：

B．環境社会報告書 （日英）、 C．ともに歩む社会へ

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.denso.co.jp（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． アジア車いす交流センター（ＷＡＦＣＡ） 車いす生産支援・普及事業
活動形態：g ／ アジア
車いす交流センター
タイの障害者財団の車いす工場「Thai Wheel」の生産支援とタイ、アフガニスタンの障害児への車いす
寄贈活動。（計 250台） 車いす製造・
修 理に関する国際研修の開催（タイ、マレーシア、ラオス、アフガ
ニスタンより 14名参加）
。
２．アジア車いす交流センター 車いすバスケットボール日本・タイ交流大会
活動形態：g ／ ア
ジア車いす交流センター、東海北陸車いすバスケットボール連盟、あいおい損保
9月28、29日、タイから２チーム、愛知県と静岡県から
64チームを招き、車いすバスケットボール交流大
会を開催。
３．大分国際車いすマラソン大会の支援
活動形態：a, d ／ 大分県、(社福) 太陽の家
1991年以来、協賛企業として、大会運営をサポート 。運営ボランティアを 13名派遣し、沿道の観客整理、
選手の介護、後片付け等の支援活動を実施。
４．NPO法人「パンドラの会」の支援
活動形態：g ／ NPO法人「パンドラの会」、刈谷生協
愛知県刈谷市にある NPO法人「
パンドラの会」の障害者が製造するお菓子を社内売店（刈谷生協）の
協力を得て店頭販売し、障害者者の自立を支援。
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５．デンソーモノづくりフェスタ
活動形態：ｆ／ 刈谷市教育員会、安城市教育員会
地域の小中高生を対象に、モノづくりの楽しさと奥深さを体験してもらう工作体験プログラム。
8月24、25
日の２日間、愛知県安城市のデンソー技術センターの施設を開放して開催。約
3000名が来場。
６．少年少女発明クラブの支援
活動形態：
a, d ／ 刈谷少年発明クラブ
社員が講師や工作指導ボランティアとなって、地域の少年少女発明クラブの活動を支援。
12月22日に
は、刈谷発明クラブにて、デンソー特別講座「音の世界に触れてみよう〜ピアノ工作〜」を開催。
７．デンソー環境教育プログラム エコレンジャー２１
活動形態：ｆ／ 木文化研究所、刈谷市教
育員会、西尾市教育員会、幸田町教育員会
地域の小学生を対象に、 「
緑・
水大
・ 気」をテーマに身近な自然を題材にした環境教育プログラム。４月
から１１月にかけて、５講座１シリーズで多彩な講師を招いて開催。（
刈谷コース
40名、西尾・幸田コー
ス 40名参加）
。
８．刈谷市「小堤西池カキツバタ群落自然保護活動」 活動形態：g ／ 刈谷市「カキツバタを守る
会」、西尾市「平原ゲンジボタルの里保存会」
国の天然記念物に指定されている愛知県刈谷市の「カキツバタ群落」の草刈りを、４月
27日と9月7日に
実施。ボランティアイベント「カキツバタふれあいウォークラリー」を
5月18日に開催（84名の市民が参加）。
９．海外支援衣料回収活動
活動形態：f ／ NPO法人日本救援衣料センター
社員、市民の家庭で眠っている衣料を回収し、 NPO法人日本救援衣料センターを通じて、アジア、ア
フリカ、南米の恵まれない方に贈る。（
6月2日、10月3日 延べ1300人が衣料を提供。述べ 260名の社
員がボランティアとして参加。）
10．デンソーボランティア支援センター
活動形態：
h ／ 各事業所周辺の社会福祉協議会
ボランティア活動に対する理解と啓発をはじめ、地域の清掃活動などのボランティア情報を集め、参加
者を募るなどのコーディネートを行い、社員のボランティアをサポート。社員のボランティアグループ「
デ
ンソー ハートフルクラブ」の会員は、１５５０名を数える。

（株）電通
■社会貢献のミッションや目標
より豊かな社会の実現のために、電通は当社の多様な能力と知的資産を活用し、責任ある企業市
民の一員となることを目指す。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
明るく幸福な生活のため、顕在的、潜在的ニーズが大きいと判断されること。電通が取り組むことの
必然性が高く、社の資産や社員能力・スキルが活かされること。個人や家族から国
際社会まで、広
い意味での「コミュニケーション」が必要とされること。
■重点分野：

その他（定めなし）

■担当部署等： 社会貢献部（スタッフ数：専従３人、兼務者７人）
・その他社内組織：
Ｂ． 社会貢献委員会、Ｄ． ソーシャル・リレーション準備委員会
・企業財団 /公益信託等： （財）吉田秀雄記念事業財団、（財）電通育英会
【主な社会貢献活動メニュー】
１． 日中マーケティング研究交流プロジェクト
活動形態：f ／ 北京大学、中国人民大学、北京広
播学院、清華大学、復旦大学、上海大学
広告を通じて日中両国の文 化・経済交流を推進し、相互の理解と友好を一層深めることを目的とした
「電通合同広告講座」
などの4分野で構成される教育プロジェクト。【期間：
2002年〜2004年】
２．学生論文広告電通賞
活動形態：f ／
次代を担う高校生・大学生に、広告とコミュニケーションについて深く考え、理解してもらうことを目的に
制定。1949年にスタートし、本年は第 56回。【
期間：通年】
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３．社外研修生受入制度
活動形態：f ／
自治体、防衛庁などの社外の研修生を受け入れ、 1年で、国民、市民とのコミュニケーション活動や、地
域の活性化を学ぶ研修を実施。 1979年開始、本年で 25年目。【期間：
通年】
４．海外研修生受入制度
活動形態：f ／ 日本経団連
日本経団連のEPTプログラム研修生に対し、広告を通して、日本におけるコミュニケーションの特徴を
捉え、ビジネスの推進に役立てる 2週間の研修プログラム。【
期間：毎年 6月】
５．人権スローガン＆ポスター展
活動形態：f ／
人権啓発運動は、社員教育の一環として始ったが、現在は成果物である「人権ポスター」を自治体に
応じて貸出しするなど、広く拡大を図っている。【
期間：通年】

（株）電通国際情報サービス
■報告書等：

C．受賞論文集「ISID学士論文IT 夢 大賞」

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.isid.co.jp/student/index.html（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 第12回ISID学生論文IT 夢 大賞
活動形態：f ／ (財)マルチメディア振興センター
IT（インフォメーション・テクノロジー）への期待・要望・夢を語る機会を提供することで、
ITへの関心や理
解を深めてもらい、未来の情報社会のあり方を探る目的で、学生（
大学生）から論文を募集
選
・ 考・表彰
を行うもの。

テンプスタッフ（株）
■社会貢献のミッションや目標
日本の働く人々へ感謝を表し貢献したい。また、未来を支える学生を応援したい。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
幅広くあらゆる人々の成長を支援し、広く社会に還元していきたい。
■重点分野：

教育･社会教育

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.tempstaff.co.jp/（日英）

（株）東京エネシス
■重点分野：

社会福祉, 教育･社会教育, 国際交流･協力

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 小学校体育（水泳）実技指導
活動形態：
h ／ 福島県教育委員会
福島県浜通り地区の小学校で夏季に水泳の実技指導を行っている。
２．民事調停委員
活動形態：h ／ 福島地方裁判所
福島富岡簡易裁判所で民事調停委員として民事調停の職務に携わっている。
３．アマチュア・ベースボールの技術指導
活動形態：
h ／ アジア野球連盟
主にアジアの国々の青少年達へ野球技術の普及と健全な育成を図り国際交流を推進する。

82

東京海上火災保険（株）
■社会貢献のミッションや目標
本来業務のみならず、良き企業市民として、社会貢献を通じて、豊かで
能な発展に貢献することを目指す。

快適な社会生活と持続可

■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)「社会福祉」「国際交流」「地球環境保護」を重点分野とする。 (2)各地域において、「地域社会貢
献活動」を支援する。 (3)社員個人が行うボランティア活動を支援する。
■重点分野： 社会福祉, スポーツ, 学術･研究, 環境, 地域社会の活動, 国際交流･協力, NPO
の基盤形成
■担当部署等： 総務部社会環境室（スタッフ数： 7人）
・その他社内組織：
Ａ．、Ｂ． フィランソロピー・コミティ
・企業財団 /公益信託等： 東京海上各務記念財団、東京海上スポーツ財団
■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 、 ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、骨髄バン
ク休暇制度）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：

B．東京海上環境報告書 2002（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.tokiomarine.co.jp/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． マングローブ植林プロジェクト
活動形態：a, d, f, g, h ／ マングローブ植林行動計画
（ACTMANG）
、(財)オイスカ
1999年より5ヵ年計画で東南アジア諸国において、 3000ヘクタールのマングローブ植林プロジェクトを
上記ＮＧＯと連携して行っており、 02年度は749ヘクタールの植林を達成した。
２．（財）日本水泳連盟への支援
活動形態：a, h ／ （財）日本水泳連盟
「日本の青少年の健全育成」と「水泳ニッポンの復活」に貢献したいとの思いから
1989年より支援を開始
し、今年で 15年目を迎える。主に「
ジュニアスイマーの育成」をサポートしており、「ジュニアオリンピック
カップ水泳競技大会」の運営費援助等を行っている。
３．ASEAN奨学金事業
活動形態：
a, f ／ 東京海上各務記念財団
1990年から開始した奨学金事業で、 ASEAN諸国からの留学生を対象として奨学金を支給している。現
在までに奨学生は 61名に上っている。
４．こども環境教室
活動形態：
d, f, h ／ 東京YMCA
99年から児童養護施設の子どもを招待し、当社ボランティアリーダーが環境教育、青少年育成を目的
として行う、 2泊3日の環境教室を実施し、多彩な自然体験プログラムや環境講座を行っている。
５．サッカー交流会、バレーボール大会サポート
活動形態：c, d, f, h ／ 東京都の児童養護施設
本店サッカー部を中心とした社員ボランティアメンバーが
1995年から児童養護施設の子ども達を当社
の多摩グラウンドに招き、サッカー交流会を実施している。
2002年度からは施設の子ども達によるバレ
ーボール大会運営支援も行っている。
６．バスケットボールクリニック
活動形態：
d, f, h ／ 世田谷区の小中学校
2002年より当社男女バスケットボール部は世田谷区の小中学校で毎週土曜日にバスケットボール講座
を行っている。
７．ボランティア活動資金支援
活動形態：h ／ 東京シュタイナーシューレ（東京都）、ホープワー
ルドワイドジャパン（
東京都）等
2002年より社員の活動している NPO等の団体を資金面で支援しており、 6団体への支援を行った。
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８．チャリティーバザー、ブックフェア
活動形態：a, c, d, f, h ／ Save the Children、（財）さわやか
福祉財団、MADD JAPAN
本店をはじめ全国各地の部店で、チャリティーイベントを毎年開催している。これらのイベントの売り上
げに、会社から同額のマッチングギフトを加えて、国際協力、環境保護、
社会福祉の団体に寄付してい
る。
９．緑のバンパー基金
活動形態：a, h ／ 兵庫さい帯血バンク、盲導犬育成事業、車椅子マラソン
関西本部では 1997年より、保険契約者が自動車事故で損傷したバンパーを「取り替え」でなく「補修」し
た場合に、本部内の賛同者がバンパー 1本につき0.2円募金する活動を行っており、福祉団体等に寄
付を行っている。
10．使用済切手・テレカ等の収集
活動形態：e, i ／ 誕生日ありがとう本部、日本民際センター、
各地ボランティアセンター
全国各地の部店にて、使用済の切手、テレカや 書損じハガキを収集し、上記寄付先に送り、国際協力、
社会福祉の活動に役立てている。

東京ガス（株）
■重点分野：
■担当部署等：

スポーツ , 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動
社会文化センター （スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：
機会提供

4人）

制度（Ｖ休職 、Ｖ休暇 、Ｖ登録 、Ｖ研修 、退職者支援）、 情報提供、

■報告書等：

A．（日英）、 B．（日）、

C．We think, we do!

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.tokyo-gas.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 「エコ・クッキング」普及活動
活動形態：f ／
買い物・
料理・片付けに至るまでの一連の身近な題材で環境問題を楽しく考える環境啓発プログラム。
一般向けの他、学校への出張授業としても実施。「エコ・クッキング」は当社の登録商標。
２．学校教育
活動形態：f ／
小・中学生を対象としたエネルギー・環境教育を目的に、「綜合的な学習の時間」等に支店担当者が
出張授業を実施。教諭との連携で、各種教材やカリキュラムの開発を行うとともに、調べ学習用のインタ
ーネットサイトやビデオを提供。
３．企業館の運営
活動形態：f ／
「ガスの科学館」「環境エネルギー館」「ガスミュージアム」の運営を通じて、都市ガスに関する正しい知
識、環境に対する正しい知識、ガスを通じた明治以来の日本の歴史を学べる施設を地域へ提供。
４．東京ガス ミセスのためのミニ大学
活動形態：f ／
暮らしを担う中心である主婦層を対象に、「暮らしを考える」ことをテーマにした自己啓発講座。評論家
の大宅映子さんコーディネートのもと、様々な講師陣をお迎えし、
1年につき8講座実施。今年で 20年目
を迎える。
５．どんぐり植樹活動
活動形態：g ／ どんぐりの会、みどりのゆび
どんぐりを「拾う、育てる、山へ移植する」という一連のサイクルを経験することを通じて、自然環境につ
いて考えるきっかけとなることを目的とした環境啓発プログラム。
６．東京ガスサッカークリニック
活動形態：f ／
地域の子ども達に、サッカーを通じて健全な心身を育んでもらうとともに、人間関係を広げる機会の提
供を目的とする。実際の指導は FC東京のコーチが担当し、 1年につき50回程度実施。
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７．地球環境映像祭
活動形態：g ／ アースビジョン組織委員会
より多く の方々に地球環境を考えていただくことを目的に「アースビジョン・地球環境映像祭」を特別協
賛。日本をはじめ、アジア、オセアニア各国から環境をテーマにした映像を募集し、優れた作品を上映
するもの。
８．ボランティアネットワーク運営
活動形態：h ／
社員の社会参加支援を目的とした、ボランティアに興味を持っている社員のための会員組織。会報誌
の発行やボランティア情報のメール配信、交流会などを実施。
９．ボランティア活動体験コース
活動形態：
h ／
ボランティアへのきっかけ作りを目的に、「ボランティアをしたい
が、ためらっている」という社員のために、
できるだけ自宅に近い施設を紹介し、 4日間ボランティアを体験するコース。参加者はボランティア休暇
の取得が可能。
10．星光会ボランティアニュース発行
活動形態：i ／
OB、OGの社会参加支援を目的に発行し、 OB会、OG会の会員向けに1ヵ月につき1回配布。元社員の
セカンドライフ支援も視野に入れて実施。

東京証券代行（株）
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 財団への寄付
活動形態：a ／ 日立みらい財団、日立教育振興財団
親会社である日立製作所設立の財団へ年 1回寄付を行っている。

東京電力（株）
■社会貢献のミッションや目標
「経営ヴィジョン」において、お客さま・地域社会と協働して、豊かな社会にふさわしい環境を創り出
し、地域社会の持続的発展に向け、社会に貢献していく方針を明文化。
「東京電力企業行動憲章」において、地域の方々との対話と交流を積極的にすすめるとともに、当
社の経営資源やノウハウの活用によって地域社会の発展に貢献すると規定。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
「経営ヴィジョン」のアクションプランにおい て、地域との共生： (1)地域社会の持続的発展に向け、
地域と共に考える共生策の実践、 (2)サービス活動や環境調和型の設備形成等、事業活動の地域
共生策の強化、(3)個人の主体的な社会活動の参加支援。
■重点分野：
交流･協力

社会福祉, スポーツ, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 国際

■担当部署等：
・その他社内組織：
Ｂ． 社会貢献ワーキンググループ
・企業財団 /公益信託等： （財）東電記念科学技術研究所
■社員のボランティア活動支援：
制度（ 青年海外協力隊、 Ｖ休暇 、Ｖ登録 、 退職者支援、 地域貢
献運動）、 情報提供、機会提供
■報告書等：

B．地球と人とエネルギー、

TEPCO環境行動レポート （日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.tepco.co.jp/env/index-j.html（日英）
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【主な社会貢献活動メニュー】
１． 尾瀬戸倉山林ブナ植林ボランティア
活動形態：f ／
ボランティアを募集し、社有地である尾瀬戸倉山林でブナを植林。
２．尾瀬戸倉山林植林地下草刈ボランティア
活動形態：f ／
植林した苗木の保育作業である下草刈りをボランティアを募集し
実施。
３．尾瀬の自然保護活動
活動形態：f ／
木道の敷設や公衆トイレの維持管理、荒廃した湿原の回復作業など。
４．環境教育支援
活動形態：g ／ 学校（
大学・中学）、自治体、企業など
社員を講師として派遣し、地域環境問題を通じた当社の姿勢を訴求（
17回）。
５．（ペアウォッチング）自然観察会
活動形態：f ／ 一般公募
発電所の緑地等を活用し、鳥・昆虫・植物等の親子見学会を開催（
11回500名が参加）
。
６．環境教育研修会
活動形態：f ／ 教職員
自然観察技法取得のための研修会（ 7回300名が参加）
。
７．ペアウオッチング作品コンテスト
活動形態：f ／ 小・中学生
自然観察の結果を、作品にまとめて頂き、表彰する（
430作品の応募）
。
８．エネルギー講座
活動形態：
d ／
社員が講師となり、サービスエリア内の学校へ環境・エネルギーに関する出前授業を実施している。
９．独居老人宅・文化財の配線診断
活動形態：
d ／
一人暮らしの老人宅や文化財を中心に訪問し、屋内配線診断を行っており、平成
訪問した。

14年度は2,294軒を

10．TEPCO1万人コンサート
活動形態：f ／
各地域から集結した約 4千人のアマチュア合唱団と歌舞伎・オペラ・オーケストラ等で上演する総合舞
台芸術で昭和63年より年 1回開催している。

東京トヨタ自動車（株）
■社員のボランティア活動支援：

制度（青年海外協力隊）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 24時間TVチャリティー
活動形態：a ／ 24時間TVチャリティー基金
全社への募金活動展開。
２．交通安全活動
活動形態：d ／ 交通安全協会
交通安全運動期間に安全指導の補助等に人員を派遣。
３．清掃活動
活動形態：
d ／ 地域の清掃活動
自主的に地域の清掃活動を定期的に実施。
４．文化活動
活動形態：a ／ 全国文化団体連盟、東京音楽文化協会
音楽等を通じた社会活動。
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東京トヨペット（株）
■社会貢献のミッションや目標
地域の特性・文化を理解し、企業活動を通じ安全で住みよい社会・環境づくりに貢献する。
■重点分野：

社会福祉, 文化・芸術 , 環境, 地域社会の活動, その他（交通安全）

■担当部署等： 経営企画室
・その他社内組織：
Ｂ． 社会貢献活動推進チーム
■社員のボランティア活動支援：

制度（地域貢献運動）、 施設開放

■報告書等：

C．環境リーフレット

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.tokyo-toyopet.co.jp/company/eco/index.html（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ふれあいグリーンキャンペーン
苗木を自治体に寄付。

活動形態：
b ／ トヨタ自動車（株）

２．トヨタ春・秋の交通安全キャンペーン
活動形態：
b ／ トヨタ自動車（
株）
交通安全啓蒙用ツール（
絵本・紙芝居）を東京都下「幼稚園・保育園」の新入園児に配布。
３．福祉車両の寄贈
活動形態：b ／ (財)東京善意銀行
ウェルキャブ車（2台）を東京都下の福祉施設へ寄贈。
４．ふれあいねっとコンサート
活動形態：f ／
店舗ショールームにてチャリティーコンサートを実施。
５．フリースペースの提供

活動形態：
c ／

６．全社献血協力キャンペーン
活動形態：d ／ 日本赤十字社
創立記念日(3/14)前後に、全社で参加者を募り、献血活動に協力。
７．ふれあいグリーンキャンペーン

活動形態： ／

（株）東京三菱銀行
■社会貢献のミッションや目標
東京三菱銀行グループは、常にお客様本位、信用第 一の姿勢に徹し、内外社会の繁栄と発展に
貢献する。
■重点分野：

社会福祉, 教育･社会教育, 地域社会の活動, 国際交流･協力

■担当部署等： 社会貢献室（スタッフ数： 3人）
・その他社内組織：
Ｂ． 社会貢献委員会
・企業財団 /公益信託等： (財)三菱銀行国際財団
■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休暇 、Ｖ登録 、Ｖ研修 、地域貢献運動、ボランティア支援
寄付制度）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：

A．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.btm.co.jp/btm_group/kouken/index.htm（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 体験教室
活動形態：f, h ／
児童福祉施設で生活する子どもたちと職員を招待して、体験型の日帰り旅行を実施。
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２．東京三菱銀行奨学金プログラム
活動形態：
a, f, h ／
日本の大学院で学ぶ、アジア諸国からの留学生１６名に対して奨学金を支給するとともに交流プログラ
ムを実施。
３．物品寄贈プログラム
活動形態：
b, f ／
全国の児童養護施設・
母子生活支援施設、全施設を対象に、希望の品を贈る活動。現在２巡目で、
年計画で実施中。

10

４．国内営業店の地域社会に対する貢献活動
活動形態：f, h ／
各営業店がそれぞれの地元地域に貢献する活動を企画・実施。福祉施設への備品寄贈、チャリティー
活動への参加等。

（株）東京リーガルマインド
■重点分野：

社会福祉, 教育･社会教育, 地域社会の活動

（株）東芝
■社会貢献のミッションや目標
東芝グループは「人と、地球の、明日のために」のグループスローガンのもと、よりよい地球環境の
実現に努め、良き企業市民として、社会貢献活動を積極的に展開しています。
■重点分野：

スポーツ, 教育･社会教育, 環境, 国際交流･協力

■担当部署等： コーポレートコミュニケーション部企画・社会貢献担当 （スタッフ数：
・その他社内組織：
Ａ．、Ｂ． 社会貢献委員会
・企業財団 /公益信託等： 東芝国際交流財団、東芝アメリカ財団、東芝タイ財団
■社員のボランティア活動支援：
施設開放、情報提供

6人）

制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 、Ｖ表彰 、退職者支援）、

■報告書等：

B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.toshiba.co.jp/csr/jp/index_j.htm（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 東芝科学館
活動形態：f ／
「人と科学のふれあい」をテーマに最先端科学技術の体験の場を国内外の人々に提供。 2002年度来
館者数12万人。
２．エクスプロラビジョンアワード協賛
活動形態：g ／ 米国科学教育教員連盟
幼稚園児から高校生までを対象とした科学・
技術コンテスト。米国、カナダで実施。
３．上海PCコンテスト協賛
活動形態：g ／ 上海教育委員会
子ども達の IT教育を目的とした HPやソフト等のコンテスト。中国で実施。
４．サイエンスミュージ アム教材コンテスト協賛
活動形態：g ／ 英国サイエンスミュージアム
インターネット上で学習できる教材を企画し、
HPとして作成するコンテスト。
５．サイエンスビジョンコンテスト協賛
活動形態：g ／ 読売新聞社
小・中学生を対象として「 21世紀のくらしを豊かにするサイエンス」をテーマとした未来科学ビジョンコン
テスト。
６．東芝グランドコンサート協賛
活動形態：f ／
ベルギー国立管弦楽団を招聘して、全国主要都市にて公演。
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７．海外研修生受入プログラム
活動形態：f ／
海外の大学、研究 機関から技術系の学生を当社研究所、開発センターで研修受入れ。
８．スポーツ・文化活動
活動形態：f ／
従業員の強化スポーツチーム（野球、バスケットボール、ラグビー）によるアマチュアスポーツ振興と東
芝フィルハーモニー管弦楽団、東芝フィルハーモニー合唱団等従業員の文化活動支援。
９．KIDSプロジェクト協賛
活動形態：g ／ NPO法人KIDS
ハンディキャップを持った子ども達の東京ディズニーランド招待への協賛と従業員のボランティア参加。
10．公益信託 経団連自然保護基金
寄付。

活動形態：a ／ 日本経団連自然保護協議会

東芝機械（株）
■社会貢献のミッションや目標
・海外を含む地域社会の文化、慣習等を尊重する。
・地域団体等への参加および地域社会の活動への協力を積極的に行う。
・地域社会との接触機会の拡大を図り、会社の事業活動に対する地域社会からの理解の促進と
維持に努める。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
東芝機械グループ経営理念、行動基準。
■重点分野：
■担当部署等：

スポーツ , 教育･社会教育, 環境, 地域社会の活動, 人権
生産推進部（スタッフ数：

■社員のボランティア 活動支援：

2人）

制度（Ｖ休暇 ）、 施設開放、機会提供

■報告書等：

B．東芝機械グループ環境報告書 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.toshiba-machine.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 沼津フリーマーケットフェスティバル環境情報コーナー
ISO推進室
当社環境活動の紹介。

活動形態：d ／ 沼津市環境政策課

２．工場周辺清掃活動
活動形態：
h ／ 東芝機械生産推進部
工場周辺の清掃を社員および家庭のボランティアで実施。
３．富士山一斉清掃
富士山の清掃活動。

活動形態：h ／ 富士山をいつまでも美しくする会

４．家族版環境ISO
活動形態：
d ／ 沼津市生活環境部環境政策課
社員が家庭で使う電力や廃棄物をデータをとって管理。
５．天城山植樹活動
活動形態：d ／ 伊豆森林管理所
毎年、新人の教育の一環として天城山での植樹を実施。
６．体育館の住民への開放
活動形態：c ／ 大岡中学校
土・
日曜日の休日に体育館を地元住民に開放。
７．廃棄物施設の見学会
活動形態：e ／ 大岡小学校
小学校の申し入れにより廃棄物処理の状況を説明。
８．住民参加による盆踊り大会
活動形態：b ／ 地域自治会
地域住民に参加してもらい盆踊り大会を開催。
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９．グランドの住民への開放
活動形態：c ／ 地元の学校・
自治会
グランドを地元住民のスポーツ事業のために開放。

東陶機器（株）
■重点分野：
■担当部署等：

スポーツ , 文化･芸術, 地域社会の活動
文化推進部（スタッフ数：

11人）

■報告書等：

B．環境報告書 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.toto.co.jp/gallerma/

http://www.toto.co.jp/bookshop/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ギャラリー・間
活動形態：f ／
建築家・デザイナーの展覧会の企画・運営・講演会・連続講座の開催。大学、市民グループ他との巡
回展共催。
２．TOTO出版
活動形態：f ／
自主プログラム ギャラリー・間 展覧会開催時に発行する作品集を始め建築やデザインに関わる書籍
を安価にて発行。
３．陶芸教室
活動形態：f ／
工場とその地域社会との交流を目的に工場周辺住民向け陶芸教室を開催。
４．TOTO夏まつり
活動形態：
f ／
工場所有のグラウンドを開放し、地域との交流をはかるため夏祭を開催。
５．北九州国際音楽祭の協賛

活動形態：a ／ 北九州市

６．2002年世界車椅子バスケットボール大会・北 九州の協賛
子バスケットボール選手権大会組織委員会事務局
７．2002年「日本年」「中国年」記念事業の協賛
局募金口

活動形態：a ／ 2002年世界車椅

活動形態：
a ／ 日本年・
中国年実行委員会事務

８．筥崎宮御遷宮事業
活動形態：
a ／ 筥崎宮御遷宮奉賛会
御本殿保存修理文化事業に御奉賛。
９．選抜女子駅伝北九州大会の協賛
州大会実行委員会）
10．びわこ国際ビジネスメッセ に出展

活動形態：a ／ 福岡陸上競技協会他（選抜女子駅伝北九
活動形態：e ／

（株）東北銀行
■重点分野：
■担当部署等：

スポーツ , 文化･芸術, 地域社会の活動
経営企画部広報（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

1人）

施設開放

http://www.tohoku-bank.co.jp/ （日）
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【主な社会貢献活動メニュー】
１． 「城下盛岡旧町名探求地図」作成に協賛
活動形態：a ／ 文化地層研究会（市民団体）
地域文化を掘り起こす活動を展開している市民団体に対して、「地域を大切にする」
企業協力の新形
態として、製作費など資金援助している。
２．ローカル民放に対するスポンサー協力
活動形態： ／ テレビ岩手
平成9年に始ったテレビ岩手製作・
放映の TV番組「夢見るピノキオ」を通して、地域の生活・自然・文化
を紹介している。
３．地域行事への参加
活動形態：
a, d ／ 各行事の実行委員会
盛岡で開催される「さんさ踊り」には約 200名が参加するほか、 41の行事に対して延べ約 400名参加して
地域行事を盛り上げてい る。
４．一関・盛岡間駅伝競走に協賛（第 61回）
活動形態：
a ／ 岩手日報
毎年11月に開催される通称「日報駅伝」に第 56回大会から協賛し、岩手のスポーツ振興に貢献してい
る。
５．ラングラウフチャレンジ in APPI
活動形態：a ／ テレビ岩手
新しいウィンタースポーツを通じて、地域の健康増進の機会を提供している。
６．イーハトーブいわて世界の蘭展2003
世界の蘭展に協賛。

活動形態：a ／ テレビ岩手

７．クリーン作戦
活動形態：
d ／ 小さな親切運動ほか10
11の地区において地域 清掃活動に参加。
８．「城下盛岡旧町名探求地図」の寄贈
活動形態：
b ／ 盛岡市老人クラブ連合会事務局、盛岡
市教育委員会
事例1に関連して、上記の団体に地図を寄贈。
９．福祉施設の慰問活動
活動形態：
d ／ ケアハウス千鳥苑
当行の創立50周年記念時に製作協賛した映画「みちのおく−岩手より−」の上映会を行った。
10．地域経済への貢献
活動形態：
d ／ 久慈地域中小企業支援センター
岩手県久慈広域六市町村で小規模企業の経営相談に応じるコーディネーターとして派遣。地域経済
の活性化に現役銀行員が就くのは県内7ヵ所の地域支援センターとしては初めて。

東レ（株）
■社会貢献のミッションや目標
私たちは、新しい価値の創造を通じて、社会に貢献します。
■重点分野：

スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 地域社会の活動

■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等： （財）東レ科学振興会
■社員のボランティア活動支援：

制度（青年海外協力隊、Ｖ休暇、退職者支援） 、情報提供

■報告書等：

B．環境報告書 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.toray.co.jp/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． （財）東レ科学振興会への基金拠出

活動形態：
a ／ （
財）
東レ科学振興会
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（株）東レ経営研究所
【主な社会貢献活動メニュー】
１． 寄付講座の開設
活動形態：d ／ 青山学院大学（
経済学部）
専門履修講座科目「
産業論」の１講座として「
繊維産業論」を前期１２回にわたり開講。

（株）東和銀行
■担当部署等：

総合企画部地域社会貢献事務局（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

2人）

制度（ボランティア保険加入 ）、 情報提供、機会提供

http://www.towabank.co.jp/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． クリーン前橋奉仕隊
活動形態：c, d ／ 前橋観光協会、クリーン前橋運動推進協議会、 すば
らしい前橋 市民活動協議会
クリーンジ
・ ャパン運動の一環として、街を清掃するとともに、空き缶・空き瓶等の再利用・再資源化をは
かる。年 2回の活動のうち、 11月23日開催時は当行前広場を集合場所として開放している。
２．東和よいこ劇場
活動形態：f ／ 開催地の教育委員会、ホール等施設劇団角笛
地域の園児や小学生などその家族を対象に、 劇団角笛の影絵劇を上演する。当行営業エリアの会館
などで年 2回開催。入場無料。
３．献血協力
活動形態：
d ／ 群馬県赤十字血液センター
年2回献血協力。2003年9月には「
群馬県献血推進県民大会」で表彰をうけた。
４．県民文化講座
活動形態：d, f ／ （
財）
群馬県教育文化事業団群馬県民会館
年2回、群馬県民会館との共催で文化人による講演会を開催。入場料 500円。
５．萩原朔太郎賞
活動形態：a, f ／ 前橋市・萩原朔太郎賞の会
協賛金協力。市政 100周年を記念して制定、優れた現代詩集に贈ら れる。
６．ぐんま県民マラソン
活動形態：a, d ／ 群馬県・前橋市・
高崎市・
上毛新聞社
会場ボランティアスタッフへ行員派遣、ランナー参加。協賛金協力。
７．ユニセフ募金
活動形態：a ／ （財）
日本ユニセフ協会
毎年末、営業店店頭などの募金箱回収。
８．古切手の収集
活動形態：e ／ 長谷川ハウス
ボランティア団体「長谷川ハウス」に寄贈し、福祉のために役立ててもらう。
９．前橋シティマラソン
活動形態：a, d ／ 前橋市・
前橋市教育委員会
協賛金協力。スタッフの派遣はなし。
10．貼り絵カレンダー購入
活動形態：e, f ／ (社福)はるな郷
毎年12月、はるな郷印刷班制作のカレンダー 300部購入。

トーア再保険（株）
■重点分野：

環境, 地域社会の活動

■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

情報提供

A．（日）
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■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.toare.co.jp/（日英）

（株）トクヤマ
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：

徳山科学技術振興財団

■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

制度（Ｖ休暇）

B．環境報告書 （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． グリーンボランティア
活動形態：ｄ ／
本社工場のある山口県において、ダム周辺の山林牧打ち、間代、植栽を行い、森林の自然を守ること
を行っている。
２．もちつきぞうさん
活動形態：
ｈ／
本社工場周辺の福祉施設で、クリスマス会、年末の餅つき会を開催。

栃木富士産業（株）
■担当部署等：
・その他社内組織：

Ｂ． 社会貢献連絡会

■社員のボランティア活動支援：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

制度（Ｖ休暇 ）、 情報提供、機会提供

http://www.tfsk.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． グラウンド開放
活動形態：
ｃ ／ 栃木ＦＣクラブ
毎週土曜日、地元サッカークラブにグラウンド開放（ 9：00から17：00）
。
２．グラウンド開放
活動形態：
ｃ／
桜開花時期、夏祭り時グラウンド開放。
３．ボランティア休暇付与
活動形態：
ｈ／
ボランティア活動時、休暇を付与。
４．福祉団体等への寄付

活動形態：
a ／ 夏祭り売上金、カンパ金を福祉団体に寄付。

凸版印刷（株）
■重点分野：
活動

学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 史跡･伝統文化保全, 地域社会の

■担当部署等：
・その他社内組織：

Ｄ．印刷博物館、（株）トッパンホール

■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休職 ）

■報告書等：

B．環境報告書 （日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.printing-museum.org/（日英）
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【主な社会貢献活動メニュー】
１． 印刷博物館運営
活動形態：d, f ／
コミュニケーションメディアである「印刷」の価値や可能性を紹介する。
２．トッパンホール
活動形態：f, g ／
若手の育成や地球に根ざしたクラシックホールの運営。
３．読書感想中央コンクール
活動形態：a, b, g ／ 毎日新聞社、全国学校図書館協議会
1990年より継続して協賛。小、中、高生の優秀作品によるカレンダー制作など。

トピー工業（株）
■担当部署等：

総務部（スタッフ数：

5人）

■報告書等：

A．（英語）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.topy.co.jp/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． TOPY CUP 日米大学対抗ゴルフ選手権
活動形態：a ／ 全日本学生ゴルフ連盟、読売新聞
社
日米学生の国際親善をサポートするとともに、地域社会の活性化に貢献する。日米両国トップレベル
の学生ゴルファーが母国・母校の名誉をかけプレー。同時に親善を深め、交流の輪を広げている。

豊田工機（株）
■社会貢献のミッションや目標
（「経営フィロソフィー」に記載）
の調和−

１．豊かで住みよい社会づくりに貢献する−人・社会・地球環境と

■社会貢献活動の指針やガイドライン
（「アクションマニュアル」に記載）
①資源を大切にし、環境保全・省資源・リサイクル活動を推進す
る。②国際社会・地域社会に役立つ活動へ積極的に参加する。
■重点分野： 社会福祉, 健康・医学 , スポーツ, 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境,
史跡・伝統文化保存 , 地域社会の活動, 国際交流･協力, 災害救援
■担当部署等： 渉外・広報室 （スタッフ数： 0.1人）
・その他社内組織：
Ｂ．広報・社会貢献委員会
■社員のボランティア活動支援：
機会提供

制度（Ｖ表彰、Ｖ登録、

■報告書等：

A．（英）、 B．環境報告書 （日）、

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.toyoda-kouki.co.jp/ （日）

地域貢献運動）、 施設開放、 情報提供、

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 豊田工機チャレンジカップ 刈谷市少年サッカー選手権大会協賛
サッカー連盟
審判員の派遣、選手・応援者 (父兄)への豚汁等のサービス。
２．工場外５３０運動
活動形態：
d, f ／
会社周辺及び最寄駅から会社までの通勤路、公園の清掃活動。
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活動形態：
a,d,f ／ 刈谷市

３．スポーツ指導
活動形態：c, d, f ／
サッカー、バレーボール、バドミントン、柔道、剣道の各部で実施。
４．施設慰問
活動形態：
d, h ／ 周辺地域の施設
社員（同好会、 個人等）による施設慰問（ハーモニカバンド）
。
５．名古屋国際女子マラソン
活動形態：
d ／
走路監視員、審判員として社員派遣。

豊田合成（株）
■社員のボランティア活動支援：
会提供

制度（青年海外協力隊、Ｖ登録 、地域貢献運動）、 情報提供、機

■報告書等：

B．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.toyoda-gosei.co.jp/kigyou/kankyou/houkoku.html（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 車椅子ドクターズ
活動形態：f ／ 周辺市内の老人施設・病院
月1回、車椅子の修理、調整を実施。
２．市町の行事情報提供
活動形態：
h ／ 周辺市町社会福祉協議会
社内の従業員、社外 OBに向けて情報誌で、情報提供と参加登録事務。
３．交通安全キャンペーン
活動形態：
d ／ 周辺市、町
カーブミラー、交通標識の清掃活動、事業所毎に実施。
４．地域住民活動支援
行事参加と寄付。

活動形態：
a, d ／ 周辺市、町

５．地域公共施設に対する協力
行事運営の協力。
６．地域のスポーツ活動支援
体育館開放と振興支援。

活動形態：a, b ／ 周辺市、町の公共施設
活動形態：
b, c ／ 周辺市、町のスポーツサークル

７．共同募金活動協力
活動形態：
a, d ／ 周辺市、町社会福祉協議会
赤い羽根共同募金への寄付と、活動への社員派遣。

トヨタ自動車（株）
■社会貢献のミッションや目標
「まあたらしい明日をつくろう」というスローガンの下、「まあたらしい発想」と「周囲を思いやる気持
ち」を持って社会に貢献すること。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
社会貢献活動理念： (1)「研究と創造」「豊かな社会づくり」を基本テーマに、社会貢献活動を積極
的に展開する。 (2)社員ひとり一人に至るまで一市民としての活動を主体的に実践できるような組織
風土の醸成に努める。
■重点分野：

学術･研究, 文化･芸術, 環境, 国際交流･協力

■担当部署等： 総務部企画室社会貢献グループ（スタッフ数：
・その他社内組織：
Ｂ． 社会貢献活動委員会
・企業財団 /公益信託等： （財）トヨタ財団
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8人）

■社員のボランティア活動支援：
制度（青年海外協力隊、Ｖ表彰 、Ｖ登録 、Ｖ研修 、地域貢献運動、
トヨタボランティアセンター
）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等： A．（日英）、 B．Environmental & Social Report（日英）、 C．まあたらしい明日をつくろ
う―トヨタの社会貢献活動
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.toyota.co.jp/company/kouken/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． トヨタコミュニティコンサート
活動形態：g ／ （社）日本アマチュアオーケストラ連盟
全国のトヨタ販売店と共に 1981年から継続している各地のアマチュアオーケストラの活動を支援するプ
ログラム。
２．トヨタコレオグラフィーアワード
活動形態：g ／ 世田谷パブリックシアター
コンテンポラリーダンスなどの舞踊分野で次代を担う振付家の発掘・育成を目的として
トした顕彰事業。

2001年にスター

３．トヨタドライバーコミュニケーション
活動形態：f ／
1987年より実施している安全運転のレベルアップを図る実技講習会。一般ユーザーを対象として富士
スピードウェイと MEGA WEBにて開催。
４．PACE（親子教育）プログラム
活動形態：
g ／ NCFL（全米家庭教育センター）
NCFLと連携して 1991年にスタートした。充分な教育を受ける
機会のなかった親と子を同時に教育する
プログラム。
５．JAHDS支援
活動形態：a ／ JAHDS（人道目的の地雷除去支援の会）
地雷探知技術および後方支援システムを開発し、その成果を継続的に提供する NGOに対して 1999年
から支援。
６．グローバル 500賞受賞記念トヨタ環境活動助成プログラム
2002年度からスタートした国内外の大学・研究機関・市民・環境
分野で環境活動を助成するプログラム。

活動形態：f ／ （財）トヨタ財団
NGO等を対象として「技術」「教育」の 2

７．トヨタクリーン活動
活動形態：
h ／ 豊田市他
自分たちの街は自分たちで守ろうと、社員（家族・
OB含む）が地域住民と一緒に行う 2000年から始まっ
たクリーンボランティア活動。
８．科学のびっくり箱なぜなにレクチャー
活動形態：f ／ トヨタ技術会（社内エンジニアを中心とし
た組織）
トヨタ技術会との連携により 1996年にスタートしたプログラム。社員ボランティア講師を全国に派遣して
「科学工作教室」を開催。
９．エコのもりセミナー
活動形態：g ／ （社）日本環境教育フォーラム
森を軸とした循環型社会づくりに向け、人と自然の共生
を実践・指導できる人材育成を目的とする
年から始まった環境教育活動。
10．地域聾学校招待見学会
活動形態：c ／ 東海地区の聾学校
東海地区の聾学校児童を招待して行う見学会。楽しみながらトヨタと自動車産業について理解してもら
う機会として 1973年より実施。

（株）豊田自動織機
■社会貢献のミッションや目標
各国・各地域の文化や慣習を尊重し、経済や社会の発展に貢献する。
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1998

■社会貢献活動の指針やガイドライン
企業としての発展と存続を図ると同時に地域社会が豊かで住みよい社会になるようよき企業市民
しての役割を果たす。人材・施設・資金の提供により、社会貢献のための積極的な協力支援活動
を進め、従業員は、ボランティア活動を通じて、自らを社会に役立てるよう努力します。

と

■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境,
史跡･伝統文化保全, 地域社会の活動, 国際交流･協力, 災害救援
■担当部署等： 総務部ハートフルグループ （スタッフ数：
・その他社内組織：
Ａ．

4人）

■社員のボランティア活動支援：
制度（ 青年海外協力隊、 Ｖ登録 、Ｖ研修 、 退職者支援、 地域貢
献運動）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：

B．環境報告書 2003（日 英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.toyota-shokki.co.jp（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 福祉ふれあいフェスティバル in シャインズ
活動形態：c,d, g ／ 刈谷市社会福祉協議会
本社所在地の刈谷市在住の授産施設通所生を福利厚生施設「
シャインズ」に招待、食事の提供ボラン
ティアと一緒にゲーム・工作等楽しい１日を過ごす。
２．ふれあい潮干狩り
活動形態：
d, f ／ 各市町の社会福祉協議会および授産施設
工場所在地の授産施設通所生とその家族を知多奥田北潮干狩り場に招待、自然と触れ合う場と食事
を提供する。
３．チャリティーバザーへの支援
活動形態：a, d, f ／ 各市町の社会福祉協議会
全従業員に「１人１品貢献活動」として展開、中部善意銀行や複数の授産施設へ寄贈する。
４．大府市少年少女発明クラブへの支援
活動形態：a, b, g ／ 大府市少年少女発明クラブ
青少年の健全育成をめざし「
工作・実験教室」を運営する。運営費の寄付も行う。
５．芝田山親方による老人施設激励訪問
活動形態：a, f ／ 工場所在地の老人施設
名古屋場所時、芝田山部屋に対して、相撲道場を貸与。老人施設を訪問してもらい、懇親を図るイベ
ントの企画・
運営を行う。
６．会社施設の無料開放
活動形態：ｃ ／ NPO法人「スペシャルオリンピックス」、地域の学校、授
産施設
NPO法人「
スペシャルオリンピックス」、地域の学校等にグランド、体育館を貸与。また地域の授産施設
に会社バスや保養所を貸与。

トヨタ車体（株）
■社会貢献のミッションや目標
社会貢献活動の充実・拡大：
人）として、社会に貢献する。

(1)ものづくりを通じ て、社会に貢献する。 (2)社会の一員（会社・個

■社会貢献活動の指針やガイドライン
当社の社会貢献活動の3本柱： (1)当社独自の自主プログラム。 (2)ボランティア活動への参加。 (3)
社会貢献活動への支援（含む寄付金）。
■重点分野：

社会福祉, スポーツ , 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等： 総務部総括室（スタッフ数： 3人）
・その他社内組織：
Ｂ． 社会貢献委員会
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■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ表彰 、 Ｖ登録 、Ｖ研修 、退職者支援、地域貢献運動、移
送サービスボランティア多回参加者会社表彰 ）、 施設開放、情報提供
■報告書等：

B．環境報告書 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.toyota-body.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 高齢者・身障者外出支援「移送サービス」
活動形態：f, g ／ (社福）刈谷市社会福祉協議会
会社保有の福祉車両を土日祝日に従業員ボランティアが運行し外出支援移送サービス。
２．ボランティア活動への参加
活動形態：f ／ 各市町村の社会福祉協議会、関連グループ企業
近隣市町村のボラン ティア情報を従業員へ発信し、希望者がボランティア活動に参加する。
３．会社施設の開放
活動形態：c ／ 周辺地元住民
体育館、グランドを地域住民に開放（
社友会クラブが優先のため主に平日が多い）
。
４．寄付金（金銭） 活動形態：a ／ EXPO2005地球市民の会他、トヨタ系グループ各社と連携
各種寄付金依頼を過去の実績や関連企業と共に当社に見合う金額を寄付。
５．スポーツ指導・支援
活動形態：
d ／ 近隣・
中学・高校
男子ハンドボール、女子バレーボールの部員による、学生、生徒への指導・支援。
６．トヨタ車体カップ少年サッカー大会
活動形態：c, d, f ／ 刈谷市内の各小学校
市内小学生（4年生）を対象にサッカー大会の企画・
運営。
７．福祉コンサート
活動形態：a, g ／ 名フィル楽団との協働事業、トヨタ系各社と連携
近隣福祉施設の身障者を招待し、名フィルコンサートの開催。
８．環境保全：ケナフ栽培
活動形態：
b, f ／ 近隣小学校、福祉施設
地球温暖化防止への社会貢献と収穫後ケナフ「紙」に加工して近隣小学校、地区、施設へ寄贈。
９．地域懇談会
活動形態：f ／ 周辺地元住民代表
周辺地域住民代表と定期的懇談会を開催し情報開示と意見交換。
10．名古屋グランパスエイトの支援者の拡大
グランパスエイトの試合の入場券斡旋。

活動形態：
I ／ トヨタ系各社との連携

豊田通商（株）
■社会貢献のミッションや目標
良き企業市民として社会に貢献する。
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境,
史跡･伝統文化保全, 地域社会の活動, 国際交流･協力, 災害救援, 人権, NPOの基盤形成

トリンプ・インターナショナル・ジャパン（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． 大田区小学校新入生への黄色帽子寄付
活動形態：a ／
交通安全のために、新入生へ黄色の帽子を寄付するもの。
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長瀬産業（株）
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：

長瀬科学技術振興財団

■報告書等：

A．（日英中国語）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.nagase.co.jp/（日英）

（株）なとり
■社会貢献のミッションや目標
経営理念に「社会貢献」をうたう。事業活動を通じ、また地域活動等への積極的参加を通じ、社会
との共存共栄を 図ります。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
「おつまみコンセプト」のもと、食文化の創造と発展を通して豊かな社会作りと環境に配慮した事業
活動を行う。
■重点分野：

社会福祉, 健康・医学 , 文化・芸術 , 環境, 史跡・伝統文化保全 , 地域社会の活動

■担当部署等： 総務部（スタッフ数：１人）
・その他社内組織：
Ｂ．環境管理 委員会
■社員のボランティア活動支援：
供

制度（Ｖ休暇、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、

■報告書等：

B．環境報告書 （日）、

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.natori.co.jp/ （日）

地域貢献運動）、 情報提供、機会提

C．会社案内

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 社会福祉協議会への寄付
活動形態：a ／
本社・工場所在の社会福祉協議会（
東京北区、埼玉、北海道等）への寄付。
２．バザー商品提供
活動形態：
b ／
東京リハビリ協会へのバザー商品提供。
３．学校への商品提供
活動形態：
b ／
地域の学校・保育所への商品提供。
４．地域活動への参加
活動形態：
d ／
地域消防団への団員派遣。
５．職場献血の実施
活動形態：d ／
ライオンズクラブと連携 し職場献血を実施。
６．施設開放
活動形態：c ／
本社談話室、緑地の地域団体への開放。
７．日本ユニセフへの寄付
活動形態：a ／
社内でチャリティオークションを実施し、売上金に会社が上乗せをし日本ユニセフへ寄付。
８．（財）文化財保護振興財団への寄付
活動形態：
a ／
史跡等文化財保護のため、（財）文化財保護振興財団へ寄付。
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（株）ニチレイ
■社会貢献のミッションや目標
企業経営理念の「５.ステークホルダーのために」の「（５）社会に」：
ニチレイグループは、地域社
会に企業市民として 、参加し、事業活動を通じて、社会の発展に貢献するとともに、ハンディキャッ
プを持つ人々への支援や文化活動への参加と支援を継続的に行います。
■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 施設開放

B．環境報告書 （日）、

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ふれあい基金
活動形態：
a ／ （財）
日本ユニセフ協会ほか
天災による緊急時の義援金、福祉団体への寄付金や会費として支援。
２．スコレ雪ヶ谷研修センター
活動形態：c ／ 地域自治会、警察署、消防署
料理講習会、クラブ活動、懇親会等に施設開放。
３．公益信託経団連自然保護基金
活動形態：a ／ 日本経団連自然保護協議会
東南アジア地区の植林等の活動に基金を通じて支援。
４．緑化推進の賛助
活動形態：a ／ 日本緑化センター
緑化推進の賛助金の寄付。

（株）日興コーディアルグループ
■社会貢献のミッションや目標
「お客様を中心に考え、行動する」「職業倫理を研き、社会から信頼され続けるために行動する」
（経営理念より）
■社会貢献活動の指針やガイドライン
我々にとって社会貢献とは
〜本業をきちっと正しい形で行い、利益を上げること
〜本業の中に、より一層社会貢献の要素を組み入れていくこと
〜日常の活動で社会への配慮を行うこと
■重点分野：

教育･社会教育, 環境

■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等： WWF・日興グリーンインベスターズ基金
■報告書等：

A．（日英）、 B．サステナビリティレポート

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.nikko.co.jp/GRP/（日）

（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． WWF・日興グリーンインベスターズ基金
活動形態：a, f ／ WWFジャパン
「日興エコファンド」「グローブ」から受け取る収益の一部を毎年 WWFジャパンに寄付する。
２．NPO法人「金融知力普及協会」への支援
活動形態：d, g ／ 金融知力普及協会
投資教育サービスを提供する日興フィナンシャルインテリジェンス（ＮＦＩ
を
） 通じ幅広い個人層に、金融
知力向上のための通信講座やセミナーを提供。
３．大学への寄付講座の提供や講師の派遣
活動形態：ｂ,ｄ, f ／
ＮＦＩ
から証券投資に関する講座の提供や講師の派遣などを行い、将来の投資家や証券業界を担う人
材の育成を支援 。2002年度14大学。
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日産自動車（株）
■社会貢献のミッションや目標
（ミッション） 未来を志向する人々が、 どのような社会に生きたいか を実験し、体験し、思索する
機会を提供する。
（目標） ミッションを実行することにより、社会的価値の創造に寄与する。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
（活動方針）・多様性を促進するプログラムを開発する。
・社員の社会参加を促進するプログラムを開発する。
■重点分野：

教育･社会教育, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等： グローバル広報・ IR部コミュニティ・ リレーションズ（スタッフ数：４人）
・企業財団 /公益信託等： (財)日産科学振興財団
■社員のボランティア活動支援：
制度（青年海外協力隊、 ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、日産ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動資金支
援制度）、施設開放、 情報提供、機会提供
■報告書等： A．（日英）、 B．環境・社会報告書 （日英）、 C.日産自動車のコーポレート・シチズンシ
ップ・アクティビティ
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.nissan-global.com/JP/HOME（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１．ニッサン童話と絵本の グランプリ
活動形態：f, g ／ （財）大阪国際児童文学館
アマチュアを対象とした創作童話と絵本のコンテスト。大賞受賞作品を各々出版（市販）し、全国約
3,600の図書館等に寄贈している。今年 20周年を迎え、プロ作家を数多く輩出している。これまでの出
版作品数は33冊、寄贈数は述べ 12万冊にのぼっている。
２．日産 NPOラーニング奨学金制度
活動形態：f, g ／ 日本NPOセンター、日本国際交流センタ
ー、日本ナショナル・トラスト協会、市民活動センター神戸 他
若者に知的経験の機会を提供することを目的 に開始したプログラム。 NPOで仕事をしたい学生を公
募・
選抜し、各 NPOが学生の指導にあたり、その仕事の実績に応じて日産が奨学金を支給している。
３．日産おはなしの部屋
活動形態：f ／
昔ばなし研究の第一人者・小澤俊夫氏を講師に、人間の成長の姿を語り継いできた昔ばなしに関する
講演会を各地の日産販売会社と共に行っている。
４．ニッサンゆかいな絵本と童話展
活動形態：f, g ／ （
財）
児童育成協会（こどもの城）
毎年春休みの時期に、こどもの城（東京・
青山）
で行っている社員参加による手作りイベント。優れ
話や絵本を紹介するほか、子どもたちが自由に参加できるワークショップを行っている。

た童

５．国際アンデルセン賞への支援
活動形態：
a ／ IBBY（
国際児童図書評議会）
子どもの本の分野に顕著な貢献をした作家と画家に授与され、別名「小さなノーベル賞」と呼ばれてい
る同賞を、 1992年よりメインスポンサーとして支援している。
６．サイトウ・キネン・フェスティバル松本「子どものための音楽会」への支援
活動形態：a ／
サイトウ・キネン・フェスティバル松本実行委員会
1992年より、指揮者・
小澤征爾氏を中心 とするサイトウ・キネン・オーケストラのメンバーが、フェスティバ
ルの開催地・長野県内の子どもたちのために無償で行うコンサートを支援している。
７．草津夏期国際音楽アカデミー＆フェスティヴァルへの支援
活動形態：
a ／ （財）関信越音楽
協会
音楽家を志す若者を世界超一流の音楽家が指導するアカデミーと、その教授陣によるコンサートが行
われる日本を代表する音楽祭を支援している。
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８．環境教育への協力
活動形態：d, e, g ／ 小学校、環境学習研究会
小学校の総合学習支援の一環として、電気自動車を題材に環 境保全に関する出張授業を数箇所で
実施。社員が講師を務めた。
９．各種環境保全プログラムへの支援
活動形態：
a ／ （
社）
日本ナショナル・トラスト協会、（財）
日
本生態系協会
日本ナショナル・トラスト協会が行う「ナショナル・トラスト全国大会」、日本生態系協会が行う「全国学校
ビオトープ・コンクール」を支援。
10．社員参加プログラムの実施
活動形態：
a, g, i ／ 「
art-Link 上野−谷中」実行委員会、デザ
イン・
フェスタ・オフィス
NPOの活動支援の際、社員が参加できる場を設けている。「 Art-Link上野−谷中」では社員向けギャラ
リーツアーを、「
デザイン・フェスタ」では社員に出展ブースを提供した。

日商岩井（株）
■社会貢献のミッションや目標
日商岩井は、社会の豊かさを実現するために、通常の企業活動を通じた社会への貢献のみなら
ず、文化、教育、医療、環境等の事業を積極的に推進するとともに国際交流、芸術、スポーツ活動
等を支援します。
■重点分野：

スポーツ , 文化･芸術, 環境, 国際交流･協力

■担当部署：
・企業財団 /公益信託等： (財)日商岩井国際交流財団
■社員のボランティア活動支援：

制度（ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 情報提供

■報告書等：

A．（英語）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.nisshoiwai.com/ni/j/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 定期募金活動
活動形態：a, f, h ／ （財）日本ユニセフ協会、（財）日本フォスター・プラン協会
年に2回、東京・大阪本社、国内地域法人、関係会社にて定期募金活動を実施。同時に外貨募金も行
っている。
２．寄付機能付き社員証の発行
活動形態：a, h ／ コンサベーションインターナショナル
社員証に搭載されたクレジットカードを使用すると利用金額の一定割合が寄付される寄付機能付きの
社員証を発行。環境保護団体への寄付を実施している。

（株）日清製粉グループ本社
■社会貢献のミッションや目標
日清製粉グループは、良き企業市民としての責任を自覚し、地域社会のみならず広く社会に対し
て積極的に貢献活動を行い、豊かな社会の実現に寄与します。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
社員は、地域行事への参加等により地域との交流を深め、地域社会との友好・親睦を図るとともに、
広く社会貢献に努めます。
■重点分野：

学術･研究

■担当部署等：
・その他社内組織：
Ｂ． 社会委員会
・企業財団 /公益信託等： 食生活研究会、粉体工学情報センター
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■社員のボランティア活動支援：

制度（ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 機会提供

■報告書等：

B．環境報告書 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.nisshin.com（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 学術支援
活動形態：a, d ／ （財）
食生活研究会
（１）科学分野での食生活に関する基礎的研究への助成。
関係機関に寄贈。 （３ ）講演会・研究会等の開催。

（２）意義のある研究成果を編集出版して

２．学術支援
活動形態：a, d ／ 粉体工学情報センター
粉体工学の研究開発に従事する研究者や企業技術者を対象に各種の資材提供・研究支援活動を実
施。
３．地域貢献
活動形態：a ／ 館林市
製粉工場閉鎖に際し、館林市に寄付を実施。

日東電工（株）
■報告書等：

B．（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 障害者雇用の促進
活動形態：f ／ 日東電工ひまわり(株)
障害者雇用のための特例子会社を通じた貢献。
２．2005年愛知万博協賛
活動形態：
a ／ (財)2005年日本国際博覧会協会
2005年愛知万博開催運営費の協賛寄付。
３．世界水フォーラム
活動形態：a, e ／ 第3回世界水フォーラム滋賀・京都・大阪企画調整委員
会
第3回世界水フォーラム開催支援寄付と展示による協賛。
４．NPO活動の支援
活動形態：a ／ NPO法人ぶどうの家
難病小児宿泊滞在施設「
ぶどうのいえ」運営 NPO活動への支援寄付。

日本アイ・ビー・エム（株）
■社会貢献のミッションや目標
企業としてより良い製品やサービスを提供するだけでなく、たえず公共の利益を図り、社会的責任
を果たすことができる「良き企業市民」でなければならないとの考えから、「社会とともに」のスロー
ガンを掲げ、世界中の IBMが連携した活動を展開している。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
教育改善（幼児・初 等・中等教育）、科学技術・文 化、社会福祉、社員のボランティア活動支援の
4
つを重点分野として、 IBMの資産である技術、サービス、ノウハウを総合的に提供し、
NPOや公的
機関と共同で社会課題の解決に取り組む。営業活動に直接関係がなく、見かえりの経済効果を期
待しない。また特定の個人や政治活動・宗教活動にかかわる支援
は行わない。
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術
社会貢献部（スタッフ数：

5人）

■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休職 、 青年海外協力隊、 Ｖ休暇 、退職者支援、ボランテ
ィア活動資金援助プログラム ）、 情報提供、機会提供
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■報告書等： A．（ 英語）、 B．IBM環境・ウェルビーイング・プログレス・レポート
IBM社会貢献活動「社会とともに」
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

（ 日英）、 C．日本

http://www-6.ibm.com/jp/company/society/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 三鷹市学校・家 庭・地域連携教育プロジェクト
活動形態：e, f, h ／ 三鷹市教育委員会およ
び全15市立小学校
三鷹市内全15の小学校と家庭・
地域をブロードバンドで結び、先進的
ITを活用した新しい地域参加型
の学校教育を実現するための共同プロジェクト。
２．KidSmart（幼児教育支援）プロジェクト
活動形態：b, e, f, h ／ 関東・甲信越および近畿・各都
道府県にある保育園・
所約100園（全国社会福祉協議会を通じて）
就学前の幼児が、対話や遊 びを通じて自然にコンピューターに親しめるよう、ハードウェア、ソフトウェ
アを含む教育ツール一式を寄贈するとともに、遊びにマルチメディアをどのように活用するかを幼児教
育の専門家による保育士への研修を実施する。
３．日本IBM科学賞
活動形態：
b, e, f ／ 国内の大学および公的研究機関で優れた学術研究活
動を行う
45歳以下の研究者個人
基礎科学の分野における独創性豊かな若手研究者の育成支援を通じて、わが国における学術研究の
振興を図ることを目的として、研究者個人を表彰し、賞金等を授与する。
４．エルミタージ ュ／ピエタ・プロジェクト
活動形態：
b, f, i ／ 関東・
関西地区の美術館や公的施
設約10ヵ所に情報端末を設置
ロシア国立エルミタージュ美術館収蔵品を高解像度でデジタル化するとともに、ミケランジェロ作フィレ
ンツェのピエタ像の 3次元モデルをコンピューターで作成し、インターネットや情報端末から鑑賞できる
ようにした。
５．重度障害者教育支援プロジェクト
活動形態：b, e, f, i ／ (社福）東京コロニー
外出困難な重度身体障害者の方々が、ブロードバンド・ネットワークや先進
ITを活用して、家にいな が
らにしてパソコンの画面を通じて離れた場所の講師から Face-To-FaceのIT研修を受けられるよう、ハー
ドウェア、ソフトウェアなどの機器を寄贈するとともに教材開発支援を実施。
６．高齢者のIT研修支援
活動形態：
b, e, f, i ／ NPO法人イー・エルダー
シニア世代のデジタル・
デバイドの改善を目指して、イー・エルダーが開催する高齢者が高齢者にわか
りやすく指導する IT研修コースをサポートし、教材開発や受講者フォローアップシステムなどを支援。
７．ボランティア活動資金援助プログラム
活動形態：
d, e, f, h ／ 継続的なボランティア活動を実
施する社員および定年退職者
社員や定年退職者が自発的にボランティア活動を行う非営利団体や学校などに対して、活動の効率
化のためにIBM製品の寄贈や資金を援助し、積極的・
継続的な活動を促進する。
８．中古PC寄贈支援制度
活動形態： ／ 福祉団体や教育機関、NPO法人など（NPO法人イー・
エ
ルダーを通じて）
日本IBMのお客様である企業・団体などからご提供いただいた中古 PCを、クリーニング・再生し、福祉
団体や教育機関をはじめ、 NPOやボランティア団体に 寄贈することを支援。
９．地雷除去支援
活動形態： ／ NPO法人人道目的の地雷除去支援の会（
JAHDS）
日本IBMが共同開発した新型地雷探知機「
マイン・
アイ」を活用して実施されたタイ五国サドックコックト
ムの地雷除去活動を支援。

日本アムウェイ（株）
■社会貢献のミッションや目標
ディストリビューターと一丸となって、アムウェイ独自のプログラムを構築し、社会貢献を推進する。
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■社会貢献活動の指針やガイドライン
世界共通戦略とコンセプトの下に、社会貢献活動の８０％は、子どもを対象とするプログラムとする
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 環境, その他 （子どもの支援 ）
社会貢献部（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：
ログラム ）
■報告書等：

。

A．（日）、

7人）

制度（Ｖ登録 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、地域貢献運動、社員ボランティアプ

C．

【主な社会貢献活動メニュー】
１． アムウェイバリアフリーコンサート
活動形態：ｆ／ 松山バレエ、三枝成彰、ＣＯＢＡ
本社アーディトリアムを利用して、障害児を対象としたコンサートを３回開催。
２．アムウェイジャパンスカラシップ
活動形態：a ／ 一橋大学
一橋大学に在籍する外国人留学生に対する奨学金 400万円（2名分）
。
３．スペシャルオリンピックス支援
活動形態：a, d ／ NPO法人スペシャルオリンピックス日本
活動に対する寄付と夏季大会におけるボランティア活動。
４．アムウェイネーチャーセンター第 13回基金
活動形態：a ／ 環境プラットフォーム･（
財）
伊豆沼
内沼環境保全財団
キャンペーングッズ販売による収益を環境団体に寄付。 13回の総額で５億６４７０万円。
５．アムウェイネーチャースクール
活動形態：ｆ／
本社オーディトリアム を利用し、環境セミナーを２期１６回開催。
６．イヌイットアート作品寄付
活動形態：
b ／ 国立民族博物館（大阪）
所蔵していたイヌイットアート２０６点を多くの人に見る機会を提供できるように寄付。
７．アースデイ２００２
活動形態：ｃ ／ アースデイ実行員会
メイン会場が、代々木公園のため、当社施設を会場の一部として開放。
８．オーディトリアム開放
活動形態：ｃ ／ NPO法人ＫＩ
ＤＳ、NPO法人２1世紀教育研究所、NPO法
人難民支援協会
本社オーディトリアム（４００人収容）を
NPO団体の活動のた めに提供。
９．渋谷駅前クリーンアップ
活動形態：ｄ ／ 渋谷区
毎月行われる活動に社員が参加。４月、１０月には、１００名以上の社員が参加。
10．ＫＩ
ＤＳ ディズニープロジェクト
活動形態： ／ NPO法人ＫＩ
ＤＳ
エスコートボランティアとして、社員が参加するほか、ボランティアの説明会の会場として、オーディトリア
ムも提供。

日本板硝子（株）
■社会貢献のミッションや目標
経営理念において「社会に奉仕する」旨、記述されている。
■重点分野：

社会福祉, 学術･研究, 教育･社会教育, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：
■社員のボランティア活動支援：

日本板硝子材料工学助成会
制度（Ｖ休暇 ）

■報告書等：

A．（英）、 B．環境報告書 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.nsg.co.jp/ （日）
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【主な社会貢献活動メニュー】
１． 研究財団への寄附
活動形態：
a ／ (財)日本板硝子材料工学助成会
無機材料を中心として関連する科学技術の研究助成、国際交流の援助。
２．工場見学
活動形態：i ／ 地域の小学生
地域の小学生への工場見学を毎年実施してい る。

日本ガイシ（株）
■社会貢献のミッションや目標
（企業行動指針より）社会貢献活動の推進：
的に貢献していきます。

企業活動を通じて地域社会および国際社会に積極

■社会貢献活動の指針やガイドライン
従来からの活動に加えて新たに取り組む活動については、次の４つの観点から活動分野を絞り込
み独自性の強いものとする（①国際性、②地域社会への貢献、③社員参加、④継続性）。
■重点分野：
救援

社会福祉, 学術･研究, 教育･社会教育, 地域社会の活動, 国際交流･協力, 災害

■担当部署等： 広報部・社会貢献グル ープ（スタッフ数： 3人）
・企業財団 /公益信託等： (財)エヌジーケイ留学生基金
■社員のボランティア活動支援：
提供、機会提供

制度（Ｖ 登録、 ホームステイ受入社員への費用補助制度 ）、 情報

■報告書等：
献活動

A．（英語）、 B．環境レポート （日英）、 C．こんなところにも NGK/日本ガイシの社会貢

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.ngk.co.jp/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 外国人留学生の支援
活動形態：f ／ （財）エヌジーケイ留学生基金
①留学生専用宿舎の提供（全40室）、②奨学金の支給（学部生 1ヵ月12万円、大学院生 1ヵ月16万円）
計20名。
２．財団事務局員の兼務
活動形態：
d ／ （財）エヌジーケイ留学生基金
社員（3名）が財団事務局を兼務（無償）
。
３．社員サポーターによる留学生支援
活動形態：
h ／
社員ボランティアによる留学生の日常生活のバックアップと交流行事の実施。
４．ホームステイ受入社員への費用補助
活動形態：
h ／
外国人留学生のホームステイ受入れを行う社員に対し 1ヵ月あたり3万円を補助。
５．語学講座の開催
活動形態：c ／
NGKインターナショナルハウスを会場に、近隣の方を対象に語学講座を開催。講師はハウスに入居し
ている留学生が務める。

日本金属工業（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． クリーン作戦
活動形態：
d ／ 市役所
毎週1回工場周辺の公道の清掃。また、定期的に近隣のスポーツ公園内の清掃ボランティア。
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２．少年スポーツ援助
活動形態：c ／ 少年野球協会、ベルディ相模原
少年野球や少年サッカーにグラウンドを提供し、地域の少年の健全育成を図っている。
３．消防活動協力
活動形態：d ／ 消防署
当社所有の消防自動車および自衛消防隊の出初式、防災訓練への参加。消防予備隊員への派遣。

日本興亜損害保険（株）
■社会貢献のミッションや目標
企業理念の中に「豊かで健全な社会の発展に貢献」すると掲げている。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
行動指針の中では「高い企業倫理に基づき、誠実かつ公正で環境にやさしい企業活動を展開」
すると掲げている。
■重点分野：
災害救援

社会福祉, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 国際交流･協力,

■担当部署等： 社会活動推進室（スタッフ数： 4人）
・その他社内組織：
Ｂ． 日本興亜おもいやり倶楽部
・企業財団 /公益信託等： （財）日本興亜福祉財団
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ ）、 情報提供、

■報告書等：

A．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.nipponkoa.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 痴呆性老人介護家族交流研修事業
活動形態：
a ／ (社)呆け老人をかかえる家族の会（日本
興亜福祉財団）
痴呆性老人を介護する家族の癒しと介護のレベルアップを図るため。
２．介護福祉士養成施設在学生への奨学金の給与
活動形態：a ／ (社)日本介護福祉士養成
施設協会に加盟している専修学校から30校を指定。（日本興亜福祉財団）
介護福祉士を目ざす学生で、学業・人物とも優れており学費の支弁が困難と認められる者に奨学金を
供与し、介護福祉士の人材の育成を図る。
３．ジェロントロジー研究助成事業
活動形態：a ／ 全国の大学、研究所、高齢者福祉施設を対
象に公募を行う。（日本興亜福祉財団）
４．「日本興亜おもいやり倶楽部」（マッチングギフト制度）の活動
活動形態：a ／ NPO法人国境
なき医師団日本等の団体
会員（役職員有志）の推薦にもとづき、社会福祉、環境保護、国際貢献等の活動を行っている団体に
対して寄付。
５．小さな親切ありがとう運動
活動形態：e, i／ 全国の宅老所
社内の各職場で集められた使用済切手・
テレカ等を基金とし、毎年クリスマスに各地の宅老所にプレゼ
ントを寄贈する。

（株）日本航空システム
■社会貢献のミッションや目標
JALグループは、よき企業市民として積極的に社会貢献活動を行うことを基本方針とします。

107

■社会貢献活動の指針やガイドライン
JALグループでは社会活動を行う際の重点分野として下記の 3部門を定めています。①子どもたち
や若い世代の教育および社会福祉、②若い世代の国際交流、③芸術・文化・スポーツ活動。
■重点分野：

社会福祉, スポーツ , 教育･社会教育, 文化･芸術

■担当部署等： 広報部社会貢献グループ（スタッフ数：
・企業財団 /公益信託等： 日航財団
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

3人）

http://www.jal.co.jp/society/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ふれあいの翼
活動形態：f ／
JALグループ社員からの募金と、会社からの航空券の提供を受け、全国の福祉施設の児童を東京に
招待し、社員ボランティアとともに、都内、ディズニーランドの見物、機体工場の見学。

日本サムスン（株）
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 教育･社会教育, 文化･芸術, 国際交流･協力
企業文化チーム（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

2人）

制度（Ｖ休暇 ）、 情報提供、機会提供

http://www.samsung.co.jp

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 地雷除去活動支援
活動形態：
a ／ 人道目的の地雷除去支援の会
日本サムスン、ショッピングサイトでの売上げの１部を活動支援金として寄付。
２．東京フィルハーモニーオフィシャルサプライヤー
活動形態： ／ 東京フィルハーモニー交響
楽団
文化活動支援の一環として、クラシック音楽の普及と向上を目的に東京フィルハーモニーの活動を支
援。
３．チャリティーバザー
活動形態：
a ／ 人道目的の地雷除去支援の会（
JAHDS）
社内でさまざまな提供品を収集し、社員に対しバザーを開催。収益金を地雷除去プロジェクトの活動の
活動支援金として寄付。
４．KIDS-projectへの新入社員参加
活動形態：
d, h ／ KIDS
新入社員教育の一環および社員のボランティア参加へのきっかけづくりとして、
社員が全員参加。

当プロジェクトへ新入

５．献血キャンペーン
活動形態：ｄ ／ 日本赤十字社
社内施設において日本赤十字社と献血を実施。約１２０人参加。
６．手話体験講座
活動形態：d, h ／
２００２年６月より社内ボランティア体験講座を月１回開催。１２月までに約１００名が参加。

日本酸素（株）
■社会貢献活動の指針やガイドライン
当社の社業や体力に合った、当社にふさわしい内容の活動を継続して実施する。
■重点分野：

学術･研究, 文化･芸術, 史跡･伝統文化保全, 地域社会の活動
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■担当部署等：

広報・秘書部 （スタッフ数：

6人）

■報告書等：

C．日本酸素記念館のしおり

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.sanso.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 日本酸素サッカー教室
活動形態：f ／ 千葉市サッカー協会
主催大会であるセルジオクリニックを始めとしてミニサッカー大会等
5つの大会に協賛している。
２．日本酸素記念館の一般公開
活動形態：f ／
当社山梨事業所内に開設している日本酸素記念館では日本の工業ガスの歴史を学ぶことができる展
示場を常設。無料で見学できる。
３．名工大への寄付講座
活動形態：
a ／
半導体関連の研究・開発の支援のため、寄付講座を開設。装置の貸与と寄付をしている。
４．千葉グランドの一般への開放
活動形態：f ／
当社千葉グランドおよびテニスコートを低廉な費用で一般に開放。
５．日本科学技術館への液体窒素の提供
活動形態：f ／
日本科学技術館で定期的に行っている 化学実験コーナーに液体窒素を無償提供。

日本信販（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． カード会員によるポイント寄付システム
活動形態：ｇ ／ 日本ユニセフ、交通遺児育英会等
クレジットカード会員へのサービスで、ポイント還元サービスを行っているが、会員の希望によりチャリテ
ィに使用できる。中には、１００万円単位の寄付金が集まるところもある。
２．社会貢献カードの発行
活動形態：ｇ ／ （
財）
新国立劇場運営財団、（財）
国土緑化推進機構
各種の団体と当社の提携による社会貢献カードを発行。会員の売上げに 伴う利益の１部から自動的に
寄付されるもの。

日本新薬（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． ボランティア休暇制度
活動形態： h／
ボランティア活動による積立休暇の使用を認める制度。

日本生命保険（相）
■社会貢献のミッションや目標
「生命保険事業の公共性を自覚し、広く社会の福祉増進に尽力する。」と経営基本理念にかかげ
ています。
■重点分野：

社会福祉, 健康･医学, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等： 企画広報部（社会公共） （スタッフ数： 5人）
・その他社内組織： Ｂ.環境委員会
・企業財団 /公益信託等： 日本生命済生会、ニッセイ文化振興財団、ニッセイ財団、ニッセイ聖
隷健康福祉財団、ニッセイ緑の財団
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■社員のボランティア活動支援：
機会提供

制度（地域貢献運動、CR活動支援制度）、 施設開放、情報提供、

■報告書等：

A．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.nissay.co.jp/kaisya/syakai/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ニッセイ未来を育む森づくり
活動形態：f, h ／
平成4年度から全国延べ 156ヵ所の ニッセイの森 で植樹を行い、昨年春、目標の 100万本を達成。こ
れに続く新運動「ニッセイ未来を育む森づくり」では、植樹に加え、これまで植えてきた木々を美しく豊
かな森に育てる育樹活動に積極的に取り組む。
２．環境問題研究助成（ニッセイ財団）
活動形態：
a ／
昭和54年より環境問題に関する研究に対して助成を行っており、また、平成
題を課題とした特別研究助成を開始。

8年からより身近な環境問

３．ニッセイ名作劇場（ニッセイ文化振興財団）
活動形態：g ／
昭和39年から毎年行っているミュージカル公演「ニッセイ名作劇場」 。40年目となる今年の公演までで
累計600万人を超える児童を招待し、子どもたちに夢と感動を届けている。
４．日生劇場（ニッセイ文化振興財団）
活動形態：
g ／
「舞台芸術の普及と振興を図り、文化的で心豊かな社会づくりに寄与する」ことを目的に昭和
場し、質の高い舞台芸術・音楽公演を開催。

38年に開

５．広がれ、元気っこ活動（ニッセイ財団）
活動形態：a ／
昭和54年より、元気っこ活動（子どもたちが主体的に様々な体験を行う活動）を行っている団体・グルー
プに対して物品も助成。
６．ニッセイエデンの園（ニッセイ聖隷健康福祉財団）
活動形態：
a ／
総合シルバーサービス施設として、奈良（平成
4年）と松戸（平成 9年）に開設。（厚生労働省が推進する
WAC事業の第1・2号認定施設）
７．高齢社会福祉助成（ニッセイ財団）
活動形態：
a ／
昭和58年から高齢者のための地域福祉システム化や生活支援コミュニティづくりを先駆的に実践して
いる団体に助成。
８．日生病院（済生会）
活動形態：
a ／
昭和6年に開院し、高い医療水準と最新鋭の医療機器を備えた地域の基幹病院であり、臨床研修指
定病院として医学の発展 に努めている。
９．CR（地域貢献）活動
活動形態：h ／
平成4年より「CR活動支援制度」を設け、活動に必要な経費補助、ボランティア情報の提供、セミナー
の開催などを実施。

日本たばこ産業（株）
■社会貢献のミッションや目標
高次の倫理観に基づく事業活動を通じ、地球社会、地域社会で歓迎される良き企業市民となる。
■重点分野：

教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等： 社会貢献室（スタッフ数： 8人）
・その他社内組織：
Ｃ．NPO助成プログラム推進委員会
・企業財団 /公益信託等： （財）アフィニス文化財団
■社員のボランティア活動支援：
制度（青年海外協力隊、Ｖ休暇 、Ｖ登録 、地域貢献運動、
骨髄ドナー休暇） 、施設開放、情報提供、機会提供
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■報告書等：

A．（日英）、

B．ＪＴ環境報告書 2002（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.jti.co.jp/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 青少年育成に関するNPO助成制度
活動形態：a ／ （財）
たばこ産業弘済会
「青少年育成」に繋がる事業に対する助成。
２．アジア地域からの留学生に対する奨学金制度
活動形態：
a ／ （
財）
たばこ産業弘済会
国際交流を促進し、人材の育成に寄与することを目的に、アジア地域からの留学生を対象に奨学金を
支給。あわせて交流行事も実施。
３．シチズンシップ・イベント
活動形態：f ／
社会貢献活動で活躍されている方々をお招きして、市民の皆様にそうした活動への理解を深めていた
だくことを目的として開催。
４．アフタヌーンコンサート
活動形態：f ／
音大生に演奏の場を提供すると同時に、地域の方々に気軽に音楽に接してもらえるように企画する、
無料のコンサート。
５．JTアートホール室内楽シリーズ
活動形態：f ／
「音楽家の創造意欲を尊重し、彼らが温めてきた夢をコンサートとして実現することで良質な室内楽を
提供する」をコンセプトとした実力派演奏家達によるコンサート。
６．事業所近隣地域社会貢献活動
活動形態：a, b, c, d, f ／
全国各地にある支店や工場等の事業所において、周辺地域の清掃活動・地域の催し（祭等）への協
力・
社内施設の地域への提供など、地域の方々とふれあう活動を実施。
７．スポーツ教室
活動形態：c, d, f ／
自社で保有するバレーボールチーム等の選手によるスポーツ教室開催。
８．たばこと塩の博物館
活動形態：f ／
たばこと塩に関する資料の収集・調査・研究を行うとともに、その歴史と文化を広く紹介。
９．アフィニス文化財団
活動形態：
a ／
国内プロオーケストラに対する助成と支援。演奏会や楽団員の海外研修への助成や、国内外トップク
ラスの演奏家を講師に迎えての楽団員研鑚のためのセミナーなども実施。
10．JT生命誌研究館
活動形態：f ／
30数億年の生命の歴史をテーマとした施設。生き物の発生・進化・
生態を関連づ
ういうことかを研究するとともに、その研究成果などを一般の方々へ公開。

けて、「生きる」とはど

日本電気（株）
■社会貢献のミッションや目標
「良き企業市民」として社会的責任の一環を果たすため、地域社会（コミュニティ）をはじめとするす
べてのステークホルダーの利益と発展を考慮した社会貢献活動を推進。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
Nature(自然環境)、Education(教育)、Community(コミュニティ )： The Heart of NEC のスローガ
ンの下に、①地球環境保全、②青少年教育 、③社会福祉、④芸術・文化・スポーツの各分野にお
いて「環境・教育・コミュニティ」にかかわるプログラムを優先。
■重点分野：
交流･協力

社会福祉, スポーツ, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 国際

■担当部署等： コーポレート・コミュニケーション部社会貢献部 （スタッフ数： 12人）
・企業財団 /公益信託等： C&C振興財団、NEC Foundation of America
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■社員のボランティア活動支援：
開放、情報提供、機会提供

制度（青年海外協力隊、Ｖ休暇 、Ｖ登録地域貢献運動 、）、 施設

■報告書等： A．（日英）、 B．（日英）、 C．人と社会と地球のために、
Better World（日英）
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

Community Involvement For a

http://www.nec.co.jp/community/ja/ http://www.nec.co.jp/community/en/
（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． NEC Make a Difference Day
活動形態：
a, b, c, d, f, g, h ／ 世界各地のNPO/NGO
NECグループ社員が世界各地でボランティア活動をとおして地域に貢献する活動。
1999年より開始。
約5万人の社員が参加。
２．NEC森の人づくり講座
活動形態：a, g ／ （
社）日本環境教育フォーラム
大学生、専門学校生などの学生を対象として「
環境教育インストラクター」を育成。
1995年に開校し、修
了生が学校、ＮＧＯ等で活躍。
３．NECガリレオクラブ
活動形態：a, c, d, f, h ／ NPO法人ガリレオ工房
全国の子どもたちを対象に本社ビルや全国の 8支社を会場にさまざまな実験を通して科学 の楽しさを
体験。1996年より開催。
４．NECネット安全教室
活動形態：a, b, c, d, f, h ／ NPO法人日本ガーディアン・
エンジェルス
全国の子どもたちと保護者を対象に、安全なインターネットの活用方法や楽しみを体験し学ぶ教室。
1999年より開催。
５．NEC学生NPO起業塾
活動形態：
a, b, c, d, f, h ／ NPO法人ETIC.
学生や若者を対象に、ソーシャルベンチャーや事業型 NPOを起業し、戦略的に運営できる人材の育
成。2002年より開催。
６．NECアート教育プロ グラム
活動形態：a, d, f, h ／ NPO法人芸術家と子どもたち、（
社）
日本オ
ーケストラ連盟
「アート」・「教育」・「子ども」をキーワードに、子どもたちの創造力を引き出し、表現力、コミュニケーショ
ン能力を養うプログラム。 2002年から開催。
７．NECシニアパソコンボランティア養成講座
活動形態：a, b, d, f, h ／ NPO法人animi
シニア世代のスキルを生かしたボランティア活動のきっかけづくりに障害のある人たちや高齢者のため
の講師を養成。 2002年から開催。
８．NECコミュ ニティコンサート
活動形態：a, d, f, h ／ 日本各地の演奏団体
全国各地でのクラシック音楽の普及と若手アーティストの育成を目的とした社員が企画、運営するコン
サート。 1991年から開催。
９．NEC車いすテニス
活動形態：
a, b, d, g, h ／ 国際テニス連盟（
ITF）、日本車いすテニス協会
（JWTA）
ITF主催の「NEC車いすテニスツアー」と世界選手権「 NEC車いすテニスマスターズ」を 1992年から支援。
世界各地の社員がボランティアでサポート。
10．NEC Navigates Japan's Classical Music Artists
活動形態：a, d, g ／ （社）
日本クラシック音
楽事業協会
インターネットを通して、今後、国際的認知と活躍が期待される日本のクラシックアーティストを紹介。
2002年より開始。
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日本電子（株）
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

（財）風戸研究奨励会

http://www.jeol.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 研究奨励金の助成
活動形態： ／ （財）
風戸研究奨励会
電子顕微鏡ならびに関連装置を用いた研究に対する助成。

日本電信電話（株）
■担当部署等：

第五部門総務担当（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：
ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、地域貢献運動）

1人）

制度（青年海外協力隊、Ｖ休暇 、Ｖ表彰 、 Ｖ研修 、退職者支援、

日本発条（株）
■社会貢献のミッションや目標
各事業所における地域社会への福祉活動を通じ、従業員の意識を啓発していくとともに、地域に
根ざした継続的な活動をしていく。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)地域社会に根ざした継続的な活動の推進。 (2)人的（工数的）貢献活動への指向。
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, スポーツ , 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の
活動, 国際交流･協力, 災害救援
■担当部署等： 総合福祉・事務センター （スタッフ数： 1人）
・その他社内組織：
Ａ．、Ｂ． 社会貢献活動委員会
■社員のボランティア活動支援：
報提供、機会提供
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

制度（青年海外協力隊、Ｖ表彰 、地域貢献運動）、 施設開放、情

http://www.nhkspg.co.jp/（日）

日本ビクター（株）
■社会貢献のミッション や目標
経営スローガンとして「文化に貢献、社会に奉仕、ビクターマークは世界のマーク」がある。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
（企業行動基準） 国際社会との協調・貢献： (1)事業活動を行う国・地域においては、その文化と
慣習を尊重し、法と社会規範を遵守する。 (2)国際企業として、常にグローバルスタンダートを踏ま
えた事業活動を推進し、国際社会の発展に寄与する。
■重点分野：

スポーツ , 文化･芸術, 国際交流･協力, NPOの基盤形成

■社員のボランティア活動支援：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

制度（青年海外協力隊）

http://www.jvc-victor.co.jp/ （日）
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【主な社会貢献活動メニュー】
１． UEFA 欧州サッカー選手権大会
活動形態：i ／
1980年から大会をサポート、公式認定商品を通して、家庭にもライブの試合の臨場感と熱狂を共有し
たい。
２．JVCジャズフェスティバル
活動形態：i ／
世界有数のジャズフェスティバルと支持されている国際的なジャズのビックイベント。
３．東京ビデオフェスティバル
活動形態：ｆ／ 当社主催
プロ･アマチュアを問わない国際的なビデオ作品コン クール、異文化交流、映像文化の発展に寄与。

日本ピストンリング（株）
■社会貢献のミッションや目標
経営理念に「社会との調和をはかり、・・人類の進運に寄与する」をあげている。
■重点分野：

教育･社会教育, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等：
・その他社内組織：

Ａ．

【主な社会貢献活動メニュー】
１． インターンシップ受入
活動形態：f ／ 宮城高専、一関工業高校
福島、一関工場において、工専、工業高校のインターンシップ受入。
２．工場主催納涼祭
活動形態：c ／
福島工場において、川 俣町民と納涼祭を開催している。
３．乗用車の寄付
活動形態：b ／ 川俣町、川俣町社会福祉協議会
川俣町と川俣町社会福祉協議会へクルマ２台を寄付した。
４．施設開放
活動形態：c ／
千厩工場において、千厩町教育委員会主催「職場見学による親子のふれあい」に工場施設の開放。
５．施設開放
活動形態：c ／
福島、千厩工場において、地元小中学生、高校生を対象とした工場見学会開催に対し、施設の開放。

日本鋪道（株）〔現：（株） NIPPO コーポレーション〕
■社会貢献のミッションや目標
（企 業行動 規範） 1.社会的役割を果す 5 原則： (1)社会的に有用な社会資本の整備および優れ
たサービスの提供に努める。 (2)従業員のゆとりと豊かさの実現に努め、従業員の人間性を尊重す
る。 (3)安全対策および環境保全に配慮した企業活動を行う。 (4)企業の社会貢献活動等を通じて
地域社会の福祉の向上に努める。 (5)社会の秩序や安全に悪影響を与える団体の活動に関わる
等、社会的常識に反する行ためは行わない。
■重点分野：

社会福祉, 地域社会の活動

日本ユニシス（株）
■重点分野：
■担当部署等：

スポーツ , 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動
業務部、コーポレート・コミュニケーション室、人事総務企画部
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■社員のボランティア活動支援：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

制度（青年海外協力隊）

http://www.jvc-victor.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． メセナ活動
活動形態：
a ／ （
株）
ジャパン・
アーツ
タンゴ・オペリータ「ブエノスアイレスのアリア」への協賛。
２．メセナ活動
活動形態：
a ／ サウンド・バンク（株）
ナポリターナ・コンサート「ナポリの饗宴」への協賛。
３．メセナ活動
活動形態： ／ （財）
日本フィルハーモニー交響楽団
日本フィルハーモニー交響楽団「第 280回名曲コンサート」への協賛。
４．メセナ活動
活動形態：
a, d ／ アースコーポレーション
「川畠成道さんヴァイオリンリサイタル」への協賛。
５．実業団バドミントン活動
活動形態：f ／ （財）日本バドミントン協会
選手および指導者育成の面でバドミントン界に貢献すると同時に、各地での講習会を通じて底辺拡大
を図る。

（株）日本ユニパックホールディング
■担当部署等：

日本製紙・総務部広報室 （スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：

2人）

制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊）、 施設開放

■報告書等：

A．（日英）、 B．環境報告書 （日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.nipponunipac.com/social/index.html（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 日光白根山で高山植物「シラネアオイ」植栽ボランティア
活動形態：
h ／ 「
シラネアオイを守
る会」（群馬県の片品村、尾瀬高等学校主催）
日光白根山の日本製紙社有林にて、準絶滅危惧種であるシラネアオイの植栽作業に、日本製紙社員
がボランティアとして参加。
２．リサイクルプラザ「紙遊館」の運営
活動形態：c, f ／
日本製紙旭川工場の診療所跡を活用し、 1999年に社会見学施設として開設以来、多くの見学者を受
け入れている。昨年度実績は約 1万人。
３．「紙のひろば」の運営
活動形態：c, f ／
日本製紙石巻工場内に2001年に展示室を開設。小中学生を対象に、気軽に「
見て、触って、作って」
を体験しながら紙についての理解を深めてもらうため、見学者を受け入れている。
４．肉骨粉の焼却
活動形態：g ／ 北海道庁、白老町
北海道庁からの要請に協力し、日本製紙白老工場（
旧・大昭和製紙白老工場）は、
BSE（
牛海綿状脳
症）
問題に対する措置として、肉骨粉の焼却処分を行った（
2002年8月〜2003年7月）。
５．藤原科学財団への寄付
活動形態：a ／
財団は、1959年に設立され、優れた功績のあった日本の科学者に藤原賞を贈呈している。当社は、寄
付により、日本の科学技術力の興隆に寄与する財団の財政面を支えている。
６．ロン・ティボー国際音楽コンクール
ガラ･コンサート協賛
活動形態：
a ／
コンクールは、音楽家ジャック・ティボー 、マルグリット・ロン両氏により
1943年に創設され、若い音楽家
たちに世界へ羽ばたくチャンスを与えている。そのガラ･コンサートに当社子会社のクレシアが特別協
賛している。
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７．MUSEUM CONCERTへの協賛
活動形態：a ／ 静岡新聞社、SBS静岡放送、静岡県立美術館
1991年より日本製紙（旧・大昭和製紙）が協賛。世界で活躍する音楽家を招き、親しみやすく良質のク
ラシック音楽のコンサートを、地域の人たちに年
4回提供している。
８．アイスホッケー振興
活動形態：c, d, f
釧路工場にアイスホッケ ーチーム「クレインズ」を擁し、アイスホッケー競技の振興に努めるとともに、同
工場所有のスケートリンクでは毎年「日本製紙杯争奪小中アイスホッケー大会」を開催するなど、地域
に密着した活動も行っている。
９．紙の寄贈
活動形態：
b
日本製紙石巻工場では、石巻商工会議所の要請に応じて、毎年恒例の川開き祭りに際しパンフレット
作成のための用紙を寄贈しているが、そのほかにも、本社・
工場において、各種団体の活動支援を目
的とする当社製品の現物給付を行っている。
10．紙フェスティバル 2002への協賛・参加
活動形態：a, e ／ 北海道新聞社
日本製紙勇払工場、白老工場が、地元「紙のまち苫小牧」をアピールする行事に協賛するとともに、紙
についての理解を深めてもらうため、展示や紙の手すき実演などを行った。

（株）ネスター
■報告書等：

A．（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 文化振興資金
活動形態：a ／ 島根県加茂町
２．文化発展

活動形態：a ／ （財）名古屋フィルハーモニー

パイオニア（株）
■社会貢献のミッションや目標
私たちは、グローバルな視点に立ちパイオニア社会貢献活動指針を作成し、その中で、
世界各地
の拠点にて、慣習・文化を尊重し、その発展に貢献すること、地域活動への協力参加をすることを
明記している。
■重点分野：

スポーツ , 教育･社会教育, 文化･芸術

■担当部署等：
・その他社内組織：

Ａ．、Ｂ． 経営品質向上委員会

■報告書等：

A．（日英）、 B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.pioneer.co.jp/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 音楽鑑賞教育振興
活動形態：
a, c, d ／ (財)音楽鑑賞教育振興会
創業者松本望が設立し、 1972年に公益法人となった同会を全面的に支援。音楽教育を中心に鑑賞指
導関連資料の開発、講習会の開催、教育助成事業等を積極的に推進している。
２．身体で聴こう音楽会主催
活動形態：
d, f, h ／
当社開発の体感音響システムを使って耳の不自由な方々に音楽の感動を伝えるべく社員参加のもと
会社からも施設・機材を提供し、コンサートや手話コーラスライブ等を主催している。
３．自然環境保全里山サポートクラブ協賛
活動形態：
b, d, h ／ NPO法人つるがしま里山サポー
トクラブ
埼玉鶴ヶ島地区を中心とした里山の保全回復 と市民の交流を目的とした NPO活動を社員参加と会社
からの物品寄付の形で協力・支援している。

116

４．パイオニアオーケストラ公演
活動形態：a, b, d, g ／ ベルギーブルージュ市
当社欧州本部のあるベルギーとの親交の一環として同国で開催されるブルージュ２００２音楽祭に協賛。
1992年に結成した当社オーケストラを派遣し公演した。
５．オペラ振興
活動形態：a ／ （財）オペラ振興会
オペラを中心とする音楽・芸術の振興を目的として、藤原歌劇団と日本オペラ協会による国内外での
オペラ講演活動を積極的に支援 。
６．交響楽団活動支援
活動形態：a ／ （財）日本フィルハーモニー交響楽団、（財）
新星東京フィ
ルハーモニー交響楽団、（
財）
新日本フィルハーモニー交響楽団、
NHK交響楽団等々
クラシック音楽を中心とした伝統的な音楽芸術振興のために日本を代表とする交響楽団の１つである、
日本フィルハーモニー交響楽団をはじめ各界の交響楽団の公演に協賛。積極的に支援。
７．ラ・モンゴルフィエ・ノクチューン協賛
活動形態：a, d ／ NPO法人熱気球運営機構
熱気球飛行グランプリに会社として参加するとともに、その協賛活動
としての来場者、市民との交流イ
ベントや身体の不自由な方々の気球体験搭乗をサポート。
８．日本・欧州文化交流活動
活動形態：a, d, g ／ EU・ジャパンフェスト日本委員会
日欧文化交流を目的として政府支援のもと、 1992年当時に日本ベルギー協会会長であった当社社長
とベルギー大使が中心となって上記委員会を設立。毎年文化交流事業を大々的に開催している。
９．音と映像を楽しむ会を開催
活動形態：
d, f, h ／ 各地域の小学校
小学校総合学習の一環として普段接する機会のない最新・
大規模の AV機材による高品質な音楽や映
像を楽しみ・体験する場を当社社員のボランティア活動として提供している。
10．音文化プロジェクト支援
活動形態：a, b, d, g ／ サウンドバムプロジェクト
世界の自然音を観察・
収録するプロジェクト活動に協賛。自然界に奏でる各種サウンドを紹介し新しい
文化を創造するために各地で開催されている展覧会「
世界の音を聴こう」を支援している。

（株）間組
■社会貢献のミッションや目標
私たちは企業市民であることを深く認識し、地域社会との調和を図ります。（１）建設活動をすすめ
るにあたっては 、常に周辺環境への影響を配慮し、地域社会との良好な関係の維持に努める。特
に、海外においては、その国の文化やルールを尊重し、現地社会との交流を図る。（２）地震・水害
等の発生に際しては関係官庁の指示のもと、積極的に救援・災害復旧活動を行う。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
社会貢献活動は、寄付活動、企業施設の開放・利用、役員・従業員のボランティア活動への支援
さらにイベントの開催協力等を通じて、企業体力に応じて継続的に実施する。
■重点分野：

環境, 地域社会の活動, その他 （科学技術）

■社員のボランティ ア活動支援：

情報提供

（株）八十二銀行
■社会貢献のミッションや目標
八十二銀行は、資源を消費して事業活動を行う企業の義務として、環境への負荷の軽減に努め
ます。
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■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)企業活動が環境に与える影響を的確にとらえ、環境目的・目標を定め実施し、定期的に見直す
ことで汚染の予防に努めます。 (2)環境に関連する法律、規則、協定などを遵守します。 (3)省資
源・省エネルギーに努めます。 (4)金融商品・サービス・情報の提供をつうじて環境保全に取り組む
お取引先を支援し、地域社会の環 境の改善に資することを目指します。 (5)全役職員および家族
一人ひとりが、環境問題に関する認識を深め積極的に環境保全活動に取組みます。 (6)この環境
方針は、内外に公表します。
■重点分野：

環境

■担当部署等： 総務部環境室
・その他社内組織：
Ａ．、Ｂ． 環境委員会
・企業財団 /公益信託等： 長野経済研究所、八十二文化財団
■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

A．（日）、

制度（Ｖ休暇 ）

B．（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 環境保全活動への参加
活動形態：
h ／
諏訪湖アダプトプロ グラム、蓼科高原みどりのアプローチ、その他の市町村主催の植樹・ゴミ拾いなど、
風越山清掃登山、長野県木と緑のふるさとフェア。

阪急電鉄（株）
■社会貢献のミッションや目標
Life-Style Developer Hankyu： 私たちは新しいライフスタイルの提案と快適な時間・空間の創造
により、常に時代をリードし社会に貢献します。
■重点分野：

教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 史跡･伝統文化保全, 地域社会の活動, 人権

（株）バンダイ
■社会貢献のミッションや目標
商品やサービスを通じて夢や感 動を与え、それによって社会に貢献すること。
■重点分野：

社会福祉, 文化･芸術

■報告書等：

A．（日英）

ぴあ（株）
■担当部署等：

PFF事務局（スタッフ数：

15人）

■報告書等：

A．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.pia.co.jp/pia/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． PFF（ぴあフィルムフェスティバル）
活動形態：c, d, f, g ／ 東京放送、エフエム東京、
IMAGICA、NTTブロードバンド・イニシアティブ
自主製作映画のコンペティションをメインプ ログラムとした映画祭。新しい才能の発掘と育成を目指す
活動。
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２．ビーチバレー・ジャパン・カレッジ・ぴあ
CUP
活動形態：c, d, f, g ／ 日本バレーボール協会
日本バレーボール協会公認の全日本大学選手権の開催。国内 3大大会の一つに数えられ、若手選手
の育成に貢献。

ビーエーエスエフジャパン（株）
■社会貢献のミッションや目標
世界で最も成功している化学会社のひとつとして、人類のために貢献することが私たちの使命で
す。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)継続的に利益を生み出す事業の運営、 (2)顧客サービスにおけるイノベーション、 (3)安全、衛生
および環境に対する責任、 (4)多文化企業の強み、(5)相互尊敬と自由な対話、 (6)誠実さ
■重点分野：

環境, 人権

■報告書等：

A．（日英）、 B．社会的責任 2001年報告書（日英）、 C．環境・健康安全報告書 2002

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.basｆ-japan.co.jp（日英）

（株）肥後銀行
■担当部署等： 総合企画部地域文化課（スタッフ数： 3人）
・企業財団 /公益信託等： （財）地域流通経済研究所、（財）肥後の
■社員のボランティア活動支援：

水資源愛護基金

制度（Ｖ休暇 ）、 情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.higobank.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 肥後の水資源愛護運動
活動形態：a, d, e, g ／ （財）肥後の水資源愛護基金
熊本の水資源の保全涵養のため、顕彰活動、シンポジウム、節水器具展の開催、勉強会への講師派
遣、植樹等を実施。

日立化成工業（株）
■社会貢献のミッションや目標
企業が社会の一員であることを深 く認識し、公正かつ透明な企業行動に徹するとともに、環境との
調和、積極的な社会貢献活動を通じ、良識ある市民として真に豊かな社会の実現に尽力する。
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 健康･医学, スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境
企業倫理室（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：

1人）

制度（Ｖ休暇） 、機会提供

■報告書等：

A．（日英）、 B．環境報告書 （日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.hitachi-chem.co.jp/ （日英）
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【主な社会貢献活動メニュー】
１． 結城ジュニアサッカー大会「リリーズカップ」の主催
活動形態：
b, c, d, f ／ 結城市スポーツ
少年団（
茨城県）、結城市教育委員会、結城市サッカー協会
結城市内にある小学校のサッカー少年団による対抗戦。当社は第 1回大会から主催しており、今年で
13回目を迎える。
２．勝田マラソンへの支援活動
活動形態：
b, h ／ 出場選手の支援
勝田全国マラソン大会にて出場選手に飲み物等の支給を行う支援活動。

日立キャピタル（株）
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境
ＣＩ
広報部（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：
情報提供、機会提供
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

1人）

制度（Ｖ休暇 、カフェテリアプラン ボランティア支援

）、 施設開放、

http://www.hitachi-capital.co.jp/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 林野庁「法人の森林」参画１０周年記念植林
活動形態：f, h ／ 林野庁伊豆森林管理署、
NPO法人市民創造ファンド
「法人の森林」参画１０周年記念行事を会社が支援する社員環境ボランティアクラブが、林
野庁とNPO
の協力を得て、植林等環境活動を実施。
２．富士山「学びの森」森林ボランティア
活動形態：ｈ ／ 住友林業、経団連自然保護基金
平成８年の台風で倒された杉・
桧の森を広葉樹の森に復元する活動に社員ボランティアが参加。
３．ビーチクリンアップ活動
活動形態：h ／ 神奈川県海岸美化財団、日立製作所
鵠沼海岸や江の島東海岸で、海岸美化清掃活動を社員ボランティアが実施。
４．寄付

活動形態：
a ／ 経団連自然保護基金

５．寄付
活動形態：
a ／ 日立３財団への寄付
(財)小平記念日日立教育振興財団、(財)倉田記念日立科学技術財団、(財)日立みらい財団
６．アートビリティ（旧・障害者アートバンク）大賞に協賛
活動形態：f ／ (社福） 東京コロニー
障害者アーティストの作品を印刷物や webに使用し自立支援。アートビリティ大賞に日立キャピタル特
別賞を提供。
７．ＳＥＬＰショップの商品を通信販売。
活動形態：ｆ／ NPO法人日本セルプセンター
カード会員会報誌に、毎月 ＳＥＬＰショップの商品を掲載通信販売。
８．「消費者啓蒙講座」の開催
活動形態：ｆ／ 各地の消費センター
消費生活アドバイザー取得者グループが、全国１１ヵ所の会場にて、消費者啓蒙講座を行政と連携し
て開催。
９．障害者絵画の購入
活動形態：
ｆ／ (社福） 東京コロニー
毎年、日立キャピタル特別賞受賞作家の絵画を購入し、自立を支援。
10．日本フィルへの寄付

活動形態： ／ （財）日本フィルハーモニー交響楽団
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日立金属（株）
■社会貢献のミッションや目標
当社行動指針にて、地球環境の保全と地域社会の共生を目指し、良き企業市民として積極的に
社会に貢献することを掲げています。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
企業は常に社会の一員として存在し、社会との共生なしには存在できません。事業活動を通じて、
地域社会とのコミュニケーションを図り、良き企業市民として積極的に社会に貢献することが私たち
のつとめです。
■重点分野：

社会福祉, スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等： 社会貢献室（スタッフ数： 2人）
・企業財団 /公益信託等： （財）材料科学助成基金
■報告書等：

A．（日英）、 B．環境報告書 2003（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.hitachi-metals.co.jp/corp/corp05.html（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 熊谷市さくらマラソン後援
活動形態：
d, f ／ 熊谷市教育委員会
全国でも有数の市民参加型マラソン大会の要旨に賛同し、ボランティアでの運営委員を始め、人的・
物的に支援をする。
２．安来地区中学校スポーツ大会主催
活動形態：d, f ／ 安来市教育委員会
スポーツ大会の少ない鳥取・島根両県の中学生が参加できるスポーツ大会を主催し、スポーツを通じ
た育成を図り、現在では地域で不可欠な総合スポーツ大会と なっている。
３．鳥取県中学校バレーボール大会後援
活動形態：c, d, f ／ 鳥取県バレーボール協会
鳥取県全域の中学校が参加するバレーボール大会に、地域に根ざした社会貢献を目指す当社が賛
同し、大会運営に人的・物的支援をする。

（株）日立製作所
■社会貢献のミッションや目標
日立グループは、次なる時代に息吹を与えるというコーポレート・ステートメント
Inspire the Next
のもと、社会貢献活動においても、社会の要請と信頼に応え、豊かな人間生活とよりよい社会の実
現に貢献していくことを理念と しました。この理念のもと、私たちは、積極的に社会貢献活動を行い
ます。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
日立グループは、「教育」「環境」「福祉」の 3分野において、知識と情報技術など、持てる資源を最
大限に活用し、次なる時代の変革を担う「人」を育む活動を中心に、いきいきとした社会の実現の
ため、様々な社会貢献活動を推進します。
■重点分野：

社会福祉, 教育･社会教育, 環境

■担当部署等： コーポレート・コミュニケーション本部社会貢献部 （スタッフ数： 4人）
・企業財団 /公益信託等： （財）小平記念日立教 育振興財団、（財）日立国際奨学財団、（財）日
立みらい財団、（財）倉田記念日立科学技術財団、（財）日立環境財団、日立ファウンデーショ
ン
■社員のボランティア活動支援：
②日立ボランティア・セミナー

制度（Ｖ休暇 、①日立ボランティア支援プログラム「大きくなる樹」、
）情報提供、機会提供
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■報告書等： B．「環境経営報告書 2003」
（Environmental Sustinability Report 2003）（日英）
C．日立グループの社会貢献活動〜今、そしてこれから〜（社内向け）
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.hitachi.co.jp/Int/skk/

http://global.hitachi.com/Int-e/skk/

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 日立ボランティア・セミナー
活動形態：
h ／ 東京ボランティア・
市民活動センター、日本NPOセ
ンター
日立グループの従業員を対象に、様々なテーマのボランティアを体験するセミナー。
２．日立ボランティア支援プログラム「大きくなる樹」
活動形態：f, h ／ 日本NPOセンター
日立製作所の従業員が活動もしくは支援している国
内の非営利団体に対して、特定のプロジェクトを
推進するための活動資金を支援（１件あたり 30万円まで）
。
３．福祉機器関連のサポートプログラム
活動形態：a, f ／
日立グループが研究・開発・
販売を行っている製品等の使用者もしくは関係者に資金援助を行う。
４．日立ヤング・リーダーズ・イニシアチブ
活動形態：f ／ シンガポール障害者施設「
MINDS」
日本、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの
6カ国24名の大学生が参加し、アジ
アに共通する問題の意識を高めることを目的としたイベン
ト。 2002年はシンガポールにおいてフォーラ
ム、分科会、地域貢献活動を実施。
５．HISTEP（Hitachi International School Teachers Exchange Program）
活動形態：
f ／
日立の現地法人が拠点を置く地域から選抜された欧米の中学・
高校教師の日本招聘と、日立の事業
所地域から選出された日本の中学・高校教師の欧米派遣。互いに教育現場の視察、体験授業、地元
教師との懇談会、ホームステイなどを行う。
６．科学ミニセミナー
活動形態：f ／
日立市内の中学生および従業員子弟が参加。テーマによってグループに分かれ、科学実験を体験す
る。日立研究所の従業員がボランティアで各グループを指導する。
７．EU日立科学技術フォーラム
活動形態：f ／
科学技術が欧州社会の抱える問題に如何に貢献するか」という観点から、欧州各界の有識者、日立の
インターン経験者及び日立の研究者が集まり、欧州の社会問題に関し討議・提言を行ってゆくもの。
８．CFR-日立フェローシッププログラム
活動形態：f ／
米国の有力シンクタンク CFR（Council on Foreign Relations：
外交問題評議会）とパートナーシップを
組み、次代を担う米国各界オピニオンリーダーを毎年 4〜5名日本に招聘することにより（
各自のテーマ
を外部研究機関で研究）、日本への理解促進を目指すプログラム。

日立ソフトウェアエンジニアリング（株）
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 ）

ファイザー製薬（株）〔現：ファイザー（株）〕
■社会貢献のミッションや目標
ファイザージャパンは、 1953年の創業以来、医薬品の提供を通して、医療の側面から人々のより
長く、健康で幸せな人生の実現に 寄与してきました。しかし、より長く、健康で幸せな人生の実現
には、医薬品の提供だけでは果たすことができないこともあります。私たちがより健やかに生きてい
くには、社会システムを変えることが求められたり、よりきめの細かいサービスが必要となる場合もあ
ります。そこで私たちは、当社の持つ多様な資源（資金だけでなく、社員の参加、専門的能力な
ど）を活用して社会に貢献していきたいと考えています。
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■社会貢献活動の指針やガイドライン
全世界のファイザー各社が、会社として、また社員として、判断と行動の規準としているのが「
Core
Values (価 値規準)」です。これは 8つの「Value」から成っており、その一つが「 Community(善き市
民)」、つまり「私たちが働き、生活しているコミュニティーにとって価値のある企業であろう」というも
のです。ファイザー製薬ではこの Valueを実現するため、 1999年より、真に実効性のある社会貢献
プログラムとは何か、そのスタディを開始し、
2000年より、順次、実行に移してまいりました。
■重点分野：

その他 （① 社会におけるヘルスケアの浸透、②科学への啓発と次世代の育成

）

■担当部署等： 社内広報・社会貢献室（スタッフ数： 3人）
・企業財団 /公益信託等： ファイザーヘルスリサーチ振興財団
■社員のボランティア活動支援：
機会提供

制度（ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、ボランティア活動支援プログラム

）、 情報提供、

■報告書等：

C．ファイザープログラム

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/philanthropy/index.html（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ファイザープログラム〜心とからだのヘルスケアに関する市民活動支援
活動形態：
a, g ／
ヘルスケアの領域の市民活動を発掘し、資金的な支援を行うと同時に、
NPOの社会的な認知の向上も
図る。①助成プログラム。②情報交換会の実施。③アエラでの広報。
２．マッチングギフトプログラム
活動形態：a, h ／ NPO法人、特定公益増進法人など
社員の個人的な寄付に会社も同額を援助。
３．ボランティア活動支援プログラム
活動形態：a, h ／ ・
NPO等非営利活動団体であれば特に
限定せず
社員の参加する団体のイベント等への資金支援（里山の窯づくり、
HIV啓発へのチャリ ティコンサート
等）
。
４．ヘルスケア関連ワークショップ
活動形態：g ／
様々な患者団体を集めた情報交換の場の提供。疾患当事者、家族会等約 70名が参加。
５．サマーサイエンススクール
活動形態：c, d ／ 愛知県竹豊町近隣の小中学生を対象に、実施。
研究所の研究者が、科学の面白さや大切さを伝える取り組み。

富士急行（株）
■社会貢献のミッションや目標
地域と共に発展する富士急行
■重点分野：

社会福祉, スポーツ , 文化･芸術, 環境, 史跡･伝統文化保全, 地域社会の活動

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.fujikyu.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 富士山清掃登山
活動形態：f ／
毎年、新入社員が富士登山をし、清掃活動を行っている。
２．富士山環境美化クリーン作戦
活動形態：a, d ／ 富士山をきれいにする会
毎年、2回行われる富士山環境美化クリーン作戦に人的・
金銭的の両面から支援を行っている。
３．本社事務部門ISO14001認証
活動形態：f ／
環境保全に貢献するため、廃棄物等排出量の削減、リサイクルの推進、電気・
水道・ガス使用量の
減、環境関連法規の遵守等を行っている。
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削

藤沢薬品工業（株）
■社会貢献のミッションや目標
事業活動を通じた社会への貢献はもとより、良き企業市民としての社会貢献活動を積極的に行う。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
「良き企業市民としての活動を積極的に行い、社会に貢献する」とした考え方の具体化と位置付け、
医療、健康、福祉、環境、災害、地域ふれあい等の分野を中心に活動を推進する。
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会
の活動, 国際交流･協力
■担当部署等： 総務部（スタッフ数： 1人）
・その他社内組織：
Ａ．
・企業財団 /公益信託等： （財）医薬資源研究振興会
■社員のボランティア活動支援：

（骨髄ドナー特別休暇制度 ）、 施設開放、情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日英）、 B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.fujisawa.co.jp/（日英）

富士重工業（株）
■社会貢献のミッションや目標
企業理念第二項：「私たちは常に人・社会・環境の調和を目指し、豊かな社会作りに貢献します。
■重点分野：

学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等：
・その他社内組織：

Ｂ． 社会貢献連絡会

■社員のボランティア活動支援：

制度（青年海外協力隊）、 情報提供

■報告書等：

B．環境報告書

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.fhi.co.jp/envi/top/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 新型レガシィ寄贈
活動形態：
b ／ 葛生町商工会、佐野地区広域消防組合
当社研究施設が所在する葛生町の、商工業の発展に寄与することと、地域住民を災害から守ることを
願い、当社製品を寄贈。
２．会社施設の開放
活動形態：c ／ 各事業所所在地域等
地域との交流を目的として、会社の保有するグラウンド、体育館、スイミングプールや、社宅に地域コミ
ュニティセンターや災害備蓄庫、公園を設置し、地域住民に開放。
３．スバルスイミング少年少女水泳大会
活動形態：f ／
当社の主力工場である群馬製作所では、地域のスイミングスクールから少年少女の選手を募り、水泳
大会を開催している。
４．社員のボランティアへの参加機会作り
活動形態： ／
各事業所単位で、使用済み切手やベルマ ークの回収、献血への協力など、従業員が気軽に参加でき
るボランティアの場を提供することで、ボランティア意識の向上を図っている。
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富士ゼロックス（株）
■社会貢献のミッションや目標
私たちは、世界の一員としてお客様や地域社会、国家、国際社会などに支えられています。優れ
た商品システム、サービスの提供を通じ、富士ゼロックスならではの卓越した価値を提供することが、
私たちの第一義的な社会に対する責任であると認識しています。しかし、企業が社会的な存在で
あると考えるとき、従来の、企業の手の届く、あるいは目に見える範囲
の社会的責任の認識から、
一歩踏み出して、よりよい社会を作り上げるために、長期的な、グローバルな、あるいは、ローカル
な視点から、経営資源を自発的に活用して、より積極的な役割を果たしていきたいと考えておりま
す。社員の深い共感と自発的なコミットメントをベースに、広く社会を支えるためのさまざまな活動
を行い、富士ゼロックスらしい貢献を継続していきます。
■重点分野： 社会福祉,スポーツ ,学術･研究,教育･社会教育,文化･芸術,環境,地域社会の活動,
国際交流･協力
■担当部署等：

社会貢献推進室（スタッフ数：

5人）

■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 、Ｖ表彰、 V研修、退職
者支援、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：

A．（日英）、 B．（日英）、 C．社会と社員、社会と企業のかけ橋

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.fujixerox.co.jp/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 小林節太郎記念基金
活動形態：ｆ／
1977年12月に設立。学術交流を通じて、アジア太平洋州諸国・地域との相互理解を深めることを理念
として、これらの諸国 から来日し、人文社会科学を専攻する博士課程在籍者に対し、自国と日本の比
較研究を中心に助成している。
２．Art By Xerox
活動形態：ｆ／
アートとテクノロジーの融合をテーマに、マルチメディア時代にふさわしい支援・
教育・研究などの領域
でサポート活動を行っている。
３．ＡＹＯ（アジア・ユース・オーケストラ）
活動形態：a ／ アジア・ユース・オーケストラ
「
アジアの若き音楽家たちに活躍の場を」と誕生支援を継続。
４．エイブル・アート・ワークショップ
活動形態：
a, c, g ／ エイブルアートジャパン
毎年、当社研修所にて、エイブルアートのトレーナーズトレーニングの場として、エイブルアートワーク
ショップを開催（ 2002年で6回目）
。
５．NPO法人 e-Nakama 設立
活動形態：a, b, c, d, g, h ／ NPO法人 「e-Nakama」
富士ゼロックスおよび関連会社の社員、ＯＢ有志が社内の遊休品（ＰＣやプリンター）を養護施設や障
害者施設などに寄付すると同時に、ボランティアとして、ＰＣの使い方を教える。
６．スペシャルオリンピックス夏季ナショナルゲーム
活動形態：
a, b, c, d, g, h ／ スペシャルオリ
ンピックス日本
知的障害の人達の日常運動プログラムの 4年に1回のナショナルゲーム支援。端数倶楽部 10周年記念
事業として、この大会にのぼり、横断幕、Ｔシャツを提供し、全国
300名のボランティア参加を行った。
７．自然観察指導員講習会
活動形態：a, c, d, g, h ／ 日本自然保護協会
「環境ボランティア・リーダーコース」を富士ゼロックス研修所にて開催。自然保護や自然観察会のあり
方、指導員として身につけることなどを学ぶコース。
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８．カンボジアの小学 校にブランコ建設
活動形態：a, d, g, h ／ Ｊ
ＨＰ学校を作る会
社員ボランティア団体端数倶楽部では、カンボジアの小学校の校庭に、ブランコを設置、社内で集め
た鍵盤ハーモニカを寄贈し、子どもたちと交流を深めた。
９．「拡大教科書」製作支援
活動形態：a, b, c, f ／ 全国の拡大写本製作ボランティアグループ
弱視の子どものための教科書製作を行うボランティアグループの支援として、全国の営業拠点のカラー
コピーを無償で提供。
10．ワンダーアートコンテスト協賛
活動形態：a, c, d, g, h ／ エイブルアートジャパン
エイブルアートの公募展「ワンダーアートコンテスト」に社員のボランティア団体端数倶楽部
10周年記念
事業として、特別協賛。会社は、応募作品の保管場所と審査会場提供、社員ボランティアおよびＷＥＢ
公開支援。

藤田観光（株）
■担当部署等：
・その他社内組織：

Ａ．

■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇 ）

■報告書等：

A．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.fujita-kanko.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． テリーフォック スラン
活動形態：
a ／ テリーフォックス財団,がん研究財団､がんの子供を守る会
ガン撲滅運動の推進協力。
２．藤田美術館への寄付
活動形態：
a ／ 藤田美術館
藤田美術館の所有する文化財、芸術作品の保護に寄与する。
３．東京フィルハーモニーへの寄付
活動形態：
a ／ 東京フィルハーモニー
東京フィルハーモニーを通して、音楽芸術・文化の発展に寄与する。

富士通（株）
■報告書等：

A．（日英）、 B．2002富士通グループ環境報告書（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://pr.fujitsu.com/jp/profile/community/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． （財）数学オリンピック財団の活動支援
活動形態： ／ (財)数学オリンピック財団
国際数学オリンピック大会への日本代表選手の選抜、派遣を事業とする財団の活動を財政的に支援。
2003年に日本で開催される第 44回大会では単独スポンサーとして全面的に支援。
２．学術・教育の振興活動「日米経営科学研究所（JAIMS）」の運営活動支援
活動形態： ／
Japan-America Institute of Management（JAIMS）
世界のビジネスマン相互理解の向上を図るため、当社の提唱によりハワイ州に設立。日米を中心とした
マネジメントの思想と手法の教育と研究を行う。
３．富士通アジア・パシフィック奨学金制度
活動形態： ／
アジア・パシフィック諸国の学生・ビジネスマンを対象とした奨学金制度。
1985年設立。奨学生は、
JAIMS およびハワイ大学での研修・日本での企業実習を受講し、修了時にはハワイ大学より日本経営
学修士の学位を授与される。
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富士電機（株）
■報告書等：

B．（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 全日本ジュニアコーラスフェスティバル 2002
活動形態：
a ／ （
社）
全日本合唱連盟
小学、中学生を中心とした合唱団（ 25団体）が全国各地区の代表として集まり、フェスティバルを開催。
当社は平成5年から協賛継続している。

武州ガス（株）
■社員のボランティア活動支援：

制度、施設開放

■報告書等：

B．「環境報告書」

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.bushugas.co.jp/（日）

フタバ産業（株）
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇 ）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 少年少女発明クラブ
活動形態：a ／ 愛知県豊田市少年少女発明クラブ
発明クラブの支援。
２．創立90周年記念事業
記念事業への協賛。
３．創立100周年記念事業
記念事業への協賛。
４．平泉小学校体育館
体育館の緞帳寄付。

活動形態：
a ／ 愛知県立岡崎工業高校
活動形態：a ／ 愛知県立岡崎商業高校
活動形態：
b ／ 岩手県平泉小学校

５．豊田おいでんまつり
活動形態：a ／ 愛知県豊田市観光協会
1年に1回開催のおいでんまつりへの協賛。
６．岡崎花火大会
活動形態：a ／ 愛知県岡崎市観光協会
1年に1回開催の花火大会への協賛。
７．身体障害者への支援
身障者施設への支援。

活動形態：
a ／ 愛知県(社福）とよた光の里

８．幸田町彦左まつり
活動形態：a ／ 愛知県額田郡幸田町商工会
1年に1回開催の幸田町彦左まつりへの協賛。
９．日本赤十字社
活動形態：a ／ 日本赤十字社愛知県支部
赤い羽根募金への協賛。
10．社内グランドの開放
活動形態：c ／ 愛知県額田郡幸田町、岡崎あおいソフトボール協会、ボ
ーイズリーグ
社内グランドを各団体へ開放。
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古河電気工業（株）
■担当部署等：
・企業財 /公益信託等：

（財）古河記念基金

（株）北越銀行
■重点分野：

社会福祉, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 災害救援

■担当部署等： 広報文化室（スタッフ数： 3人）
・企業財団 /公益信託等： （財）北銀奨学会
■社員のボランティア活動支援：

制度（北銀まごころの会）情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.hokuetsubank.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 体育館の貸与
活動形態：c ／ 長岡市・三島町
２．ロビーの展示スペース提供
３．駐車場の休日開放

活動形態：c ／ 各地域

活動形態：
c ／ 一部店舗

４．北越銀行賞
活動形態：新潟県内ボランティア団体・
個人 ／ b
地域福祉に貢献した個人・
団体の表彰。
５．北銀まごころの会
活動形態：
h ／ 福祉施設、新潟県トキ保護センター等
寄付活動・ボランティア支援（
自主参加組織）。
６．インターンシップ受入
学生による職場実習
７．職場体験学習受入

活動形態：c, d ／ 新潟県内大学
活動形態：
c, d ／ 新潟県内小・
中・高等学校等

８．祭り等地域行事への参加

活動形態：
a, d ／ 主催団体等

（株）北海道銀行
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：
■報告書等：

道銀文化財団、北海道銀行中小企業人材育成基金

A．（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． カナダとの友好親善交流
活動形態：a ／ 北海道カナダ協会
事務局長の派遣、事務局運営。
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（株）北國銀行
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：

（財）北國銀行産業振興財団

■社員のボランティア 活動支援：
■報告書等：

機会提供

A．（日）

本田技研工業（株）
■社会貢献のミッションや目標
Hondaの社会貢献活動の原点は、企業理念である 人間尊重 と 三つの喜び を基本に企業市
民としての活動を通して、世界中の人々と喜びを分かち合い、その存在を期待される企業になるこ
とです。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
(1)地球的視野に立ち、「商品技術」を通じて、社会に貢献する。
(2)良き企業市民として地域に根
付き・社会的責任を果たす。 (3)次世代のために、心豊かで、活力ある人、社会づくりに努める
。
■重点分野：

教育･社会教育, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等： 社会活動推進室（スタッフ数： 12人）
・その他社内組織：
Ａ．
・企業財団 /公益信託等： (財)国際交通安全学会、ブレインサイエンス振興財団、
■社員のボランティア活動支援：

(財)本田財団

制度、情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.honda.co.jp/philanthropy（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 環境わごん
活動形態：f ／
自然の素材をワゴ ン車に積み込んで、学校や公民館を周る出前型の子ども向け環境教育プログラム。
（年間約１８０回実施）関東・
鈴鹿・浜松。
２．交通安全キャラバン
活動形態：f ／
独自に開発した幼児向け交通安全教育プログラム（年間約８０回訪問）。
３．子どもアイディアコンテスト
活動形態：f ／
小学生を対象に夢のあるアイディアを募集するコンテスト。１次審査を通過したら、実際に作品を製作し、
最終審査会で自ら発表するものづくり夢応援プログラム。
４．中国砂漠植林「喜びの森」
活動形態：ｇ ／ 沙漠植林ボランティア協会
中国内蒙古自治区ホルチン砂漠地域における砂漠緑化活動支援。資金援助およびボランティア参画
（年２回のボランティアツアー実施）
。
５．ボランティアによる「水源の森」（利根川）整備事業
活動形態：ｇ ／ CCC自然･文化創造工場
群馬事業部
利根川源流の森林を対象とした森林整備事業への支援。年 2回の植林活動に従業員やOBがボランテ
ァイ参加。
６．H-Kids プロジェクト
活動形態：f ／
青山本社の地域活動として、子どもを対象とした国際交流イベント「タッチ・ザ・ワールド」や自然の中で
の交流プログラム 「
大空体験隊」を実施。
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７．青山フォーラム
活動形態：ｆ／
青山本社の地域活動として、ショールームの場を活かし、
ーマとしたフォーラムを開催。

NPO等との連携で、バリアフリーや環境をテ

８．フォーミュラーＳＡＥ活動支援
活動形態：
b, d ／ 日本自動車技術会、および学生チーム
車輌の開発を学生に学ばせる体験教育プログラム。大会出場チームへのエンジンや部品の提供のほ
かＯＢによる技術指導および大会運営支援。
９．全国高専ロボットコンテストへの協賛
NHK主催のロボットコンテス トへの協賛。

活動形態：
a ／

前田建設工業（株）
■社会貢献のミッションや目標
MAEDA行動規範において、「事業を通して常々意義ある貢献をする」「人を大切にし、社会の要
請に応え、社会との調和を促進しよりよい環境を創造し後世に残していこう。」
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境,
史跡･伝統文化保全, 地域社会の活動, 国際交流･協力, 災害救援
■担当部署等： 総務・広報・秘書グループ （スタッフ数： 3人）
・企業財団 /公益信託等： （財）前田記念工 学振興財団、（財）樫の芽会
■社員のボランティア活動支援：

制度（青年海外協力隊、V表彰）、 情報提供

■報告書等：

A．（英語）、 B．環境報告書 2003（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.maeda.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． AAスクール冠講座
活動形態：a ／ AAスクール Architevtual Association School of
Architectu
1847年に創設されたイギリス名門建築学校 AAスクールに1998年より国際的に活動する著名なア ーティ
ストを招聘して公開講座やセミナーを開催。
２．（財）樫の芽会
活動形態：a, d ／ （財）樫の芽会
1961年より、青少年の奨学援護を目的に設立された育英奨学事業を行う財団。現在までの会員・奨学
生は約700名。
３．（財）前田記念工学財団
活動形態：a, d ／ （財）
前田記念工学財団
工学分野における学術研究を助成しわが国の学術振興を図ることを目的として設立された。
り、学術研究助成、国際会議等の経費助成、研究者への顕彰など。

1993年よ

４．J.CITYギャラリー・アトリウムの開放
活動形態：c ／
当社保有施設のギャラリーや関連施設を一般開放し、コンサート絵画展、フリーマーケットなど、活動の
支援や地域住民との連携を深めている。
５．障害者アートの支援
活動形態：f ／
1993年より継続して当社カレンダーおよび社内報等を通じて障害者アートの活用を図りながら、自立を
支援してきた。
６．原宿よさこい祭り
活動形態：a, b, d ／ 原宿表参道元氣祭実行委員会
2001年より開催された原宿表参道元氣祭において、舞台の設営をはじめとしてイベントをバックアップ。
企業ブースの売り上げ は全額、社会貢献として寄附。
７．日本フィルハーモニー活動支援
活動形態：
a ／ 日本フィルハーモニー
（財）日本フィルハーモニー交響楽団の活動を 2001年より支援している。
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８．エジプト古代遺跡発掘
活動形態：a ／ エジプト古代遺跡発掘調査団
2000年からエジプト古代遺跡発掘調査団（団長：
早稲田大学
吉村作治教授）の活動支援を行うなど、
国際的な史跡・文化の調査・
保全に協力している。
９．イタリアの遺跡・発掘
ローマをはじめとした遺跡・
発
いる。

活動形態：a, d ／ 東京大学文化環境復元寄付講座
掘調査の支援を行っている。発掘にあたっては当社の技術者も協力して

10．チャリティーもちつき大会
活動形態： a, ｆ
／
1991年から年末にチャリティーもちつき大会を実施。近隣住民や一般の人に参加を呼びかけ、さまざま
な催し物を行っている。売り上げ社会福祉関係に全額寄付している。

松下電器産業（株）
■社会貢献のミッションや目標
「産業人タルノ本分ニ徹シ、社会生活ノ改善ト向上ヲ図リ世界文化ノ進展ニ寄与センコトヲ期ス」と
綱領に揚げるように、社会の一員、企業市民として健全な社会づくりに企業の立場で
協力
■社会貢献活動の指針やガイドライン
グローバルな視点から、健全な社会づくりに貢献する。重点分野は次の
4分野。(1)人材育成･教育
支援：次世代を担う人を育む
(2)芸術・文化支援：心豊かな社会に向けて
(3)地球環境と共存：地
球にやさしい社会に向けて (4)市民活動支援：NPO/NGO,市民とともに創る新しい社会に向けて
■重点分野： 社会福祉, 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 史跡･伝統文化保全,
地域社会の活動, 国際交流･協力, NPOの基盤形成
■担当部署等： 社会文化グループ（スタッフ数： 16人）
・その他社内組織：
Ｄ．LE活動（地球を愛する市民活動）事務局
・企業財団 /公益信託等： （財）松下国際財団、（財）松下幸之助花の万博記念財団、（財）松下
視聴覚教育研究財団
■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休業 、 青年海外協力隊、退職者支援、 ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、ボ
ランティア・市民活動資金支援プログラム
）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等： A．（日英）、 B．（日英）、 C．松下電器グループの企業市民としての社会貢献
活動報告
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

/主要

http://www.matsushita.co.jp/ccd（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． OBPアーツプロジェクト
活動形態：g ／ OBPアーツプロジェクト実行員会
西日本を代表する高層ビル街にて、音楽・絵画・創作ダンスなど芸術表現活動の場を提供して、若手
芸術家を支援するプロジェクト。
２．イタリア声楽コンコルソ協賛
活動形態：
a ／ 日本イタリア協会
日本イタリア協会
中川牧三会長が創立した声楽コンクールに対して、若手優勝者の留学費用を提供
して、支援する活動。
３．Panasonic サポーターズ☆マッチング基金
活動形態：a, g ／ 連携先：
NPO法人青少年育成
支援フォーラム（JIYD）、NPO法人地球と未来の環境基金（EFF）
NPO/NGOの基盤強化、寄付文化の発展を目的に設立。「子ども」と「環境」の両基金を各々の団体と
協働で運営。毎月 6月に募金公募と助成団体の申請受付を開始。審査、団体ヒアリングを経て、毎末に
支援を決定。総予算 2000万円。
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４．ボランティア・市民活動資金支援プログラム
活動形態：
a, f , h ／ 毎回異なる
松下グループ従業員と家族、定年 退職者が、継続的に活動を行っている非営利組織団体に対し、活
動全般に関わる費用の一部を支援。受付は、年 2回で社内審査委員による審査を経て、支援団体を決
定。総予算 2500万円。
５．ワン・ワールド・フェスティバル
活動形態：a, d, g ／ NPO法人関西国際交流団体協議会
多様な国際協力活動、地球規模や地域の課題解決に向けた取り組み等を紹介しながら、市民の意識
啓発と活動への参加促進を目的とした 2日間のプログラム。行政、教育関係などが参加し、１コーナー
を複数の企業で運営。
６．シチズンシップ・コラボレーシ ョン・カレッジ
活動形態：g, i ／ NPO法人環境市民、明治学院
大学・ボランティアセンター、
NPO法人地球と未来の環境基金
これからのより良い社会、望ましい未来の創造にむけて、「国際理解・協力」「地球環境」など私たちを
取り巻く様々な課題を参加者同士で共有し、ともに考え、学んでいく一般公開の参加型学習プログラム。
７．子どもたちのためのシェイクスピア公演
活動形態：g ／ 華のん企画
子どもたちの心の豊かさづくりにつながる活動として、シェイクスピア演劇を社員ボランティア参加のもと
各地で開催支援。
８．ふれあいコンサート
活動形態：f ／ 都度決定
福祉施設や病院にいる人たちに、一流の音楽家による演奏を楽しんでもらうことを目的に「出前コンサ
ート」を年間 5回程度実施。
９．世界自然・野生生物映像祭の優秀作品上映
活動形態：g ／ NPO法人地球映像ネットワーク
子どもたちに大人気の千石正一さんを迎えて、パナソニックセンターで上映会を開催。（手話通訳とパ
ソコン文字通訳で耳の不自由な子どもたちも鑑賞）
10．日本の伝統工芸への支援
活動形態：a, g ／ （社）日本伝統工芸会 （社）
日本伝統工芸会
近畿支部
日本の伝統工芸文化の継承・振興のため、創業者の時代より支援し、春と秋の展覧会にて、パソコンコ
ーナー等を設置したり、通年では、ネット上のギャラリー「伝統工芸ミュージアム」の運営や「松下賞（
近
畿地区）」の提供等を実施支援。

マツダ（株）
■社会貢献のミッションや目標
企業活動を通じて地域経済の活性化に寄与すると共に、企業市民として地域との連携・共生に努
め、豊かなまちづくりに貢献する。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
良き企業市民として地域社会から信頼され愛される企業をめざし、①地域のニーズ
に即した活動、
②マツダグループ各社との連携、③継続性の重視、④社員のボランティア活動重視⑤、地域との
ふれあい機会の増大、を活動の方針にしている。
■重点分野：
交流･協力

社会福祉, スポーツ, 学術･研究, 教育･社会教育, 環境, 地域社会の活動, 国際

■担当部署等： 総務部コミュニティ課 （スタッフ数： 3人）
・その他社内組織：
Ｂ． マツダ地域貢献委員会
・企業財団 /公益信託等： （財）マツダ財団
■社員のボランティア活動支援：
制度（青年海外協力隊、 Ｖ登録、退職者支援、地域貢献運動 、
マツダスペシャリストバンク ）、 情報提供、機会提供
■報告書等：

B．（日英）、 C．「マツダグループの地域貢献活動」

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.mazda.co.jp/spbank/（日）
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【主な社会貢献活動メニュー】
１． マツダスペシャリストバンク
活動形態：
d, f, h ／
専門的な知識・技術や特技などを有する社員・ OBを登録した社会貢献を目的とする企業の人材バンク。
２．マツダボランティアセンター
ボランティア活動を希望する社員・
を支援する。

活動形態：f, h ／
OBおよびその家族を登 録し、活動の場などの情報を提供して活動

３．労使協働地域清掃ボランティア活動
活動形態：f, g, h ／ 地域の行政機関
地域行政の主催するクリーンキャンペーンや自主プログラムによる地域清掃活動に、労使協働でボラ
ンティア参加。
４．労使協働施設訪問ボランティア活動
活動形態：f, h ／
近隣の福祉施設等を労使協働でボランティア訪問し、施設の作業の手伝いや交流会を実施。
５．会社周辺清掃活動
活動形態：f, h ／
毎月第4水曜日を「
会社周辺清掃日」とし、会社各門の周辺道路の清 掃を昼休みなどに社員ボランティ
アにより実施。
６．車椅子寄贈ハガキ・テレカ収集キャンペーン
活動形態：
b, f ／ 近隣の社会福祉協議会
書損じハガキや使用済テレカなどを社員から収集し、換金後購入した車椅子を毎年近隣の社会福祉
協議会に寄贈。
７．マツダコミュニティ駅伝大会
活動形態：c, f ／
広島本社工場の敷地内にコースを設け、社員と地域コミュニティのチームが健脚を競う駅伝大会を毎
年3月に開催。
８．マツダ招待少年サッカー大会
活動形態：c, g ／ 防府市サッカー協会
防府市内外の少年サッカーチームを招待し、防府工場敷地内のグランドを開放して、毎年
ー大会を開催。

8月にサッカ

９．マツダミュージアム公開
活動形態：
c, f ／
車の開発から生産までを、実際のライン見学も交えてわかりやすく紹介。地域の小学生などを対象とす
る夏休みイベントも実施。
10．留学生への奨学金支援
活動形態：a, g ／ 広島国際センター
広島に滞在する主にアジア諸国からの留学生を対象に、広島国際センターを通じて毎年奨学金により
資金援助。

丸紅（株）
■社会貢献活動の指針やガイドライン
企業の経済的活動と社会的活動との調和をはかり社会の課題に十分な関心をもち、当社が保有
する人的・資金的・物質的資源を用い、健全な社会の実現と維持発展のため、社会貢献活動を実
施していく。
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境,
地域社会の活動
■担当部署等： 総務部（スタッフ数： 1人）
・企業財団 /公益信託等： (社福)丸紅基金
■社員のボランティア活動支援：

制度（地域貢献運動）、 情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日英）、 B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.marubeni.co.jp/（日）
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【主な社会貢献活動メニュー】
１． 2002年「日本年」「中国年」記念事業に対する寄付
活動形態：a ／ 2002年「日本年」「中国
年」
日本側実行委員会募金委員会
日中国交正常化30周年を記念し、両国民が理解し合う事を目的に様々な記念事業を実施するもの。
２．（社福）丸紅基金による社会福祉助成
活動形態：a ／ 全国の福祉施設および福祉団体
丸紅（株）とグループ各社からの出損金をもとに、全国の福祉施設・団体に毎年
1億円の助成を行って
いる。
３．衣料品寄贈
活動形態：
b ／ 日本救援衣料センター
社員から供出された衣料品を同センターを通じ、海外の発展途上国・海外被災地へ寄付するもの。
４．クリーンアップ
活動形態：
d ／ 近隣住民・
企業
会社周辺の清掃活動。
５．中高生の企業研修の受入れ
活動形態：
d ／
総合商社の業務内容を理解してもらうことを目的に、社員自ら営業活動・
商社機能について説明を行う。

（株）みずほフィナンシャルグループ
■社会貢献のミッションや目標
基本姿勢： (1)地域社会と共に歩む「良き企業市民 」としての役割を果します。 (2)積極的に社会貢
献活動を行います。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
ガイドライン：
(1)実施の対象分野：①青少年育成、②社会福祉、③芸術・文 化・学術振興、④国
際交流、⑤地球環境保全、 (2)実施の判断基準：①地域社会への貢献、②社会からの理解、③独
創性、(3)実施の形態：①自主企画プログラム、②当社グループ社会貢献財団の活動に対する支
援、③寄付、④役職員のボランティア活動に対する支援
■重点分野： 社会福祉, 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 国
際交流･協力
■担当部署等： 広報部社会貢献環境室（スタッフ数： 2人）
・その他社内組織：
Ｂ． 社会貢献委員会
・企業財団 /公益信託等： みずほ教育福祉財団、みずほ福祉助成財団、みずほ国際交流奨学
財団、みずほ学術振興財団、みずほ育英会、米国みずほ財団、瑞穂愛心基金会、みずほアジ
ア人材育成基金
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇 、Ｖ表彰 ）、 情報提供

■報告書等：

A．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.mizuho-fg.co.jp/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 「黄色いワッペン」贈呈事業
活動形態：f ／ 損害保険ジャパン、安田生命、第一生命
交通事故傷害保険付きの「黄色いワッペン」を全国の新入学一年生に贈呈する交通安全事業。昭和
40年から毎年続けており、今回までの累計贈呈枚数は 4826万枚に達している。
２．全国小中学校児童・生徒環境絵画コンクール
活動形態：a ／ 全国小中学校環境教育研究
会
次世代を担う全国の小中学生に「自然の大切さ」
や「
住みよい街」を考え、知ってほしいという趣旨で企
画しているコンクール。入賞者には、作品を絵本にして贈呈し
ている。
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３．成人の日コンサート
活動形態：f ／ サントリーホール、新日本フィルハーモニー交響楽団
「若手アーティストの支援」と「次世代を担う青少年層へのクラシック音楽の普及」を目的として平成
2年
から実施しているコンサート。新成人の方
100名および、みずほの社会貢献財団の奨学生 60名を招待。
４．みずほストリートギャラリー
活動形態：f ／
みずほ銀行銀座中央支店と数寄屋橋支店のウィンドウディスプレイ空間に、公募により選ばれた作品
を展示。「若手アーティストの発掘・支援」を目的として、平成
2年から実施している。

三井住友海上火災保険（株）
■社会貢献のミッションや目標
世界に安心と安全をとどけ 豊かな社会づくりに貢献します。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
中期経営計画において、企業品質 NO.1の項目に「企業の社会的責任への積極対応」として、
社会貢献・環境への積極的な取り組みの推進を明記。
■重点分野：

その他 （特に定めていない ）

■担当部署等： 総務部 社会・環境グループ（現） （スタッフ数： 6人）
・その他社内組織：
Ａ．
・企業財団 /公益信託等： 三井住友海上文化財団、三井住友海 上福祉財団
■社員のボランティア活動支援：
制度（ Ｖ休職、Ｖ休暇 、 ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、 地域貢献運動、社員の社
会貢献活動団体「スマイルハートクラブ」 ）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：

A．（日英）、 B．「環境・社会貢献レポート」 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.ms-ins.com/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 部支店で年に1つは社会貢献活動
活動形態：d ／ 全国のNPO・福祉施設等
部支店長が任命する社会活動サポーターが中心となり、部支店単位で年に
1つは自主的な社会貢献
活動を行っている。
２．社内での骨髄ドナー登録会
活動形態：
d ／ 日本赤十字社、骨髄移植推進財団
全国の主な拠点（ 2002年度は15ヵ所）で献血を実施、うち
8ヵ所で骨髄ドナー登録会を同時開催。全国
で803名が献血、86名が骨髄ドナー登録に協力した。
３．Jリーグ選手協会サッカースクール
活動形態：g ／ Jリーグ選手協会、各都道府県、市社会福
祉協議会、アサヒビール、住友商事、三井物産、三菱商事
関東・関西で開催。 Jリーガーが児童養護施設の子どもにサッカーを教える。協賛企業のボラン
ティアが
運営。
４．障害者作業所製品販売会
活動形態：
h ／ 県央福祉会､オリーブの樹等の障害者福祉作業所
4拠点の食堂で昼休みに障害者作業所製品の展示販売会を定期開催。 2002年度販売実績157万円。
５．株主優待品、贈答品の全国のNPO・福祉施設への寄贈
活動形態：b ／ 全国のNPO・福祉
施設等、善意銀行
当社に届く株主優待品（招待券、金券、物品等）をすべて管理し、その物品が役立ちそうな
NPO・施設
へ寄贈。
６．社員の社会貢献活動団体・スマイルハートクラブへのマッチングギフト
活動形態：a ／ 全国
の各分野のNPO・
NGO78団体
スマイルハートクラブの寄付に合わせて、会社が同額を寄付（
2002年度実績740万円）。
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７．チャリティー・クリスマスカードによる世界の紛争・被災地域の子どもの支援活動
活動形態：
g
／ 子供地球基金、JEN、国際ボランティア連絡会議、現地ローカルNGO
子どもの絵でクリスマスカードを作成・販売（会社は社用で購入）、収益金で旧ユーゴの子どもの精神
的サポート活動を実施。
８．世界の子どもに手編みセーターを贈る活動
活動形態：g ／ 国際ボランティア連絡会議、ワー
ルド・ビジョン・ジャパン、オリムパス製絲（株）、オムロン
社内外のボランティアによる手編みセーター
715着を旧ユーゴ、モンゴルの子どもに贈った。子どもたち
の勇気づけが目的。
９．スマイルハートクラブ主催チャリティー・コンサート
活動形態：f ／ ファミリーハウス、日本民際
交流センター、さんだ子ども発達支援センター・
かるがも園
スマイルハートクラブが主催し、社員が参加するチャリティーコンサート（
3拠点）。定期開催により、協力
者が増加している。
10．ラオス・カンボジアの子どもたちに絵本を届ける運動
活動形態：h ／ SVA（シャンティ国際
ボランティア会）
スマイルハートクラブが費用を負担し、ボランティアを募集。職場単位での参加もある。
2002年度は540
冊協力。

（株）三井住友銀行
■社会貢献のミッションや目標
三井住友銀行は、社会とともに歩み発展する企業を目指し、社会環境室を中心にさまざまな社会
貢献活動に取り組んでいます。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
「福祉活動」「国際協力」の分野に重点を置くとともに、「社員のボランティア活動支援」を積極的に
推進しています。
■重点分野：

社会福祉, 国際交流･協力

■担当部署等： 広報部社会環境室（スタッフ数： 4人）
・企業財団 /公益信託等： SMBC GLOBAL FOUNDATION、(財)三井住友銀行国際協力財団、
三井住友銀行ベンチャー育成基金
■社員のボランティア活動支援：
放、情報提供、機会提供

制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 、 ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 施設開

■報告書等：

A．（日英）、 C．社会貢献活動

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.smfg.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 三井住友銀行ボランティア基金
活動形態：f ／ 災害や経済的困難等に関わる援助を行うボラ
ンティア団体等。
有志社員の給与から毎月一律 100円を天引きして災害や経済的困難等に関わる援助を実施している
国内外のボランティア団体等への寄付を実施。
２．ユニセフ外国コイン募金活動
活動形態：g ／ 日本ユニセフ協会、日本航空、日本通運、JTB、
毎日新聞社
ユニセフ外国コイン募金実行委員会のメンバー企業として、国内本支店・出張所の店頭に「外国コイン
募金箱」を設置し、グループ会社「 SMBCグリーンサービス」の協力を得て各国通貨別 に仕分けし、ユニ
セフに送付。各国への送付等にかかる共通経費を協力他社と共同で負担。
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３．ユニセフ愛の口座
活動形態：a, f ／
税引後利息をユニセフに寄付するしくみの普通預金口座を取扱い。当行も、お客さまと同額の寄付を
実施。
４．ボランティアスタッフ YUIの活動支援
活動形態：h ／
社員自らが企画立案し実践する社内ボランティア組織「 YUI」の活動を支援。 YUIの名称は、江戸時代
に共同で農作業を行う「結」に由来。チャリティ上映会、チャリティーバザー、ろう学校でのパソコン教室
等の活動を実施。
５．手話講習会の開催
活動形態：
h ／
聴覚障害への理解と円滑なコミュニケーション能力の習得、店頭でのお客さまサービスの向上を目的と
し、毎年有志社員を対象に東京・
大阪で全 10回の手話講習会を開催。
６．ボランティア体験講座の開催
活動形態：
h ／
業務終了後の時間や休日を利用して社員が気軽に参加できる体験講座を開催。プログラムの内容等
により、他社との共同開催も実施。
７．アジアの大学生への奨学金支給等（SMBC GLOBAL FOUNDATION）
活動形態：g ／
アジアの大学生への奨学 金の支給等を目的に設立。タイ、中国、インドネシア、シンガポール等で助成
活動を実施。現在では教育関係支援に加え、米国地域貢献等にも活動を広げている。
８．アジアからの留学生への奨学金支給等（三井住友銀行国際協力財団）
活動形態：g ／
開発途上地域の経済発展に資する人材の育成および国際交流を目的に、アジアの留学生への奨学
金支給や開発途上国に関する研究機関・研究者への助成を実施。

三井住友建設（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． 「土木の日」技術研究所見学会
活動形態：c ／
毎年「
土木の日」を記念して、技術研究所（流山市駒木）では、地元の小学生を招き見学会を開催して
いる。 2002年は11月13日に流山市立八木北小の5年生４組１３７名を招き、土木・
建築の技術および日
頃の研究成果を説明した。

三井物産（株）
■社会貢献のミッションや目標
社会貢献活動の基本理念：三井物産は良き企業市民として、世界各国の文化・社会・人々に対す
る深い理解を持ち、社会的公正性に配慮し、さらにステイクホルダーとの友好関係を築きながら、
健全で活力ある社会の維持発展に寄与するため、社会貢献活動を積極的に推進する。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
社会貢献活動の基本方針： (1)継続的実践活動：当社の社会貢献活動の基本理念に基づき、別
途定めるガイドラインにそった経営資源の投入を図り、継続的かつ安定的に社会貢献活動を進め
る。 (2)支援の対象：対 象とする範囲は青少年の育成・教育、芸術・文化、社会福祉・医療、地域
社会との共生、環境保全および国際交流とする。
(3)社員の社会貢献活動の支援：社員が積極
的に社会貢献活動に参加できるように支援する。
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 国
際交流･協力
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■担当部署等： 社会貢献室（スタッフ数： 2人）
・その他社内組織：
Ｂ． 社会貢献活動審議会
・企業財団 /公益信託等： 貿易奨励会
■社員のボランティア活動支援：

情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日英）、 C．

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.mitsui.co.jp/activity/index.html（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． KIDSパソッコクラブ
活動形態：f ／ 東京都、横浜市の社会福祉協議会所管の児童養護施設、
児童、NPO法人KIDS、三菱商事・住友商事
NPO法人KIDS、および三菱商事・住友商事と共同で、養護施設にパソコンを寄贈し、社員ボランティア
が施設児童にパソコン指導を行うプログラム。
２．Jリーグ選手協会サッカースクール in関東・関 西
活動形態：f ／ 東京都、大阪府の社会福祉
協議会所管の児童養護施設児童、東京都、大阪府の社会福祉協議会、Jリーグ選手協会、三井住友
海上・住友商事・
三菱商事等
Jリーガーが養護施設児童にサッカー指導を行うプログラムの企画・運営に各社社会貢献部署があたり、
社員ボランティア協力とイ ベント実施費を分担している。
３．三井物産 森林体験教室
活動形態：f ／ 千代田区立お茶の水小学校児童
①こどもとの環境学習・交流プログラムを主体的に三井物産社員ボランティアが企画実施し、社会貢献
室として関係者調整・イベント全般運営について補佐する形で進めた。、②業者への委託等を一切行
わず、しおりやクイズは社員ボランティアの手作り、イベント全般の調整は社会貢献室で実施した。③お
茶の水小学校児童の半数が参加したことから、同校の教師陣も多く参加することになり、万全の安全管
理に配慮した。
４．親子伝統文化体験教室
活動形態： ／ 都内近郊小学生4年生―6年生
日経新聞と東京国立博物館が主催する 鎌倉―禅の源流 展協賛に際し、おやこが禅文化を体験する
プログラムを企画・運営したもの。社員ボランティアが当日運営に参画。
５．身障者の原画展
活動形態：f ／ きょうされん（旧称：共同作業所全国連絡会）
10月7日〜11日の1週間、本社社屋地下のギャラリー・
多目的ホールを使用して身障者のカレンダーに
採用されている原画約 30点を展示し、併せて障害者の作品の販売、「きょうされん」の紹介ビデオを流
した。
６．備蓄非常食寄贈
活動形態：b ／ きょうされん東京支部を通して約50箇所の作業所へ
水2万本、コンビーフ缶詰 2万個、ウインナ― 2万個、アルファ米 5千個を作業所に無償提供。
７．第1回リトルリーグフェスタ
活動形態：g ／ 全日本リトル野球協会リトルリーグ委員会
リトルリーグのメッカ的存在の当社府中グラウンドを使用して
11月2日、3日関東地区を中心として 6リー
グのリトルリーガー・父兄関係者
150人が集まり親善試合、リトルリーグ出身の元プロ野球選手の土橋・
小早川氏による野球教室を開催した。

（株）三越
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 史跡･伝
統文化保全, 地域社会の活動, 国際交流･協力, 人権
■担当部署等： 本社コーポレートコミュニケーション室 （スタッフ数：
・その他社内組織：
Ｂ． 三越人権啓発推進委員会
・企業財団 /公益信託等： (財)三越厚生事業団
■報告書等：

A．（日）、

B．三越・環境レポート

（日）
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3人）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 愛の募金
活動形態：a, g ／ 児童養護施設「
羽曳野荘」、日本ユニセフ協会、Ｊ
ＤＳ（日本サービ
ス流通労働組合連合）愛の募金
毎年年末に、全社規模で「
愛の募金」として行っている募金活動。毎年集まった募金を寄付している。
２００２年度には、上記３団体に寄付した。（全社）
２．旭出学園工芸展
活動形態：c, e, f ／ 旭出学園
精神発達遅滞者の教育と福祉を目的に設立された旭出学園の生徒の皆さんの作品の展示即売会（２
００２年３月）。売上金の全額を寄贈。（日本橋本店）
３．地雷除去の支援のためのオークションへの商品寄贈
活動形態：
b, g ／ 日本赤十字社
銀座通り連合会主催の「地雷除去支援活動 」を目的としたオークションへの商品を寄贈しており、売上
金は、連合会より日本赤十字社に寄贈。（
銀座店）
４．世界の子どもにワクチンをキャンペーン
活動形態：a ／ 中日新聞社会事業団、「世界の子ど
もにワクチンを」
日本委員会
三越名古屋店、星ヶ丘店では、チャリティー活動として、２００２年１１月２７日から１２月２５日のクリスマス、
お歳暮期間中に、三越カードでのお買い物１口座につき２０円を積み立てて、中日新聞社会事業団を
通じ、「
世界の子どもワクチンを」日本委員会に寄付。
５．さくらの苗木チャリティー販売
活動形態：
a, c, f ／ （財）日本さくらの会
２００２年３月、日本とドイツの桜の女王によるさくらの植木イベントとして、さくらの苗木のチャリティー販
売を行い寄付。（
日本橋本支店）
６．リングプルで車いすを
活動形態：e, g ／ リングプルネットワーク事務局（
北海道江別市）
２００２年２月から従業員が「缶ジュースなどの蓋」のリングプルを集め、車椅子と交換する活動を開始。
リングプルは、定期的にリングプルネットワーク事務局へ。（
札幌店）
７．チャーチル会 絵画展
活動形態：c, e, f ／ チャーチル会、ＮＨＫ厚生年金事業団
2002年５月、チャーチル会、会員の方々の絵画作品を展示売上げの一部をＮＨＫ厚生年金事業団を
通して、社会福祉事業に寄付。（
日本橋本店）
８．滋彩会展
活動形態：c, f ／ 滋彩会
２００２年７月、各界の方々の美術工芸作品を展示頒布して、福祉資金として、福祉施設に寄贈。（日本
橋本店）
９．ＮＨＫハート展
活動形態：c, g ／ ＮＨＫ
障害のある方々が、日常生活の中で感じたことを一編の詩につづり、その詩からイメージされるものを
著名人やアーティストが「
ハート」をモチーフに表
現したコラボレーションの展覧会で、毎年三越各店で、
開催している。
10．三越エトワールの活動
活動形態：ｆ／ 自社プログラム
日本とヨーロッパの文化交流基地として、１９９２年パリにオープンした美術館。２００２年「
設立１０周年」
記念事業として、三越越後屋歴史資料館を常設で、開設している。併せて、これまで開催した現代日
本を代表する美術展の一部を展示し日本文化を紹介している。

三菱重工業（株）
■社会貢献のミッションや目標
顧客第一の信念に徹し社業を通じて社会の進歩に貢献する。
■担当部署等： （スタッフ 数：人）
・その他社内組織：
Ｄ．三菱社会貢献連絡会
■社員のボランティア活動支援：

制度（ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 施設開放、情報提供、機会提供
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三菱商事（株）
■社会貢献のミッションや目標
グット・コーポレート・シチズンとしての自覚を持ち、地球的視野から社会に対し幅広い貢献活動を
行う。
■重点分野：

社会福祉,教育･社会教育,文化･芸術,環境,国際交流･協力

■担当部署等： 社会･環境室（スタッフ数： 9人）
・その他社内組織：
Ｂ． 社会貢献委員会
・企業財団 /公益信託等： 三菱財団、米国三菱商 事財団、三菱商事欧阿基金
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ登録、地域貢献運動 ）、 施設開放、情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日英）、 B．サステナビリティ・レポート

（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.mitsubishicorp.com （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 母と子の自然教室
活動形態：ｆ
, h ／ 東京都社会福祉協議会、東京ＹＭＣＡ
東京在住のひとり親家庭母子（
約 50家庭120名）を毎年夏、新潟県での 3泊4日のキャンプへ招待する
もの。ＹＭＣＡディレ クターのもと 20名前後の社員ボランティアがハイキングやキャンプファイヤーなどを
企画運営する。 1974年から開始し、今年で 30周年を迎えた。
２．熱帯林再生実験プロジェクト
活動形態：g, h ／ 国際生態学センター・マレーシア農業大学・
パラ農業大学
1990年からスタートしたマレーシア・ブラジルにおける熱帯雨林再生実験プロジェクト。わが社は、本プ
ロジェクトでの企画・
運営管理・資金調達を担っており、世界の熱帯林再生事業に寄与することを目指
す。
３．大分国際車いすマラソン大会
活動形態：a, h ／ 大分県身体障害者体育協会
1981年より大分県等の主催により毎年秋に大分市内で開催されている。国内および海外の身体障害
者（約３０の国と地域から約 400名が参加）が車いすマラソンを通じて、社会に参加する意欲を喚起する
とともに、広く県民が身体障害者についての関心と理解を深めることを目的としている。三菱商事では、
1991年から本大会の趣旨に賛同し、社員ボランティアの派遣、協賛を行っている。
４．児童養護施設向けサッカースクール
活動形態：f, h ／ ＦＣ東京（東京）、ベガルタ仙台（
仙
台）
児童養護施設の小学生を対象に、東京と仙台のＪ
１
チーム（ＦＣ東京、ベガルタ仙台）のコーチと選手に
よるサッカースクールを年に２回づつ開催。運営には、社員ボランティアも参加。
５．地域貢献施策
活動形態：a, h ／ 大学、財団、市、病院他。
1991年より、「グット・コーポレート・シチズンとしての自覚を持ち、地球的視野から社会に対して、幅広
い貢献活動を行う」という理念のもと、社内募集により国内外において、地域のニーズにあった施策の
実現を目指している。毎年約２０件の案件を実施し、その分野は文化、教育、福祉、医療、環境、災害
と多岐 にわたっている。また、 2000年度からは、「三菱商事海外奨学金制度」を開始し、各国の将来を
担う人材育成に貢献している。
６．外国人留学生奨学金制度
活動形態：
a, h ／ 慶應義塾大学、国際基督教大学、上智大学、
日本大学、早稲田大学
指定５大学より１名づつ推薦された海外からの留学生（学部生または大学院生）に対して、１年間奨学
金を授与するもの。
７．上智大学寄付講座
活動形態：
a ／ 上智大学地球環境研究所
同大学地球環境研究所では、全学学部生および社会人を対象に「地球環境と科学技術」のテーマで
開講し、本年度が 8年目となる。受講者は、毎年 470名前後で、内社会人が 30名から40名程度。本講座
に対する学内外の評価が高いことから、 1996年度から寄付講座を継続している。 2003年度からは「
地
球環境学」にも寄附を開始した。
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８．身体障害者情報処理教育
活動形態：a, d ／ (社福)太陽の家、(社福)東京コロニー
(社福)「
太陽の家」や「東京コロニー」へ協力し、身体障害者対象のコンピューター・プログラマー、シス
テム・エンジニア養成プログラムへの支援を継続して、実施している。また、
1983年には、「太陽の家 」と
共同でソフトハウス「三菱商事太陽 (株)」を設立し、コンピューター技術を持った身体障害者に就労の
場を提供している。
９．（財）ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際草の根交流センター「日米草の根交流サミット」
活動形態：a,d ／ （
財）
ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際草の根交流センター
当財団は、日米両国および世界各国の市民レベルでの草の根交流事業を行っており、毎年日米相互
に「日米草の根交流サミット」を開催している。三菱商事は、１９９２年の財団設立当初から理事会社とし
て物心両面から運営・企画に 協力している。
10．海外現地法人の貢献活動
活動形態： ／ 米国三菱商事財団、三菱商事欧阿基金
米国三菱財団は、1991年米国において、三菱商事欧阿基金は、 1992年に英国において、主に環境に
関する支援を目的に設立された。現在、米国三菱商事財団では、 NGOと共同で環境保全活動を、三
菱商事欧基金では、「ロンドン動物園」の援助などを行っている。

三菱信託銀行（株）
■重点分野：

社会福祉, 環境

■担当部署等： 総務部社会貢献活動推進室
・企業財団 /公益信託等： 三菱信託山室記念奨学財団、三菱信託芸 術文化財団
■社員のボランティア活動支援：

制度（Ｖ休暇 ）､ 情報提供、機会提供

■報告書等：

A．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.mitsubishi-trust.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． MTFG「体験教室」
活動形態：f ／
MTFGグループで、児童養護施設・母子生活支援施設の子どもたちを招待して日常とは違う体験をし
てもらう。

三菱地所（株）
■社会貢献のミッションや目標
三菱地所グループ行動憲章にある「まちづくりを通じての真に価値ある社会の
をミッションとしている。

実現」に貢献する、

■社会貢献活動の指針やガイドライン
行動原則第2条「良き企業市民としての行動」に「良き企業市民として、人権を尊重し、社会貢献活
動に自らまた社員の活動への支援を通じて積極的に取り組みます」を指針としている。
■重点分野：

社会福祉, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等： 企画管理本部 社会環境推進室（スタッフ数： 10人）
・その他社内組織：
Ａ．、Ｂ． 社会貢献委員会、Ｄ． 社会貢献活動啓発講演会
・企業財団 /公益信託等： 三菱財団
■報告書等：

A．（日）、

B．『環境報告書 2003』（日）、

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.mec.co.jp/j/commu/social/kouken.htm（日）
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C．『三菱地所のフィランスロピー』、『応援団』

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 三菱地所のSHALL WE 新西六郷少年少女合唱団コンサート
活動形態：
a, d, f, h ／ 社会
福祉協議会（千代田区、港区、神奈川県）、マザーランドアカデミー
音楽教育を通じて健全な青少年・
児童の育成を実践するジュニア合唱団を支援して、東京を中
心に計
4回実施。運営は全てボランティア。
２．キラキラっとアートコンクール
活動形態：c, d, f, h ／ （
社福）東京コロニー・アートビリティ、赤
十字名古屋駅前、社協（
全国）
15才迄の障害児童を対象とした絵画コンクール。全作品をインターネット上に公開する。優秀作品（
40
点）
は東京他 7都市で原画展開催。才能支援、自立支援。
３．丸の内さえずり館発行「野鳥と自然のお便り」
活動形態：b, c, d, g, h ／ 全国の盲学校、点
字図書館、TDK（
株）、（株）デラ、（財）日本野鳥の会他
音訳ボラ ンティア等による野鳥の話しや丸の内の自然情報のテープを年
4回目の不自由な方々へ寄贈。
４．オフィス家具リユース
活動形態：
b, f ／ 希望のあった社会福祉施設、NPO他
当社の管理するビルで不要になったオフィス家具、事務機器等が発生した場合には、これを廃棄物に
せず必要とする団体に提供する。
５．環境美化プログラム
活動形態：
d, f, h ／ 三菱地所ゆうゆう倶楽部（
OB会）
社員、OBを対象に清掃ボランティアを年間 1〜2回実施。昨年は皇居での落ち葉拾いを実施。
６．蕎麦でご長寿！！いきいき配食そば
活動形態：d, f, h ／ 千代田区一番町特別養護老人ホ
ーム、（社福）大寿会特養若竹苑
平成11年より特養ホーム入所者の慰労と地域交流を目的として、ソバ職人指導のもと、社員ボランティ
ア、地域の方、障害者、施設従事者が蕎麦打ち体験。
７．一緒に創ろう！楽しい陶芸教室
活動形態：
b, d,, f, h ／ 千代田区富士見福祉会館、（有）
ギ
ャラリーイクサス
地域交流を目的に平成6年より年 2〜3回実施。手の不自由な人でも創作できるよう講師とボランティア
がサポート。
８．障害者自立支援プロジェクト
活動形態：
d, g, h ／ NPO法人日本就労支援センター、三菱地
所ゆうゆう倶楽部（
OB会）
当社および OB会は、協働先の NPO開設の福祉作業所（
ナチュラルサポート海老名）を運営協力。将来
的には全国の福祉作業所の商品の検品、販路開拓を想定する。
９．NPOパネル展
活動形態：c, f ／ 三菱ビルマネジメント（株）、（財）日本ユネスコ協会連盟、バラ
エティ・クラブ・ジャパン
平成11年度よりNPOの活動を紹介する場所を提供（
横浜ランドマークタワー
69F）。 パネル展、写真展
を開催。
10．オーケストラ支 援
芸術、文化支援。

活動形態：a ／ （財）
NHK交響楽団、（
財）日本フィルハーモニー交響楽団

三菱電機（株）
■社会貢献のミッションや目標
21世紀を迎えて、誰もが笑顔で過ごせる社会を創るために、みんながやさしさをもって新しい社会
に共存できるように、私たち三菱電機では、「すぐれた技術と創造力により、活力とゆとりのある人
間社会の実現に貢献する」
■社会貢献活動の指針やガイドライン
社会福祉、地域社会、地球環境保護、科学技術振興、文化・スポーツの５分野に重点を置き、目
標の実現を目指し、広く国内外で社 会貢献活動を推進する。
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■重点分野：

社会福祉, スポーツ , 学術･研究, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動, 災害救援

■担当部署等： 社会貢献委員会事務局（スタッフ数： 2人）
・その他社内組織：
Ａ．、Ｂ． 社会貢献委員会
・企業財団 /公益信託等： 三菱電機米国財団、三菱電機タイ財団
■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、ソシオル
ーツ基金制度）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：

A．（日英中国語）、 B．（日英）、 C．三菱電機の社会 貢献活動の案内

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/philanthropy/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ソシオルーツ基金
活動形態：a, b ／ 中央共同募金会、都道府県共同募金会
マッチングギフト制度による社会福祉支援。 2002年度は80団体に2700万円(含 物品）
寄贈。
２．創立80周年国際社会貢献活動
活動形態：b, d, g ／ 中国青海省政府
中国西部地区青海省情報センターを立ち上げ寄贈 した。
３．国際ロボットコンテスト
活動形態：
a, g ／
米国ＭＩＴにて世界の大学生８グループを集め、ロボットコンテストを実施。
４．富士山植林ボランティア活動
活動形態：
d, g, h ／ 住友林業(株）
「富士山まなびの森」に毎年ボランティアを派遣し、植林活動を続けている。
５．バスケットボール教室の開催
活動形態：c, d, f, h ／
バスケットボール界トップレベルの当社男子および女子チームが小学生や養護学校を対象に定期的
にクリニックを開催。 02年度は17回実施。

明治生命保険（相） 〔現：明治安田生命保険(相)〕
■社会貢献のミッションや目標
当社は、21世紀の自助努力社会で、真に豊かに安心感のある生活と社会づくりに貢献する。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
重点分野： ウェルネス（福祉・健康）。他に芸術文化・国際交流。
基調： 参加型社会貢献を推進。
手法： NPOとの協力、協働を重視。
■重点分野：

社会福祉, 健康･医学, 文化･芸術, 国際交流･協力

■担当部署等： 社会公共室（スタッフ数： 2人）
・企業財団 /公益信託等： 明治生命厚生事業団、ダイヤ高齢社 会研究財団
■社員のボランティア活動支援：
供

制度（Ｖ登録 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ、地域貢献運動）、 情報提供、機会提

■報告書等：

A．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.meiji-life.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 愛の声かけ・配食運動
活動形態：e ／ 全国老人給食協力会
食事サービス NPOに参加して全国の職員が食事づくりあるいは配食活動に取り組むことを支援する。
全国30ヵ所で常時100名の職員が活動。
２．市民参加型食事サービス活動助成
活動形態：a ／ 全国老人給食協力会
既存の食事サービス活動団体の安定と向上ならびに新しい活動団体の立ち上げ支援のための助成制
度。審査を全国老人給食協力会に委嘱。

143

３．全国および地域の食事サービス・セミナーへの協賛
活動形態：a ／ 全国老人給食協力会
食事サービス活動の普及と向上のための食事サービス・
セミナーを支援。
４．丸の内・明治生命館で懇親と音楽を楽しむ会
活動形態：f ／ なでしこ配食サービス連絡会、
日本フィルハーモニー交響楽団
なでしこ配食サービス連絡会の手づくりの食事の利用者を本社に招待し、
食事と音楽を楽しんでいた
だくプログラム。
５．MEIJIコミュニティ基金のための募金活動
活動形態：f ／
毎年1回同基金のための募金を全国規模で実施。
６．地域貢献資金援助制度
活動形態：f ／
MEIJIコミュニティ基金を原資として、①職場単位での募金に上乗せ寄付（
マッチング・
ギフト）、②職員
個人のボランティア活動の資金援助、③まちづくりを支援する資金援助を行う。
７．「BACK TO SCHOOL CAMPAIGN」「チェコ水害救援」などの募金
活動形態：
a ／ ユニセフ、
シャンティ国 際ボランティア会、HESTIA-National Volunteer Center citymeals-on-wheels in New York
毎年1月17日、阪神淡路大震災を記念して、全国に災害救援募金を呼びかけ。全世界の被災地に寄
付。
８．愛と平和のチャリティコンサートの開催
活動形態：f ／ 東京YMCA
同時多発テロと国際ボランティア年を記念して
2001年から国際ボランティア・デーに開催。東京
メモリアルチャペルで開催。久米小百合のコンサートのほかアフガン現況報告、募金を実施。

YMCA

９．日米草の根交流サミット開催への協力
活動形態：g ／ ジョン万次郎ﾎｲｯﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ記念財団
同財団の日米交流事業へ理事会社として実行委員会に参画。 10月テキサス州で開催。企業交流の事
務局を担当。
10．青年ボランティア国際シンポジウムへの協賛、人材派遣
閣府
世界のボランティア・リーダーを招き、東京で開催されたセミナー（
もに実行委員長に当社職員を派遣。

活動形態：a, d ／ IAVE日本、内
2003年2月14〜16日）に協賛するとと

メルシャン（株）
■担当部署等：

広報部、秘書部 （スタッフ数：

7人）

■報告書等：

A．（英語）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.mercian.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． メルシャン軽井沢美術館の運営
活動形態：f ／ フジテレビ、フランス国立美術館連合
当社の軽井沢蒸留所内に95年に建設した美術館で、毎年ヨーロッパの近・現代美術を展示、紹介して
いる。
２．メルシャンワインフェスティバル
活動形態：c, f ／
秋の一日、当社の勝沼ワイナリーを開放して、ワインとぶどうにまつわる種々な催しを行い、ワイン文化
の振興と発展に 貢献する。

森田薬品工業（株）
■担当部署等： 管理部（スタッフ数： 2人）
・その他社内組織：
Ｂ． SK（職場環境活性化）委員会
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■社員のボランティア活動支援：

機会提供

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ボランティアロード
活動形態：d ／ 国土交通省
福山事業所周辺の国道2号線歩道の清掃活動。
２．一般寄付金

活動形態：a ／ 世界青少年野球推進財団

３．社会事業寄付金

活動形態：a ／ (社福)広島県共同募金会

４．社会事業寄付金

活動形態：a ／ 日本赤十字社・
福山地区

モルガン・スタンレー証券会社
■社会貢献のミッションや目標
「人」「アイディア」「資本」の接点にこそ創造性が生まれる―私たちは幅広いネットワークを生かし、
これからも良き企業市民として地域の人々の心を豊かにするお手伝いをしてまいります。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
モルガン・スタンレーの社員は、みずからの時間と労力を投入し、各種のボランティア団体を支援し
ています。その努力により、さまざまな団体が運営機能を向上させるとともに、より多くの資金を集
め、幅広い活動や新しいプロジェクトを展開しています。
■重点分野：

社会福祉, 教育･社会教育, 文化･芸術, 地域社会の活動

■担当部署等：
・その他社内組織：

Ｂ． 東京ボランティア・コミッティー

■社員のボランティア活動支援：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

制度（Ｖ休暇 、ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 情報提供、機会提供

http://www.morganstanley.co.jp/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． Terry Fox Run
活動形態：a, d ／ ガン研究助成・振興財団、（財）がんの子供を守る会、カナダ
のテリーフォックス財団
「テリー ・フォックス・ラン」にスポンサーとして参加。社員チームがマラソンに参加。
２．由比ガ浜海岸清掃
活動形態：
d ／
60名の社員およびその家族が、鎌倉の由比ガ浜のゴミを拾うボランティアを実施。
３．献血ボランティア
活動形態：d ／ 日本赤十字社
日本赤十字社と共同で献血ボランティアを実施。 70名近い社員が参加。

（株）ヤクルト本社
■担当部署等：

広報室（スタッフ数：

2人）

■報告書等：

A．（英語）、 B．（日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.yakult.co.jp/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 愛の訪問活動
活動形態：ｇ ／ 行政、ヤクルト販売会社、ヤクルトレディ、民生委員
ヤクルトレディがヤクルト商品をお届けしながら、独り暮らしのお年寄りの安否を確認したり、話し相手に
なるという活動。
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２．健康づくり提唱のつどい
活動形態：ｆ／ 日本栄養士会
世界保健デーを記念して、毎年４月７日に健康づくりを積極的に推進するという趣旨で開催している公
開講演会。
３．２１世紀の食と健康フォーラム
活動形態：
ｆ／ 朝日新聞社
健康に関心の高い一般の方々に、保健医療関係 者に「食と健康」に関するテーマで開催している公開
講演会。
４．ヤクルトスワローズ野球教室
活動形態： ／ 福祉団体、施設
プロ野球選手との交流を通して、正しい練習法や技術の習得、運動の楽しさ、健康のすばらしさを知っ
てもらえるイベント。
５．バウンドテニスの普及・協賛
活動形態：ｆ／ バウンドテニス協会
生涯スポーツ「バウンドテニス」の普及に協力している。
６．ヘルミスト（定期出版物）の発行
活動形態：ｆ／
健康を医学や公衆衛生の面からだけでなく、スポーツ、文化、歴史、風俗を含めて、総合的に
健康情報誌の発行。

編集した

７．ヤクルト健康ビデオライブラリー
活動形態：ｆ／
健康に関するビデオを各支店に常備し、地域で行われる講演会や研修会の視聴覚材料として貸し出
している。
８．腸内フローラシンポジウム
活動形態：
a, f ／ ヤクルト・バイオサイエンス研究財団
腸内フローラを主体としたバイオサイエンスに関する普及・啓発を目的に開催しているシンポジウム。
９．乳酸菌研究会
活動形態：ｆ／ 各大学や研究機関
乳酸菌や腸内菌を中心とした研究を行うことを目的に組織化し、研究員（会員）に研究

を協力している。

10．工場祭
活動形態：f ／
地域住民および社員の家族を招き、工場と地域社会との親睦を深めることを目的に実施しているイベ
ント。

安田不動産（株）
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等： （財）松翁記念財団
【主な社会貢献活動メニュー】
１． 大磯寮（旧安田善次郎別荘）の公開
活動形態：
c ／ 大磯町
大磯町より観光事業の一環として、当社大磯寮（旧安田善次郎別荘）の公開の依頼に基づき、毎年
回一般公開し、毎年の恒例行事として定着している。

（株）山形銀行
■社員のボランティア 活動支援：
■報告書等：

機会提供

A．（日）
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（株）山口銀行
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等： （財）山口経済研究所、（財）やまぎん地域企業助成基金
■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

機会提供

A．（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． ヤマグチ・ベンチャー・フォーラム
活動形態：ｆ／ 山口県、山口大学
産官学一体となった異業種交流組織で、１４年度は「商品開発」「マーケティング」「食品関連技術」に
関するセミナーのほか「環境」「ISO」
に関する勉強会を実施
２．（財）やまぎん地域企業助成基金
活動形態：a ／ 推薦団体：（財）やまぐち産業振興財団、山
口商工会連合会ほか
昭和５９年に設立し、毎年山口県内の中小企業の表彰･助成をおこなってきた。平成１３年度から広島･
福岡まで対象を広げ、平成１４年度は、山口６社、広島７社、福岡７社を表彰した。
３．はってんクラブ
活動形態：f ／
平成１５年度３月末現在、１０１のクラブに約３６００名が会員として加入しており、会員それぞれの発展と
地域の繁栄に活動を行っている。
４．寄附講座「産業創造（山口銀行）」
活動形態：a ／ 山口大学
産業創造、ベンチャー育成、ベンチャー教育の強化のための諸活動。
５．「小さな親切」運動への取り組み
活動形態：
h ／
「日本列島クリーン大作戦」への参加や職場でのチャリティーバザー、福祉施設への慰問、店舗周辺、
公園、公共施設の清掃などの活動を積極的に行っている。
６．地域イベントへの参加と支援
活動形態：f ／
各地で開催される祭りや各種イベントに資金、人的両面から支援している。
７．海外留学生・研修生の受け入れ、生活支援
活動形態：f ／
アジア、中近東の留学生、研修生を招 き、日本での住居の提供、生活面の支援などを行っている。
８．老人福祉施設へのお見舞い
活動形態：f ／
「敬老の日」にちなみ、毎年山口県下の老人福祉施設に入居されている方に、生活用品を寄贈し、ご
長寿をお祝いしている。
９．各種講演会の開催
活動形態：f ／
内外情勢や経済・景気に関する講演会をはじめ、経済白書説明会などを適宜開催し、地域の方々に
新鮮かつお役に立つ情報を提供している。
10．経済研究所の設立と支援
活動形態：
d ／
昭和４９年に（財）山口経済研究所、平成１４年１０月に（株）北
資金の援助などを行っている。

九州研究所を設立。職員の派遣や運営

（株）山武
■社員のボランティア活動支援：

制度（青年海外協力隊）、 施設開放、情報提供

■報告書等：

B．（日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://jp.yamatake.com/（日英）
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【主な社会貢献活動メニュー】
１． 省エネモデル工場見学
活動形態：f ／
省エネ工場である藤沢工場にて、八戸工業高等専門学校の学生に、環境保護の取り組み（省エネ、
省資源、循環型社会形成等）
およびＪ
ＵＭＰＳ生産方式について紹介した。
２．海外職業訓練協会の講師担当
活動形態：d ／ （財）
海外職業訓練協会
厚生労働省直轄委託事業である「海外訓練指導者養成事業」のＯＢとして「派遣前研修」の講師を担
当した。
３．グランド開放
活動形態：ｃ ／ 村岡フェニックス（
軟式野球）、戸塚区中田地区ボーイズ（
硬式野
球）、ジョルジュの会（身障者サッカーチーム）
工場敷地内に設けられているグラウンドを体育会系同好会（ソフトボール、サッカー部）の使用日以外
の休日に地域のスポーツチームに開放している。
４．公害防止者管理大会記念講演
活動形態：ｄ ／
公害防止管理者大会において、自社の省エネの取り組みと対策事例を紹介した。
５．環境教育講演
活動形態：d ／ 神奈川県産業技術総合研究所
ＩＳＯ１４０００取得セミナーでの講演、中小企業３２社対象。
６．相模川河川清掃活動
活動形態：
d ／ 寒川町
寒川町主催の相模川清掃活動に社員２３名が参加。
７．河川クリーン作戦
活動形態：ｄ ／ 伊勢原市市役所
伊勢原市環境保全協議会主催のゴミ拾いに社員参加。
８．こぐま会活動
活動形態：ｆ／ (社福）進和学園
進和学園利用者に対する富士登山引率、サッカー交流 試合の定期開催、授産施設の品質改善支援。
（今年で４２年目を迎える活動）
９．工場納涼祭
活動形態：f ／ 近隣自治
地域交流を図るため、地域住民（
近隣自治会中心）を招待、食堂の生ゴミを肥料にしたものを１０００袋
無料配布した。

（株）山田養蜂場
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 健康･医学, 教育･社会教育, 環境, 史跡･伝統文化保全, 国際交流･協力
文化広報室（スタッフ数：

7人）

■報告書等：

C．

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.3838.co.jp/（日英中国語、韓 国語）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． みつばち文庫
活動形態：
b ／ 岡山県内全小学校および応募による全国の小学校
既刊の図書の中から、「
自然環境の大切さ」や、「いのちのつながり」などのテーマに沿った本を「みつ
ばち文庫」として、選定し、小学校へ寄贈。 10冊セット 2002年実績。1618校。
２．ミツバチの童話と絵本のコンクール
活動形態：f ／ メディアを通じて一般応募者対象
ミツバチをテーマに、子どもたちの「こころ・ゆめ・いのち」を育む童話と絵本を募集し、優秀作品の出版
をする。
３．エコスクール
活動形態：c, d, f ／ 地域小学校、TV、新聞による応募者を対象。
養蜂場に子どもたちを招き、ミツバチ観察、採蜜体験、ミツロウ工作などを通じ、ミツバチの社会性や勤
勉性、創造性を学び、自然環境の大切さや、いのちの尊さ、いのちのつながりについて、体験学習す
る。年間 8回開催。
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４．みつばち教室
活動形態：
d ／ 地域小学校
小学校への出張授業。巣箱やスライドを利用した総合学習支援。

2002年は10回開催。

５．文化セミナー
活動形態：f ／ 地元住民を対象とした自主プログラム
地域の人々へ向けて、健康、教育、文化などをテーマとした講演会を開催。
2002年度3回開催。
６．ネパール支援活動
活動形態：f ／ ネパールの日本語学校への支援、ネパールの自然環境
再生のための植樹。
1999年より毎年、樹木の少ないネパールの山を選定し、植樹活動を行っている。
2002年度実績３万本。

ヤマハ（株）
■重点分野：

文化･芸術, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等: （財）ヤマハ音楽振興会
■社員のボランティア活動支援：

制度（青年海外協力隊、Ｖ休暇 ）

■報告書等：

A．（日英）、 B．環境報告書 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.yamaha.co.jp/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． Start 2002
活動形態：
a ／ 磐田市・
磐田商工会議所
スポーツ文化・芸術文化の創造・発信。ワールドカップ日本代表ベースキャンプ地として日本代表を応
援した。
２．浜松ジャズウィーク
活動形態：ｇ ／ 浜松市
６月８日（土）〜６月１６日（日）の
1週間。①ストリートジャズフェティバル、②ステューデントジャズフェス
ティバル、③ライブハウスインアクト、
④ジャズレクチャーコンサート、⑤ジャズスクール＆クリニック、⑥ヤ
マハジャズフェスティバル
３．袋井花火
活動形態：a ／ 袋井商工会議所
遠州袋井の花火プログラム協賛、社内告知。
４．グランドピアノ寄贈
活動形態：
b ／ 静岡県立がんセンター
がん入院患者、その家族の心のケアの一助として、自動演奏つきグランドピアノ寄贈。
５．国際交流コンサート
活動形態：a ／ ふれあいコンサート実行員会、浜松市文化協会、国際楽
友クラブ
プログラム広告協賛、社内告知活動。
６．国体リハーサル大会 エレクトーン貸 し出し
活動形態：
b ／ 浜松市国体事務局
国体浜松市開催リハーサル大会 自転車ロード、ボーリング競技、開会式にエレクトーン演奏で盛上げ。
７．C.S.N ハンディクラフトクラブ
活動形態：a, d, g, h ／ College Student Network
在日ブラジル人子弟、日本人小学生のものづくりを通しての交流支援 手作りエレキギター （試作、製
作マニュアル、品質確保、部品提供）
８．JOCチャリティーコンサート
活動形態：f ／ ユニセフ
ジュニアオリジナルコンサート収益金寄付
９．国際オペラコンクール in 静岡
活動形態：
b, d, g ／ 静岡県オペラコンクール実行員会
11/2（
土〜
） 11/10（日） １次、２次予選、本選、特別演奏会を行い、当コンクールにピアノ１０台貸し出
し、および調律実施。社内告知も実施。
10．国際管楽器アカデミー
活動形態：a, b, d, g ／ 浜松市
管楽器上級者への特別レッスン、コンサート実施。
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ヤマハ発動機（株）
■社会貢献のミッションや目標
これまで培った人材・技 術・ノウハウ等の多面的な経営資源を有効に活用し、 地域・社会と長期
的な信頼関係を築き企業の社会的存在価値を高める ことを目指す。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
地元および地域市民にも当社の存在価値を誇ってもらえるように、製品ベースの領域だけで、企
業理念である 感動 を享受していただくのではなく、それ以外の領域も含めて顧客・地域・社 会に
感動 を提供する。活動において、サッカー、ラグビー等の実績を活用し スポーツ振興 を積極
的に進めると共に、他領域についてもより住み易い地域にするため、積極的に取り組んでいく。
■重点分野：

スポーツ , 国際交流･協力

■担当部署等：
・企業財団/公益信託等： ヤマハ発動機国際友好基金
■社員のボランティア活動支援：
情報提供、機会提供

制度（青年海外協力隊、Ｖ表彰 、地域貢献運動）、施設開放、

■報告書等：

A．（英語）、 B．環境活動報告書 （日英）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.yamaha-motor.co.jp/ （日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 静岡県立浜松学園生の工場実習受け入れ
活動形態：f ／
入所授産施設の卒園予定者の方に、工場で実際に働き集団行動、仕事に対する自信と自立への意
欲をもってもらえるよ う、５日間の実習を受け入れている。（
25年間）
２．水辺の風景画コンテスト（本年で 15回目）
活動形態：
a, g ／ （財）日本マリンスポーツ普及教
育振興財団
全国の小学生以下の児童を対象に、海や浜など水辺の絵を描くことにより、海への理解を深め、地球
環境保護意識が育まれることを願って開催している。
３．友愛日中研修受け入れ
活動形態：a, g ／ 友愛日中研修協会
中国の青年幹部育成の一環として中国共産主義青年団が行っている日本への留学制度に対し、日本
で実地研修を行う企業として受け入れに協力している 。
４．ビーチクリーン作戦
活動形態：a, f ／ サンクチュアリジャパン
社員やその家族などで遠州灘のゴミを回収し、その後で、アカウミガメの子ガメの放流をしている。回収
したゴミは分別し、当社の焼却施設で処理している。
５．近隣施設への訪問ふれあい活動
活動形態：b, f ／ 緑ヶ丘学園（知的障害者更正施設）、磐
城学園（
重度障害者生活訓練ホーム）
施設を定期的に訪問し、園児たちと一緒に遊んだり、バーベキューをするなどして交流を深めている。
６．ヤマハラグビースクール
活動形態：
c, f ／
近隣地域の子どもたちを対象に、ラグビーを理解し、技術指導による体力作りなどを通し健全な青少年
の育成を目的に行っている。
７．JICAを通じた人材派遣
活動形態：
d, g ／ 国際協力事業団JICA
漁業専門家やサービス指導者として社員を派遣している。
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有機合成薬品工業（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． 奨学寄付
活動形態：a ／ 東海大学
奨学金の寄付。
２．奨学金寄付
奨学金の寄付。

活動形態：a ／ 京都大学

３．赤い羽根共同募金
活動形態：a ／ 東京都
赤い羽根共同募金への協力。
４．協力金
活動形態：a ／ （財）
日本ユニセフ協会
（財）日本ユニセフ協会への協力。
５．協力金
活動形態：a ／ （社）
日本赤十字社
（財）日本赤十字への協力。
６．協力金
活動形態：a ／ 下船尾町協力会
下船尾町への協力。
７．夜警費
活動形態：a ／ 西郷消防団
西郷消防団の夜警費。

横河電機（株）
■担当部署等：

広報・IR室（兼任） （スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：

1人）

制度（Ｖ休職、Ｖ休暇 、）、 機会提供

■報告書等：

B．環境報告書 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.yokogawa.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 途上国への医療支援
活動形態：
a ／ プロジェクトHOPEジャパン
国際医療支援団体への寄付により、途上国への医療支援を行う。
２．建仁寺法堂天井画「双龍図」の制作支援
活動形態：a ／ 建仁寺、日本経済新聞社
建仁寺が創建800年の記念事業として取り組んだ法堂天井画の制作を支援した。

横浜ゴム（株）
■社会貢献のミッションや目標
(1)企業の社会的責任： 企業は国の内外を問わず社会を構成する一 員としての役割を持ってい
ます。横浜ゴムは「企業は企業本来の事業を通じて社会に貢献するだけでなく、社会が直面する
課題の解決にも積極的に取組む責任がある」ということを社会貢献の基本的な考え方とし、社員一
人一人が社会的貢献活動へ参加することを推奨します。また、横浜ゴムは様々な非政府組織
（NGO）／非営利組織（NPO）と交流し、それが横浜ゴムにふさわしいものであれば、その活動に積
極的に協力して行きます。さらに海外においては日本と異なる価値観、考え方が存在するという認
識のもと、企業活動が、その国、地域の発展をもたらす
べく、それぞれの法令を遵守し、歴史・文
化・慣習を尊重した企業活動を行います。 (2)「良き企業市民」として： 企業は従業員を通じて、地
域社会と深い関わりをもっています。横浜ゴムは地域社会が企業存立の基盤であると考えます。
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社会の一員として、地域社会活動への参加、協力を積極的に行い、地域との交流を深め、また、
地域社会への社内施設の提供など、地域社会のニーズに適切に対応します。
■重点分野： 社会福祉, 健康･医学, スポーツ , 学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境,
史跡･伝統文化保全, 地域社会の活動, 国際交流･協力, 災害救援
■社員のボランティア活動支援：

施設開放、情報提供、機会提供

【主な社会貢献活動メニュー】
１． タイヤランドの開放
活動形態：c ／ 愛知県新城市
当事業所敷地内に子どもが遊べる様タイヤを利用し動物・ピラミッド等を作り、地域住民へ開放している。
２．恐竜公園の開放
活動形態：c ／ 広島県尾道市
上記同様にタイヤを利用（大型タイヤ）して恐竜を作り、地域住民へ開放。
３．湘南平塚七夕まつり
活動形態：d ／
平塚七夕まつりの運営への協力として、社員が参画し

ている。

４．「ちょこっと便利屋」ボランティア
活動形態：f, h ／
当社事業所社員とOB社員で組織し、地域内高齢者・
身障者へのボランティア活動を行っている。

ライオン（株）
■社会貢献のミッションや目標
「愛の精神の実践」を経営の基本とする。（社是）
私たちは社会の一員として積極的に社会貢献活動を行う。（企業行動憲章）
■重点分野：

健康･医学, 学術･研究, 教育･社会教育

■担当部署等： 総務部（スタッフ数： 1人）
・その他社内組織：
Ａ．
・企業財団 /公益信託等： （財）ライオン歯科衛
■社員のボランティア活動支援：
機会提供

生研究所

制度（地域貢献運動、ボランティア保険 ）、 施設開放、情報提供、

■報告書等：

B．「環境・社会活動報告書」 （日）

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.lion.co.jp/ （日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 口腔衛生普及活動
活動形態：
a, f ／ （
財）ライオン歯科衛生研究所
①地域社会に対する口腔衛生普及。②歯牙疾患の予防に関する調査、研究。
２．社会福祉活動
活動形態：h ／
社員ボランティアによって養護施設の子ども達を隅田
実施。

川花火大会に招待し、ゲーム大会と花火鑑賞を

３．福祉施設や団体への寄付
活動形態：a, b ／
障害者の施設およびそれらをサポートするボランティア団体への現金や商品の寄付を実施。
４．地域活動への参加
活動形態：
h ／
社員ボランティア約 150名が小田原市自治総連合主催の酒匂川の清掃に参加。
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（株）リクルート
■社会貢献のミッションや目標
経営の三原則の一つとして「社会への貢献」を、倫理綱領には「社会との調和」をあげている。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
「社会への貢献」の基本的考え方として「常に企業行動・事業活動を通じて社会に貢献し、豊かな
人間社会の発展に努める。」としている。また「社会との調和」として「公共活動への積極的参加」等
を明記。
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 文化･芸術, 環境
総務部（スタッフ数：２人）

■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

制度（ﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ）、 情報提供

A．(日)

（株）リケン
■社会貢献のミッションや目標
経営理念（抜粋） 私たちは、地球環境を守り、社会に貢献する一級企業市民であり続けます。
■重点分野：

学術･研究, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等：
・その他社内組織：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

Ａ．

http://www.riken.co.jp/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． 図書寄贈
活動形態：ｂ ／
事業所が立地している新潟県柏崎市ならびに埼玉県熊谷市の小学校へ図書の寄贈を行っている。
２．施設開放
活動形態：ｃ ／
柏崎事業所において、市内小学生を対象に工場見学会を開催。
施設（体育館、テニスコート）を開放。

市民スポーツクラブなどへ事業所

３．事業所主催の祭り開催
活動形態：
ｆ／
事業所（
柏崎・熊谷）において、毎年お祭りを開催している。

（株）リコー
■社会貢献のミッションや目標
本来の事業活動において、また同時に企業市民として、会社、社員、株主が三位一体となって社
会とのコミュニケーションをはかり、より豊かな社会の創造にお役立ちする。
■社会貢献活動の指針やガイドライン
重点分野を青少年育成、地球環境保全とし、継続的な社会貢献活動を実施するため、経費処理
とは別枠で、企業活動から得た純利益からも予算額のガイドラインを定めている。
■重点分野：

学術･研究, 教育･社会教育, 文化･芸術, 環境, 地域社会の活動

■担当部署等： 社会貢献推進室（スタッフ数： 5人（含 NPO派遣）
・その他社内組織：
Ａ．、Ｄ．社会貢献積立金制度
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■社員のボランティア活動支援：
制度（Ｖ休職 、青年海外協力隊、Ｖ休暇 、Ｖ表彰、Ｖ研修、ﾏｯﾁﾝ
ｸﾞｷﾞﾌﾄ、社会貢献 Freewillクラブ ）、 施設開放、情報提供、機会提供
■報告書等：
活動

A．（日英）、 B．リコーグループ環境経営報告書 2003（日英）、 C．リコーの社会貢献

■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

http://www.ricoh.co.jp/kouken/（日）

【主な社会貢献活動メニュー】
１． リコー・キッズ・ワークショップ〜かがく・夢・あそび〜
活動形態：f ／ （
財）
新技術開発財団
コピー機等を分解し、その仕組と原理を楽しみながら学び、子どものときに夢を持ち、目的をしっかり持
って勉強することの大切さを伝えることを目的とするプログラム。東京と地方都市で毎年開催している。
２．NPO法人市村自然塾関東
活動形態：f ／ NPO法人市村自然塾関東
子ども一人ひとりが自分の夢をかなえる力を育むための長期体験プログラム。「
生きる力を
大地から学
ぶ」を基本理念とし、 2002年度から開始。毎年 3月から１１月まで週末の金〜日にかけて農作業や共同
生活を体験する。
３．リコーフィルオーケストラファミリーコンサート
活動形態：c, d ／
毎年、大森事業所のホールで開催している、クラシックコンサート。近隣の方々が親子で参加。親しみ
やすい曲をオーケストラ演奏で楽しむ。
４．環境ボランティアリーダーの養成
活動形態：f ／ 日本野鳥の会
社員が個人として環境活動を自発的に行うことを支援する制度で
1999年から実施。地球環境の大切さ
を学ぶことに より、身近な環境の保全を行うことができる環境ボランティアリーダーを養成している。
５．アファンの森天然林復元
活動形態：
h ／ （
財）C.W.ニコル・
アファンの森財団
長野県黒姫にあるアファンの森財団所有の天然林において、森作りの支援を 2002年度から行っている。
年一回、親子自然教室や環境ボランティアリーダーのレベルアップ研修を実施している。
６．多摩丘陵さとやま復元
活動形態：a, d ／ 日本野鳥の会
日野市所有の雑木林の維持のために年に 6回の割合で2000年度から継続的に活動を行っている。
2003年度には親子自然教室も実施した。
７．中国およびマレーシアの森林生態系回復（緑の回廊づくり）
活動形態：a, b, d ／ WWFジャ
パン
生物の移動できる森林を回復するためにマレーシアは 2000年度から、中国は 2002年度から寄付を行
っている。また、現地視察により現地スタッフと社員の交流も実施した。
８．ブルネイマングローブ原生林保全活動
活動形態：a, b, d ／ ラムサールセンター
マングローブ原生林を保全するため、ブルネイ政府・大学に働きかけを
2000年度から行っている。社員
による現地視察も行われた。

リンナイ（株）
【主な社会貢献活動メニュー】
１． 愛知万博会場建設費寄付
活動形態：a ／ （財）
2005年日本国際博覧会協会
愛知万博会場建設費として寄付。
２．オーケストラコンサート協賛
活動形態：a ／ （株）メイコーポレーション
ジャパン・ヴィルトゥオーゾ・シンフォニー・オーケストラ・コンサート名古屋公演の協賛。
３．産業科学研究所運営支援
活動形態：a, d ／ （財）名古屋産業科学研究所
中部ハイテクノセンターの事業運営費の一部負担。
４．グループホーム事業設立へ の寄付
活動形態：a ／ 奈良千手院「
信貴山やすらぎ会」
NPO法人「信貴山やすらぎ会」がグループホーム事業を開始するにあたっての寄付。
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（株）ワコール
■担当部署等：
・企業財団 /公益信託等：
■ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：

(財)京都服飾文化研究財団

http://www.wacol.co.jp/（日英）

【主な社会貢献活動メニュー】
１．
活動形態：a ／ （
財）京都服飾文化研究団
研究・公開に必要な衣装等の収集、保存。また服飾に関しての研究を体系的に行う。
２．
活動形態：d ／ 乳房文化研究会
乳房を中心に、女性の心とからだをとりまく文化や社会の問題を様々な領域から研究する。
３．
活動形態：a ／ タイ プラテープスクサー校
昭和51年から、社会教育事業に貢献するため、当校に毎年寄付を行っている。

ワタミフードサービス（株）
■社会貢献のミッションや目標
地球人類の人間性向上のためより良い環境をつくり、よりよいきっかけを提供すること
■重点分野：
■担当部署等：

社会福祉, 環境, 地域社会の活動
総務部→広報室（スタッフ数：

■社員のボランティア活動支援：
■報告書等：

5人）

制度（Ｖ研修 、地域貢献運動）、 施設開放、情報提供、機会提供

C．ふれあい報告書

【主な社会貢献活動メニュー】
１． お食事会
活動形態：c, d, f, h ／
心身に何らかの障害を持ち、社会参加の少ない方を店舗に招待し、「お食事を通した交流会」を開催。
あたたかな想い出を提供するとともに、サービスの原点であるホスピタリティーを学び、一人ひとりがや
さしい心を持てるような機会としている。
２．わたみ北海道自然学校
活動形態：
d, f, i ／
子ども達と、大自然の中で熱気球体験や乗馬、農作物の収穫 などを通し、夢の持ち方を教え、子ども
たちの持つ「思いやり、謙虚さ、感謝の心、素直さ」
など「人間が本来持っている美しい資質」を高める
事を目標としたきっかけ作りをしている。
３．和み亭のおもちゃ販売
活動形態：f ／
ハンディキャップを持った方々の社会参加の後押しをさせていただく例として、地域作業所等で働く
方々が作られた「授産品」の販路を広げるお手伝いをしている。
４．バザー参加
活動形態：
a, b, d, g ／
地域の福祉施設・
地域作業所等の主催するバザーに模擬店を出店し、焼きそばやお好み焼き等
売。売上金をすべて主催団体へ寄付している。
５．地域イベントへの参加
活動形態：d, g ／
座間米軍キャンプに模擬店を出店し、フレンチフライ、ホットドッグ等を販売。売上金を
している。
６．台風後の復旧作業
活動形態：
d, e, g ／
台風後の森林の倒木を、地元住民の方々と一緒に撤去作業を行った。
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を販

NPO団体に寄付

７．エコツアー
活動形態：d, f, g ／
全従業員および取引先を対象として、自覚教育および啓発活動の一環として環境関連施設の見学会
を実施。中でも、 JRMリサイクルセンタ ーでは、企業、学校法人、インターンシップ学生の要望に応じて、
見学会を随時実施している。
８．チャリティーオークション開催
活動形態：a, f ／
レストラン「 TGIフライデーズ」にて行われたバーテンダーチャンピオンシップにおいてチャリティバザー
を開催し、売上金を NPO団体に寄付している。
９．地域清掃、美化活動
活動形態：d, f ／
「企業市民とは、地域に貢献して初めて市民権を得るものだ」との思いでワタミの店舗だけでなく、地域
の清掃を行っている。
10．ボランティア研修
活動形態：d, f, g ／
横浜ボランティア協会との協力で、施設でのボランティア活動を行うプログラムを導入。ボランティアの
お手伝いを通して「感謝」
「
謙虚」「思いやり」の心を学ばせていただいている。

以 上
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