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事例調査結果 
 

今回の事例調査では、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、社外への情報開示の状況などとともに、主な社会貢献活動につ

いて具体的にご回答いただいた。２９９社・グループ（回答企業４２４社の７０．５％）の事例を掲

載している（各社から回答のあった項目のみを記載）。 

なお、ご回答いただいた文章を原則そのまま記載しているため、文体や字句などが統一さ

れていないことをご了承いただきたい。 

＜社会貢献活動事例の見方＞ 

※ 各社の事例紹介ページでは記入事項が網掛け（ブルー）。 

※ 本調査結果において以下の用語は略称を使用。 

株式会社＝（株）、社団法人＝（社）、財団法人＝（財）、 

特定非営利活動法人＝ＮＰＯ法人、社会福祉法人＝（社福） 

 

１．社会貢献のミッションや目標 
 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 
 

３．重点分野 （以下の14分野から重点分野に１） 
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 

その他 

４．推進体制 （以下の組織のうち設置しているものに１） 
〔担当部署名〕 

〔スタッフ数〕          名 

〔その他の組織〕 

事業所毎の社会貢献担当者 

社内横断的推進組織 

外部専門家の入った組織 

企業財団・公益信託等 

社員によるボランティア組織等 

その他 
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５．情報開示 （社会貢献活動に関する情報提供の方法に１） 
アニュアル･レポートに記載 

サステナビリティ報告書等に記載〔 （報告書名） 〕 

社会貢献活動独自の資料を作成〔 （報告書名） 〕 

ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：                                    

６．社員のボランティア活動支援策 （以下の支援策のうち導入しているものに１） 
・ボランティア（以下、Ｖと表記）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 

・青年海外協力隊休職： 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活動表彰： Ｖ活動を行っている社員を対象とした表彰制度 

・Ｖ活動者登録： 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に寄付する場合、企業も同じ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や全社運動 

・V情報提供： イントラネットなどの社内情報伝達ツールを活用して、社員にＶ情報を提供 

・V機会提供： 希望する社員を対象に、Ｖの体験機会を提供 

・施設開放： 社内Ｖ組織や社員がＶとして関わる団体に施設を開放 

・その他  〔  （制度名）  〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 
（200７年度に実施した寄付や自主プログラム、NPOとの協働事業等の社会貢献活動を最大

８件まで列挙。） 

 

＊活動形態は、以下のａ～ｉ のうち該当するものを列挙。 

寄付 [a．寄付金（金銭）  ｂ．現物寄付   ｃ．施設開放   ｄ．社員の参加・派遣  

e.その他寄付] 

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   i.その他] 

 

活動名  

活動形態  

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
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