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2003 年度 社会貢献活動実績調査結果 
 

〔事例調査編〕 
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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。３０７社（回答企業388社の79.1％）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＞ 
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 

４．推進体制 （以下の組織のうち設置しているものを列挙） 

担当部署名  スタッフ数 名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織    〔 （組織名）  〕 

C．外部専門家の入った組織 〔 （組織名）  〕 

D．企業財団・公益信託    〔 （組織名）  〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等  〔 （組織名）  〕 

Ｆ．その他  〔 （組織名）  〕 

５．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を列挙） 

・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）   〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 （社会貢献活動に関する情報提供の方法を以下から列挙） 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書(含 環境報告書、環境･社会報告書、ＣＳＲ報告書)等に記載 

〔 （報告書名）  〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔 （報告書名）  〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：                                    
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７．主な社会貢献活動メニュー 

（200３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 

１０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 ａ   ｂ   ｃ   ｄ   ｅ   ｆ   ｇ   ｈ   ｉ   

寄付･連携先  

１ 

活動の概要  

 

 

 

 

 

以 上 



 iii
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【ア行】 
アイエヌジー生命保険株式会社 
１．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。 

３．重点分野 〔社会福祉、教育･社会教育、文化･芸術〕 

４．推進体制 

担当部署名 経営企画広報部 スタッフ数 名

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.ing-life.co.jp/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 愛と夢の童話コンテスト 実施 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

１ 

活動の概要 
 

子供から大人まで幅広い世代に感銘を与える創作童話を一般募集し、優秀な

作品を選考。入賞作品を童話本として刊行。 

活動名 童話本「愛と夢の童話館」の寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

２ 

活動の概要 
 

愛と夢の童話コンテスト受賞作を収録した童話本を、（社）全国社会福祉協議

会を通じ全国500箇所以上の児童養護施設へ寄贈。 

 
あいおい損害保険株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

“良き企業市民”として良識に基づき、交通安全・環境保護等の社会貢献に努める。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

「本気と、勇気と、元気と、行動を！！」をスローガンに、真に地域に密着した、お客様に近い会社であり

続けるべく、継続的な地域社会貢献活動に取組む。 

３．重点分野 〔社会福祉、文化･芸術、 環境、地域社会の活動〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 あいおいの月「ボランティア活動」 

活動形態 ｆ  

寄付・連携先  

１ 

活動の概要 

 

10月を「あいおいの月」とし、全国の職場単位で、地域の特性を踏まえ様々な

地域社会貢献活動に取組む。 

活動名 横断歩道用交通安全黄旗の寄贈 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 

 

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。 

３ 活動名 ゆにぞん基金 
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活動形態 ａ  

寄付・連携先 日本赤十字社、日本ユニセフ協会 ほか 

 

活動の概要 

 

有志社員が毎月給与から希望口数（1口101円、最大10口まで）を積み立て、

会社からのﾏｯﾁﾝｸﾞｷﾞﾌﾄ（加入者数×101円）と合わせて寄付。 

活動名 「椿絵展」の開催 

活動形態 ｆ  

寄付・連携先 全国各地の美術館 

４ 

活動の概要 

 

当社所蔵の椿絵を中心とする美術品を、全国各地の美術館で開催される絵

画展に無償で貸し出し、公開。 

活動名 写真コンテストの実施 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

５ 

活動の概要 

 

「守りたい自然、残したい風景」をテーマに、一般公募による写真コンテストを

開催。環境保護と写真家の育成を目指す。 

活動名 社団法人日本ユネスコ協会連盟絵画展への共催 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 社団法人日本ユネスコ協会連盟 

６ 

活動の概要 

 

世界遺産活動の一環として、地域の文化財や自然環境の素晴らしさを見つ

め直し、未来へ引き継ぐことを目的に、日本ユネスコ協会連盟が主催する絵

画展に共催。 

活動名 デイサービスセンター 

活動形態 ｃ  

寄付・連携先 ㈱ふれ愛ドゥライフサービス 

７ 

活動の概要 当社の遊休ビルを提供し、介護事業支援を行う。 

活動名 訪問ホームヘルパー研修 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 ㈱ふれ愛ドゥライフサービス、社団法人長寿社会文化協会 

８ 

活動の概要 

 

各デイサービスセンターにおいて、当社社員・代理店・地域の方々向けにホー

ムヘルパー２級養成研修を開催。資格を取得した社員が実際の訪問看護を

行う。 

 
アイシン精機株式会社 
１．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」ことを明文化。 

２．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（共にい切る）」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。

３．重点分野 〔社会福祉、教育･社会教育、環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 さわやかふれあいセンター スタッフ数 ６名

B．社内横断的推進組織 〔企業行動倫理委員会〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔Be With（ビー・ウィズ）〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 Ｖ登録、退職者Ｖ支援、 マッチングギフト、 V情報提供、  

V機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・社会報告書〕 
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C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔共に生きよう Be With 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.aisin.co.jp/profile/citizen                 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 富士山植樹体験活動（勤続３０年記念奨励活動） 

活動形態 ｇ   
寄付･連携先 富士山ナショナルトラスト 

１ 

活動の概要 
 

勤続３０年対象者への推奨活動として（一般社員の参加も可）、年に１回富

士山植樹体験活動および苗木募金活動を開催。 

 

活動名 ＮＰＯ活動応援基金 

活動形態 ａ   
寄付･連携先 地域の各ＮＰＯ 

２ 

活動の概要 
 

年に１回、基金の募集を実施し、応募のあったＮＰＯの全てに担当者がヒヤ

リングを通し、選考だけでなく今後の別支援メニューを検討。 

活動名 さわやかふれあい講座 

活動形態 ｇ  
寄付･連携先 各市の社会福祉協議会など 

３ 

活動の概要 
 

会社拠点地域の社会福祉協議会や国際協力団体等と協働による地域にマ

ッチした講座を開催。（８地区１１講座）。 

活動名 さわやかふれあいフェスタ「このゆびとまれ」 

活動形態 ｆ   
寄付･連携先 地域ＮＰＯや市民団体など 

４ 

活動の概要 
 

「ボランティアに興味のある人、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と共に、ボランティア体験や交流ゲームなどで一日を

楽しむ。 

活動名 デンパークふれあい農園収穫祭 

活動形態 ｆ      
寄付･連携先 安城市デンパーク 

５ 

活動の概要 
 

デンパークの市民農園の一部を借用（９７年から）し、社員ＯＢのボランティ

アにより、春にはいちご、秋にはサツマイモを栽培し、地域の障がい者施設

を招き収穫を楽しむ。 

活動名 ふれあいウォーキング「ＷＡＬＫ＆ＷＡＬＫ」 

活動形態 ｆ    
寄付･連携先 地域の障がい者施設など 

６ 

活動の概要 
 

社員と地域の方々および施設や団体の障がい者の方々の参加により、社

員と地域のふれあいと共に、社員へ障がい者に介助ボランティアなどの体

験をねらいに開催。 

活動名 西尾市少年少女発明クラブへの支援 

活動形態 ａ、ｄ 
寄付･連携先 西尾市少年少女発明クラブ 

７ 

活動の概要 
 

西尾市の少年少女発明クラブへ運営資金の支援や社員から指導員の派遣

も支援し、「モノづくり」を通して青少年の健全な育成に努めている。 

活動名 介護ＮＰＯ「西三河在宅介護センター」への支援 

活動形態 ｇ   
寄付･連携先 西三河在宅介護センター 

８ 

活動の概要 
 

西三河全域を対象に、介護サービスを行うＮＰＯに２０００年から当社労使

が共同で支援を開始。現在規模も拡大し、順調に推移している。 

９ 活動名 刈谷市ファミリー・サポートセンターへの支援 
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活動形態 ｇ   
寄付･連携先 刈谷市 

 

活動の概要 
 

育児と仕事の両立ができる環境づくりを支援するため、当社施設を刈谷市

へ無料で提供。（企業と行政が一緒に行ったこの取り組みは愛知県初） 

活動名 オールアイシン労使「政策制度フォーラム」 

活動形態 ｆ   
寄付･連携先  

１０ 

活動の概要 
 

「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。 

 
愛知製鋼株式会社 
３．重点分野 〔スポーツ、環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務・人事部  法務・広報室 スタッフ数 ２名（兼務）

B．社内横断的推進組織 〔愛知製鋼社会貢献委員会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.aichi-steel.co.jp/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 愛知製鋼ボランティア基金制度による寄付 

活動形態 ａ、ｂ    

寄付･連携先 関係市町の社会福祉協議会、福祉団体、NPO（１４団体・３８０万円） 

１ 

活動の概要 
 

社員の冠婚葬祭にかかわるお返しを自粛し、ボランティア基金に積み立て、

年度末に寄付する。 

活動名 産業道路クリーン作戦 

活動形態  ｄ     

寄付･連携先 行政（東海市） 

２ 

活動の概要 
 

会社周辺の道路のインター部の清掃活動。 

１回／２ケ月、約３０名で実施。 

活動名 体育館（アスカム）の市民利用開放 

活動形態   ｃ    

寄付･連携先 地域・市民 

３ 

活動の概要 体育館を市民も利用できるよう開放している。 

 
株式会社青森銀行 
４．推進体制 

担当部署名 地域振興支援事務局 スタッフ数 ３名

５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「あおぎん賞」の贈呈 １ 
活動形態 ａ 
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寄付・連携先   
活動の概要 

 

青森県内の産業・地域開発および学術・文化・スポーツ等の振興に貢献した

個人・団体等を表彰。 

活動名 「小さな親切」運動による活動 

活動形態 ｄ 
寄付・連携先  

２ 

活動の概要 

 

「小さな親切」運動青森県本部の事務局として、毎年「春のクリーン大作戦」を

実施。 

活動名 地域行事やロビー展の開催 

活動形態 ｃ、ｄ 
寄付・連携先  

３ 

活動の概要 各種地域行事への参加等 

 
アコム株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

・創業の精神である「信頼の輪を拡げよう」 

・社名（ＡＣＯＭ）の由来である「Ａｆｆｅｃｔｉｏｎ（愛情）」、「Ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ（信頼）」、「Ｍｏｄｅｒａｔｉｏｎ（節度）」 

・企業理念の中に表現している「人間尊重の精神」、「生活文化の向上に貢献する」 

が当社の社会貢献活動における使命であり、指針です。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・特定ガイドラインを設けず、上記の使命・指針に基づいて専任部署が検討します。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部・広報部 スタッフ数 兼任４名

D．企業財団・公益信託 〔（財）家計経済研究所 〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔アコム青い鳥募金 ※アコム社員独自の自主的な募金活動 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

V情報提供、 Ｖ機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 

〔笑顔のおてつだい（アコムの社会貢献活動）〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.acom.co.jp/              http://www.acommy.com.egao/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 アコム “みる”コンサート物語 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

１ 

活動の概要 
 

影絵と生演奏を組み合わせたコンサート。バリアフリーコンサートとして、手話

通訳、車椅子専用席の充実などを施し、福祉施設利用者、地域住民を無料

招待して実施。 

活動名 インターネットホームページ 「笑顔のおてつだい」の運営 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 
 

ホームページを通じて、福祉・ボランティア活動の情報発信・情報交流を行うこと

で、当該活動の促進、活性化を図る。 

活動名 ＴＶ番組 「笑顔のおてつだい」の放映 ３ 
活動形態 ｆ 
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寄付・連携先   
活動の概要 

 
福祉活動やボランティア活動の実状（現場）をレポートしＴＶ番組で放映するこ

とで、当該活動の促進・活性化を図る。（毎週15分 ＭＸＴＶ） 

活動名 （財）家計経済研究所   

活動形態 ａ 

寄付・連携先  

４ 

活動の概要 
 

国民生活の安定と向上に寄与することを目的として、家計経済に関する調査

研究誌の刊行、家計管理に関する教育、啓蒙、研究会、公演会などの活動を

行う。 

活動名 アコム青い鳥募金     ※アコムグループ社員独自の募金活動 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

５ 

活動の概要 
 

社員の発案により開始した、社員の自主的な募金活動。寄付先は、社会福
祉や災害救護に役立てられる団体を選択している。 

 
旭化成株式会社 
１．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。（企業理念より） 

２．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法と社会規範を守り、社会とともに歩みます。 

３．重点分野 〔健康･医学、学術･研究、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団・公益信託 〔あさひ・ひむか文化財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 その他〔サポート休暇〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔旭化成グループＲＣ報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.asahi-kasei.co.jp/seikatu/ecotop.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 あさひ・ひむか文化財団 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

   
世界の音楽・芸術・劇団等、文化行事開催等により地域社会への幅広い文化

活動振興に寄与。 

活動名 ゴールデンゲームズｉｎのべおか 

活動形態 ｃ、ｄ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 

   
毎年５月に延岡で開催する陸上競技大会。中学生からトップクラスの一般選

手まで、約８００人が参加し、観客は2万人を超える。 

活動名 スポーツを通じた地域との交流 

活動形態 ｃ、ｄ 

３ 

寄付･連携先  
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 活動の概要 

   
陸上、柔道、バレーボールなどの選手の運動教室への派遣や、グランド・体育

館などの施設開放。 

活動名 ローリエプロジェクト 

活動形態 ｇ  

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

   
炭酸ガスを効率よく吸収する「ローリエ」をシンボルとして、工場とその周辺地

域に、ローリエをはじめとする植樹やガーデニング、また清掃活動などを行な

っている。 

活動名 インターンシップの実施。 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

   
マーケティング、MR（Medical Representativeｓ）とコース別に募集。2003年度実

績は、それぞれ14名と20名。 

 
旭硝子株式会社 
１．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。 

２．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 

３．重点分野  〔社会福祉、スポーツ、文化･芸術、環境、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報室 スタッフ数 ３名

D．企業財団・公益信託 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 V情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.agc.co.jp/social/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 奨学寄付、学術支援 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 複数の大学、研究機関 

１ 

活動の概要 研究助成のための寄付 

活動名 黄金崎クリスタルパーク 特別展協賛 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 黄金崎クリスタルパーク 

２ 

活動の概要 ガラスをテーマにした、年３回の特別展への単独協賛 

活動名 財）旭硝子奨学会への寄付 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 旭硝子奨学会 

３ 

活動の概要 学生への奨学金事業支援 

４ 活動名 越後妻有トリエンナーレ協賛 
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活動形態 ｂ 
寄付・連携先 越後妻有トリエンナーレ 

 

活動の概要 ガラスを使った作品を発表するアーティストに材料のガラスを提供 

活動名 新星東京フィルハーモニー交響楽団への寄付 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 新星東京フィルハーモニー交響楽団 

５ 

活動の概要 新星東京フィルハーモニー交響楽団への寄付 

活動名 地域への施設開放 

活動形態 ｃ 
寄付・連携先  

６ 

活動の概要 運動施設等の地域への開放 

活動名 インターンシップ受け入れ 

活動形態 ｉ 
寄付・連携先 海外および国内の大学生 

７ 

活動の概要 

 

大学生を受け入れ、技術指導等を行なう。給与、日当、交通費等の支給、寮

費免除等の形で滞在費を負担。 

活動名 工場見学受け入れ 

活動形態 ｃ 
寄付・連携先 地域の団体等 

８ 

活動の概要 工場への見学者受け入れ 

活動名 共同募金会等への募金 

活動形態 ａ 
寄付・連携先  

９ 

活動の概要  

 
旭電化工業株会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

旭電化グループは、メーカーの責務として、環境に優しく、お客様のニーズに応えた安全で高品質な製品

の提供を通じて社会に貢献することが、CSRの基本であり、第一歩だと考えています。また、地域社会・

国際社会との調和と、地域環境との共存共栄を目指し、当社グループを取り巻く様々なステークホルダー

の利益に配慮した、健全で持続性のある発展と収益性の向上を通じて、社会、環境、経済の3つの側面

（トリプル・ボトムライン）でのＣＳＲを追求してまいります。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

下記8つの項目からなる『旭電化グループ行動憲章』を定め行動指針としています。 

①法令の遵守と社会倫理に則った公正・透明な企業活動 

②安全で高品質な商品・サービスの提供 

③環境の保全 

④社会からの信頼確保のための友好的かつ積極的なコミュニケーション・社会貢献活動 

⑤適正かつ公正な情報開示 

⑥働きやすい職場環境 

⑦反社会的勢力の排除 

⑧健全で持続的な発展と社会への還元 

３．重点分野 〔社会福祉、 スポーツ、 教育・社会教育、 環境、 地域社会の活動、  
            国際交流・協力、 災害救援〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

  Ｖ休暇、 地域貢献活動、 Ｖ情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載〔 環境報告書 〕 
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 環境保全活動 

活動形態 ｆ   
寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

 

各工場で定期的に工場周辺の歩道、敷地、街路樹の清掃作業を実施。 

 

活動名 納涼祭・サマーフェスティバル 

活動形態 ｆ  
寄付･連携先  

２ 

活動の概要 

 

各工場で毎年夏に恒例の納涼祭やサマーフェスティバルを開催し、従業員

同士の親睦と地元地域の方々との交流を図っている。 

活動名 産業祭・商工祭への出展 

活動形態 ｇ  
寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

尾久研究所および各工場で地域で行なわれている産業祭･商工祭に参加

し、地元の方々との交流を図っている。 

活動名 運動施設の地域への開放 

活動形態 ｃ、ｆ  
寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

 

富士工場で所有しているサッカーグラウンドを地域の子供サッカーチームや

地元小学校の野外活動に無料開放。年間約100日位の利用がある。 

活動名 ナイスハートフェスティバル（障害者の文化祭）出展 

活動形態 ｂ、ｇ   
寄付･連携先 茨城県 障害者および関係者 

５ 

活動の概要 

 

12月に茨城県水戸市で開催のナイスハートフェスティバル（障害者の文化

祭）に参加。当社鹿島工場より障害者および関係者の方々へ当社製品冷凍

ケーキ3,000個を贈呈。 

活動名 献血推進活動 

活動形態 ｆ  
寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

 

鹿島工場、三重工場内で年二回献血活動を実施。第39回献血運動推進全

国大会にて厚生労働大臣より三重工場に厚生労働大臣感謝状が贈呈され

た。 

活動名 交通指導 

活動形態 ｆ  
寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

 

当社三重工場が地元団地内で毎週月曜日の朝に、小中学校の生徒の交通

指導を街頭で実施。 

 
アサヒビール株式会社 
１．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。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 
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１． 新しいことから、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。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 環境社会貢献部 スタッフ数 10名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔CSR委員会〕 

D．企業財団・公益信託 〔芸術文化財団、学術振興財団、健友会〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔ワンビールクラブ・エコマイージ制度〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 マッチングギフト、 地域貢献運動、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔アサヒビール環境コミュニケーションレポート〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔アサヒビールメセナニューズレター〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.asahibeer.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＫＩＤＳプロジェクト 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 各地児童養護施設 

１ 

活動の概要 

   
施設で暮らす子どもたちと触れ合うことを目的に、社員の有志を募って作った

ボランティア活動で、全国主要都市で、バスハイク、絵画教室を開催。 

活動名 イルカセラピープロジェクト 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 神戸元気村 

２ 

活動の概要 

   
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。 

活動名 ワールドカルチャー・キャラバン 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 シャプラニール、ハンガーフリーワールド他 

３ 

活動の概要 

   
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（社

員含む）に試食して貰い、各国の事情とＮＰＯの活動を紹介。 

活動名 アートビリティ奨励賞 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付･連携先 東京コロニー他 

４ 

活動の概要 

   
障害者アーティストの絵画作品を表彰する「アートビリティ大賞」の中にアサヒ

ビール奨励賞を設け、将来が嘱望される新人アーティストを支援。 

活動名 アートフェスティバル 

活動形態 ｂ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 全国約20のＮＰＯ他 

５ 

活動の概要 

   
これまでのメセナ活動をまとめ、更に広げて行くことを目的に、2002年夏より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。 

活動名 ロビーコンサート 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ 

６ 

寄付･連携先 ６ＮＰＯと実行委員会方式 
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 活動の概要 

   
1990年より、本社ロビーや全国工場、事業場で開催し、既に150回を越えて、

「地域に皆様との交流」を深め、併せ募金活動を実施。 

活動名 カルチャーセミナー「食文化・環境文化講座」 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ 

寄付･連携先 チームＥ、日本環境教育フォーラム他 

７ 

活動の概要 

   
食および環境分野で活躍している方々を講師に迎え、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、全国で展開。 

活動名 自然の学校「土」「水」篇 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ 

寄付･連携先 墨田区他 

８ 

活動の概要 

   
墨田区の障害ある子どもたちに、田植え、稲刈り、釣りなど自然に触れ合う機

会を提供することを目的に、春、夏、秋に実施。 

活動名 三宅島災害復興支援 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ、ｇ 

寄付･連携先 東京フィルハーモニー他 

９ 

活動の概要 

   
2000年の災害発生以来、社員を対象とした募金活動、「島民の集い」支援、

「三宅島支援チャリティーコンサート」協賛を実施。 

活動名 ワンビールクラブ・エコマイレージ制度 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ 

寄付･連携先 日本青年奉仕協会 

１０ 

活動の概要 

   
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

自主的に実施。同じく地域通貨を模倣したボランティア制度「エコマイレージ」

を併せ実施。 

 
アジア航測株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職 

 

味の素株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

味の素グループの社会貢献活動ミッション 

 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」を中心とする社会貢献活動

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。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

活動の基本方針 

１．目的を明確にして重点指向の活動を行います。 

２．味の素グループが持っている経営資源を有効に活用します。 

３．活動内容を適切に評価し、内外への情報の発信を積極的に行います。 

４．味の素グループの主体性を発揮し、従業員が実感できる活動を大切にします。 

５．外部の活動組織と連携を図り、活動のレベルアップを図ります。 

３．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、災害救援、人権〕 

４．推進体制 

担当部署名 コーポレート広報部 スタッフ数 ３名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献推進委員会〕 

C．外部専門家の入った組織 〔味の素「食と健康」国際協力ネットワーク（ＡＩＮ）〕  
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D．企業財団・公益信託 〔味の素食の文化センター、（財）鈴木奨学会〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等〔養護施設の子供たちとの交流会活動グループ〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 地域貢献運動、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔味の素グループ環境報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：   http://www.ajinomoto.co.jp/   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＜AINﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ＞「食・栄養・保健分野における国際協力」支援活動 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （財）オイスカ 

１ 

活動の概要 

   

「農村女性のための生活改善と地域開発研修事業」支援：インドネシア。 

女性ｾﾝﾀｰ建設、ｾﾝﾀｰ内食品加工用資機材の整備、「女性生活改善」研修の

実施など活動支援。 

活動名 ＜AINﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ＞「食・栄養・保健分野における国際協力」支援活動 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 UPCH (Universidad Peruana Cayetano Heredia＝ペルーの大学) 

２ 

活動の概要 

   

「微量栄養素強化食品による栄養改善ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」支援：ペルー。 

対象地域の食物摂取状況の調査、分析。ﾋﾞﾀﾐﾝAや鉄分が添加可能な食料品を

確認し、製造業者や専門家対象のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ開催や栄養強化食品の試用を実

施。実際の普及活動など活動支援。 

活動名 全国老人給食協力会（M.O.W日本協会）の活動支援 

活動形態 ａ、ｂ 

寄付･連携先 全国老人給食協力会 

３ 

活動の概要 

   

平成１５年度事業「住民参加による食事ｻｰﾋﾞｽ活動の全国的な普及、推進事

業」支援。毎年、９月第１水曜日「世界老人給食の日」に当社商品を加盟団体へ

寄贈。（2003年度：全国４４ヶ所） 

活動名 「テレフードキャンペーン２００３」協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）日本事務所 

４ 

活動の概要 

   

世界の食糧不足国の食糧増産支援、栄養不足の人々を支援目的とする「テレ

フードキャンペーン2003」に継続して協賛。 

活動名 「あしたのもとクリック募金」 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 （株）ディ・エフ・エフ 

５ 

活動の概要 

   

当社のホームページ上で行う“１クリック１円”の募金活動を実施。月次カウント

数に応じ、当社がﾏｯﾁﾝｸﾞ寄付を行うもので、これまでﾗｵｽやﾀｲの子供たちの奨

学金支援やﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｨｯｼｭの井戸建設支援の他、国内外の教育、生活支援とし

て、ＮＰＯ、ＮＧＯを通じ支援。（2004年度も継続） 

活動名 アンコールワット国際ハーフ･マラソン ウォーキング大会支援 

活動形態 ａ、ｂ 

寄付･連携先 特定非営利活動法人 ハート・オブ・ゴールド（企画：（株）ライツ） 

６ 

活動の概要 

   

代表理事の有森裕子氏がｶﾝﾎﾞｼﾞｱ・ｱﾝｺｰﾙﾜｯﾄで毎年行う、国際ハーフマラソン

大会、ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会、青少年･指導者育成ｽﾎﾟｰﾂ祭に協賛支援を行う。合わせ

て、タイ味の素㈱からも参加者に対して帽子を協賛。（2003年度は「日本・ｶﾝﾎﾞ

ｼﾞｱ外交関係50周年」。） 

活動名 緊急災害支援 ７ 
活動形態 ａ 
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寄付･連携先 日本赤十字社 （経団連を経由しての支援）  
活動の概要 

   

イラン南東部地震救援のため寄付金支援 

活動名 国際理解教育プログラム「食の探検隊」 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付･連携先 ＩＥＣ国際理解教育情報センター（ＮＰＯ） 

８ 

活動の概要 

   

学校教育「総合的な学習の時間」を中心に展開する「食の探検隊」ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは、ｱ

ｼﾞｱ６カ国の食事づくり体験を通し、子供たちに世界の食文化などに興味を持っ

てもらうきっかけづくりとして、2001年10月からNPOと共同により実施している。

2003年度は101回開催、6,228人が参加。更に、2004年度は、作物を育てる体験

をし、「食の大切さ」と「人と自然に感謝」するなどといった、食育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「食のｶﾞ

ｰﾃﾞﾝ」を実施。 

活動名 「あしたのもとフードサポートGIFT」 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付･連携先 国内のＮＰＯ、ＮＧＯ、児童養護施設、福祉施設、ボランティア団体等 

９ 

活動の概要 

   

年に３回、当社の商品資源を有効活用する社会活動として、全国の養護施設

や福祉施設、ﾎｰﾑﾚｽを支援するﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体他へ、数種の商品を選択し贈

呈。普段の生活の支援を行う。 （9月：16ヶ所、12月：9ヶ所、3月：17ヶ所） 

活動名 「AJINOMOTO GROUP CITIZENSHIP DAY ＩＮ ２００３」キャンペーン 

活動形態 ｄ、ｈ 

寄付･連携先 国内、海外 味の素グループ従業員 

１０ 

活動の概要 

   

国内、海外の従業員、家族が主体となって社会貢献活動に参加し、地域社会と

の交流を行う中で、社会の一員である事を実感する日を創造する事を推奨する

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実施している。（毎年：6月～8月、参加人数約2,100名）活動報告の

中から「モデル活動賞」を決定し報奨。報奨金は、希望の福祉団体等に寄付。

（2003年度7件） 今後も継続しｸﾞﾛｰﾊﾞﾙな活動へと展開する。 

 
アジレント･テクノロジー株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

私達アジレント・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事が出来ました。 今日私達が持つ

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、私達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

り組み、その解決に貢献することが、私達の社会的責任と考えています。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・ 私達の持つ有形・無形の資産を最大限に活用します。 

・ 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。 

・ 私達の存在価値、例えば社会的地位、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。 

・ 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。 

３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育、環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 企画部 スタッフ数 ３名

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献推進委員会〕                 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔科学実験キット自主開発プロジェクト〕 

Ｆ．その他 （従業員ＯＢによるボランティア組織） 〔ぎんきょう （ Ginkgo ）〕 

５．社員のボランティア活動支援策 



 14

Ｖ表彰、 Ｖ登録、退職者Ｖ支援、 マッチングギフト、 地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供、  

施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔アジレント・テクノロジーの社会貢献活動〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.agilent.co.jp/go/jpcommunity/ 

       http://www.agilent.co.jp/go/university/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ひらめき工房アジレント“助成プログラム” 

活動形態  a、ｂ 

寄付･連携先 ガリレオ工房、子ども劇場笠岡センター、飯田市“おもしろ科学工房” 他計

１２団体 

１ 

活動の概要 
 

科学、数学の分野で子供達の夢、ひらめき、想像力を育む活動を展開する

非営利団体に現金最高１００万円等を寄贈するプログラム。 

活動名 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 

寄付･連携先 電気通信大学・情報通信工学科 

２ 

活動の概要 
 

学生実験や教育・指導環境の改革・拡充のために、新たな計測器を必要と

する先生方に最新鋭の機器を寄贈するプログラム。 

活動名 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 

寄付･連携先 発見工房クリエイト（八王子実験教室）、ＯＮＳＥＮ（神戸実験教室） 

３ 

活動の概要 
 

子供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

毎年八王子と神戸において各２日間、計４日間開催。 

活動名 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 

寄付･連携先 町内会、仲良しグループ、従業員子弟の通学する小学校など 

４ 

活動の概要 
 

物作りへの関心、思考力を高める事を目指して開発された無償で提供され

る実験キットを用いて、従業員が講師を務め地域で実験教室を開催。 

活動名 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 

寄付･連携先 ＮＰＯ ＦＵＳＩＯＮ長池、多摩ＮＰＯセンター、神戸市西区青少年問題協議会 

５ 

活動の概要 
 

理数離れ阻止の願いを共有するＮＰＯと協働で月１回定期的に開催。 毎回

１０名近い従業員ボランティアが講師、アシスタントとして参加。 

活動名 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 

寄付･連携先 八王子、日野、多摩市教育委員会、教育センター、小学校 

６ 

活動の概要 
 

より多くの子供達に実験の楽しさを味わってもらうため、理科や総合学習の

時間に授業の一環として開催。 平日のため従業員が業務で対応。 

活動名 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 

寄付･連携先 都下の小学校、公民館等で開催のサタデー・スクール 

７ 

活動の概要 
 

地域の父兄が小学校、公民館等で開催のサタデー・スクールからの依頼で

開催。 従業員が講師、アシスタントを務めるがスタッフは少数で対応。 

活動名 アジレント・アフタースクール 全国（京浜、中部、京阪神）展開 

活動形態  ｂ、ｄ、ｇ、ｈ 

８ 

寄付･連携先 さわやか福祉財団 



 15

 活動の概要 
 

財団選定の非営利団体による実験教室に実験キットの無償提供と、講師養

成を行い、直接開催できない地方での実験教室開催を実現。 

活動名 マッチング・ギフト制度 

活動形態  a、ｈ 

寄付･連携先 日本ユニセフ協会、日本盲導犬協会、NPO AMDA、老人ホーム静原寮 

９ 

活動の概要 
 

従業員が社会への貢献を願って金銭的な寄付を行った場合、会社も同額

の寄付を行い従業員の願いを増強、支援。 

活動名 JSEC（Japan Science ＆ Engineering Challenge）の特別協賛 

活動形態  a、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 朝日新聞社 

１０ 

活動の概要 
 

高校生の科学技術研究コンテスト（Intel ISEFの日本予選）をインテルと共に

特別協賛、従業員が実行委員として参加。 

 

株式会社アドバンテスト 
１．社会貢献のミッションや目標 

良き企業市民になること。人権尊重・地球環境保全。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

社員の一員として積極的に社会貢献するよう努め、企業市民として誇りある行動をとります。 

３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ委員会 スタッフ数    １７６名

B．社内横断的推進組織 〔 ＣＳＲ委員会 〕 

Ｆ．その他 〔 環境管理センタ 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 マッチングギフト 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.advantest.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 寄付 

活動形態  a 

寄付･連携先 歳末助け合い募金 

１ 

活動の概要 助成。 

活動名 寄付 

活動形態  a 

寄付･連携先 社団法人 日本ユネスコ協会 

２ 

活動の概要 ユネスコへの助成。 

活動名 インターンシップ 

活動形態  ｆ 

寄付･連携先 複数の大学 

３ 

活動の概要 企業の社会貢献の一環として、複数大学よりインターンシップ学生を受入 

活動名 計測器寄付 

活動形態  ｂ 

４ 

寄付･連携先 複数の大学 
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 活動の概要 学術振興のため、大学へネットワークアナライザー及びスペクトラムアナラ

イザーを寄付 

活動名 使用済み切手回収 

活動形態  ｅ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 使用済切手を回収し、ＮＧＯで換金され、開発途上国の健康教育・環境衛

生などの生活改善運動に活用 

活動名 寄付 

活動形態  ａ 

寄付･連携先 ドイツ日本人学校 

６ 

活動の概要 海外日本人社会に貢献するため、ドイツの日本人学校へ寄付を実施 

活動名 ビオトープ管理・維持 

活動形態  ｆ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 人間と自然が共生できる環境の保全 

活動名 地域清掃 

活動形態  ｈ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 地域の環境行事に参加し、環境保全を進めるとともに、コミュニケーションを

通して地域に貢献 

活動名 寄付 

活動形態  ａ  

寄付･連携先 学校振興のため、中国の大学へ奨学金を寄付 

９ 

活動の概要  

 
株式会社穴吹工務店 
１．社会貢献のミッションや目標 

地域密着。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 販売促進課、総務課 スタッフ数 名

６．社会貢献活動に関する情報開示 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔 会社案内 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.anabuki.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 穴吹工務店レディースカップ第10回 

活動形態  ｆ   

寄付・連携先 （社）日本女子プロゴルフ協会 

１ 

活動の概要 
 

シード権獲得を目指す、若手女子選手を応援するスポーツ振興事業の一つ。

優勝者には、レギュラーツアー4試合の出場権が与えられる。 

活動名 高松祭り 

活動形態 ａ    

寄付・連携先 高松市高松祭り振興会 

２ 

活動の概要 高松市の夏祭り。花火大会、総踊り、ほか。 

活動名 塩江花火大会 ３ 
活動形態 ａ    
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寄付・連携先 塩江温泉感謝祭実行委員会（塩江町観光協会）  
活動の概要 塩江町地域振興の一環。花火大会、ステージショーほか。 

活動名 穴吹カップ瀬戸内少年剣道大会 

活動形態  ｆ    

寄付・連携先 高松市剣道連盟 

４ 

活動の概要 
 

小・中学生の少年・少女剣士たち、およそ1,000人が参加する四国最大級の剣

道大会。 

活動名 香川大学寄附講座 

活動形態   ｇ   

寄付・連携先 香川大学工学部 

５ 

活動の概要 基礎地盤動力学講座への運営補助。 

 
アルプス電気株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 マッチングギフト 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 親子工作教室 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ、ｆ、ｇ 
寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

   
全国の拠点事務所にて、夏休み・冬休みを利用して、家族を対象に親子参加

の工作教室・工場見学会を開催。 

活動名 大田区「もの作り科学スクール」 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 
寄付･連携先 東京都大田区教育委員会 

２ 

活動の概要 

   
本社所在の大田区教育委員会が開催する「もの作り科学スクール」へ協賛

し、教材の提供や講師派遣。 

 
株式会社阿波銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

経営方針として５つの中の一つに『地域への貢献』を掲げている。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

地域と共に発展する銀行として、地域への貢献なくしては、当行の存在価値はないと考える。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部地域貢献事業担当 スタッフ数 ３名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  www.awabank.co.jp                                

７．主な社会貢献活動メニュー 
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活動名 アドプト・プログラム吉野川の実施 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
 

アドプト・プログラムとは清掃ボランティア活動のことで、当行は吉野川大橋

から西へ６００ｍの南岸を担当区域としています。 

活動名 (財) 阿波銀行学術・文化振興財団 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
 

徳島県内における優れた学術研究・文化活動に助成・協力し、地元の産

業・学術・文化の発展および振興に貢献することにより、徳島県の豊かさを

現出できるような地域づくりを進めています。 

活動名 「小さな親切」運動 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 
 

「小さな親切」運動の徳島県本部事務局を務めると共に、全行員が「小さな

親切」運動に入会しています。日本列島クリーン大作戦やコスモスの種子

の配布など、さまざまな行事に参加し、ボランティアの輪を広げています。 

活動名 (財) 阿波銀行福祉基金 

活動形態 a、ｂ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 
 

徳島県内の児童福祉施設や保育園、あるいはお年寄りや身体障害者の福

祉施設・団体に必要な備品や教材の寄付、施設の整備など幅広く助成を続

けています。 

活動名 阿波銀プラザ 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 
 

「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ます。 

活動名 科学体験フェスティバル 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 
 

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、例年夏休みに、

四国電力徳島支店と当行の協賛で「科学体験フェスティバル」を、徳島大学

工学部キャンパスで開催しています。 

活動名 善意の寄付活動 

活動形態 a  

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 
 

永年勤続２５周年表彰を受けた行員と新入行員一同は、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

へ贈呈しています。また、赤い羽根の共同募金や、歳末助け合い運動など

の寄付金にも役職員が積極的に参加しています。 

 
安藤建設株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

当社企業理念：  豊かな環境を創造し社会に貢献する 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 
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 豊かな環境を創造し社会に貢献することを企業理念とし、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。 

３．重点分野 〔社会福祉、健康･医学、教育･社会教育〕 

 
アンリツ株式会社 
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

経営方針：良き企業市民としての社会貢献 

弊社がグローバル化を進める中で、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ていく必要があります。 

この努力無くしては永年の成果も一瞬に消え去りかねません。 

リスクマネジメントセンターを中心にリスクマネジメント戦略を推進します。また地球環境保全のための環

境戦略を強力に推進します。当社の環境理念である「環境に配慮した製品の開発と生産の追求」「人と自

然が共存できる豊かな社会づくり」の思想に基づき、LCA(製品の環境への影響度評価手法)、環境配慮

型製品開発、エコラベル取得、ゼロエミッション(廃棄物の100％再資源化)、省エネルギー対策などを推進

します。環境会計の導入や環境報告書による情報開示も進めます。グループ会社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。 

３．重点分野 〔健康･医学、環境、地域社会の活動〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ表彰、 V情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

 

飯野海運株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

経営理念の項目の一つ   「法令を遵守し、社会と環境に十分配慮」 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

行動憲章の項目の一つ   「社会への貢献と企業価値の向上」 

３．重点分野 〔環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 ステークホルダーリレーションズ 

マネジメントグループ 

スタッフ数 ３名

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 金刀比羅宮「平成の大遷座祭」記念事業への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 香川県金刀比羅宮 

１ 

活動の概要   本宮の天井桜樹木地蒔絵復元協賛金に寄付。3百万円 

活動名 ＮＨＫ交響楽団への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 (財) ＮＨＫ交響楽団 

２ 

活動の概要   2004年度分50万円を寄付。（毎年同額） 

活動名 商船高等専門学校協力金 

活動形態 ａ 

３ 

寄付･連携先 日本船主協会 
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 活動の概要   2003年度分として95千円を寄付。（毎年同額） 

 
イオン株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

私たちイオンは、「お客様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的責任を果たすため、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、これからの活動が地域に根ざしたものであると認識し、地域の方々とのパ

ートナーシップを育み、循環型社会の構築を目指します。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

イオン株式会社は、「お客様第一」を基本に、小売業としてお客様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、地域社会一員として、未来を担うこ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。 

３．重点分野 〔社会福祉、環境、地域社会の活動、国際交流･協力、災害救援、NPOの基盤形成〕 

４．推進体制 

担当部署名 環境・社会貢献部 スタッフ数 １２名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団・公益信託 〔①イオン１％クラブ ②イオン環境財団 ③岡田文化財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ表彰、 Ｖ登録、 Ｖ研修、マッチングギフト、 地域貢献運動、 Ｖ情報提供、 V機会提供、施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔イオン環境社会報告書２００４〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔イオン環境社会報告書２００４〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.aeon.info  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 イオン“幸せの黄色いレシート”キャンペーン 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 地域のボランティア団体 

１ 

活動の概要 
 

毎月１１日のイオンデーに地域のボランティア団体の活動を書いた投函ボッ

クスに、レジ精算した「黄色いレシート」を投函。合計金額の１％相当の希望

商品を寄付。 

活動名 イオン“グリーン･ロード”活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 国土交通省 

２ 

活動の概要 
 

店舗・事務所周辺の国道の清掃活動です。 

（毎月１１日の“イオン･デー”に実施） 

活動名 イオン“こどもエコクラブ” 

活動形態  

寄付･連携先 環境省 

３ 

活動の概要 
 

環境省の“こども・エコクラブ”の趣旨に賛同し、イオン全体で活動を展開。 

２00３年度は138クラブ、3314人のこどもたち、354人のサポーターが参加し

ています。 

活動名 「ドイツに学ぶエコ･ライフ」ツアー 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 イオン１％クラブ 

４ 

活動の概要 
 

環境先進国ドイツの学校や国立公園、一般家庭などを、次代を担う日本の

こどもたちが訪問するツアーです。 



 21

活動名 カンボジア学校 建設支援 

活動形態 a 

寄付･連携先 イオン１％クラブ、日本ユニセフ協会 

５ 

活動の概要 
 

長期に渡る内戦で失われたカンボジア教育基盤の早期回復を願い、カンボ

ジアに毎年20校以上の学校を寄贈。 

活動名 エコロジー・ミュージカル公演の開催 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 イオン１％クラブ、劇団「ふるさとキャラバン」 

６ 

活動の概要 
 

環境保全活動の一環として、1997年以来、自然や森の大切さをテーマにし

た“エコロジー・ミュージカル”を開催。地域のオーディションで選ばれたこど

もたちも出演します。 

活動名 佐渡“トキ”の森づくり 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 イオン環境財団 

７ 

活動の概要 
 

新潟県両津市月布施にて、国際保護鳥に指定されている“トキ”の野生復

帰を目指して、“トキ”の営業地及びねぐらとしての森づくりを実施（2003．

11．19） 

活動名 同時に「トキを森に帰そう」キャンペーンを実施 

活動形態 a 

寄付･連携先 「新潟県 トキ保護募金推進委員会」 

８ 

活動の概要 
 

上記の植樹活動をバックアップするため、2003．11．28～12．25に募金活動

を実施。お客さまからの募金907万7666円と財団の寄付金1000万円を贈与

しました。 

活動名 万里の長城、森の再生プロジェクト 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 イオン環境財団、北京市人民政府 

９ 

活動の概要 
 

1998年から30年計画で実施した日中ボランティアの方々の植樹した木々を

2003年から30年計画で枯れた木々の補植・除去等の育樹・植樹活動です。

活動名 「岐阜・山火事跡地」森の再生活動 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 イオン環境財団 

１０ 

活動の概要 
 

2002．4．5の大火で焼失した森の再生のため、小学生を含む、延べ895名

のボランティアの方々の参加で、7400本の植樹を実施。 

（2003．10、2004．3の２回） 

 
石川島播磨重工業株式会社 
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

「良き企業市民」として積極的に社会貢献活動を行なう。 

３．重点分野 〔学術･研究、地域社会の活動、災害救援〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 地域のコミュニティ活動への協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 当社工場・事業所のある各地域 

１ 

活動の概要 地元主催の各種行事に対する協力。 

活動名 環境とふるさとづくり国際青少年フォーラムへの協賛 ２ 
活動形態 ａ 
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寄付・連携先 （財）オイスカ  
活動の概要 

 
里山の荒廃等国内の環境問題を学び，実際の山林保全活動を行い東京都内

の青少年の情操教育を促進することを目的とするフォーラムへの支援。 

活動名 「森と湖に親しむ旬間」全国行事への協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 （財）ﾀﾞﾑ水源地環境整備センター 

３ 

活動の概要 
 

国交省等が国民に森や湖に親しむ機会を創出し，森林やダム等の水資源の

重要性について国民の関心を高めることを目的とする行事への協賛。 

活動名 アルジェリア地震義援金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先  

４ 

活動の概要 地震により甚大な被害をうけたアルジェリアに対する義援金の協力。 

活動名 国際親善交流特別演奏会への寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本音楽文化交流会 

５ 

活動の概要 
 

演奏会を楽しむ機会の少ない障害者や高齢者を招待しての国際親善交流特

別演奏会への支援。 

活動名 宮古島台風14号被害への救援金への協力 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 那覇商工会議所 

６ 

活動の概要 
 

台風により甚大な被害をうけた宮古島に対し，那覇商工会議所を通して寄付

を実施。 

活動名 イラン南東部大地震義援金募金への協力 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本赤十字社 

７ 

活動の概要 
 

イラン南東部で発生した大地震に対する義援金。日本赤十字社を通して寄付

を実施。 

活動名 (財) 骨髄移植推進財団への寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (財) 骨髄移植推進財団 

８ 

活動の概要 
 

白血病など血液難病の患者にドナーを紹介している標記財団への活動に対

する支援。 

 
株式会社伊勢丹 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔伊勢丹企業活動レポート〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.isetan.co.jp   

 

伊藤忠エネクス株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

伊藤忠エネクスグループは、地球環境問題への取り組みを、「企業市民」として、経営の最重要課題の一

つとして捉え、「社会とくらしのパートナー～エネルギーと共に・車と共に・家庭と共に～」の経営理念のも

と、「環境適合性（環境への適合・環境保全への貢献）」を基準に、企業活動を行う。 

＊「環境保全への貢献」の中に地域の社会貢献活動も含み活動しています。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 
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ステークホルダーの皆様の信頼に応えるため、社員のボランティア活動を支援し、事業活動や社会・環

境活動などを通じて、社会的責任を果たしています。 

また、社員のボランティア活動を支援し、社会から信頼される人材を育成することを目的に「ボランティア

活動支援制度」を制定しました。 

３．重点分野 〔スポーツ、環境、地域社会の活動、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 審査ＣＳＲ推進部 スタッフ数 ５名 

５．社員のボランティア活動支援策 

 地域貢献運動、 V情報提供、 その他 〔ボランティア活動支援制度（有給休暇を使用し、一人１回 

 上限５万円活動費用を支援、新入社員の美ヶ原（長野県）林道整備）〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書に記載〔CSR＆アニュアルレポート（アニュアルレポートとＣＳＲ報告 

書を融合） 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

     ＵＲＬ：  http://www.itcenex.com                                  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 東京大学気候システム研究センター 

活動形態 ａ  
寄付･連携先 伊藤忠商事㈱ 

１ 

活動の概要 温暖化等のメカニズム解明等 

活動名 経団連 

活動形態 ａ   
寄付･連携先  

２ 

活動の概要  

活動名 ＷＷＦジャパン 

活動形態 ａ 
寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

バレンタイン募金として活動をしており、１～３月に全社の社員からバレンタ

インの変わりに、購入費用を募金として募る。 

活動名 権之助坂・目黒川周辺清掃 

活動形態 ｆ   
寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

 

社員有志により地域の清掃活動を年２回実施。２００４年度より発足した、

権之助・大鳥スイパーズに参加し活動。 

活動名 伊藤忠商事（株）主催 夏休み環境教室 

活動形態 ｄ    
寄付･連携先 伊藤忠商事（株） 

５ 

活動の概要 講師を２名派遣し、環境教室のお手伝いを実施している。 

 

伊藤忠商事株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

基本理念：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施し、豊かでゆとりのある者秋の実現を目指す。 

２．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、社員の実現する社会貢献活動を積極的に支援する。 

３．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〕 
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４．推進体制 

担当部署名 総務部社会貢献チーム スタッフ数 ２名

D．企業財団・公益信託 〔(財) 伊藤忠記念財団 〕 

Ｆ．その他 〔社会貢献活動委員会 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ登録、 Ｖ研修、 退職者Ｖ支援、 マッチングギフト、  

地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載〔環境報告書２００３〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.itochu.co.jp/main/coy/social/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ITOCHU LOBBY CONCERT 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 アガペセンター（身体障害者総合福祉施設） 

１ 

活動の概要 
 

92年からﾆｭｰﾖｰｸ・ｼﾝﾌｫﾆｯｸ・ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙを招聘し、1Fﾛﾋﾞｰ等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、食事及び鑑賞の介助を行う。 

活動名 夏休み環境教室 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 港区教育委員会・港区内小学校 

２ 

活動の概要 
 

地元港区内の小（中）学生を対象に、92年から子供達の環境教育、夏休み自

由研究のお手伝いを伊藤忠ｸﾞﾙｰﾌﾟ社員及びNGOや学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱで行ってい

る。 

活動名 「ｱｻﾋﾋﾞｰﾙの夕べ」ﾁｬﾘﾃｨｰｵｰｸｼｮﾝ･ﾊﾞｻﾞｰ 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 ﾒｲｸ･ｱ･ｳｨｯｼｭ ｵﾌﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝ（2003年・2004年） 

３ 

活動の概要 
 

毎年夏に食料ｶﾝﾊﾟﾆｰの主催により行われる「ｱｻﾋﾋﾞｰﾙの夕べ」の会場の一角

にてﾁｬﾘﾃｨｰｵｰｸｼｮﾝ･ﾊﾞｻﾞｰを開催。役員・主管者及びｸﾞﾙｰﾌﾟ会社からの提供

商品を販売し、その売上を寄付。 

活動名 東京都障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会 

活動形態 ｂ、ｄ、ｈ 

寄付・連携先 社会福祉法人 それいゆ花の里 

４ 

活動の概要 
 

東京都主催の障害者スポーツ大会にて身体部門での介助ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを行って

いる。食料ｶﾝﾊﾟﾆｰより飲料約2000本提供 

活動名 青山まつりフリーマーケット 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ、ｈ 

寄付・連携先 アガペセンター 

５ 

活動の概要 
 

東京本社ﾋﾞﾙ横CIﾌﾟﾗｻﾞにて行われるﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄに社員ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「ふれあいの

ﾈｯﾄﾜｰｸ」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 

活動名 介護セミナー（介護講習会） 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 伊藤忠労働組合・港区ボランティアセンター 

６ 

活動の概要 
 

介護保険に関する講習会や寝たきりのお年よりへの介助の仕方(実技)を学ぶ

セミナーを開催。 

活動名 「ふれあいのネットワーク」自然観察部会 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

７ 

寄付・連携先 （財）日本自然保護協会 
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 活動の概要 
 

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回会社周辺にて自

然観察会を実施。週末には明治神宮や裏高尾にも赴く。 

活動名 「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 

寄付・連携先 災害救援ボランティア推進委員会・赤坂消防署 

８ 

活動の概要 
 

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（三角巾・ロープワーク等）を学ぶ。 

活動名 「ふれあいのネットワーク」音読ボランティア部会 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 日本フィランソロピー協会・社会福祉法人 パール 

９ 

活動の概要 
 

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

アを開催、発声練習ほか高齢者施設の訪問にて活動。 

活動名 献血及び骨髄バンクドナー登録 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付・連携先 日本赤十字社・骨髄移植推進財団 

１０ 

活動の概要 年に２回東京本社にて献血及び骨髄バンクドナー登録を実施。 

 
伊藤ハム株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

【社会貢献活動理念】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。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

【社会貢献活動方針】  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ユニセフ活動及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。 

３．重点分野 〔社会福祉、健康･医学、．環境、地域社会の活動〕    

４．推進体制  

担当部署名 総務デパートメント スタッフ数 １名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献推進委員会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 マッチングギフト 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://itoham.mediagalaxy.ne.jp/corporate/citizen/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「こうべ森の学校」の活動を支援 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ 

寄付・連携先 神戸市 

１ 

活動の概要 
 

六甲山のこれからの100年の森づくりを市民の手ですすめる「こうべ森の学

校」を支援しています。 

活動名 ユニセフ募金 

活動形態 ａ     

２ 

寄付・連携先 （財）日本ユニセフ協会 
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 活動の概要 
 

従業員の募金総額と同額を会社が拠出する、いわゆるマッチングギフトにより日

本ユニセフ協会へ寄付しています。 

活動名 健康ひょうご21県民運動 

活動形態 ａ、ｂ   

寄付・連携先 （財）兵庫県健康財団 

３ 

活動の概要 
 

県民が自分自身の健康を見つめなおすための運動に賛同、寄付を行ってい

ます。 

活動名 神戸ルミナリエ 

活動形態 ａ  

寄付・連携先 神戸ルミナリエ組織委員会 

４ 

活動の概要 
 

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行う「神戸ルミナリエ」に開始当初より寄付を継続していま

す。 

活動名 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 

寄付・連携先 クリーンアップ関西事務局 

５ 

活動の概要 
 

海のごみ問題解決のための国際環境保護活動として、毎年春・秋におこなわ

れているもので、当社従業員及びその家族延べ80余名が参加しました。 

活動名 船橋三番瀬クリーンアップ 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付・連携先 船橋三番瀬クリーンアップ2003実行委員会事務局 

６ 

活動の概要 
 

東京湾に残る干潟「三番瀬」でのクリーンアップ活動や自然観察を行うイベントに

参加しています。 

活動名 クリーンアップin甲子園浜 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 NPO法人こども環境活動支援協会の協力 

７ 

活動の概要 
 

阪神間では数少ない自然の砂浜と干潟を有する「甲子園浜」のクリーンアップ及

び干潟観察会を当社従業員及びその家族で実施しています。 

 
株式会イトーヨーカ堂 
１．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。 

２．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 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会・文化開発室 スタッフ数 ３名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.itoyokado.iyg.co.jp/company/profile/csr/activity.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 
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活動名 店子ども図書館 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

１ 

活動の概要 

 

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、11

店舗の店内に子ども図書館を設置している。 

活動名 マタニティー育児相談室 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 

 

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を行っている。 

活動名 小さな童話大賞 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 毎日新聞社 

３ 

活動の概要 

 

大人と子どもが向き合う場として、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 

活動名 24時間チャリティー募金 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 日本テレビ放送網㈱ 

４ 

活動の概要 

 

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。 

活動名 盲導犬募金 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 全国盲導犬施設連合会 

５ 

活動の概要 

 

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。 

活動名 家庭婦人バレーボール大会 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 埼玉県家庭婦人バレーボール連盟 

６ 

活動の概要 

 

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。 

活動名 ユニバーサルデザインの推進 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

７ 

活動の概要 

 

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。 

活動名 環境保護活動 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

８ 

活動の概要 日々の事業活動の中で発生する環境負荷の客観的に努め、その削減に取り

組んでいる。 

活動名 研修受け入れ 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

９ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 店舗施設見学会 

活動形態 ｆ 

１０ 

寄付・連携先  
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 活動の概要 
 

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。 

 

イハラケミカル工業株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 緑の安全推進協会 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 緑の安全推進協会 

１ 

活動の概要 非農耕地の啓蒙活動。 

活動名 東・日の出町子供会 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 東･日の出町子供会 

２ 

活動の概要 祝儀。 

活動名  

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本化学会 

３ 

活動の概要  

活動名  

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社富士川 

４ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 赤い羽根共同募金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 富士川町社会福祉協議会 

５ 

活動の概要  

活動名 富士川カップ協賛会 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 庵原郡サッカー協会 

６ 

活動の概要  

 

ウシオ電機株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

 地域貢献運動、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載〔 環境報告書2004 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.ushio.co.jp/eco/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 事業所外近隣の清掃活動 

活動形態 ｄ 
寄付･連携先 御殿場市水質保全協議会 

１ 

活動の概要 
 

上記主催の近隣道路等の清掃活動に協力し、ゴミのない地域環境作りに

貢献。 

２ 活動名 森林ボランティア 
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活動形態 ｈ 
寄付･連携先 ひょうご森の倶楽部 

 

活動の概要 上記ボランティア団体の森林整備への社員の参加。 

 
宇部興産株式会社 
４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔(財) 宇部興産学術振興財団〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔レスポンシブル・ケア報告書〕 

 
エイベックス株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名  

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本赤十字社 

１ 

活動の概要 運営資金援助。 

活動名  

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本経済団体連合会 

２ 

活動の概要 イラン南東部大地震支援。 

活動名  

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本経団連自然保護協会 

３ 

活動の概要 自然保護活動支援金。 

活動名  

活動形態 ａ、ｂ 

寄付・連携先 アクト・アゲインスト・エイズ運営事務局 

４ 

活動の概要 エイズ撲滅運動の為の運営資金援助等。 

活動名  

活動形態 ｅ、ｈ 

寄付・連携先 特定非営利活動法人 スペシャルオリンピックス日本 

５ 

活動の概要 知的障害者支援の為のスポーツ競技会広告協賛及びボランティア支援。 

活動名  

活動形態 ａ 

寄付・連携先 盲導犬協会 

６ 

活動の概要 盲導犬育成支援の為の運営援助（会費） 

活動名  

活動形態 ｃ 

寄付・連携先 本社正面広場 

７ 

活動の概要 地域活性化の為の開放（祭り、他） 

活動名  

活動形態 ｃ 

寄付・連携先 本社会議室 

８ 

活動の概要 地域商店会等への貸し出し。 
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エーザイ株式会社 
３．重点分野 〔健康･医学、学術･研究、文化･芸術〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ研修、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ．サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・社会報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 内藤財団助成事業 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 内藤記念科学振興財団 

１ 

活動の概要 

 

自然科学の基礎研究の奨励として、2003年度は研究助成、海外留学助成を

はじめ、118件、総額1億2,003万円の研究助成を行った。 

活動名 医療科学研究所研究活動 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 (財)医療科学研究所 

２ 

活動の概要 

 

医療の社会科学の学際的分野の研究を推進するため、2003年度は10件、総

額500万円の研究助成を行った。 

活動名 読売 医療功労賞協賛 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 読売新聞（協賛） 

３ 

活動の概要 

 

国内外の離党やへき地等厳しい条件のもと、長年医療に従事し、著名な功績

をあげた方々の表彰に協賛し、2003年は国内外18名が授賞した。 

活動名 ＮＰＯアワード2003 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 東京青年会議所 

４ 

活動の概要 

 

東京青年会議所が主催する優良なNPOを育成・支援する年1回の企画「NPO

アワード2003」に活動支援の目的で協賛を行った。 

 
エスエス製薬株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

＜企業行動憲章より抜粋＞ 

地域社会への貢献は企業の責務と認識し、事業活動を通じ地域社会の一員として生活環境の向上及び

活性化に努める。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

＜行動規範より抜粋＞ 

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．重点分野 〔健康･医学、学術･研究、環境、地域社会の活動、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部ＣＳＲ課 スタッフ数 １名

５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献運動、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載〔環境社会報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.ssp.co.jp  
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 清掃活動 

活動形態 ｄ、ｆ 
寄付・連携先  

１ 

活動の概要 全工場、全物流センターでは、定期的に事業所周辺の清掃活動を実施。 

活動名 森林ボランティア 

活動形態 ｄ、ｇ 
寄付・連携先 町 

２ 

活動の概要 町の水源となる森に広葉樹を植林するボランティア活動に参加。 

活動名 ＜きらめく水のふるさと磐梯＞湖美来基金への寄付 

活動形態 ｅ     
寄付・連携先 県 

３ 

活動の概要 県内の湖の水質保全を目的とした寄付活動へ参加。 

 

ＳＭＫ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

会社（ＳＭＫ）の「行動指針」に明記 

「社会への貢献を考え、誇りと自信をもって行動する」 

３．重点分野 〔社会福祉、史跡･伝統文化保全、地域社会の活動、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

D．企業財団・公益信託〔財団法人昭和池田記念財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

 Ａ． アニュアル・レポートに記載 

 Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

    ＵＲＬ：  http://www.smk.co.jp     

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 献血 

活動形態 ｄ  
寄付･連携先 日本赤十字社 

１ 

活動の概要 健康診断実施時、社内報や朝礼等で献血活動をＰＲし、推進。 

活動名 ユニセフ外貨コイン募金活動 

活動形態 ｄ  
寄付･連携先 ユニセフ 

２ 

活動の概要 

 

社内全事業所に募金箱を設置し、海外出張や旅行時の外貨の残りや日本

円での募金を推進。社内報等でもＰＲ。 

活動名 外国人留学生の社員寮への受入れ 

活動形態 ｃ   
寄付･連携先 留学生支援事業協力推進協会 

３ 

活動の概要 大学２校の外国人留学生を当社の寮に受入れ、留学生の勉学のサポート

をする。 

活動名 江戸開村４００年事業への寄付 

活動形態 ａ   
寄付･連携先 江戸開村４００年事業推進協議会 

４ 

活動の概要 本記念事業に協賛し寄付 

活動名 海岸クリーン活動への社員のボランティア参加推進 ５ 
活動形態  ｄ   
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寄付･連携先 地域の経営者協議会主催（茨城）  
活動の概要 年３回海岸のゴミ拾いに約７０名の社員ボランティアが参加 

活動名 異業種交流研修受入協力 

活動形態  ｄ 
寄付･連携先  

６ 

活動の概要 特別区職員「異業種交流研修生」の受入協力 

 

ＮＥＣソフト株式会社 
１．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。 

２．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。 

３．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）〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部ＣＳＲ推進室 スタッフ数 １５名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔企業行動委員会・社会貢献ワーキンググループ〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔２００２環境レポート〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔社会貢献リーフレット〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.necsoft.co.jp/csr/sc/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新木場ＦＡＮの運営 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
 

本社ビル近隣にある施設（夢の島熱帯植物館、辰己の森緑道公園など）を

紹介するホームページを設けている。 

活動名 武生国際音楽祭への支援 

活動形態 a、d、g 

寄付･連携先 武生国際音楽祭推進会議 

２ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 社会体験実習の実施 

活動形態 ｃ、ｇ 

寄付･連携先 各学校 

３ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 ＮＥＣソフト インターネット・エチケット教室 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ 

４ 

寄付･連携先 日本電気株式会社、（特）日本ガーディアン・エンジェルス 
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 活動の概要 
 

擬似メール・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。 

活動名 手話勉強会の運営 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 職場献血の実施 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

６ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 集める運動の実施 

活動形態 ｂ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 (財) 日本ユニセフ協会、社団法人 日本キリスト教海外医療協力会など 

７ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 (財) 日本ユニセフ協会への寄付 

活動形態 a、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 (財) 日本ユニセフ協会 

８ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 ボランティア情報の提供 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 
 

社内向け社会貢献ホームページなどを活用し、全社員に月１回以上情報提

供を行っている。 

活動名 クローバー休暇制度 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先  

１０ 

活動の概要 
 

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式会社 
１．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」という企業理念のもと、よき企業市民としてさまざまな社会貢

献活動を広く展開していきます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

＊当社の事業活動を通じて社会に貢献していきます。 

＊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。 

＊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。 

３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ、教育･社会教育、環境、史跡･伝統文化保全、地域社会の活動、 
災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 スタッフ数 1名

A．事業所毎の社会貢献担当者 （全社推進を目的に「社会貢献活動委員会」を設置） 

５．社員のボランティア活動支援策 
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Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 マッチングギフト、 地域貢献運動、 V 情報提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.fielding.co.jp/cr/community/index.htm 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 盲導犬育成基金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (財) 日本盲導犬協会 

１ 

活動の概要 
 

募金箱を全国の拠点に設置し、お客様や従業員に募金を呼びかけ、集ったお

金を日本盲導犬協会に寄付。またマッチングで募金額と同額を会社として寄

付。 

活動名 「集める」運動 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 日本電気㈱ 

２ 

活動の概要 
 

使用済切手、外国コイン等を従業員より収集、ＮＥＣグループ全体の施策とし

て日本電気㈱及び当社独自にて、各種福祉団体に寄付。 

活動名 シニアパソコン教室 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先 府中市社会福祉協議会 

３ 

活動の概要 
 

当社技術センター（東京都府中市）近傍在住のシニアの方に当社社員が当社

施設にてパソコン教室を開催、好評を得ている。 

活動名 出前パソコン教室 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先 府中市社会福祉協議会 

４ 

活動の概要 
 

府中市にある母子寮のお母さん方の就業スキルアップの為に当社社員が母

子寮に出向きパソコン教室を開催した。 

活動名 ジュニアバレーボール教室 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付・連携先 バレーボール・Ｖリーグ「シーガルス」 

５ 

活動の概要 
 

Ｖリーグ「シーガルス」の指導の下、全国8都市で中高生を対象に当社主催で

バレーボール教室を実施した。 

活動名 淀川マラソンへの支援 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付・連携先 大阪・淀川市民マラソン実行委員会／ふるさ都・夢づくり協議会 

６ 

活動の概要 
 

11月2日に開催された「淀川市民マラソン」に協賛、また準備運営に社員50名

超が参画。 

活動名 環境社会貢献活動の推進 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 ＮＰＯ事業サポートセンター他 

７ 

活動の概要 
 

全国400ヶ所の拠点で、清掃活動・廃品回収活動などを6月11月の環境月間を

中心に活動した。 

活動名 地域文化活動の支援 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付・連携先 水戸市他 

８ 

活動の概要 
 

水戸の「アートタワーみとスターライトファンタジー」への協賛など地域の特色

ある文化活動を支援した。 

９ 活動名 「イラン南東部地震」義援金寄付 
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活動形態 ａ 

寄付・連携先 ＮＰＯ法人ジャパンプラットフォーム、日本赤十字社 

 

活動の概要 
 

１％クラブの呼びかけに応じ、社員（1,214,632円）会社(200,000円)の義援金を

寄付した。 

活動名 夏の体験ボランティア・キャンペーン2003協賛 

活動形態 ａ、ｈ 

寄付・連携先 東京ボランティア・市民活動センター 

１０ 

活動の概要 
 

上記活動に協賛東京都内の拠点にポスター掲示、冊子を配備するとともに、

社員に活動への参加を呼びかけた。 

 

ＮＴＮ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

事業の存続意義は、社会に有益なものを還元して初めて成り立つという認識のもと、積極的に社会貢献

を行っています。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

生産、販売拠点毎に、それぞれが所在する地域の要請に沿う様、指針やガイドラインを定めています。 

３．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〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、青年海外協力隊休職、Ｖ休暇、地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 環境保全活動募金 

活動形態 a 

寄付･連携先 (財) 静岡県緑化推進協会 

１ 

活動の概要 従業員から募金を募り、植林活動団体へ寄贈。 

活動名 厚生施設の外部貸出 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 市のバレーボール協会、学校など 

２ 

活動の概要 グラウンドや体育館の貸出。 

活動名 地域振興貢献 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 磐田市 

３ 

活動の概要 磐田産業まつりへ商品を出展。 

活動名 活動団体への社員派遣 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 磐田危険物安全協会理事。静岡県産業廃棄物協会理事。 

活動名 交通立哨 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 全国交通安全週間に、会社近隣交差点において交通立哨を実施。 

活動名 障害者施設の清掃活動 

活動形態 e 

寄付･連携先 磐田学園 

６ 

活動の概要 清掃活動実施。 
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 
１．社会貢献のミッションや目標 

ドコモでは、国際社会の一員であることを常に意識し、「良き企業市民」として社会に参加し、「健全で活

力ある社会」の維持発展に寄与するとともに、社会が求める「企業の社会的責任」として倫理的・公共的

な期待に応えることが重要であると考えています。 

社会貢献活動を通じて、地域と一体となって社会に貢献し、継続的に実施していくことにより、社会との信

頼関係を築き、豊かな社会の実現を目指しています。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

■「子ども／教育」 社会力向上支援（子どものﾊﾞﾗﾝｽ回復）、ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教育、情報ﾘﾃﾗｼｰ向上支援 

■「国際」 アジアに基軸を置いた情報技術支援／教育等への支援 

■「環境保全」 社会的に必要性の高い地球環境保護活動・共生活動への支援 

３．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、災害救援、人権、NPOの基盤形成〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会環境室  スタッフ数 ２０名

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献活動推進委員会〕 

C．外部専門家の入った組織 〔モバイル社会研究所〕  

D．企業財団・公益信託 〔モバイル･コミュニケーション･ファンド（ＮＰＯ法人）〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔ドコモボランティアクラブ〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 Ｖ登録、 Ｖ研修、 退職者Ｖ支援、 地域貢献運動、  

V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

〔NTTドコモ環境レポート2003 日本語/英語版（英語版はｗｅｂのみ公開） 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成   

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.nttdocomo.co.jp/corporate/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ドコモの森 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 （社）国土緑化推進機構 

１ 

活動の概要 

   
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

22ケ所で実施しています。 

活動名 特定非営利活動法人 モバイル・コミュニケーション・ファンド 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 特定非営利活動法人 モバイルコミュニケーションファンド 

２ 

活動の概要 

   
ドコモが平成14年7月に設立したＮＰＯ法人。情報通信・移動通信分野におけ

る人材の育成、留学生に対する支援、社会福祉の増進、子どもたちの健全な

育成、環境保全など幅広い分野への支援を実施しています。 

活動名 ドコモ電子図書館 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 ― 

３ 

活動の概要 

   
「移動通信技術の普及」「失われつつある日本文化の保存」をテーマに子ども

たちも気軽にアクセスできるデジタルコンテンツを提供しています。 

活動名 青少年スポーツ教室 ４ 
活動形態 ｄ、ｆ、 
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寄付･連携先 大宮ｱﾙﾃﾞｨｰｼﾞｬ、ＮＴＴドコモ野球部、（財）日本テニス協会  
活動の概要 

   
地域に根ざした活動として野球教室・サッカー教室・テニス教室を開催。各教

室ともドコモ社員がボランティアとして参加しています。 

活動名 親子マルチメディア教室 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 （財）国際児童交流財団ｳｪｰﾌﾞ二千「夢の学校」 

５ 

活動の概要 

   
親子のふれあいをテーマに、ｉモードメールやインターネット、パソコンでイラス

トを描いたり、親子で一緒に体験ができる教室を 1都９県で開催しています。 

活動名 こども定期演奏会 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 サントリーパブリシティ㈱ 

６ 

活動の概要 

   
実際に演奏するコーナーなど、音楽のしくみをわかりやすく紹介し、子どもたち

に音楽の楽しさに触れてもらうことを目的にサントリーホールで開催されてい

るイベントへ協賛しています。 

活動名 タイ王国での学校建設支援 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 ＮＧＯアジアの女性と子どものネットワーク 

７ 

活動の概要 

   
1998年より日本とタイのＮＧＯと共に教育環境づくりの一環としてタイにおいて学

校建設を支援しています 

活動名 海外研修生の受入れ 

活動形態 ｃ、d、e 

寄付･連携先 ― 

８ 

活動の概要 

   
会社設立の1992年より海外からの研修生及び視察団に対し、講義や設備見

学を実施。グローバルな移動通信の発展に貢献しています。 

活動名 インドネシアでの植林活動 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 ＮＧＯコンサベーションインターナショナル 

９ 

活動の概要 

   
熱帯雨林の伐採や保護対策の遅れ等により生態系が危機に瀕している地域

へ植林することにより、環境保護、重要生態系の保全および地域コミュニテイ

の生活水準の改善を図り、環境分野での国際貢献活動を推進しています 

活動名 ドコモボランティアクラブ 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 ― 

１０ 

活動の概要 

   
富士山の清掃活動に参加するエコツアーやＮＴＴグループ社員が構成する手

話サークルによる手話教室など社員が参加するさまざまなボランティア活動の

支援を実施しています。 

 
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 
１．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、積極的に社会貢献に努める「良き企業市民」であ

る必要がある。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社会貢献活

動に取り組んでいく。 

３．重点分野 〔社会福祉、．教育･社会教育、地域社会の活動〕 

４．推進体制  

担当部署名 総務部 社会貢献推進室 スタッフ数 ４名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献推進委員会〕 
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５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 Ｖ研修、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境レポート〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.nttdata.co.jp/index_lite.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 寄付金付年賀はがきの活用 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 （財）日本ユニセフ協会 等 

１ 

活動の概要 

   
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、ユニセフや世界

身体障害芸術家協会の年賀ハガキを使ったりしている。2004年は、約2万枚を使

用した。 

活動名 あしながPウォーク１０への参加  

活動形態 ｄ、ｈ 

寄付･連携先 あしながPウォーク１０実行委員会 

２ 

活動の概要 

   
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。本活動はＮＴＴデータグループ活動となってい

る。 

活動名 NTTデータ流バレンタインデーの実施   

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 日本障害者協議会、地方のNPO団体等 

３ 

活動の概要 

   
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。また、2004年より、福祉作業所の方々と共に、ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝデーにお菓子やパン

の販売をしている。 

活動名 ハートウォーミングクリスマスの実施  

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 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 

４ 

活動の概要 

   
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。 

活動名 インターネット体験による地域活動 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先  (財) 江東区地域振興会 

５ 

活動の概要 

   
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、ITに親しんでいただく地域活動を実施している。 

活動名 KIDSプロジェクトへの参加 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 特定非営利活動法人 KIDS 

６ 

活動の概要 

   
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。 

活動名 中学生等の社会体験学習への協力  

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 江東区教育委員会 

７ 

活動の概要 

   
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。 

８ 活動名 NTT DATE CONCERT OF CONCERTS Opus 9  
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活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

 

活動の概要 

   
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。 

活動名 ネイチャーネットワーク  

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 ネイチャーネットワクークプロジェクト 

９ 

活動の概要 

   
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。 

 
株式会社荏原製作所 
１．社会貢献のミッションや目標 

１．荏原に蓄積された経験と技術を生かして、各地の大学等を拠点とした短期技術講座を提供する。  

２．現地のニーズに合った適正技術開発のための協力を行う。  

３．各地の大学から推薦された学生に、奨学金を提供する。  

３．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、 
史跡･伝統文化保全、地域社会の活動、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会貢献推進室 スタッフ数 ２名

D．企業財団・公益信託 〔畠山記念財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、Ｖ休暇、 地域貢献運動、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.ebara.com 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 畠山清二記念荏原基金 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要   主として、東南アジア諸国との交流を深め現地のニーズに応える助成活動。 

活動名  

活動形態 ａ      

寄付･連携先 WWF JAPAN 

２ 

活動の概要   世界自然保護 

活動名  

活動形態 ａ    

寄付･連携先 （社）発明協会 

３ 

活動の概要   工業発展支援 

活動名  

活動形態 ａ      

寄付･連携先 東京大学 先端化学 技術研究センター 

４ 

活動の概要   技術開発の支援 

５ 活動名  
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活動形態 ａ 

寄付･連携先 理化学研究所 

 

活動の概要   技術開発の支援 

活動名  

活動形態 ａ      

寄付･連携先 東京オペラシティ文化財団 

６ 

活動の概要   文化交流の支援 

活動名  

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （株） 新聞広報センター 

７ 

活動の概要   地域学校の新聞の配布 

活動名  

活動形態 ｄ   ｅ      

寄付･連携先 大田区軟式野球連盟 

８ 

活動の概要   青少年の育成 

 
王子製紙株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

創業者渋沢栄一は「論語と算盤」という言葉で、倫理と利益の両立が企業の在るべき姿であることを説い

た。その精神は王子製紙グループにおける企業行動の根幹として深く根づき、私たちは常に地球環境や

社会との共生・貢献と事業の拡大を、どちらも欠くことのできない両輪として企業活動を続けている。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

王子製紙企業行動憲章を制定し、社会の発展、充実に寄与するため積極的に社会貢献活動に参画する

ことを謳っている。 

３．重点分野 〔スポーツ、学術・研究、文化･芸術、環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部広報室 スタッフ数 兼任２名

Ａ． 事業所毎の社会貢献担当者 

５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献活動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔社会・環境報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://ojipaper.co.jp/culture/culture.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 グラウンドワーク活動 

活動形態 ｈ 

寄付・連携先 (財) グラウンドワーク協会 

１ 

活動の概要 

 

①工場周辺地域の清掃・美化②割り箸回収③家庭の使用済てんぷら油回収

④地域における植林活動、植林教育への協力⑤地域、学校における環境教

育への協力 

活動名 藤原科学財団への寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (財) 藤原科学財団 

２ 

活動の概要 

 

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を寄付している。 
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活動名 紙の博物館への協力 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付・連携先 (財) 紙の博物館 

３ 

活動の概要 

 

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。 

活動名 王子の森開放 

活動形態 ｃ 

寄付・連携先  

４ 

活動の概要 

 

国内社内林の一部を「王子の森」として開放し、見学コースをととのえている。

栗山町、富良野町、猿払村（いずれも北海道）の3ヶ所 

活動名 音楽コンクールに協力（王子ホール） 

活動形態 ｃ 

寄付・連携先 社団法人 全日本ピアノ指導者協会 

５ 

活動の概要 

 

本社本館内の王子ホールを「ピティナ・ピアノイコンペティッション」および「全日本

学生音楽コンクール」東京大会の会場としてコンクールに協力している。 

活動名 スポーツ振興 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先  

６ 

活動の概要 

 

苫小牧牧場にアイスホッケーチーム、春日井工場に野球チームを擁し、スポーツ

の振興に力を注いでいる。 

活動名 ベトナムにおける環境植林 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 日本国政府開発援助（ODA） 

７ 

活動の概要 

 

日本国政府開発援助（ODA）の無償資金援助によるベトナム海岸保全植林に

携わっている。 

活動名 中国における環境植林 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付・連携先 日本経団連 

８ 

活動の概要 

 

日本経団連の中国植林プロジェクトに加わり、長江流域の洪水被害を防ぐた

めの環境植林を行っている。 

 
株式会社大分銀行 
１．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」 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 公務・地域振興部 社会貢献室 スタッフ数 ３名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ登録、 地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.oita.bannk.co.jp/     

７．主な社会貢献活動メニュー 

１ 活動名 ウェンズディコンサ－ト開催 
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活動形態 ａ、ｃ、ｆ 

寄付・連携先 演奏者への出演料・音響設備代金・本店2F画廊フロア－開放 

 

活動の概要 
 

毎週第2・第3水曜日に本店営業部にて30分×2回コンサ－トを開催。地元ア

－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ます。 

活動名 大分市歳末たすけあいへ興行への参加 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 大分市・大分市社会福祉協議会 

２ 

活動の概要 
 

年末のチャリティショ－に行員約80名で参加。3ヶ月間企画練習を重ね2000人

の前で披露します。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

ます。 

活動名 夏祭・府内戦紙への参加 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 大分市商工会議所青年部 

３ 

活動の概要 地元夏祭最大イベントへの参加・・・戦紙を作成し行員200名が参加します。 

活動名 大分銀行やまざくら杯グラウンドゴルフ大会 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｅ、ｇ  

寄付・連携先 大分県グラウンドゴルフ協会・参加者 

４ 

活動の概要 
 

シニアの皆様方のｽﾎﾟｰﾂ交流を支援する企画を県グラウンドゴルフ協会のご

協力で冠大会として開催。県下のグラウンドゴルフ愛好者1100名が参加 

活動名 大分銀行｢小さな親切の会｣ 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ、ｇ、ｈ 

寄付・連携先 社団法人｢小さな親切｣大分県本部 当行役員・行員の賛同 

５ 

活動の概要 
 

行内全行員対象に会員募集を行な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します。 

活動名 大分銀行｢親子ファミリ－｣テニス大会の開催 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先 県内テニス愛好家（親子） 

６ 

活動の概要 
 

当行はねつきクラブ（テニス愛好家）の皆さんの協力を得て県内親子（祖父母

もOK）を対象に冠大会を開催します。 

活動名 大分銀行｢少年野球教室｣の開催 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 県内の野球チ－ム 

７ 

活動の概要 
 

当行行員が監督コ－チをしているチ－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します。参加チ－ムにバット、ボ－ルを寄贈。

活動名 大分銀行｢バレ－ボ－ル教室｣の開催 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｆ、ｈ、 

寄付・連携先 県内のバレ－ボ－ルチ－ム 

県バレ－ボ－ル協会 

８ 

活動の概要 
 

県バレ－ボ－ル協会より要請されたチ－ムを対象に当行バレ－ボ－ル部部

員が自己啓発も兼ね指導する教室を開催します。 

活動名 福祉事業への協力 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先 福祉施設・日本キリスト教協会・学校 等 

９ 

活動の概要 
 

全店行員へ呼びかけし物品購入依頼。済切手・カ－ド・書損はがき・ベルマ-ク

を収集し福祉施設や学校へ寄贈しています。 

活動名 行員のボランティア活動 

活動形態 ｄ、ｈ 

１０ 

寄付・連携先 各種イベント等へ行員のボランティア参加 
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 活動の概要 
 

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ます。 

 
株式会社大垣共立銀行 
３．重点分野 〔社会福祉、環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会貢献推進委員会 スタッフ数 ２０名

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献推進委員会〕 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ表彰、地域貢献運動、 V 情報提供、 V 機会提供、 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  〔地域とともに〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.okb.co.jp/  
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 パディントン絵本の寄贈 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付･連携先 養老町・上石津町内にある全幼稚園・保育園 

１ 

活動の概要 
 

地域のお子様の情操教育にお役立ていただく為、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養老町・上石津町を通じて寄贈。 

活動名 使用済みプリペイドカード等の寄贈 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付･連携先 多度町社会福祉協議会 

２ 

活動の概要 
 

使用済みプリペイドカード、使用済み切手、書き損じハガキ等収集し、１０万

円の小切手とともに寄贈。 

活動名 アルミ缶収集から車イス寄贈活動 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付･連携先 春日井市社会福祉協議会 

３ 

活動の概要 
 

全行単位でアルミ缶を収集し、換金。換金した資金等で車イスを購入し、春

日井市社会福祉協議会へ寄贈。 

活動名 大垣ハーフマラソンボランティア 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 岐阜新聞社 

４ 

活動の概要 
 

大垣市で行われるハーフマラソン大会にランナーの走路確保や給水補助を

行うボランティアに参加。 

活動名 全日本女子駅伝ボランティア 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 岐阜県 

５ 

活動の概要 全日本女子駅伝開催時に、参加者の誘導などを行うボランティアに参加。 

活動名 大垣祭り後の清掃 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 大垣市 

６ 

活動の概要 
 

岐阜県大垣市で毎年５月に行われる「大垣祭」の開催後の翌朝に、清掃活

動を実施。 

活動名 女性制服を支援物資として海外へ寄贈 ７ 
活動形態 ｂ 
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寄付･連携先 ＮＰＯ法人 日本救援衣料センター  
活動の概要 

 
制服廃止に伴い、不要となった制服１８００着を海外の開発途上国や難民

キャンプ被災地で有効利用していただくようにＮＰＯ法人日本救援衣料セン

ターに寄贈。 

活動名 「献血」ボランティア 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

８ 

活動の概要 
 

フリーマーケットイベントが開催される場所の一角を献血スペースとして、献

血のよびかけ、受付等を行うボランティア活動を実施。 

活動名 長良川鵜飼かがり火ボランティア 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 岐阜市 

９ 

活動の概要 
 

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

理するといった地元観光事業へのボランティア活動として参加。 

活動名 岐阜・各務原緑の山再生プロジェクト 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 岐阜県・岐阜市・各務原市・岐阜新聞社 

１０ 

活動の概要 
 

平成１４年４月に発生した岐阜市・各務原市の林野火災の山林復旧の為、

植樹ボランティアとして参加。 

 

大阪ガス株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会価値の増大 (中期経営計画 ) 

 ③社会貢献 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、貢献活動を実施します。   

２．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 （企業行動指針） 

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。 

３．重点分野 〔社会福祉、文化･芸術、環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部いきいき市民推進室 スタッフ数 ８名

D．企業財団・公益信託 〔大阪ガスグループ福祉財団、大阪ガス国際交流財団〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔大阪ガス“小さな灯運動〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、青年海外協力隊休職、Ｖ休暇、Ｖ表彰、地域貢献運動、V情報提供、V機会提供、施設開放、 

その他 〔コミュニティギフト（社員のボランティアに対する資金援助）〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・社会行動レポート〕 

C．社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  〔大阪ガスグループの企業市民活動〕 

Ｄ．ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.osakagas.co.jp/com-s/index.htm      

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 高齢者外出介助 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人高齢者外出介助の会 

１ 

活動の概要 日頃、外出機会の少ない高齢障害者の方の外出介助。（４月、１０月）。 
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活動名 ともしびこども劇場 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 ショーカンパニー 

２ 

活動の概要 児童福祉施設等の子ども達をミュージカル公演に招待。（第１７回目） 

活動名 五嶋みどりスペシャルコンサート２００３協賛 

活動形態 a 

寄付･連携先 ミュージックシェアリング 

３ 

活動の概要 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を後援。 

活動名 癒しの音楽会 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 特になし 

４ 

活動の概要 
 

地域の方々に心やすらぐひとときを提供する音楽会。（７月、３月） 

会場：自社ビル 

活動名 エコクッキング 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 アプリティセサモ、近隣企業３社 

５ 

活動の概要 エネルギーと食材の有効活用をテーマにした料理講習会。（１０月、２月） 

活動名 高齢社会を生きる「童謡・唱歌をうたいましょう」 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人高齢者外出介助の会、朝日新聞厚生文化事業団 

６ 

活動の概要 高齢者対象の音楽会に会場を提供。 

活動名 歴史クリーンアップ 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 大阪市 

７ 

活動の概要 
 

クリーンおおさか２００３（大阪市主催）に協賛し、大阪市役所～大阪城公園

の歴史を聞きながら清掃活動を実施。 

活動名 朝の光の音楽会 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 ハーベストコンサーツ、関西電力 

８ 

活動の概要 
 

関西の若手音楽家育成とともに音楽を地域の方々に楽しんでいただくため

に企画したもの。参加者：４５０名。於：中之島中央公会堂 

活動名 児童福祉施設クリスマス訪問 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 スター・オブ・ジャパン 

９ 

活動の概要 
 

毎年１２月、ボランティア劇団とともに従業員有志が、児童福祉施設を訪

問。 

活動名 春休み親子自然観察会 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 シニア自然大学 

１０ 

活動の概要 
 

シニア自然大学のインストラクラーにより、万博記念公園内の動植物に関

する観察会を実施。参加者７３名、ボランティア２５名 

 
株式会社大林組 
３．重点分野 〔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〕 

４．推進体制 

A．事業所毎の社会貢献担当者： 総務部 

６．社会貢献活動に関する情報開示 
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Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 大林賞の後援 

活動形態 a、ｆ 

寄付･連携先 大林都市研究振興財団 

１ 

活動の概要 
 

同財団を通じて都市に関する学術研究において顕著な成績を挙げた者を

表彰している。 

活動名 建設工事現場の見学会 

活動形態 ｃ、ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
 

地域住民や学生に対して工事現場に対する理解を深めてもらう場として実

施している。 

活動名 災害復興支援 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 
 

地震や洪水等の災害発生時には、食料、ブルーシートのほか工事用発電

機や水中ポンプ等の提供を行っている。 

 
岡三証券株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 社団法人 全日本ジュニア体操クラブ連盟支援活動 

活動形態 a、ｄ 

１ 

寄付･連携先 社団法人 全日本ジュニア体操クラブ連盟 

 活動の概要 

   
スポーツを通じて青少年の健全育成を図る活動を行っている上記団体の活動

を、賛助金の拠出等を通じて支援。 

 
岡部株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

・建設資機材メーカーとして、製品、サービス、その他活動を通じて、環境保護、及び建設現場の安全に

貢献する。 

・地域社会の一員として、模範となる行動をとる。 

３．重点分野 〔環境、地域社会の活動、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 経営企画部 スタッフ数 名

Ｆ．その他〔適時→例：2004年新潟水害時の支援 等 〕 

 
岡山トヨペット株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 赤十字活動 

活動形態 a 

寄付･連携先 日本赤十字社岡山県支部 

１ 

活動の概要   人道的活動の推進。 
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沖電気工業株式会社 
１．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、共感を得る社会貢献活動を 

実践する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

「できることから始めよう！」をスローガンに、本社社会貢献推進室を中心に、社員と社会が協力して社

会貢献活動に取り組む。 

３．重点分野  〔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〕      

４．推進体制 

担当部署名 コーポレート総務部 社会貢献推進室 スタッフ数 ２名

Ｅ．社員によるボランティア組織等〔ｏｋｉボランティアサークル，HAPPY NET〕 

Ｆ．その他〔各地区、事業所総務部内にお手伝いしてもらっている 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、Ｖ休暇、Ｖ登録、マッチングギフト、V情報提供、V機会提供、施設開放、 

その他〔HAPPY NET登録者にボランティア保険付与 〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  〔ＯＫＩ 社会貢献活動〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.oki.com/jp/Home/JIS/profile/PT/index.thml  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 OKI出張パソボラ隊 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 なし 

１ 

活動の概要 障害者施設や非営利団体に出向き、パソコン指導を実施。 

活動名 第３回「全国学校ビオトープ・コンクール」発表会に協力 

活動形態 a、ｄ 

寄付･連携先 (財) 日本生態系協会 

２ 

活動の概要 
 

協賛するとともに、発表会の様子をライブ中継し、全国14ヶ所に設けた拠点

で放映。 

活動名 三宅島島民ふれあい集会 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 三宅島島民ふれあい集会実行委員会 

３ 

活動の概要 
 

第６回（５月）、第７回（１１月）に国際竹とんぼ協会の協力で、竹とんぼ手作

り体験コーナーを設置。 

活動名 献血運搬車寄付 

活動形態 ｂ、ｄ 

寄付･連携先 山形県赤十字血液センター 

４ 

活動の概要 社員の募金と会社のマッチングで、保冷庫付献血運搬車１台を寄贈。 

活動名 タンザニア難民キャンプ等への古着支援 

活動形態 a、ｂ、ｄ 

寄付･連携先 わかちあいプロジェクト 

５ 

活動の概要 
 

関連企業を含む全拠点で古着を収集し、わかちあいプロジェクトに送付。国

内・海外輸送費は社員の募金で充当。 

活動名 ラオス語絵本をつくってラオスの子どもたちに送ろう！ 

活動形態 ｂ、ｄ 

６ 

寄付･連携先 NPO法人 ラオスの子ども 
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 活動の概要 
 

会社が用意した日本語絵本にラオス語翻訳を貼り、ラオス語の絵本を作る

運動。 

活動名 ペットボトルのキャップで世界の子どもにワクチンを送ろう！ 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 みなとネット（港区の企業１８社、２団体で作るネットワーク） 

７ 

活動の概要 
 

港区の企業・団体、港区の小中高校、児童館、幼稚園、個人に呼びかけペ

ットボトルのキャップを収集。リサイクル業者に買い取ってもらった代金を

「世界の子どもにワクチンを送ろう」日本委員会へ寄付。 

活動名 森林ボランティア 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 NPO法人森づくりフォーラム 

８ 

活動の概要 
 

森づくりフォーラムの協力で、沖電気グループ社員を対象にした森林ボラン

ティア。裏高尾で下草刈りを実施。 

活動名 森林ボランティア 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 NPO法人地球緑化センター 

９ 

活動の概要 
 

地球緑化センターの協力で、沖電気グループの社員を対象にした森林ボラ

ンティア。中伊豆で間伐、上野村で下草刈りを実施。 

活動名 NPO活動報告会 

活動形態 i  

寄付･連携先 (財) 日本盲導犬協会、社会福祉法人 日本パートナードッグ協会 

１０ 

活動の概要 社員の基金で支援する非営利団体の活動報告会。 

 
オムロン株式会社 
１．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。 

２．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ある。 

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ない。 

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する。 

4.社会への貢献は同時に自らの人間性を高めるものである。 

5.知恵を出し汗を流す社会への貢献は、尊いことを自覚しよう。 

３．重点分野 〔社会福祉、学術･研究、文化･芸術、環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 良き企業市民推進センタ スタッフ数 ２名

D．企業財団・公益信託 〔立石科学技術振興財団、オムロン地域協力基金〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ表彰、 マッチングギフト、 地域貢献運動、 V情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

〔企業の公器性報告書2004 Sustainability Report〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成   

〔オムロン企業市民活動 OMRON CORPORATE CITIZENSHIP ACTIVITIES〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.omron.co.jp/simin/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 
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活動名 大分国際車いすマラソン大会への協賛 

活動形態   ａ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先 社団法人 大分県社会福祉協議会 

１ 

活動の概要 

   
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約６０名の社員が

ボランティアとして参加している。 

活動名 全国車いす駅伝大会への協賛 

活動形態   ａ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先 全国車いす駅伝競走大会実行委員会 

２ 

活動の概要 

   
スポンサーとしての協賛と、京都近郊のオムロングループ社員がボランティア

として参加している。 

活動名 オムロンパイプオルガンコンサート 

活動形態   ａ  

寄付･連携先 京都市音楽芸術文化振興財団 

３ 

活動の概要 

   
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回協賛開催している。 

活動名 オムロン文化フォーラム 

活動形態   ａ  

寄付･連携先 ＮＨＫ京都文化センター 

４ 

活動の概要 

   
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。 

活動名 フォスタープラン文通ボランティア 

活動形態   ａ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先 (財) 日本フォスタープラン協会 

５ 

活動の概要 

   
協賛と発展途上国の子供達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。 

活動名 ＪＡＨＤＳへの地雷探知センサの技術供与 

活動形態   ａ、ｄ、ｅ、ｇ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人「人道目的の地雷除去活動支援の会」 

６ 

活動の概要 

   
ＪＡＨＤＳ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

供与の中で交流している。 

活動名 オムロンデー 

活動形態 ｄ、ｈ 
寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

   
創業記念日５月１０日に世界中のオムロングループで実施。地域社会の日頃

の支援に感謝し地域の清掃活動や施設訪問、献血、パソコン教室など様々な

貢献活動を行っている。 

活動名 太陽の家への寄付 

活動形態   ａ 

寄付･連携先 社会福祉法人 太陽の家 

８ 

活動の概要   「太陽の家」の活動趣旨に賛同し、寄付を行っている。 

活動名 森林ボランティア 

活動形態 ｄ、ｇ、ｈ 
寄付･連携先 京都府京北町 

９ 

活動の概要 

   
京都府京北町との協働で森林の伐採・枝打ちなど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おくの方に認識していただいて

いる。 

活動名 「親守唄・歌会」への協賛 １０ 
活動形態   ａ、ｄ 
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寄付･連携先 (財) たんぽぽの家  
活動の概要 

   
社会福祉・文化芸術の２分野における「制約のある人々」を支援するイベント

開催への協賛 

 
株式会社オリエントコーポレーション 
１．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,お客さまの豊かな人生の実現を通じて社会に貢献する。 

２．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。 

３．重点分野 〔社会福祉、学術･研究、文化･芸術、環境、〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 Ｖ表彰 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.orico.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 社会貢献カード 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 (財) 日本盲導犬協会、(財) 日本動物愛護協会、(財) エイズ予防団体 

１ 

活動の概要 
 

カード利用に対する一定の割合の金額を当社から提携団体に寄付をしてい

る。 

活動名 Ｏｒｉｃｏポイントバンクによる寄付 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 (財) 日本野鳥の会、社会福祉法人中央共同募金会 

２ 

活動の概要 
 

カードの利用金額に応じてポイントが貯まりますが、そのポイントを会員の希

望により社会貢献団体への寄付として使用できる。 
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【カ行】 
花王株式会社  
１．社会貢献のミッションや目標 

（活動理念） 私達は、豊かな社会の実現とその持続に貢献するために、次世代の育成を推進することを

主なテーマとした活動を行います。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

（活動方針） 

（１） 次世代の育成に役立つ活動を行います。 

（２） 地域の社会・文化の発展に貢献することを目指した活動を行います。 

（３） 持続可能な社会に向けて、環境を守り育てる活動を行います。 

（４） 社会的支援として、バリアフリー社会を推進する活動を行います。 

（５） 花王の持つ資源を有効に生かせる活動を行います。 

ひとり一人の社員が良き市民として、社会的活動に参加できるような風土を作ります。 

３．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、 
              災害救援、その他〕 

４．推進体制 

担当部署名 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部門 社会貢献部 スタッフ数 ４名

D．企業財団・公益信託 〔(財) 花王芸術・科学財団〕 

Ｆ．その他  社員による寄付組織 〔ハートポケット倶楽部〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

マッチングギフト、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境安全・社会報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔社会貢献活動紹介冊子〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.kao.co.jp/corp/citizenship/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 花王・みんなの森づくり活動 

活動形態  ｇ    
寄付･連携先 (財) 都市緑化基金 

１ 

活動の概要 
 

２０００年から、市民団体による森づくり活動の助成。日本国内対象。２００３

年度は３９団体、２５００万円行った。 

活動名 花王・教員フェローシップ 

活動形態   ｇ     
寄付･連携先 特定非営利活動法人アースウォッチジャパン 

２ 

活動の概要 
 

２００３年から小学校・中学校の教員を、毎年１０名、海外の野外環境調査

に、ボランティアとして参加させるプロジェクト。 

活動名 理科教育支援 

活動形態   ｆ    
寄付･連携先 自社 

３ 

活動の概要 
 

東京と和歌山の研究所の若手研究員が行う、実験授業。界面の科学をやさ

しく伝えることを目的とする。２００３年は、１３回実施。 

活動名 花王ファミリーコンサート 

活動形態  ｆ     
寄付･連携先 自社 

４ 

活動の概要 
 

花王の工場所在地で、大人と子供が楽しめる演奏家によるレクチャーコン

サートを実施。地元の子供達を招待したり、入場料を地域に全額寄付する。
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活動名 視覚障害者へ情報提供（ボイスガイド、点字シール） 

活動形態  ｆ    
寄付･連携先 自社及び、点字図書館 

５ 

活動の概要 
 

ＤＡＩＳＹ版ＣＤによる音声の商品ガイドと類似容器を区別するための点字シ

ールを作成。全国の点字図書館、盲学校、個人に無料配布。 

活動名 バリアフリー学習ビデオの作成と作成と貸出、配布 

活動形態   ｆ    
寄付･連携先 自社及び、（財） 共用品推進機構 

６ 

活動の概要 
 

バリアフリー社会の推進をテーマにしたビデオ４部作を制作し、貸出。 

２００３年には、小学校低学年のためにバリアフリーを学ぶビデオを社員ボ

ランティアも参加して制作。小学校に無料で寄贈。 

活動名 美術館連絡協議会 

活動形態 ａ    
寄付･連携先 読売新聞社 

７ 

活動の概要 
 

全国１１４館の公立美術館への支援活動である。巡回美術展の開催、学芸

員の海外派遣、学芸員の研究助成、図録奨励賞制度等の資金提供を読売

新聞社と協働で行っている。 

活動名 東京音楽コンクール 

活動形態 ａ     
寄付･連携先 東京文化会館 

８ 

活動の概要 
 

入賞者に演奏の機会を与える等、音楽家の育成にポイントをおいた音楽コ

ンクールを主催。 

活動名 年末チャリティーコンサート協力 

活動形態 ａ、ｄ    
寄付･連携先 特定非営利活動法人 日本国際ボランティアセンター（ＪＶＣ） 

９ 

活動の概要 
 

年末のＪＶＣ主催の「国際協力コンサート」に協賛。東京・大阪公演に５３名

の社員が参加。収益金は、イラクの緊急人道支援に使われた。 

活動名 社会福祉施設等への製品寄贈 

活動形態  ｂ    
寄付･連携先 ＮＰＯ法人ファミリーハウス、社会福祉施設等 

１０ 

活動の概要 
 

花王の工場立地エリアを中心とした社会福祉施設、及びファミリーハウス等

を中心に全国５００ヶ所の施設へ、花王製品（洗剤、シャンプー等）を年２回

寄贈。 

 
株式会社鹿児島銀行 
３．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、 
           国際交流･協力〕 

４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔かぎん文化財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.kagin.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 かぎん文化財団による表彰事業（かぎん文化財団賞） １ 
活動形態 ａ 
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寄付･連携先 鹿児島県の芸術・文化の発展向上に顕著な貢献が認められる個人および団

体 

 

活動の概要 

   

鹿児島県内に住所または活動の拠点を有する新進気鋭で将来を嘱望される

個人および原則として設立後１０年未満の団体を表彰することにより、受賞者

の今後一層の活躍を期待するもの。 

活動名 かぎん文化財団による助成事業 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 地域文化の発展向上と地域の活性化に貢献が認められる各種文化活動 

２ 

活動の概要 

   

鹿児島県内に住所又は活動の拠点を有し、一定の活動実績があること又は

事業が完遂できると認められる先で毎年4月から翌年3月までに行われる事業

に対し助成金を交付することにより、その活動を支援するもの。 

活動名 くつろぎトーク＆コンサート 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

   

地域文化振興と地域社会活性化に貢献することを目的とした、コンサートとト

ーク(講演)からなる文化イベントの開催。 

活動名 かぎん文化財団ことばの勉強会～楽しいコミュニケーション 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

   

テレビ局のアナウンサーが講師となって、学校のＰＴＡや地域の家庭学級を対

象に”正しく美しい言葉“や”楽しいコミュニケーション“についての勉強会の開

催。 

活動名 (財) 屋久島環境文化財団への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 (財) 屋久島環境文化財団 

５ 

活動の概要 

   

屋久島の「世界遺産登録10周年」にあたり、環境保全に役立てるべく(財) 屋

久島環境文化財団へ寄付を実施。 

活動名 ごみゼロ（５・３０）クリーン作戦の実施 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

   

平成15年5月30日にごみゼロ（５・３０）クリーン作戦として、店舗周辺及び公共

の場所等について、全店一斉に清掃活動を実施。(毎年実施中) 

活動名 創業記念日クリーン作戦の実施 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

   

平成15年10月7日に、創業記念日クリーン作戦として、店舗周辺及び公共の

場所等について全店一斉に清掃活動を実施。(毎年実施中) 

活動名 献血運動への参加 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

   

巡回移動献血の協力として平成15年4月16～17日及び平成15年11月19日に

本店及び事務センターにて実施。 

活動名 かぎんグラウンド・テニスコート・体育館の平日有料開放 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 

   

平日の8:00～17:00に有料にて鹿児島市坂元町にある、かぎんグラウンド・テ

ニスコート・体育館を開放。 

活動名 ロビー展の実施 １０ 
活動形態 ｆ 
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寄付･連携先   
活動の概要 

   

各地の営業店で、地域の方々やサークル、学校などから寄せられた絵画や書

道、工芸品などをロビーに展示。 

 
カシオ計算機株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

「私たちは、社会に役立ち、人々に喜びと感動を提供します。」（カシオ創造憲章・第２章） 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

１． 人々に、“無限の感動”を提供する 

２． 人々と、“豊かな生活”をわかちあう 

３．人々と、“尊敬と信頼”の絆を育む                 （カシオ創造憲章 行動指針・第２章）  

３．重点分野 〔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、災害救援、〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 スタッフ数 1名

D．企業財団・公益信託 〔カシオ科学振興財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｌ． 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 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 2003年度環境報告書 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.casio.co.jp/env/activity/past.html       

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 一万人の工場見学プロジェクト 

活動形態  ｆ 
寄付・連携先 山梨県教育委員会 

１ 

活動の概要 

 

小学生中心の工場見学で、家族の絆の大切さと科学の素晴らしさについて

「学び」と「気づき」の場を提供。 

活動名 帰宅困難者対応訓練協賛 

活動形態 ｃ 
寄付・連携先 東京災害ボランティアネットワーク 

２ 

活動の概要 

 

直下型地震が東京を襲った際に、帰宅困難者の帰宅ルート拠点として本社を

解放することを認識いただくために防災訓練に参画。 

活動名 カシオ科学振興財団支援 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 カシオ科学振興財団 

３ 

活動の概要 

 

我が国の学術研究の発展と振興に寄与する、研究助成・海外派遣助成・研究

会助成の各事業を支援するために運営費を寄付。 

活動名 「第４回イルカ・クジラ・エコリサーチ・ネットワーク」プロジェクト支援 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 アイサーチ・ジャパン 

４ 

活動の概要 

 

世界のイルカ・クジラに関する教育・研究活動をサポート。より良いイルカ・クジ

ラ・ウォッチングの実現のために売上げの一部を寄付。 

活動名 カシオワールドオープンでのスポーツ振興とチャリティ 

活動形態 ａ   
５ 

寄付・連携先 指宿市社会福祉協議会、開聞町社会福祉協議会 
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 活動の概要 

 

地元のジュニアゴルファーに対し、カシオオープン出場プロによるレッスン会を

開催。また、チャリティの収益金を地元の福祉団体へ寄付。 

活動名 職場献血の実施 

活動形態 ｄ   
寄付・連携先 日本赤十字社 

６ 

活動の概要 

 

本社及び各事業所で多くの方の協力により献血を実施。また、羽村技術セン

ターでは「金色有功賞」を受賞。 

 
鹿島建設株式会社 
１．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。 

２．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。 

３．重点分野 〔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〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.kajima.co.jp/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 國學院大学創立120周年記念事業に対する寄付(150百万円) 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 学校法人 國學院大学 

１ 

活動の概要 

 

國學院大学が創立120周年を記念し、神道文化学部の新設、渋谷キャンパ

ス再開発を行うことへの寄付協力。 

活動名 京都産業大学教育振興基金への寄付（30 百万円） 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 学校法人 京都産業大学 

２ 

活動の概要 

 

京都産業大学が05年に創立40周年を迎えるのを記念して施設・設備の整

備・充実を図るための寄付依頼への協力。 

活動名 大阪工大摂南大学への寄付（10 百万円） 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 学校法人 大阪工大摂南大学 

３ 

活動の概要 

 

同大学が在学生への奨学金の募集を産業界に協力要請したのに応じたも

の。 

活動名 芝浦工業大学豊洲キャンパス建設に伴う寄付（50百万円） 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 学校法人 芝浦工業大学 

４ 

活動の概要 

 

同大学創立80周年記念事業で豊洲に新キャンパスを建設することへの寄

付協力。 

活動名 興誠学園高等学校校舎建設事業に対する寄付(20百万円) 

活動形態 ａ 

５ 

寄付・連携先 学校法人 興誠学園 



 56

 活動の概要 

 

浜松市の興誠高校が創立70周年を記念して校舎改築・耐震補強を行うこと

への寄付協力。 

活動名 共立女子学園神田一ツ橋キャンパス再構築事業への寄付（80百万円） 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 学校法人 共立女子学園 

６ 

活動の概要 同学園の神田一ツ橋キャンパス整備への寄付協力。 

活動名 タイ王国国立チュラロンコン大学へのＣＴスキャナー寄贈に関する寄付（2百

万円） 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 ＮＰＯプロジェクトＨＯＰＥジャパン 

７ 

活動の概要 

 

日タイ貿易経済（委）を通じチュラロンコン大学歯学部口腔外科にＣＴスキャ

ナーを寄贈するための寄付協力。 

活動名 (財) 新国立劇場運営財団への特別維持会員寄付（10百万円） 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (財) 新国立劇場運営財団 

８ 

活動の概要 

 

平成9年の同劇場開場以来運営支援の為毎年10百万の寄付を行っている

ことの平成15年度分寄付。 

活動名 有珠山噴火災害復興記念事業への寄付(1.6百万円) 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 北海道虻田郡虻田町 

９ 

活動の概要 

 

2000年有珠山噴火後の虻田町復興記念事業として同町が足場施設を新設

することへの寄付協力。 

活動名 2005年愛知万博会場建設費募金への寄付(5.4百万円) 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (財) 2005年日本国際博覧会協会 

１０ 

活動の概要 愛知万博会場建設募金への寄付協力 

 
兼松株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.kanematsu.co.jp 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名  法人賛助会費 

活動形態 ａ     
寄付･連携先  (財) 国際開発救援財団 

１ 

活動の概要 
 

 開発途上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 

 為の援助事業を行う。 

活動名  イラン南東部地震 義捐金 

活動形態 ａ     
寄付･連携先  日本赤十字社 

２ 

活動の概要  イラン南東部大地震 （２００３年１２月２６日） 災害への義捐金。 

活動名  大学施設改修工事への寄付 

活動形態 ａ    
寄付･連携先  一橋大学重要施設改修基金会 

３ 

活動の概要  兼松講堂改修工事への寄付。 

活動名  グラウンド、テニスコート施設の開放 

活動形態 ｃ   
４ 

寄付･連携先   
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 活動の概要 
 

 少年ソフトボールチーム、近隣の学校や住民に、グラウンド、テニス 

 コート施設を開放。 

活動名  留学生への 寮 の提供 

活動形態 ｃ   
寄付･連携先   

５ 

活動の概要  海外からの留学生に独身寮の一部を提供。 

 
カルソニックカンセイ株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 〈環境報告書の中で開示〉 

ＵＲＬ： http://www.calsonickansei.co.jp/ecology/communication.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 クリーン作戦 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 各地区で昼休みを利用して敷地廻りの清掃を実施。 

活動名 イラン地震義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 ジャパンプラットフォーム 

２ 

活動の概要 イラン地震義援金として寄付を実施。 

活動名 患者負担金等 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 骨髄移植推進財団 

３ 

活動の概要 骨髄移植推進財団へ患者負担金支援として寄付を実施。 

活動名 緑のトラスト基金への協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 埼玉県 

４ 

活動の概要 

   
埼玉県の自然環境支援のため「さいたま緑のトラスト基金」に協賛し寄付を実

施。埼玉県には2つの工場を有しており、地域貢献を兼ねている。 

 
関西電力株式会社 
３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 地域共生・広報室 地域共生グループ スタッフ数  ３名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔地域共生推進スタッフ〕 

D．企業財団・公益信託  〔社会福祉法人かんでん福祉事業団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 Ｖ研修、 マッチングギフト、 V情報提供、  

V機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔Together トゥギャザー〕 
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Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.kepco.co.jp/kyousei/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 かんでんコラボ･アート２１ 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 (財) たんぽぽの家 

１ 

活動の概要 

   
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てい

る。 

活動名 かんでんかがやきフェスティバル 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 大阪市社会福祉協議会 

２ 

活動の概要 

   
障害のある方にもない方にも出演していただけるイベントで、当社従業員ボラ

ンティアが多数参加。 

活動名 かんでん少年サッカー大会 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 大阪サッカー協会 

３ 

活動の概要 

   
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 

活動名 チャリティコンサート「朝の光の音楽会」 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 大阪ガス（株） 

４ 

活動の概要   関西にゆかりのある若手演奏家に演奏の場を提供することを目的に実施。 

活動名 ワン・ワールド・フェスティバル 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 NPO法人 関西国際交流団体協議会 

５ 

活動の概要 

   
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。当社も企業コーナーの企画運営に参加 

活動名 木曽路ふれあい芸能祭（東海支社） 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

   
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。 

活動名 美浜美術展（若狭支社） 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

   
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。 

活動名 各事業所でのフリースペースを利用したギャラリー運営 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

   
神戸支店（ｴﾙｷﾞｬﾗﾘｰ「のっぽ」）、御坊営業所、木曽川電力システムセンター

などのフリースペースを利用して地元の方々の個展を実施。 

 
株式会社関電工 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 お菓子販売の手伝い 

活動形態 ｃ、ｄ 
寄付･連携先 福祉作業所 のぞみ園 

１ 

活動の概要 知的障害者の作品販売場所提供による社会参加の実現のお手伝い。 

活動名 環境美化活動 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先  

２ 

活動の概要 事業所周辺の清掃 

活動名 献血の実施及び骨髄バンク登録の協力 

活動形態 ｃ 
寄付･連携先 日本赤十字社 

３ 

活動の概要 会社の施設を開放し、献血及び骨髄バンク登録に協力した。 

 
キッコーマン株式会社 
１．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。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 
経営方針の１つ「地球社会にとって存在意義のある企業に」をうけ、日本の食文化を大切にしつつ、世界の食

文化や環境と調和をはかりながら、豊かな社会の実現に向け、「食」と「健康」の分野から、社会活動を展開し

ていきます。 

３．重点分野 〔教育･社会教育、環境、地域社会の活動、国際交流･協力、その他：食〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報・ＩＲ部 社会活動推進室 スタッフ数 1.5名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔全国ボランティア推進委員会〕 

D．企業財団・公益信託 〔(財) 野田産業科学研究所、(財) 興風会〕 

Ｆ．その他 〔キッコーマンピュアクラブ：一般の方対象のイベント運営部門〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 マッチングギフト、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放、 

その他〔ｺﾐｭﾆﾃｨ活動支援制度：社員・事業所が地域で活動する際の支援制度〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境経営報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.kikkoman.co.jp/syakai/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 親子の「食」体験 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

   
親子対象の体験学習プログラム。工場地域を中心に開催。工場見学＋地域

の名物料理体験の組立で実施。野田（しょうゆ工場）、勝沼・小諸（ワイナリー）

にて実施。 

活動名 NGO協働ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ「食！（ショック）な世界発見」 

活動形態 ｇ 

２ 

寄付･連携先 ｼｬﾌﾟﾗﾆｰﾙ、ﾊﾝｶﾞｰ･ﾌﾘｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ、CCWA国際精神里親運動部 
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 活動の概要 

   
国際協力ＮＧＯとの協働によるﾁｬﾘﾃｨ料理講習会＋途上国・ＮＧＯ活動につい

てのミニ講習会。参加費は全額NGOに寄付。ﾈﾊﾟｰﾙ編、ｳｶﾞﾝﾀﾞ編、ｴﾁｵﾋﾟｱ編

を実施。 

活動名 手話と料理でコミュニケーション 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 港区手話サークル「て」 

３ 

活動の概要 

   
耳の不自由な方を含む手話ｻｰｸﾙの皆さまと、当社の料理講習会担当者が参

加し手話通訳付の料理講習会を開催。料理について手話で交流をはかった。

活動名 “知産知食”－日本の野菜をおいしく食べて日本の食文化を考えよう 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 社団法人 栄養改善普及会 

４ 

活動の概要 

   
各地で栄養改善活動を推進している栄養改善普及会の会員を対象に、その

地域でとれる野菜を使った料理講習会を開催し、「地産地消」の推進をはか

る。 

活動名 全国事業所での手話入門講習会（希望制：全国３課所） 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

   
豊かな表現を持ち、比較的気軽に実践できる手話をﾃｰﾏに取り上げ、社員が

障害やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに関心を持つためのきっかけ作りの場を提供。 

活動名 ﾜｰﾙﾄﾞ･ｶﾙﾁｬｰ･ｷｬﾗﾊﾞﾝ～各国料理を食べて世界を覗こう 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 共催：ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ株式会社、協力：ﾊﾝｶﾞｰ･ﾌﾘｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ、ﾗｵｽのこども、日本民際

交流ｾﾝﾀｰ、ｾｰﾌﾞ･ｻﾞ･ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

６ 

活動の概要 

   
当社とｱｻﾋﾋﾞｰﾙの社員を対象としたﾁｬﾘﾃｨ料理講習会。「食」を通して途上国

の文化やＮＧＯ活動に振れ、更には異業種交流で社員の視野拡大をはかる。

活動名 第13回 日米草の根交流サミット千葉大会 協力 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 (財) 国際草の根交流センター 

７ 

活動の概要 

   
千葉県を拠点に開催された日米交流企画の野田地域での分科会に協力し、ﾎ

ｽﾄﾌｧﾐﾘｰの募集等を実施。社内でもﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰを募集し、３つの家庭の協力が

あった。 

活動名 エリアプログラム（千葉県野田市、群馬県尾島町、兵庫県高砂市） 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

   
各ｴﾘｱの事業所・工場で社員の企画・運営で開催される地域密着型ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ。

地域の福祉作業所の皆さんをお招きしての交流会など。 

活動名 収集活動 

活動形態 ｅ 

寄付･連携先 ｼﾞｮｲｾﾌ、ｼｬﾌﾟﾗﾆｰﾙ、日本民際交流ｾﾝﾀｰ、ﾊﾝｶﾞｰ･ﾌﾘｰ･ﾜｰﾙﾄﾞ、CCWA 

９ 

活動の概要 

   
全国工場・支社・支店・営業所で使用済切手・ｶｰﾄﾞ・書き損じはがき、中古CD､

未使用ﾃﾚｶ、使用済ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞﾁｹｯﾄ、古本などの収集を実施（一部は地域

限定）。 

活動名 バレンタイン・ホワイトデーチャリティ募金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ、ｾｰﾌﾞ･ｻﾞ･ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 

１０ 

活動の概要 

   
バレンタイン・ホワイトデーの時期にあわせ、全社員を対象にﾁｬﾘﾃｨ募金の呼

びかけを実施。03年度はｲﾗﾝ南東地震の被災地支援を兼ねて呼びかけた。 
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キッセイ薬品工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

経営理念「純良医薬品を通じて社会に貢献する、会社構成員を通じて社会に奉仕する」 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

キッセイ薬品行動憲章「７．良き企業市民として、積極的にメセナ、フィランソロピー等の社会貢献活動を

行います。」 

４．推進体制 

担当部署名 総務部ＣＳＲ推進室（2004年4月新設） スタッフ数 ４名

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書２００４〕 

 
株式会社紀伊國屋書店  
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

当社は「良き企業市民」として社会に貢献する存在である事を常に志向する（紀伊國屋書店企業倫理憲

章より）。 

３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育、文化･芸術、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部及び事業部 スタッフ数 １８名

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.kinokuniya.co.jp/01f/unesco/unesco.htm  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 紀伊國屋演劇賞 

活動形態 ｆ    
寄付･連携先 劇作家、劇団、俳優 

１ 

活動の概要 国内のすぐれた演劇活動に対して、賞並びに賞金を授与。 

活動名 ユネスコ募金 

活動形態 ｇ   
寄付･連携先 ユネスコ協会連盟 

２ 

活動の概要 日本ユネスコ協会連盟の活動支援のため店頭に募金箱を設置。 

 
キヤノン株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

キヤノンの社会貢献活動は企業理念である「共生」を基本に、環境保全、社会福祉、教育・学術、芸術・

文化・スポーツ、地域貢献、人道・災害などを主な分野として、世界各国で活動を推進しています。活動

は一過性のものではなく、援助を必要としている人々や団体への継続的な支援、また多様な価値観・知

識をもつ団体をパートナーとした幅広い支援、そしてキヤノンが培ってきた資源（人、資金、施設、技術ノ

ウハウ）の有効活用を目指します。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

①支援対象分野において必要に応じて資金・機材を提供します。 

②さまざまなNPOや団体とパートナーシップを組み活動を推進します。 

③災害時の義援金やチャリティ活動での社員からの寄付にマッチングギフトを行う場合があります。 
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３．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、NPOの基盤形成〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会・文化支援室 スタッフ数 ６名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔Canon Sustainability Report〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 

〔ＣＡＮＯＮ Social & Cultural Support Activities〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://web.canon.jp/scsa/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 UNEP世界環境フォトコンテスト 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付･連携先 UNEP（国連環境計画） 

１ 

活動の概要 

   
「UNEP（国連環境計画）世界環境フォトコンテスト」に協賛。「Focus on Your 

World」をテーマに、写真を通じて身近な環境問題に目を向けてもらうことを目的に

国連環境計画が開催しています。 

活動名 世界報道写真展 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 世界報道写真展 

２ 

活動の概要 

   
世界の「いま」をありのままに伝える「世界報道写真展」にキヤノンヨーロッパと

共同で協賛しています。 

活動名 キヤノンカップジュニアサッカー 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

   
少年・少女がサッカーの素晴らしさを体験し、スポーツを通じて国際親善、国

際交流を図る「ジュニアサッカー」のタイトルスポンサーをしています。 

活動名 デジタルクリエーターズコンテスト 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

   
デジタル、インターネット時代の新しい映像表現の可能性に挑戦する才能を発

掘・応援することを目的にコンテストを開催しています。 

活動名 写真新世紀 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

   
写真表現の新しい可能性に挑戦する新人写真家の発掘と育成を目的とした

公募プロジェクトを展開しています。 

活動名 滅びゆく野生動物シリーズ広告 

活動形態 ｅ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

   
ナショナル・ジオグラフィックス誌に、野生動物保護の重要性を訴えるシリーズ

広告「Wildlife As Canon Sees It」を掲載しています。 

活動名 キヤノン－ユニセフ協働企画広告 

活動形態 ｅ 

７ 

寄付･連携先  
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 活動の概要 

   
ユニセフ（国連児童基金）活動の共鳴し、活動を紹介する企業広告をタイム紙

を中心に掲載しています。 

活動名 芸術・文化・団体支援 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 日本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、NHK交響

楽団、新国立劇場など 

８ 

活動の概要 

   
国内の代表的なオーケストラや舞台芸術施設を支援しています。 

 ジュニアフォトグラファーズ 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付･連携先 教育機関、行政、NPO 

９ 

活動の概要 

   
環境をテーマに子供たちの発見や感動を写真や映像を通して表現し、環境保

護の意識を高めてもらう活動です。 

活動名 キヤノン夏エコ祭 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 NPO、地域行政 

１０ 

活動の概要 

   
環境をテーマに子供たちや地域住民とのコミュニケーションを図る目的で施設

を開放し、イベントを開催しています。 

 
キヤノン販売株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

キヤノングループの企業理念である「共生」を基本に、事業活動はもとより事業活動以外の側面でも、社

会的責任を果たす努力をしています。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

自然環境保護や文化・スポーツの支援、青少年の教育・育成、障害者の自立、災害被害への復興援助

など。 

３．重点分野 〔スポーツ、学術･研究、文化･芸術〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔サステナビリティ報告書2004〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等に記載 

〔CANON Social & Cultural Activities 2004/2005〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 尾崎行雄財団留学生派遣プログラム 

活動形態 ｂ    

寄付･連携先 尾崎行雄財団 

１ 

活動の概要 

   
財団から選抜され、2週間ミネソタに派遣留学する大学生3名へのデジタルカメ

ラ機材提供。学生は現地での各派遣先での模様を撮影し、報告書に活用す

る。 

活動名 アート・オン・ザ・ネット 

活動形態 ａ      

寄付･連携先 町田国際版画美術館 

２ 

活動の概要   同美術館の主催するWeb上のアート展覧会に協賛。 

活動名 メディア芸術祭 学生CGコンテスト 

活動形態 ｂ      

寄付･連携先 CG‐ARTS協会（画像教育振興協会） 

３ 

活動の概要   学生CGコンテストの賞品として、キヤノン製品（カメラ、スキャナー等）を提供。
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活動名 多摩映画フォーラム 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 多摩映画フォーラム事務局 

４ 

活動の概要   多摩市の市民団体による映画イベントへの協賛金による運営協力。 

活動名 伊達公子とテニスであそぼ カモン！キッズテニス 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 カモン！キッズテニス実行委員会 

５ 

活動の概要 

   
伊達公子さんが子供たちにテニスを通じてスポーツの楽しさを伝える「カモ

ン！テニスキッズ」に、協賛金協力。 

活動名 関東車いすテニス大会 

活動形態 ａ      

寄付･連携先 関東車いすテニス協会 

６ 

活動の概要   同大会の運営への協賛。 

 
キユーピー株式会社 
３．重点分野 〔健康･医学、学術･研究、教育･社会教育、文化･芸術〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 環境報告書 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.kewpie.co.jp/  
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ベルマーク運動 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 ベルマーク教育助成財団 

１ 

活動の概要 
 

昭和35年にベルマーク運動が開始された当初から協賛。ベルマーク運動参加校

や、全国のへき地学校等への教育設備の助成に協力しています。 

活動名 食生活を豊かに楽しくするビデオサービス 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 ㈱毎日EVRシステム 

２ 

活動の概要 
 

主要な消費生活センターや高校、短大などに「マヨネーズ」「楽しく食べて健康

に」「テーブルマナー」等のビデオを無償で提供しています。 

活動名 東京海洋大学寄付講座 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 東京海洋大学 

３ 

活動の概要 
 

「食と健康」をテーマに、人間の生体調節、健康維持に役立つ物質を自然界から

見つけだし、その物質の特性を生かした食品を設計するための新技術に関して教

育・研究を行います。 

活動名 おかあさんコーラス 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 全日本合唱連盟、全沖縄おかあさんコーラス連盟 

４ 

活動の概要 
 

主婦の文化活動の支援として、全日本合唱連盟・朝日新聞社主催の「全日本お

かあさんコーラス大会」と全沖縄おかあさんコーラス連盟・琉球新報社主催の「全

沖縄おかあさんコーラス大会」に協賛しております。 

活動名 東京食育推進ネットワーク 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 関東農政局 東京農政事務所 

５ 

活動の概要 
 

関東農政局が事務局を務める「東京食育推進ネットワーク」のメンバーとして、

活動しています。 
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活動名 工場見学 

活動形態 ｅ 

寄付・連携先  

６ 

活動の概要 
 

昭和３０年代よりオープンキッチンとして工場見学を受け入れています。年間９万

人が来場され、食育の場になっています。 

活動名 富士山クラブ 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 NPO富士山クラブ 

７ 

活動の概要 富士山をきれいにする活動として、会社や社員が協賛しています。 

活動名 講演会活動 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 ㈱毎日EVRシステム 

８ 

活動の概要 
 

２で紹介したビデオ配信先から、要望があれば社員講師を派遣し、講演いたし

ます。年間２０～３０回行っています。 

 
共栄火災海上保険株式会社 
４．推進体制 

担当部署名 広報室 スタッフ数 １名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔ボランティア推進チーム〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

マッチングギフト、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔フィランソロピー〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： www.kyoeikasai.co.jp/company/philan/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾃﾞｰあげたつもり・もらったつもりチャリティ 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 マザーランド・アカデミー(NGO) 

１ 

活動の概要 

   
1993年から実施、ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾃｰの義理ﾁｮｺを自粛しﾁｬﾘﾃｨする全社的な運動。

西ｱﾌﾘｶ難民ｷｬﾝﾌﾟへ、井戸、学校、薬品、植樹資金を継続提供。 

活動名 クリスマス・チャリティ 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 マサーランド・アカデミー(NGO) 

２ 

活動の概要 

   
1993年よりX’ﾏｽ時期に実施する物品ﾁｬﾘﾃｨ活動。衣料、薬品、文具・玩具を

全国の社員が持ち寄り、西ｱﾌﾘｶ難民ｷｬﾝﾌﾟへ寄贈。 

活動名 熱気球(バルーン)による施設訪問 

活動形態 ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 ビーバー・バルーンクラブ(佐賀市) 

３ 

活動の概要 

   
1992年より、社で熱気球を購入、運営委託先と合同で全国の施設を慰問。こ

れまでの訪問は約150ヵ所となった。 

活動名 使用済み切手・テレカ回収によるチャリティ 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 テレカ収集協会、盲老人ホーム・聖明園 

４ 

活動の概要 

   
社内に常時回収箱を設置。定期的に回収し社員有志により仕分け作業を行

い、各種団体へ寄贈。 

５ 活動名 セイフティ・ドライビング・フェスタ 
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活動形態 ｃ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 愛宕警察署 

 

活動の概要 

   
本社所在地所管警察と合同で、交通安全イベントを開催。1991年より継続実

施。 

活動名 エコーの森 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 林野庁 

６ 

活動の概要 

   
環境保護を目的に林野庁の法人の森林制度へ参画、全国に4ヵ所、7.24ｈａ、

２２，７００本を植樹。１９９２年より実施。 

 
京セラ株式会社 
１．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。 

２．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たいと考えます。 

３．重点分野 〔社会福祉、学術･研究、教育･社会教育、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 秘書室 スタッフ数 ５名

B．社内横断的推進組織 〔寄付委員会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔会社案内〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.kyocera.co.jp/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 京都賞への支援 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 稲盛財団 

１ 

活動の概要  

活動名 桓武天皇千二百年記念に伴う「平安神宮修理事業」に対する寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 先方事務局 

２ 

活動の概要  

活動名 「第3回ケータイ国際フォーラム」への広告協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 先方事務局 

３ 

活動の概要  

活動名 中国天津市への太陽光発電システム寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 先方事務局 

４ 

活動の概要  

活動名 新幹線開通に伴う太陽電池式時計台寄贈（鹿児島川内駅） ５ 
活動形態 ｂ 
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寄付・連携先 川内市  
活動の概要  

活動名 霧島国際音楽祭支援 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 先方事務局 

６ 

活動の概要  

活動名 霧島神宮神楽殿大造営事業への協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 先方事務局 

７ 

活動の概要  

活動名 世界遺産二条城築城400年記念事業支援 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 先方事務局 

８ 

活動の概要  

活動名 サンディエゴ山火事に対する義援金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先  

９ 

活動の概要  

活動名 イラン南東部大地震に対する義援金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本経済団体連合会 

１０ 

活動の概要  

 

共同印刷株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

経営理念「印刷事業を核に、生活･文化･情報産業として社会に貢献する」を掲げる。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

２００５年５月に「共同印刷グループ 企業行動憲章」を制定、その５条に「社会貢献活動を行う企業」を掲

げ『「良き企業市民」として、積極的に社会および地域貢献活動の実践に努める。』と明記する。また同年

「共同印刷グループ 倫理綱領」を定める。 

４．推進体制 

担当部署名 広報部 スタッフ数 ３名

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書に記載 〔共同印刷株式会社 環境報告書２００３〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 （財）ｼﾞｮｲｾﾌの活動に参画 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 (財) ジョイセフ（家族計画協力財団） 

１ 

活動の概要 
 

使用済み切手・カードの回収BOXを社内に設置し、年に４～５回ジョイセフに

提出。 

活動名 日本赤十字に災害義援金拠出 

活動形態 a 

寄付･連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要 
 

日本経済団体連合よりイラン南東部大地震に際し、義援金の依頼があり賛同

し寄付。 

活動名 写真･映像文化活動の支援 ３ 
活動形態 a 
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寄付･連携先 (財) 東京都歴史文化財団 東京都写真美術館  
活動の概要 

 
日本における写真・映像文化のセンター的な役割を果たし、国際的な文化交

流の拠点を目指す東京都写真美術館の主旨に賛同し、維持会員に入会。 

活動名 共同募金活動 

活動形態 a 

寄付･連携先 社会福祉法人 中央共同募金 

４ 

活動の概要 赤い羽根募金へ寄付。 

活動名 小学生教育支援活動 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 文京区内小学校 

５ 

活動の概要 
 

社会科見学の受け入れ。未使用校正用紙を断裁して最寄の小学校へ寄付、

教育活動目的で使用して頂く。 

活動名 地域コミュニティ活動の推進 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ 

寄付･連携先 行政 

６ 

活動の概要 「文京さくら会」「スポーツマンの集い」「守谷市ハーフマラソン」「利根川河川敷

クリーン大作戦」他。社員参加による清掃活動、各種活動への協賛。 

活動名 地域文化活動の援助 

活動形態 a 

寄付･連携先 行政 

７ 

活動の概要 
 

文京区観光協会ほかが主催する文化継承、保存活動に協賛協力。「文京区

の文化を推進する会」「文京文の京文芸賞」など 

活動名 文化財保護修復活動支援 

活動形態 a 

寄付･連携先 文化財保護・芸術研究助成財団 

８ 

活動の概要 
 

世界文化財赤十字構想に賛同し、世界文化財の保護、修復活動支援のため

寄付を行っている。 

活動名 つるがしま里山サポートクラブへの参加 

活動形態 ｂ、ｄ、ｈ  
寄付･連携先 つるがしま里山サポートクラブ 

9 

活動の概要 
 

埼玉県鶴ヶ島市の里山保全･回復活動に参加。地域社会とのコミュニケーショ

ンの推進も図る。 

 
協和発酵工業株式会社 
１．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」と定めています。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

経営指針（社会）のポイントより抜粋 

●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えるよう

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。  ●次世代を担う若者に人生の指針、夢や希望をもってもらえ

るような社会貢献活動に取り組みます。 

３．重点分野 〔健康･医学、学術･研究、教育･社会教育〕 

４．推進体制 

担当部署名 コーポレートコミュニケーション部 スタッフ数 兼任１名

B．社内横断的推進組織 〔情報公開委員会〕 

D．企業財団・公益信託  〔(財) 加藤記念バイオサイエンス研究振興財団〕 
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５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔サスティナビリティーレポート〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.kyowa.co.jp/mtext/sak.htm  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 朝日ヤングセッション 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 朝日新聞社主宰、文部科学省・東京都教育委員会後援 

１ 

活動の概要 

   
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の講

演会形式メッセージを送るイベント。2003年で16回目。後日、後援録を希望者

に無償配布。 

活動名 バイオアドベンチャー（移動理科実験教室） 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 各地区の教育委員会。小中学校。 

２ 

活動の概要 

   
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）

を学校に派遣し、理科実験教室を2000年より開催。 

活動名 「21世紀を幸せにする科学」中高生作文コンクール 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 毎日新聞社主催、文部科学省他講演 

３ 

活動の概要 

   
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、中高生を対象に科学作文コンクールを

1999年から実施。 

活動名 (財) 加藤記念バイオサイエンス研究振興財団 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 同財団 

４ 

活動の概要 

   
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、国際文化交流、研究集会助成、公開シンポジウムの開

催。 

 
共和レザー株式会社 
４．推進体制 

担当部署名 総務部総務課 スタッフ数 １名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 

５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献運動、 V機会提供 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 愛知万博寄付 

活動形態 a   

寄付･連携先 (財) 2005年日本国際博覧会協会 

１ 

活動の概要   開催協賛。 

活動名 浜名湖花博寄付 

活動形態 a   

寄付･連携先 （財）静岡県国際博覧会協会 

２ 

活動の概要   開催協賛 
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活動名 地域夏祭寄付 

活動形態 a   

寄付･連携先 袋井商工会等 

３ 

活動の概要   花火大会協賛寄付。 

活動名 浜松祭凧揚会 

活動形態 a   

寄付･連携先 西町自治会 

４ 

活動の概要   地元自治会凧揚協賛寄付。 

活動名 社会奉仕活動寄付 

活動形態 a   

寄付･連携先 社会福祉法人 とよた光の里 

５ 

活動の概要   社会福祉活動寄付。 

活動名 浜松商工会議所 １１０周年寄付 

活動形態 a   

寄付･連携先 浜松商工会議所 

６ 

活動の概要   110周年行事協賛寄付。 

活動名 日本赤十字 

活動形態 a   

寄付･連携先 日本赤十字社 

７ 

活動の概要   活動資金寄付。 

活動名 静岡県共同募金「一般寄付金」 

活動形態 a   

寄付･連携先 静岡県共同募金 

８ 

活動の概要   社会福祉団体等事業協賛。 

 
キリンビール株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

継続的に社会に貢献するとともに、地球環境に配慮する企業グループをめざします。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・「スポーツ」「芸術文化」「国際交流」等への支援を通じ、文化の向上に貢献する。 

・社会奉仕活動や施設開放等により、地域との調和を図る。 

・社会福祉、青少年の健全育成を支援する。 

・事業活動のあらゆる場面において、地球環境保全に配慮した取り組みを行うとともに、自然保護、環境

美化等の環境保全活動に積極的に参加、協力する。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会環境部 スタッフ数 専任担当者１名
（社会環境部総数10名）

B．社内横断的推進組織 〔社会環境部〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放、 
その他〔キリン・コラボ倶楽部（社員の自発的活動の支援制度）〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔キリン環境報告書2004年版〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.kirin.co.jp/active/social/activity/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

１ 活動名 国連大学キリンフェローシップ 
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活動形態 ａ、ｆ 

寄付・連携先 国連大学、独立行政法人 食品総合研究所 

 

活動の概要 
 

1993年より発展途上国における食糧問題の自主的解決に向けた、研究開発

の支援プログラムで、国連大学推薦の研究者を対象に支援。 

活動名 高齢者の家族介護者リフレッシュサポート 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 各個人 

２ 

活動の概要 
 

寝たきりなど重い症状の高齢者を在宅で日常的に介護されている方々の心

身のリフレッシュを目的に旅行会、観劇会を実施。招待者の累計約23人。 

活動名 空き缶回収美化活動 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付・連携先  

３ 

活動の概要 
 

全国各地の工場他事業所において、海岸、河川において、空き缶 

美化運動を実施。 

活動名 「水源の森」活動 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先 社団法人 国土緑化推進機構 

４ 

活動の概要 
 

1999年より全国の工場の周辺地域を選び、植林活動を実施。2003年度は鬼

怒川上流において実施。(2003年度までに、5ヶ所で実施。) 

活動名 ぴゅあマインドプログラム 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付・連携先  

５ 

活動の概要 
 

視覚障害者のできること、できないことを認識し、障害および障害者への理解

を深めることを目的とした活動。 

活動名 チャリティーブックフェア＆ハローミッキー 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先  

６ 

活動の概要 
 

従業員が持ちよった本やＣＤを社内でチャリティー販売し、その売上金で、児

童養護施設の子どもたちを対象に、東京ディズニーランドへ招待するもの。ま

た児童の引率支援を従業員のボランティアで実施。1994年より35回1,706名を

招待し、従業員ボランティアは延約400名となっている。 

活動名 手話セミナー 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付・連携先  

７ 

活動の概要 
 

聴覚障害者への理解を深めるために初級者向けの手話教室を開催。(2003年

度は滋賀工場において実施) 

活動名 「観劇の会」チャリティーミュージカル 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 三菱グループ企業 

８ 

活動の概要 
 

三菱社会貢献連絡会の活動の一環として、年1回の頻度で実施。2003年度は

関東近辺の児童養護施設の子どもや障害者の方約500名を招いて、ミュージ

カル公演を開催した。 

活動名 屋久島環境保全プロジェクト 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 屋久町 

９ 

活動の概要 
 

屋久島で推進されているゼロエミッション構想に賛同し、1999年より継続的な

支援を行っている。年2回従業員有志がクリーンアップ活動に参加している

他、屋久島のヤクにちなみ1ケースあたり89円（大瓶換算）を寄付している。 

１０ 活動名 子どもたちの環境学習の支援 
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活動形態 ｂ、ｆ 

寄付・連携先  

 

活動の概要 
 

環境教育用ビデオを小学生向け、中学生向け、高校生向けと年代ごとに制作

し、学校教材として希望校へ無料配布している。教材配布総数役42,800本 

 
空港グランドサービス株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 大阪国際空港消火救難協力隊 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 大阪空港事務所航空保安防災課 

１ 

活動の概要   救難時の準備として、実践に即した担架の扱い方などの訓練を行う。 

活動名 交通安全運動ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ参加 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 大阪国際空港交通安全協会 

２ 

活動の概要   交通安全運動期間にｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾃｲｯｼｭの配付の手伝い。 

活動名 千歳国際マラソンへのボランティア 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 千歳市、㈱日本航空 

３ 

活動の概要   千歳国際マラソン時の給水所の手伝い。 

活動名 千歳国際空港「空の日」航空教室 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 千歳国際空港事務所（CAB） 

４ 

活動の概要 

   
毎年9月20日「空の日」のボランティア活動として、地元の小学生（30～40名）

の空港見学等、航空教室の手伝い。 

活動名 交通安全運動キャンペーン参加 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 千歳交通安全協会 

５ 

活動の概要   交通安全運動の期間にｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾃｲｯｼｭの配付の手伝い。 

活動名 ｴｱﾎﾟｰﾄｸﾘｰﾝ運動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 成田国際空港㈱ 

６ 

活動の概要   年4回、航空関連会社の社員約90名で空港内のランプゴミ拾いを行っている。

活動名 災害発生時の義援金の募集  

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 日本赤十字 

７ 

活動の概要   災害発生時の義援金募集の手伝い。 

活動名 自社グラウンド施設の開放-救急ﾍﾘﾎﾟｰﾄ  

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 日本医科大学付属千葉北総病院 

８ 

活動の概要    

活動名 ｽｲｶﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 富里市 

９ 

活動の概要 

   
毎年、富里市で行われる「ｽｲｶﾛｰﾄﾞﾚｰｽ（ﾏﾗｿﾝ）大会」の給水（ｽｲｶ）所の手伝

い。 

活動名 JALｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾔﾝｸﾞ・ｸﾞﾘｰﾝｽｺｯﾄﾞ 

活動形態 ｄ 

１０ 

寄付･連携先 養護施設等を中心とした地域住民・㈱日本航空およびｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 
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 活動の概要 

   
養護施設等を訪問し、ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ大会、運動会等の準備手伝い及び空港見学

等の実施をしています。 

 
グンゼ株式会社 
４．推進体制 

B．社内横断的推進組織 〔CSR推進室〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔グンゼ環境報告書2004〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.gunze.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 山東町夏祭 （梁瀬工場） 

１ 

活動の概要   夏祭り花火大会に寄付 

活動名 台風水害救援物資 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 社会福祉・共同募金会 （全紡グンゼ（韓国）） 

２ 

活動の概要  台風水害被災者に肌着製品を寄贈。 

活動名 就業体験学習受入 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 小林商業高校他 （九州グンゼ） 

３ 

活動の概要   近隣の高校生に就業体験学習を受入（3校 6名） 

活動名 「クリーン但馬5万人大作戦」に参加 （梁瀬） 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 兵庫県 

４ 

活動の概要   自治会を中心に参加 （約150名） 

活動名 講師派遣・施設の提供 （綾部本工場） 

活動形態 ｃ、ｄ 

寄付･連携先 日本ボイラー協会 

５ 

活動の概要 

   
ボイラー協会主催のボイラー講習会及び京都府立工業高校のボイラー講習

に講師派遣及びボイラー施設を提供。 

活動名 特別老人ホームへの奉仕活動 （東北グンゼ） 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 特別養護老人ホーム 

６ 

活動の概要   労働組合のボランティア活動として、奉仕活動を継続（のべ100名） 

活動名 国際車いす駅伝に協力 （津山グンゼ） 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 津山市 

７ 

活動の概要   大分県選手団のコース下見の介添え及びコース沿いの警備。 

活動名 グランドの開放 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 老人会、ソフトボールチーム、少年野球 

８ 

活動の概要   グランドをゲートボール等の球技に開放。 
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株式会社群馬銀行 
１．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、地域の皆さまの豊かな生活のお役に立つ。

２．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。 

３．重点分野 〔スポーツ、学術･研究、教育･社会教育、文化･芸術、環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 総合企画部広報室 スタッフ数 ２名（兼務）

D．企業財団・公益信託 〔群馬銀行環境財団、群馬経済研究所〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：                                    

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 企業財団を通じた活動 

活動形態 ａ   
寄付･連携先 群馬銀行環境財団 

１ 

活動の概要 
 

水と環境について学習する環境探検隊の実施や、自然生活環境の保全活

動などを行う団体・個人を毎年支援。 

活動名 地元企業の人材育成支援 

活動形態  ｆ   
寄付･連携先 個々企業等 

２ 

活動の概要 
 

「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。 

活動名 地域の芸術活動支援 

活動形態 ａ、ｅ  
寄付･連携先 群馬交響楽団 

３ 

活動の概要 定期演奏会の協賛、その他活動に対する協力。 

活動名 県内経済状況の調査・研究等 

活動形態  ｆ   
寄付･連携先 群馬経済研究所 

４ 

活動の概要 「ぐんま経済」の毎月発行等、経済活動全般に対する適切な情報提供。 

活動名 県事業への協賛 

活動形態 ａ、ｈ 
寄付･連携先 群馬県 

５ 

活動の概要 ぐんま県民マラソンのボランティア参加活動支援。 

 
ＫＤＤＩ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

豊なコミュニケーションによる国際社会の発展に貢献する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 
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「ＫＤＤＩフィロソフィ」、「ＫＤＤＩ行動指針」を通して 

１．環境に調和した豊な社会の維持（「ＫＤＤＩ環境憲章」に省エネ・リサイクル等の行動指針を規定） 

２．国際社会の発展への協力（人材育成、人材派遣・協働事業による当該国での通信事情改善等） 

３．重点分野 〔環境、地域社会の活動、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部、国際協力室 スタッフ数 １３名

A．事業所毎の社会貢献担当者（各地域の総支社管理部長１０名） 

B．社内横断的推進組織 〔総務部環境推進グループ、国際協力室国際協力グループ〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載（環境活動のみ 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.kddi.com/corporate/kddi/kankyo/index.html （環境活動） 

http://www.kddi.com/corporate/kddi/kokusai_kyoryoku/index.html （国際協力） 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 開発途上国からの研修生受け入れ（人材育成、技術移転） 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付・連携先 寄付先（外国政府、外国通信事業体等）、 

連携先（国際協力機構、（財）海外通信・放送ｺﾝｻルﾃｨﾝｸﾞ協力、ｱｼﾞｱ太平洋

電気通信共同体） 

１ 

活動の概要 
 

1957年以来、開発途上国から延べ5,000名の研修生を受け入れ。通信関連技

術の移転を行うとともに、開発途上国の人材を育成。 

活動名 開発途上国への情報通信専門家派遣 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付・連携先 寄付先（外国政府、外国通信事業体）、 

連携先（国際協力機構、国際電気通信連合、ｱｼﾞｱ太平洋電気通信共同体） 

２ 

活動の概要 
 

開発途上国への技術移転の一環として1960年以来、通信技術専門家を派

遣。当該国での通信事情の改善等に寄与。 

活動名 開発途上国ディジタル・デバイド解消への取り組み 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付・連携先 寄付先（外国政府、外国通信事業体、、外国自治体等）、 

連携先（ｱｼﾞｱ太平洋電気通信共同体、国内外大学等） 

３ 

活動の概要 
 

開発途上国遠隔地通信事情改善のため、現地における実証実験等を通じて

遠隔医療、遠隔教育分野における人材育成、技術移転を実施。 

活動名 開発関連国際機関へのノウハウの提供 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付・連携先 国際電気通信連合、ｱｼﾞｱ太平洋電気通信共同体等 

４ 

活動の概要 
 

開発関連国際機関への参画を通じて途上国通信事情改善のためのノウハウ

を提供。 

 
株式会社ケー・エフ・シー 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 研究助成 

活動形態 a 
寄付･連携先 大学 

１ 

活動の概要 新技術開発のために大学の研究室に寄付 
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株式会社ケーヒン 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ．サステナビリティ報告書等に記載 〔株式会社ケーヒン2003年環境報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.keihin-corp.co.jp/environment/community.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 宮城県ゼロエミッションフォーラム 

活動形態 ｄ 
寄付・連携先 宮城県 

１ 

活動の概要 宮城県内の産業廃棄物削減に取り組む企業の情報交換。 

活動名 クリーンアップ活動 

活動形態 ｆ 
寄付・連携先  

２ 

活動の概要 工場周辺地域の清掃。 

活動名 市民ゴルフ大会協賛 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 角田市民ゴルフ大会 

３ 

活動の概要 賞品寄付 

活動名 少年野球大会協賛 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 丸森町少年野球大会 

４ 

活動の概要 賞品寄付 

活動名 日本赤十字社寄付 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 日本赤十字社宮城県支部 

５ 

活動の概要 金銭寄付 

活動名 赤い羽根募金共同募金 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 角田市共同募金委員会 

６ 

活動の概要 金銭寄付 

活動名 消防活動支援協力 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 丸森町消防団 

７ 

活動の概要 金銭寄付 

活動名 共同募金 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 宮城県共同募金会 

８ 

活動の概要 金銭寄付 

活動名 歳末助けあい運動 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 宮城県共同募金会 

９ 

活動の概要 金銭寄付 

活動名 暴力団追放運動 10 
活動形態 ａ 
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寄付・連携先 角田丸森地区暴力団追放対策協議会  
活動の概要 金銭寄付 

 
コクヨ株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：                                    

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ノートの寄付 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 NPO 

１ 

活動の概要 
 

自主回収したノート（白色度数の間違いだけのため使用には問題なし）をイラ

ク・ネパールの子供たちに寄付。 

活動名 植樹 

活動形態 ｄ、ｅ 

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 
 

「黒田緑化事業団」（コクヨの株式を基本財源）が、毎年植樹を行う（約7000

本） 

 
小島プレス工業株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.kojima-tns.co.jp  

 
コスモ石油株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

地球と人間と社会との共生を基盤に持続的な発展に向けて「未来の社会をつくる子どもたちの啓発」「人

間社会が存続するための基盤である地球環境の保全」「平和で心豊かな文化的社会の構築」をテーマに

社会貢献に取り組んでいます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

○経営状況に左右されることなく長期継続を基本とする。 

○コスモ石油らしいオリジナリティを大切にする。 

○社員が参加して実施する。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 経営企画部広報室 スタッフ数 ２名

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 V情報提供、 V機会提供供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔サステナビリティレポート〕 
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C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔社会貢献レポート〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： www.cosmo-oil.co.jp/phil/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 コスモ子ども地球塾「子どものための自然アートワークショップ」 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先 ワンダーアート・プロダクション 

１ 

活動の概要 

   
自然をテーマにしたアートワークショップを通じて自然の面白さや美しさを楽し

むとともに自然環境の大切さを考えるきっかけの一助とする。 

活動名 コスモわくわく探検隊 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先 独立行政法人 自動車事故対策機構 

２ 

活動の概要 

   
交通遺児の小学生を対象とした２泊３日の自然体験プログラム。 

社員スタッフが中心となって運営する。 

活動名 小学生のための環境教育サイト「WEBコスモ子ども地球塾エコネッツ」 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

   
小学校の「総合的学習の時間」や環境についての調べ学習に役立つことを目

的とし、かつバーチャルに終わることなく実体験を奨励するサイト。 

活動名 小学生向け環境副読本「地球環境ブック」の無料配付（寄付） 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付･連携先 学校・教育団体・環境ＮＰＯ 

４ 

活動の概要 

   
学校での環境教育の際に先生と児童が一緒に読みながら役立てていただくこ

とを目的に、学校・教育団体・環境NPOに限定して無料配付している。 

活動名 環境文化誌TERRE（テール）の発行と無料配付 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付･連携先 一般希望者 

５ 

活動の概要 

   
環境問題への取り組みについて読者と共に考えるをコンセプトに環境活動に

真摯に取り組む人々を取り上げた冊子の制作と１万部の無料配布。 

活動名 コスモ石油 Voice of the earth 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

   
人と自然のつながりについて考えるコンサートを主催。メセナ活動として若手

アーティストを育成するとともに学生や母子施設の方など広くご招待。 

活動名 コスモ石油子どものためのミュージカル（協賛・無料招待） 

活動形態 ｂ、ｄ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

   
全席、港区の小学校・養護学校、東京近郊の養護施設の児童・生徒を対象に

無料ご招待している。 

活動名 子どものためのオペラコンサート 

活動形態 ｂ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 市民団体オペラキッズ 

８ 

活動の概要 

   
未就学児童とその母親を対象としたコンサートを協賛し、港区の養護学校、東

京近郊の養護施設の児童を対象に無料ご招待している。 

活動名 現代音楽ＮＰＯ活動支援 

活動形態 ｂ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 ＮＰＯグローヴィル 

９ 

活動の概要 

   
先駆的音楽の普及と人材育成をめざすグローヴィルの音楽活動を支援。（協

賛・会場の提供・広報活動支援） 
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活動名 コスモ・クリスマスカード・プロジェクト 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先 NPOホスピタルアート・ラボ 

１０ 

活動の概要 

   
けがや病気で長期入院している子供向けに社員と当社社会貢献活動の受益

者とでオリジナルカードにメッセージを記載しクリスマスカードを送る。 

 
コナミ株式会社 
１．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。 

３．重点分野 〔スポーツ、学術･研究、教育･社会教育、文化･芸術、環境〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.konami.co.jp/ja/corp/index6.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名  

活動形態 ａ    

寄付･連携先 社団法人 日本プロサッカーリーグ 

１ 

活動の概要 

   
オフィシャルスポンサー協賛。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。 

活動名  

活動形態 ａ    

寄付･連携先 社団法人 日本野球機構 

２ 

活動の概要 

   
オフィシャルパートナー協賛。日本プロ野球界の発展に尽力する同機構の活

動支援。 

活動名  

活動形態 ａ    

寄付･連携先 (財) 新国立劇場運営財団 

３ 

活動の概要 

   
２００３－２００４シーズン特別支援企業協賛。舞台芸術の育成・継承に尽力す

る同財団の活動支援。 

活動名  

活動形態 ａ    

寄付･連携先 日本放送協会（ＮＨＫ） 

４ 

活動の概要 

   
ＮＨＫ大学ロボコン、ＡＢＵロボコン協賛。若いエンジニア達の「モノづくり」に対

する情熱と能力の育成・情報・人材の交流を促す企画への協賛。 

活動名  

活動形態 ａ    
寄付･連携先 社団法人 日本経団連 

５ 

活動の概要   自然保護基金、国際協力活動支援への寄付。 

活動名  

活動形態 ａ    
寄付･連携先 日本経済新聞社 

６ 

活動の概要 

   
日経エデュケーションプログラム協賛。高校生を対象に日本経済の「今」を伝

え、企業活動の実際を体験してもらう企画への協賛。 
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コニカミノルタホールディングス株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

コニカミノルタは、よき企業市民の一員であるという認識のもと、「新しい価値の創造」活動を通じて、社会

の発展や豊かさの実現に貢献します。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

特に以下の３つの視点で活動をおこないます。 

１．企業市民として「信頼・共感」が得られる、社会貢献をおこないます。 

２．社会貢献の領域分野の位置付けに基づいて、「計画的」な社会貢献をおこないます。 

３．参加者も「感動・喜び・達成感」を実感できる、社会貢献をおこないます。 

３．重点分野 〔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〕 

４．推進体制 

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献委員会〕 

D．企業財団・公益信託 〔コニカミノルタ画像科学振興財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放、  

その他〔グループ表彰制度〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔コニカミノルタ環境・社会報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：http://konicaminolta.jp/about/contribution/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 写真コンテストを通した自然保護活動への貢献 

活動形態 ｅ、ｆ 

寄付・連携先 日本野鳥の会 

１ 

活動の概要 

 

北海道に生息するタンチョウの保護を目的として、日本野鳥の会のタンチョウ

保護活動を支援しております。コニカミノルタタンチョウチャリティフォトコンテス

ト協賛など、写真コンテストを通して自然保護活動に貢献しています。 

活動名 写真展を通した写真文化への貢献 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 

 

コニカミノルタプラザでは若手写真家の活動支援を目的としたフォトプレミオ

や、多くの写真展の開催により、写真文化の発展に貢献しています。 

活動名 NPOへの参加 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ 

寄付・連携先 酒匂川水系自然保護協議会 

３ 

活動の概要 

 

地域で活動するNPOに積極的に会員として参加しています。酒匂川水系自然

保護協議会では酒匂川の水質保全・資源保護活動の実施。 

活動名 NPOへの参加 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付・連携先 日本山岳自然保護委員会 

４ 

活動の概要 

 

地域で活動するNPOに積極的に会員として参加しています。日本山岳自然保

護委員会「高尾の森づくりの会」では森林の手入れ、植林作業の実施。 

活動名 スポーツ振興・育成 

活動形態 ｄ 

５ 

寄付・連携先 地域少年サッカー団 



 81

 活動の概要 豊川市・豊橋市・小坂井町の少年サッカー団の指導員（監督・コーチ）。 

活動名 スポーツ振興・育成 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先  

６ 

活動の概要 

 

当社陸上部による、小学生や市民を対象にしたジョギング教室を開催。東京

都より「平成16年度体育優良団体賞」で表彰。 

活動名 天文・科学教育への貢献 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 日野市ほか 

７ 

活動の概要 

 

日野市主催「ひの市民大学子ども学部科学コース講座」の講義。科学館への

プラネタリウム製品納入とともに文部科学省主催「生涯学習フェスティバルま

なびピア」をはじめとするイベント参加により、天文・科学教育に貢献。 

活動名 画像科学技術振興の支援 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付・連携先 (財) コニカミノルタ画像科学振興財団 

８ 

活動の概要 

 

画像科学の研究や、写真にかかわる文化活動の援助によって、学術の振興

と文化の向上に寄与。特に画像科学に関する斬新な発送による研究計画を

公募し、「コニカミノルタ画像科学奨励賞」を授与している。 

活動名 地域清掃活動 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先  

９ 

活動の概要 

 

各拠点サイトで定期的にプログラムを組んで、地域周辺美化に貢献する活動

を実施。延べ４,６１３名の社員が参加。 
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【サ行】 
株式会社佐賀銀行 
１．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」ことを明文化しています。 

２．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。 

３．重点分野 〔社会福祉、文化･芸術、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 総務・厚生グループ スタッフ数 1名

D．企業財団・公益信託 〔(財) 佐賀銀行社会福祉基金、(財)佐賀銀行文化財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.sagabank.co.jp/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 (財) 佐賀銀行社会福祉基金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 佐賀県内の福祉団体 

１ 

活動の概要 

 

基金の運用果実と行員からの寄付金を合わせ、助成金として贈呈（24先

270万円） 

活動名 佐賀銀行献血会 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付・連携先 佐賀県赤十字血液センター 

２ 

活動の概要 年2回集団献血を実施。行員が参加している。（129名参加） 

活動名 「小さな親切」運動さぎんの会 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先 「小さな親切」運動佐賀県本部 

３ 

活動の概要 

 

行員全員が会員となっており、実行委員も行員から2名参加。実行章の贈呈

を中心とする地道な活動が行われている。 

活動名 募金活動 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付・連携先 (財) さが緑の基金、佐賀県社会福祉協議会 

４ 

活動の概要 「緑の募金」（66万円）、赤い羽根共同募金（31万円）全行員で協力している。 

活動名 ふるさと美化運動 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付・連携先 佐賀市 

５ 

活動の概要 

 

佐賀銀行本店周辺を中心に、空き缶拾い等、清掃活動を毎年6月に実施。

148名の行員が参加。 

活動名 書き損じハガキ使用済みテレカ切手の寄贈 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付・連携先 ボランティア団体 

６ 

活動の概要 

 

全店に設置した回収ＢＯＸにより回収し寄贈。（ハガキ約1,000枚、テレカ約

4,000枚、切手約27ｋｇ） 

活動名 物品販売協力 ７ 
活動形態 ｂ、ｄ、ｇ 
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寄付・連携先 重度障害者通所施設「響」  
活動の概要 

 

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

入で協力（200万円） 

活動名 河川清掃「クリーン河童作戦」 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付・連携先 佐賀県、佐賀市 

８ 

活動の概要 

 

本部および佐賀市内店舗の行員100名の参加により毎年8月に佐賀市内を流

れる多布施川流域300ｍを河童の格好をして清掃する。 

活動名 留学生支援 

活動形態 ｃ、ｄ 

寄付・連携先 佐賀大学 

９ 

活動の概要 

 

佐賀大学の外国人留学支援活動として私費留学生で学校推薦を受けた者1

名に当行の独身寮を提供。 

活動名 カレンダー、手帳の寄付 

活動形態 ｂ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 佐賀県社会福祉協議会 

１０ 

活動の概要 

 

年末に、不要なカレンダー手帳を全店舗より回収し、社会福祉協議会に寄贈

（136点）。バザーによる収益が活動資金となる。 

 

坂口電熱株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.sakaguchi.com  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 心の生涯学習セミナーの開催 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 NPO NC さくら会 

１ 

活動の概要 
 

道徳観・倫理観の高揚に関する事業を推進するNPO法人との協同で、心豊

かな人生・楽しい学庭・明るい職場・住みよい社会をつくるために大切な行

いやそのものとなる心のあり方などを学ぶセミナーを一般市民対象に開

催。 

活動名 小･中学生 今春卒業生 作文募集の開催 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 NPO NC さくら会 

２ 

活動の概要 
 

今春、小中学校を卒業する児童、生徒に対し、NPO法人との協働で入学か

ら卒業までを振り返り、親への感謝の思いを伝える作文を募集し、優秀作

品の表彰を作品集を発行。 

活動名 外国人私費留学生への支援 

活動形態  ｄ 

寄付･連携先 NPO NC さくら会 

３ 

活動の概要 
 

外国人私費留学生への奨学援助を行う坂口国際育英奨学財団に協力し、

奨学生が集う懇親会等の場に社員が参加し、留学生活への指導・助言等

を支援活動を実施。 

活動名 教育者セミナーの開催 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 NPO NC さくら会 

４ 

活動の概要 
 

現職教員に対し、NPO法人との協働で、荒廃する教育現場の中で、心の教

育の重要性と実践のあり方を学ぶセミナーを開催。 
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活動名 学生新聞の寄贈と情報交流 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 NPO NC さくら会 

５ 

活動の概要 
 

地域間・世代間の相互交流に関する事業を推進するNPO法人と協力し、地

域の小中学校に学生新聞を寄贈するとともに、生涯学習と社会の幅広いニ

ーズや期待に応えていくために定期的な意見交換、情報交流を実施。 

活動名 敬老キャンペーンの実施 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 NPO NC さくら会 

６ 

活動の概要 
 

「人生の先輩に感謝の心を伝えよう」をスローガンに、NPO法人と協働で心

の生涯学習誌「ニューモラル」の駅前該当配布を実施。 

 

佐川急便株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

社是の中に「一、地域社会の発展に奉仕する」を掲げる 

３．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〕 

４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔(財)佐川美術館、(財)佐川交通社会財団、(財)佐川がん研究助成振興財団、

(財)佐川留学生奨学会、(財)佐川国際経済協力会〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.sagawa-exp.co.jp/publication/group02-j.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 (財) 佐川美術館 

活動形態 ａ 

寄付・連携先  

１ 

活動の概要 
 

日本を代表する2大巨匠(日本画家平山郁夫氏・彫刻家佐藤忠良氏)の作品を常設

展示する美術館を開館 

活動名 (財) 佐川交通社会財団 

活動形態 ａ 

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 交通事故被災者に対して援護給付金の支給や交通安全のための調査研究。 

活動名 (財) 佐川がん研究助成財団 

活動形態 ａ 

寄付・連携先  

３ 

活動の概要 がんに関する基礎研究や応用治療に対して研究助成事業。 

活動名 (財) 佐川留学生奨学会 

活動形態 ａ 

寄付・連携先  

４ 

活動の概要 東南アジア諸国からの外国人留学生に対して、奨学金支給や生活指導。 

活動名 (財) 佐川国際経済協力会 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 . 

５ 

活動の概要 
 

中国など、様々な国へ中古トラック車両の無償寄贈や、車両整備技術研修生

の育成。 
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株式会社山陰合同銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

地域のニーズに的確にこたえ、地域生活を真に豊かなものにしていくには、単に経済的な麺のみならず

教育活動の充実、優れた文化芸術の創造、スポーツ振興、自然環境保護等を奨励することにより、地域

社会をさらに発展、向上させていくことが必要です。そのために、これらの活動を支援し、豊かで潤いのあ

る環境づくりに取組むことを目的とする。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

地域への支援活動において三つの柱を設定、１．教育、文化、スポーツの支援活動に「ごうぎん文化振興

財団」。２．福祉支援活動に「ごうぎん一粒の麦の会」。３．環境問題への取り組み支援に「小さな親切」運

動山陰本部。この三つの柱を主にし、これらを組合わせる事により有効な活動を行う。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 地域振興部 スタッフ数 １名

D．企業財団・公益信託 〔(財)ごうぎん島根文化振興財団、(財)ごうぎん島取文化振興財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「小さな親切」運動山陰本部日本列島クリーン大作戦 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 「小さな親切」運動会員及び地公体等 

１ 

活動の概要 

   
平成１５年6月8日を中心に山陰の主要海岸等で各市町村、会員や諸団体と

連携して、一斉清掃を実施した。 

活動名 (財) ごうぎん島根文化振興財団、(財) ごうぎん島取文化振興財団 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 同上 

２ 

活動の概要 

   
山陰両県ご実施される教育、芸術文化、スポーツ活動に対して、支援、協賛を

行っている。 

活動名 ごうぎん「一粒の麦の会」 

活動形態 ｉ   

寄付･連携先 行員及び関連会社の役職員 

３ 

活動の概要 

   
関連会社を含む役職員が昭和56年より継続的な募金を行ない社会福祉施設

などに車いす等を寄贈。 

 
三機工業株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 V情報提供 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 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 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 日本フィルハーモニー交響楽団 

１ 

活動の概要 定期コンサート等を支援 

活動名 地域清掃活動 

活動形態 ｄ 
２ 

寄付・連携先  大和の環境をよくする会等 
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 活動の概要 
 

 弊社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 

 
三共株式会社 
１．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。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

「三共企業行動憲章」では、企業市民として積極的に社会貢献活動を行う事を定めている。 

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の積極的な参加を謳っている。 

４．推進体制 

担当部署名 環境・コンプライアンス推進部 スタッフ数 ２名

B．社内横断的推進組織 〔 特定寄付委員会 〕 

D．企業財団・公益信託〔(財)三共生命科学研究振興財団、（財）鈴木万平糖尿病学国際交流財団 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.sankyo.co.jp/company/profile/activity/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 アンコールワット国際ハーフマラソンへの協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 NPO ハート オブ ゴールド 

１ 

活動の概要 

 

対人地雷の被害者救済をメインテーマに「青少年をエイズから守る」という新

たなテーマを加え、行われたチャリティスポーツイベントへの協賛 

活動名 全日本ライフセービング選手権大会への協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本ライフセービング協会 

２ 

活動の概要 

 

水難事故防止のための活動であるライフセービングにおいて、日頃ライフセー

バーたちが鍛えた技を競い合う競技会への協賛 

活動名 農林業技術支援・植林活動への協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (財) オイスカ 

３ 

活動の概要 アジア・オセアニアを中心とした発展途上国への農林業技術支援、植林活動

への協賛 

活動名 高齢者福祉への協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (財) さわやか福祉財団への協賛 

４ 

活動の概要 

 

高齢者に対する在宅福祉サービス提供の為のボランティア活動の普及啓発

及び、調査研究への協賛 

活動名 高齢者福祉への協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 NPO 生活・福祉環境づくり21 

５ 

活動の概要 高齢者の自立による豊かな生活の実現への環境整備、社会福祉の為の環境

づくりへの協賛 
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活動名 地球環境保護への協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (財) 世界自然保護基金ジャパン 

６ 

活動の概要 

 

南西諸島の自然保護、湿地・海洋生物保護、気候変動対策、野生動物取引

の監視活動への協賛 

活動名 災害救援ボランティアへの協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 災害救援ボランティア推進委員会 

７ 

活動の概要 

 

大災害を想定した災害救援ボランティアリーダーの育成、登録活動推進への

協賛 

 

サントリー株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

人々に、ゆとりや心の豊かさを提供することを通して、社会に貢献することを目指す。また、芸術・文化の

創造・スポーツの振興などを行うことで、人々の、より豊かで健康的な生活文化を目指す。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

サントリーホール・サントリー美術館・サントリーミュージアムなどを通じ、社会・文化などの幅広い分野で

の文化事業を継続、展開し「人と自然と響き合う」活動を行う。 

３．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、国際交流･協力〕                              

４．推進体制 

担当部署名 文化事業部・環境部・スポーツフェローシ

ップ推進部 

スタッフ数 約100名

D．企業財団・公益信託 〔サントリー文化財団、サントリー音楽財団、サントリー世界愛鳥基金〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

V情報提供、V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  

〔人と、自然と、響きあう。～サントリーと社会・文化活動～〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.suntory.co.jp/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 サントリーホールの運営 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
 

自主企画のコンサートの公演などを通して、人々に豊かな時間を楽しんで

いただくとともに、新しい音楽文化の発展に参画する。 

活動名 サントリー美術館の運営 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
 

エミール・ガレ展、唐三彩展など、“生活の中の美”をテーマに、日本古来の

美術を展示する自主企画を展開する。（現在リニューアルオープンに向け準

備中） 

活動名 サントリーミュージアムの運営 

活動形態 ｆ 

３ 

寄付･連携先  
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 活動の概要 
 

“生活の中のアート・デザイン”をコンセプトに、自主企画を展開し、人々に 

美と感動の空間を提供する。 

活動名 サントリー音楽財団・サントリー文化財団への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 
 

日本の洋楽の発展と文化の向上、または世界的な文化交流・発展のため

に、サントリー音楽財団・サントリー文化財団を設立。音楽文化の発展に功

績のあった個人、団体を顕彰したり、社会と文化をめぐる国際的・学術的な

研究に対する助成や優れた人材の育成・援助を行う。 

活動名 文化活動支援 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 サントリー一万人の第九実行委員会 

５ 

活動の概要 
 

音楽や、演劇など、芸術に関わる諸団体への支援や協賛を行うことで、多く

の方々に文化の素晴らしさを伝える。（サントリー一万人の第九等） 

活動名 ボランティア活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 港区ボランティアセンター・NGO緑の地球ネットワーク（GEN）等 

６ 

活動の概要 
 

「ボランティア活動支援制度」での資金援助、地域の人達とのクリーンアッ

プ、使用済み切手やテレフォンカードの収集など、地域社会の一員としての

コミュニケーションを深める活動を行う。 

活動名 愛鳥キャンペーン 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 自然破壊に敏感な野鳥の保護を通して、自然保護活動に取り組む。 

活動名 スポーツ支援 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 
 

サントリーオープン等のゴルフトーナメントの開催や、Ｊリーグへのオフィシャ

ルスポンサーのプロスポーツ支援活動するなど、スポーツを通して、人々の

心と体の健康への貢献を目指す。 

活動名 水源かん養活動 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 
 

国と協働して、九州・南阿蘇外輪山の国有林の水源かん養林保全活動をす

る。 

活動名 キッズ・ドリームプロジェクト 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１０ 

活動の概要 
 

スポーツ・音楽・美術・環境などの分野において、トップレベルで活躍する

人々と子どもたちが触れあったり、実際に体験・体感することで次世代を担

う子どもたちの夢や、挑戦する気持ちを応援する。 

 

三洋電機株式会社 
１．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、お客さま・取引先・株主・地域社会とともに調和のある発展を 

図る。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 
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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。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務ﾕﾆｯﾄ 文化ｽﾎﾟｰﾂ推進ﾁｰﾑ スタッフ数 ２名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔三洋電機ボランティア推進委員会〕 

D．企業財団・公益信託  〔(財) 井植記念会 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、地域貢献運動、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放、 

その他〔コミュニティ・ギフト制度〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境保全活動報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔三洋電機の社会貢献活動〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.sanyo.co.jp/social/culture       

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 大阪シンフォニカー交響楽団支援 

活動形態 ａ、ｃ、ｅ 

寄付・連携先 大阪シンフォニカー交響楽団 

１ 

活動の概要 

 

公演協賛、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 

活動名 白日会支援 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 白日会（美術団体） 

２ 

活動の概要 

 

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

いる。三洋美術賞受賞者の作品を社内に展示している 

活動名 大泉文化むら「古澤巌ヴァイオリンの夜」支援 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付・連携先 (財) 大泉町スポーツ文化振興事業団 

３ 

活動の概要 

 

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 

活動名 ビーチクリーンアップ作戦 

活動形態 ａ、ｇ、ｈ 

寄付・連携先 クリーンアップ全国事務局・関西事務局、他協賛企業数社 

４ 

活動の概要 

 

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、「ﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟｉｎ二色の浜」を数社で共催 

活動名 プロ野球オールスターゲーム交通遺児招待 

活動形態 ｆ、ｈ 

寄付・連携先 独立行政法人 自動車事故対策機構 

５ 

活動の概要 

 

当社が冠スポンサーを務める「プロ野球オールスターゲーム」に交通遺児を招

待し、試合当日は社員ボランティアが弁当配布等お世話を行う 

活動名 ハートフルＢＯＸ 

活動形態 ｅ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 ＮＰＯ（様々な） 

６ 

活動の概要 

 

社員が気軽に社会貢献活動に参加できるよう、使用済みﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞｶｰﾄﾞ・切手、書き損じﾊ

ｶﾞｷ、外国ｺｲﾝを収集する｢ﾊｰﾄﾌﾙ BOX｣を設置し、NPOに寄贈 

活動名 ボランティアセミナー開催 ７ 
活動形態 ｈ 
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寄付・連携先 セント・ジョン・アンビュランスジャパン協会など  
活動の概要 

 

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、地域社会で活用

できる救急救命技術取得や手話セミナー等を開催 

活動名 コミュニティ・ギフト制度（ボランティア活動援助金制度） 

活動形態 ａ、ｂ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 ＮＰＯ（様々な） 

８ 

活動の概要 

 

社員がボランティアとして関わっているＮＰＯに対し、ＮＰＯが必要とする当社

商品の寄贈や備品・器材の購入援助金の寄付を行う 

活動名 ジュニアスポーツ（ラグビー・バドミントン）スクール開催 

活動形態 ｃ、ｄ 

寄付・連携先 地域子供たち、学校 

９ 

活動の概要 

 

当社ラグビー、バドミントンチームのＯＢ･ＯＧが中心となり、ラグビースクールやバ

ドミントンスクールを開催。 

 
ＪＳＲ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

よき企業市民として社会に貢献し、環境・安全に留意し、社会との共存共栄を図る。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

地域と共生し、環境改善する企業として地域社会へ貢献 

地球の未来のためにレスポンシブルケアを実践し地球環境に貢献 

３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育、環境、地域社会の活動〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

〔2004レスポンシブル･ケアレポート (サステナビリティ報告書)〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.jsr.co.jp/rs/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 環境カウンセラー登録・活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 環境省 

１ 

活動の概要 

   
地域社会の慣行保全活動を支援できるよう、５名の社員を環境省認定の環境

カウンセラーとして登録。 

活動名 ライフワールド･ウォッチセンター(お茶の水女子大)支援 

活動形態 ｄ、ｅ 

寄付･連携先 ライフワールド･ウォッチセンター 

２ 

活動の概要 

   
安全で安心な生活世界の構築を目的に設立された同センターの意図に賛同

し、企業の立場から支援を実施。 

活動名 (財) 国際環境技術移転研究センター(ICETT)への協力 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 (財) 国際環境技術移転研究センター 

３ 

活動の概要 

   
ICETTの設立当初から、海外技術者の受け入れ研修を実施し、世界各国の環

境・安全技術者の要請に協力。 

活動名 地域社会の活動支援 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

   
地域フェスティバルの開催、工場見学会、工場施設開放、環境美化活動の実

施、地域コミュニティの行事への寄付等 

５ 活動名 社会福祉活動、災害支援 
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活動形態 ａ 

寄付･連携先 共同募金、赤十字他 

 

活動の概要   共同募金、赤十字募金、イラン南東部地震への義捐金など。 

 
株式会社ジェイシティー 
３．重点分野 〔スポーツ、文化･芸術、地域社会の活動、災害救援〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載（前田建設工業のホームページで開示） 

ＵＲＬ：  http://www.jcity.maeda.co.jp/   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 施設の解放 光が丘ドーム 

活動形態 ｃ 

寄付・連携先 ＮＰＯ法人ＳＳＣ光が丘、生涯学習スポーツＢｏａ Ｓｏｒｔｅ、Ｊｒｏｏｔｓ.Ｆｏｏｔｂａｌｌ.Ａ

cademy 

１ 

活動の概要 小中学生のサッカー＆フットサルの普及のため当施設を開放した。 

活動名 Ｊ．ｃｉｔｙギャラリーの解放 

活動形態 ｃ 

寄付・連携先 百曜会 他２３名 

２ 

活動の概要 
 

地元の方々の文化活動として書道展他絵画の発表の場として当施設を開放

している。 

活動名 アトリウムコンサート 

活動形態 ｃ、ｆ 

寄付・連携先 地元住民の方々 

３ 

活動の概要 
 

日本フィルメンバーによる弦楽四重奏…年２回 

素人の方々の音楽発表…年２回 

活動名 フリーマーケットの開催 

活動形態 ａ、c、f 

寄付・連携先 練馬区社会福祉協議会 

４ 

活動の概要 
 

当施設内でのフリーマーケット…年２回開催。福祉協議会の作業所（２カ所）

も出店していただき販売促進に努めた。叉、参加費を寄付した。 

活動名 七夕祭りの開催 

活動形態 ｃ、ｆ 

寄付・連携先 地元幼稚園（４幼稚園） 

５ 

活動の概要 
 

七夕飾りとして場所、竹を提供し装飾していただく。蛍鑑賞室を設けるととも

に、地元の子供達にカブト虫のプレゼントを行った。 

 

ジェコス株式会社 
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

文化､芸術活動の支援を通して､社会の構成員としての責任の一部を担う。 

３．重点分野 〔文化･芸術〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 スタッフ数 １名

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 賛助会員 

活動形態 a 

１ 

寄付･連携先 NHK交響楽団 
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 活動の概要 当楽団の育成を通じて､日本の音楽芸術の振興発展に資する 

活動名 賛助会員 

活動形態 a 

寄付･連携先 東京交響楽団 

２ 

活動の概要 当楽団の育成を通じて､日本の音楽芸術の振興発展に資する 

活動名 賛助会員 

活動形態 a 

寄付･連携先 新日本フィルハーモニー 

３ 

活動の概要 当楽団の育成を通じて､日本の音楽芸術の振興発展に資する 

活動名 賛助会員 

活動形態 a 

寄付･連携先 関西フィルハーモニー 

４ 

活動の概要 当楽団の育成を通じて､日本の音楽芸術の振興発展に資する 

 

ジェトロニクス株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

もっとも尊敬されるべきは『人間』であり、いかなる時代にも、決して、技術や物資が人間の上位をなして

はならない。（弊社の前身である、イタリア、オリベッティの創始者であるカミロ・オリベッティの言葉です） 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

文化活動は、商業主義に影響されることなく、また背伸びをすることもなく、身近に出来ることを継続的に

やっていくということが企業の姿勢です。 

 
株式会社滋賀銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

当行が果たすべき社会的使命のひとつとして、地域社会との共存共栄を掲げており、社会貢献のミッショ

ンの究極は「地域社会との共存共栄」であると認識している。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

「自分にきびしく、人には親切、社会につくす」という当行の行是（昭和４１年制定）の趣旨に沿い、環境・

福祉・文化の３本柱を軸にCSRを多面的に追求し、地域社会との「共存共栄」を達成していく。 

３．重点分野 〔社会福祉、文化･芸術、環境、地域社会の活動、人権〕 

４．推進体制 

担当部署名 総合企画部CSR室 スタッフ数 ２名

B．社内横断的推進組織 〔CSR室〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔CSRリポート〈クリーンバンクしがぎん〉〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔季刊誌「湖」〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.shigagin.com  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ｢しがぎん｣エコプラス定期 

活動形態 ａ 

１ 

寄付・連携先 おうみNPO活動募金 
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 活動の概要 
 

ダイレクトチャネル利用による定期預入れに際して申込用紙に相当する経費

削減分を環境保全に取り組まれるNPO団体に寄付。 

活動名 電動車イスを贈呈 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 滋賀県社会福祉協議会 

２ 

活動の概要 
 

当行創立７０周年記念チャリティーバザーの収益金と募金をもとに電動車イス

を５台贈呈。 

活動名 社会福祉法人 しがぎん福祉基金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 滋賀県内で取り組まれている社会福祉事業 

３ 

活動の概要 
 

地域福祉の向上を願い、昭和５９年に設立。 

県内で取り組まれている実験的・開拓的な事業への助成を毎年行っている。 

活動名 「日本列島クリーン大作戦」で琵琶湖畔清掃 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 「小さな親切」運動の会 

４ 

活動の概要 
 

「小さな親切」運動の一環として「日本列島クリーン大作戦」に参加。琵琶湖岸

の清掃活動を行っている。 

活動名 ヨシ刈りボランティア活動 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 (財) 淡海環境保全財団 

５ 

活動の概要 
 

琵琶湖の水質保全や魚の産卵に欠かせないヨシの育成のための刈取作業を

行員のボランティアを募り、行っている。 

活動名 森づくりサポート活動 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 当行独自の取組 

６ 

活動の概要 
 

当行創立７０周年記念植樹スペースの除草等行員のボランティアによるメンテ

ナンス作業。 

活動名 ＩＬＥＣ（（財）国際湖沼環境委員会）への寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 ＩＬＥＣ（（財）国際湖沼環境委員会） 

７ 

活動の概要 
 

関連会社（株）滋賀ディーシーカード、（株）しがぎんジェーシービーより、ILEC

マーク付カード1枚につき5円を寄付。湖沼を守る活動に役立てられている。 

活動名 KEIBUN文化講座 

活動形態 f 

寄付・連携先 しがぎん経済文化センター（KEIBUN） 

８ 

活動の概要 
 

関連会社しがぎん経済文化センターと連携し、平成10年より「KEIBUN文化講

座」を毎年開催。地域文化の向上に努めている。 

活動名 「KEIBUNの第九」他コンサート・イベントの開催 

活動形態 f 

寄付・連携先 しがぎん経済文化センター（KEIBUN） 

９ 

活動の概要 
 

参加型イベントとして毎年12月に「第九コンサート」を開催。 

第1回以来の合唱団員数は延べ4000人、総入場者数は同2万3,000人にのぼ

る。 

 

株式会社四国銀行 
４．推進体制 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔四銀森林サークル〕 

５．社員のボランティア活動支援策 
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Ｖ登録 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 公益信託こうちＮＰＯ地域社会づくりファンド 

活動形態 ｃ、ｄ 
寄付･連携先 ＮＰＯ 

１ 

活動の概要 

   
高知県から公益信託を受託し、当行において公開審査会、活動報告会の運

営・管理を行う。 

活動名 (財) 四国銀行社会福祉基金 

活動形態 ｂ  
寄付･連携先 ＮＰＯ、小規模作業所 

２ 

活動の概要   事業、活動に必要な物品。 

活動名 四銀森林サークル 

活動形態 ｇ、ｈ 
寄付･連携先 高知県、ＮＰＯ 

３ 

活動の概要 

   
行員によるボランティアサークルを結成。高知県のボランティア支援制度を利

用して道具を調達し、ＮＰＯと協働で定期的に公有林で間伐活動を行う。 

 
シスメックス株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.sysmex.co.jp/sysmex/socialaction/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 神戸医療産業都市構想への参画 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

１ 

活動の概要 

 

国内外の企業や研究機関と共同開発研究を行い、新しい医療サービスの普

及・医療技術の向上に貢献できる拠点づくりを目指す。 

活動名 中谷財団への研究活動 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (財)中谷電子計測技術振興財団 

２ 

活動の概要 

 

「生体に関する電子計測技術」を対象とした研究助成を中核事業とする同財

団への寄付を実施。 

活動名 シスメックス血液学セミナー 

活動形態 ｆ  

寄付・連携先  

３ 

活動の概要 

 

1978年から国内外の医学の研究者を招いて、最新の血液学情報を提供する

「シスメックス血液学セミナー」を毎年開催。 

活動名 神戸ルミナリエ 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 神戸ルミナリエ組織委員会 

４ 

活動の概要 犠牲者への追悼と被災地の復興を記念し、寄付を実施 

活動名 「患者支援基金」活動支援 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (財)骨髄移植推進財団 

５ 

活動の概要 白血病等の患者の負担金を減免する活動支援に賛同し、寄付を実施。 

６ 活動名 AMDA活動支援 
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活動形態 ｂ 

寄付・連携先 特定非営利活動法人アジア医師連絡協議会 

 

活動の概要 

 

国際人道支援活動を支援するため、社内ボランティアで収集した未使用切手

シート等を寄贈。 

活動名 プロジェクトHOPEジャパン活動支援 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 プロジェクトHOPEジャパン（認定NPO法人） 

７ 

活動の概要 国際医療支援活動を支援するため、寄付を実施。 

活動名 少年少女発明クラブ活動支援 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 兵庫県発明協会 

８ 

活動の概要 青少年の科学技術に対する夢と情熱を育む会の趣旨に賛同し、寄付を実施。

活動名 工場見学会 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 弊社テクノセンター近隣の中学・高校 

９ 

活動の概要 中高生による社会勉強を支援するため、当社の工場見学受入を実施。 

 
株式会社資生堂 
１．社会貢献のミッションや目標 

（社会活動の理念）  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。 

（社会活動の領域）・美しい生活文化の創造につながる活動 

・資生堂が培ってきた財産（ノウハウ、文化、人材など）を生かした活動 

・社会全体または地域社会の問題解決に資する活動 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

１． 経常利益の３％を目安として社会活動全般に、その3分の１を芸術文化支援活動に充てる 

２． 「ソーシャルスタディーズデー」制度により、社員の社会参加活動を支援。 

３．社員のボランティア活動と並行して、会社が「商品マッチングギフト」制度で支援。 

４．「日本経団連１％クラブ」メンバー 

３．重点分野 〔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、人権〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ部 スタッフ数 １５名

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ委員会 文化・社会貢献部会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 マッチングギフト、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔資生堂ＣＳＲレポート2004〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＡＤＳＰ 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

   
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。

活動名 資生堂リスナーズカフェ 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 

   
視覚障害者向け総合美容情報ホームページの公開。 

URL： http://www.shiseido.co.jp/listener/html/ 
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活動名 身だしなみ講座 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 福祉施設・高齢者施設 

３ 

活動の概要   福祉施設・高齢者施設における美容講習会。 

活動名 商品マッチングギフト 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

   
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。 

活動名 資生堂アートハウスチャリティコンサート 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 社会福祉協議会 

５ 

活動の概要 

   
地域の方々を無料でご招待。チャリティ募金を実施し、社会福祉協議会へボラ

ンティア基金として寄付。 

活動名 中央プラネット 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 中央区ボランティアセンター 

６ 

活動の概要 

   
中央区のボランティアセンターと中央区の企業連絡会である、「中央プラネッ

ト」に参画。地域のＮＰＯと連携して地域交流のプログラム企画。 

活動名 現代詩花椿賞 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

   
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。 

活動名 サクセスフルエイジング講座 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

   
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。 

活動名 資生堂ギャラリー 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 

   
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。 

活動名 資生堂サイエンスファンド 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  

１０ 

活動の概要 

   
大学あるいは公的研究機関で、研究に従事する研究者に対し、皮膚科学、香

粧品科学関連研究を奨励助成する。 

 

シチズン時計(株) 
１．社会貢献のミッションや目標 

 良き市民として、地域社会との共生を大切にし、社会貢献活動に努めます。              
（シチズン企業行動憲章） 

 社名に“CITIZEN（市民）”を掲げる当社にとって、地域住民との交流はシチズンの企業理念（※）に
通じるものです。地域環境と調和した永続的な企業活動のためにも、積極的に社会との交流を図っ

ています。（2004年環境社会報告書） ※企業理念：「市民に愛され市民に貢献する」 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 
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シチズン企業行動憲章 第５章  

良き市民として、地域社会との共生を大切にし、社会貢献活動に努めます。 

  －（１）社会の一員として、社会に役立つ事業活動を行い、社会と共に歩む“良き企業市民”として 

      の役割を果たしていきます。 

  －（２）地域社会とのつながりを大切にします。各地域の行事にも積極的に参加し、地域の方々との 

      交流を通して、地域の活性化に協力していきます。 

  －（３）社会貢献活動を通して、社会との関係を一段と深めることにより、社内に柔軟かつ創造的な 

      文化が醸成されることを目指します。 

３．重点分野 〔スポーツ、学術・研究、教育・社会教育、地域社会の活動〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

 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に記載〔環境社会報告書〕 

 Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

    ＵＲＬ：http://www.citizen.co.jp/social/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 シチズン・オブ・ザ・イヤー 

活動形態 ａ   ｂ   ｉ   
寄付･連携先  

１ 

活動の概要 日本人及び在日外国人の中から、市民に感動を与えた人、市民社会の発展

や幸せ・魅力づくりに貢献した市民を年1回3組選び、表彰する制度。2004年

度で15回目となる。 

活動名 活動支援 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 （財）日本交響振興財団 

２ 

活動の概要 賛助会費として年100,000円拠出 

 

活動名 卓球部のスポーツ振興 

活動形態 ｄ   ｆ 
寄付･連携先  

３ 

活動の概要 アマチュアスポーツ振興の一環として、卓球部を長年に渡り運営している。ま

た部員が講師となり地元を中心に卓球教室を開催。地域との交流や卓球ファ

ン作りに貢献している。 

活動名 スポーツ競技における公式時計協賛 

活動形態 ａ   ｅ 
寄付･連携先 日本陸連 

４ 

活動の概要 マラソンや駅伝における公式時計協賛という時計メーカーならではの方法で、

世界中の人々と感動をわかちあっている。 

活動名 プレジデント社主宰 環境フォトコンテスト協賛 

活動形態 ａ 
寄付･連携先  

５ 

活動の概要 写真を通して地球との共生を目指す年1回のコンテストに協賛。「シチズン賞」

を設けている 

活動名 公共時計 

活動形態 ｂ 
寄付･連携先  

６ 

活動の概要 イベントにおける残日時計や、オリジナルのメロディを奏でるからくり時計など

を、公共の場へ提供 

活動名 工場見学・職場訪問の受入 ７ 
活動形態 ｅ 
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寄付･連携先   
活動の概要 地域住民との交流を促進するために積極的に受け入れている。2003年度は

地元の中学生が「環境・省エネ」をテーマに3日間の体験学習を行った。 

 
清水建設株式会社  
１．社会貢献のミッションや目標 

経営理念の中にある「地球社会への貢献」で以下の通り示されている。 

「環境保全活動、文化活動等の活動のみならず、環境とのバランスのとれた社会的、文化的に価値のあ

る優れた品質の建造物・施設をグローバルに建設する。 

３．重点分野 〔環境、史跡･伝統文化保全、地域社会の活動、NPOの基盤形成〕 

４．推進体制 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔シミズ環境ボランティアネットワーク〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ表彰、 V情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔清水環境報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＮＰＯ法人歴史建築保存再生研究所への寄付 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ   
寄付･連携先 歴史建築保存再生研究所 

１ 

活動の概要 歴史的建造物の保存、再生、活用に関わる調査研究活動を支援。 

活動名 日本ファンタジーノベル大賞の共同主催 

活動形態 ａ      
寄付･連携先 読売新聞社、新潮社 

２ 

活動の概要 
 

読売新聞社と共同で文学賞を主催し、ファンタジー小説分野の発展に貢献。 

活動名 日本橋活性化フォーラムへの支援 

活動形態 ｄ   
寄付･連携先 日本橋一歩会 他 

３ 

活動の概要 
 

まちづくり活動を行う日本橋活性化フォーラムの支援と日本橋・八重洲・京橋

のＨＰの企画制作。 

活動名 美術展・建築展への協賛 

活動形態 ａ   
寄付･連携先 読売新聞社など 

４ 

活動の概要 「マティス展」「安藤忠雄建築展」等への協賛。 

活動名 現場見学会の実施 

活動形態 ｆ、ｇ  
寄付･連携先 発注者他 

５ 

活動の概要 
 

（例）北海道、有珠山噴火の災害復旧の三豊トンネル作業所で地元小学生を

招待して現場見学とコンクリートづくりを体験。 

活動名 ウェルカムなごや・クリーンアップ運動 

活動形態 ｄ、ｇ 
寄付･連携先 中部経済連合会・名古屋市 

６ 

活動の概要 「愛、地球博ＰＲの日」に約６０名が参加し、当社支店周辺の清掃。 

活動名 山口県周南市八代のナベツル営巣地整備 

活動形態 ｄ、ｇ 
７ 

寄付･連携先 八代のツルを愛する会 
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 活動の概要 ナベツルの餌場となる田圃の整備。 

活動名 １０００キロクリーン作戦 

活動形態 ｄ、ｇ 
寄付･連携先 石川日産自動車（株） 

８ 

活動の概要 
 

石川県加賀地域から能登地域に至る国道沿いに数人ずつのグループで分担

された数キロ区間のゴミ収集。 

活動名 「大崎八幡宮文化の杜」植林事業 

活動形態 ｄ、ｇ 
寄付･連携先 大崎八幡宮（宮城県白石市） 

９ 

活動の概要 
 

カラマツ等の苗木５０００本を植え付け、森林資源と地球環境の保全運動を行

う。 

 
シャープ株式会社 
１．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

献に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。

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

 社会貢献活動の実践                           （「シャープ企業行動憲章」より） 

  1)地域における行事への参画・寄付・賛助・協賛などにより、地域社会に貢献する。 

  2)学術研究、環境保全、教育、文化芸術活動等を継続的に支援する。 

  3)各種ボランティア活動に積極的に参加する。  

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ推進室 スタッフ数 ５名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔シャープグリーンクラブ（SGC）〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

ボランティア休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 地域貢献活動、 Ｖ情報提供、 Ｖ機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 環境報告書  〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/activity/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 環境保全活動 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
 

各事業所周辺の環境美化の為の清掃活動の実施（2003年度延べ2,200名参

加）。河川環境活動（松阪県民局、多気町、国土交通省主催）に参加し、櫛田

川のゴミ回収を実施。（約400名参加） 

活動名 環境保全活動（シャープグリーンクラブ ‒環境ボランタリー） 

活動形態 ｆ 

２ 

寄付･連携先  
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 活動の概要 
 

シャープグリーンクラブ(SGC)活動の一環として、奈良若草山振興協会，ガー

デンネット（ＮＰＯ）との協同主催で、奈良県，奈良市の後援を受けて、若草山

のクリーンキャンペーンを実施（社員や家族等1,300名が参加）。 

活動名 地元小学校への講師の派遣 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 小学校 

３ 

活動の概要 
 

地元小学校へ講師として当社社員を派遣し、環境や科学を題材とした講義を

実施。 

活動名 春・夏休み親子イベントの実施 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 
 

春・夏休み親子イベントとして、現役の教師による「電気をテーマとした実験」

を行い、資源の大切さを伝える（来場総数：約1,000名）。 

活動名 当社資料館の見学受け入れ 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 
 

学生を中心とした当社資料館での見学の受け入れ。 

(歴史・技術ホール、ハイテクノロジーホールでの見学者総数：約15,000人) 

活動名 環境保全活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 「高知ケナフの会」 

６ 

活動の概要 
 

敷地内で地球温暖化の原因となる二酸化炭素を普通の植物より多く吸収する

植物「ケナフ」を栽培し、「高知ケナフの会」へ無償提供。 

活動名 環境保全活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 
 

三原市ホタル保存会の水質浄化交流会に参加し、河川浄化やホタルの活動

調査等に協力（約50名が参加）。 

活動名 障害者の雇用創出、自立支援 

活動形態 ｅ 

寄付･連携先 シャープ特選工業（株） 

８ 

活動の概要 
 

1950年に特例子会社「シャープ特選工業」を設立し、また、社内に「シャープ障

害者雇用促進委員会」を設け、障害を持つ従業員が働きやすい職場環境づく

りに取り組む。 

 
株式会社ジャパンエナジー 
１．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。 

３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ、文化･芸術〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ推進部 スタッフ数 ４名

B．社内横断的推進組織 〔基本理念推進会議〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔ＪＯＭＯボランティアネットワーク）〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

ボランティア休職、Ｖ休暇、 Ｖ登録、 マッチングギフト、 V 情報提供、 V 機会提供、  

施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 
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Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.j-energy.co.jp/cp/society/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＪＯＭＯ童話賞 

活動形態 ａ、ｂ、ｆ 

寄付･連携先 寄付先・全国社会福祉協議会／東京善意銀行、連携先・全国ＪＯＭＯ会、全

国ＬＰガスＪＯＭＯ会 

１ 

活動の概要 

   
創作童話を一般公募し、優秀作品を表彰するとともに、作品集「童話の花束」

を発行。福祉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

た売上金をＪＯＭＯ童話基金に組み入れ、全社協に寄付し、施設児童の自立

援助に資する。 

活動名 ＪＯＭＯバスケットボールクリニック 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先 連携先・(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 

２ 

活動の概要 

   
国内トップチームの選手・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。 

活動名 声の花束 

活動形態 ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 社団法人 日本フィランソロピー協会 

３ 

活動の概要 

   
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。 

活動名 イラク戦後復興支援およびイラン南部地震被災者支援募金とマッチングギフト

活動形態 ａ、ｈ 

寄付･連携先 ジャパン・プラット・フォーム 

４ 

活動の概要   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。 

活動名 チャリティ・古本市 

活動形態 ｂ、ｃ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 ＣＣＷＡ国際精神里親運動部 

５ 

活動の概要 

   
エチオピアの干ばつ被害救済プロジェクト支援を目的に、社員を対象としたチ

ャリティ古本市を実施。 

活動名 チャリティ古本市 

活動形態 ｂ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 キッコーマン、ＣＣＷＡ国際精神里親運動部 

６ 

活動の概要 

   
上記目的でキッコーマンが主催したイベント会場でチャリティ古本市を実施。 

活動名 職場献血 

活動形態 ｃ、ｈ 

寄付･連携先 連携先・東京都赤十字血液センターほか 

７ 

活動の概要 

   
本社において、夏・冬の年2回、戸田市の事業所においても年2回､献血会場を

提供し、社員への協力の呼びかけを実施。 

活動名 盲導犬ボランティア 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 (財) 栃木盲導犬センター 

８ 

活動の概要 

   
募金箱を設置して支援している。また、団体への理解を深めるため、施設を訪

問しての清掃ボランティアを企画。社員・家族が参加して、活動した。 

活動名 声のボランティア講習会 

活動形態 ｈ 

９ 

寄付･連携先 連絡先・社団法人 日本フィランソロピー協会 
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 活動の概要 

   
３の「声の花束」のボランティアのに参加している社員を対象に、音訳ボランテ

ィアの講習会を実施。 

活動名 ボランティア講習（障害者介助） 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先  

１０ 

活動の概要 

   
新任基幹職（管理職）研修において車いす、白杖使用者の介助の仕方を体験

する社内研修を実施。 

 
株式会社十六銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

地域社会市民としての責務を果し、地域社会の健全な発展に資する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

十六銀行行員・十六銀行グループ会社社員・十六銀行旧友会会員による、 

（１）地域社会貢献活動、 （２）社会福祉活動、 （３）環境保全活動、 （４）スポーツ振興活動、 

（５）その他地域社会に寄与する活動の支援・推進を行なう。 

４．推進体制 

担当部署名 厚生課 スタッフ数 ２名

D．企業財団・公益信託 〔十六地域振興財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献運動、 V情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔私たちの活動のあゆみ〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「緑の山再生プロジェクト」植樹ボランティア 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 県・岐阜市・地元自治体 

１ 

活動の概要 山火事跡地復旧のための植樹ボランティア。 

活動名 あがり祭・ぎるあかり灯火ウォーク 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 岐阜スローライフ推進実行委員会 

２ 

活動の概要 岐阜市観光の目玉スポットである長良川河畔の活性化をめざす活動。 

活動名 「日本モーツァルトコンクール」への協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 岐阜県 

３ 

活動の概要 
 

日本モーツァルト音楽コンクールは岐阜県が主催する若手演奏者のためのコ

ンクールであり、十六銀行もメインスポンサーとしてバックアップしている。 

活動名 「テリーフォックス・ラン」 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 テリーフォックス・ランinぎふ実行委員会 

４ 

活動の概要 金公園から岐阜公園までの行進（一緒に歩く）。 

活動名 献血の実施 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 岐阜県赤十字血液センター 

５ 

活動の概要 移動採血車による献血。 

活動名 金華山一斉清掃 ６ 
活動形態 ｄ 
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寄付・連携先 岐阜市  
活動の概要 地元の山「金華山」登山道のゴミを拾い集めながらの軽い登山です。 

活動名 障害者スポーツ大会 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 岐阜県障害者スポーツ協会 

７ 

活動の概要 岐阜県下の障害者によるスポーツ大会の障害者への介添え。 

活動名 プロムナードコンサートの開催 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 十六地域振興財団 

８ 

活動の概要 毎年入場無料によるコンサートの開催(1,600名招待) 

 
株式会社常陽銀行 
４．推進体制 

D．企業財団・公益信託〔(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 〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔常陽ボランティア倶楽部〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 地域貢献運動、 V情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.joyobank.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名  (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 

寄付･連携先  (財) 常陽藝文センター 

１ 

活動の概要 
 

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･金融経済資料展示。昨年「メセナ大賞」「文化庁長官

賞」受賞 

活動名  (財) 常陽地域研究センター運営支援 

活動形態 ｄ   

寄付･連携先  (財) 常陽地域研究センター 

２ 

活動の概要 
 

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。 

活動名  公益信託「エコーいばらき」環境保全基金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  県内環境保全団体、学校等 

３ 

活動の概要 
 

平成4年設立、平成16年3月末基金財産額:169百万円。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15年度は18先に対し総額

220万円の助成金を贈呈。 

活動名  常陽ボランティア倶楽部の活動 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先  自治体、地域の各種団体等 

４ 

活動の概要 
 

平成6年、行員個々人のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動を企業として支援するため設立。会

員約3,100名。ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ清掃、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活動。 
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活動名  花いっぱい運動、クリーン作戦等への参加 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  自治体、地域の各種団体等 

５ 

活動の概要 
 

自治体等との連携により、各拠点で「花いっぱい運動」「クリーン作戦」等に

参加。地域や支店店周の清掃活動、花壇やプランターの整備等、環境美化

活動を実施。 

活動名  独居老人宅への食事宅配 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  自治体、社会福祉協議会等 

６ 

活動の概要 
 

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。 

活動名  特別養護老人ホーム、精神薄弱児施設訪問 

活動形態 ｄ      

寄付･連携先  自治体、各種施設等 

７ 

活動の概要 
 

特別養護老人ホーム、精神薄弱児施設等に協力し、夏祭り等での模擬店

開催など、慰問活動を実施。 

活動名  水戸国際陸上競技大会等への協賛 

活動形態 ａ、ｄ    

寄付･連携先  (財) 水戸市スポーツ振興協会 

８ 

活動の概要 
 

地元のｽﾎﾟ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ﾎﾟｰﾂ大会等に

協賛するとともに、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌを派遣。 

活動名  点字カレンダーの製作･贈呈 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先  視覚障害者協会等 

９ 

活動の概要 
 

昭和59年より点字カレンダーを製作、茨城県･栃木県･福島県の各視覚障

害者協会などを通じて、同協会などに加入している家庭にカレンダーを配

布。 

活動名  ロビー展開催協力、会議室等の施設開放 

活動形態 ｃ    

寄付･連携先  各地域団体等 

１０ 

活動の概要 
 

地域の文化サークル等に支店ロビーを開放し作品を掲示するなど、ロビー

展開催に協力。また、地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。 

 
昭和シェル石油株式会社 
３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育、文化･芸術、環境、国際交流･協力、人権〕 

４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔(財)昭和シェル石油環境研究助成財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

その他〔自己啓発等支援のための休職制度〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔ＣＳＲレポート－企業の社会的責任報告２００４〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.showa-shell.co.jp/society/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

１ 活動名 クリスマスレクチャー（英国科学実験講座） 
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活動形態 ａ   

寄付･連携先 ブリティッシュカウンシル、 

 

活動の概要 

   
英国で１７０年前に“電気の父”マイケル・ファラデーが子供達に科学実験講座

をクリスマスプレゼントとして招いたもので、日本では夏休みに前年のクリスマ

スに英国で実施したものを開催する。２００３年は１４回目となる。 

活動名 シェル美術賞２００３＞２００４ 

活動形態   ｆ   

寄付･連携先 当社広報室・シェル美術賞事務局 

２ 

活動の概要 

   
１９５６年に第１回の絵画の公募展を開催。次代美術界を担う若手作家を発掘

する為の公募展、毎年約８００～１０００名の作家より１２００～１６００点の作品

応募がある。入賞・入選作品の展覧会も開催している。 

活動名 環境研究に対する研究助成活動（若手研究者への助成金の支給） 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 (財) 昭和シェル石油環境研究助成財団 

３ 

活動の概要 

   
地球環境の保全に関する斬新な「萌芽的研究」と人間活動と自然環境の安

定・調和の為の具体的な「一般研究」を募り、若手の研究者達に研究を助成す

るもの。 

活動名 難民救援活動支援 

活動形態  ｂ    

寄付･連携先 Ｒ．Ｉ．Ｊ．（Refugees International Japan／国際難民奉仕会） 

４ 

活動の概要 

   
Ｒ．Ｉ．Ｊ．設立以来２５年に渡り、事務所を無償提供。他に募金活動等の協力

を支援している。 

活動名 太陽光発電による海外無電化地域への社会貢献 

活動形態  ｄ、ｆ     

寄付･連携先 昭和シェル石油㈱、新エネルギー・産業技術総合開発機構 

５ 

活動の概要 

   
ＮＥＤＯの委託を受け、海外の無電化地域の発展に貢献すべく、自然エネルギ

ーの技術提供と有効活用による協力実施している。 

活動名 石油連盟を通じての寄付（特定公益増進法人に対する寄付） 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 石油連盟 

６ 

活動の概要 

   
スポーツ振興資金財団、世界平和研究所、貿易研修センター等へ寄付の実

施。 

活動名 石油連盟を通じての寄付（指定寄付金） 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 石油連盟 

７ 

活動の概要   ２００５年国際博覧会、日本赤十字等へ寄付の実施。 

 
株式会社ショーワ 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、青年海外協力隊休職 

 

新光証券株式会社 
３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育、文化･芸術〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報・ＩＲ部 スタッフ数 ２名

６．社会貢献活動に関する情報開示 
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Ａ． アニュアル・レポートに記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 大学・大学院における、寄付講座の開設 

活動形態 ｄ 
寄付・連携先 東京工業大学・立教大学・慶応大学・早稲田大学・中央大学 

１ 

活動の概要 講師を派遣して証券ビジネスを中心とした講座を開設。 

 
株式会社新生銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

当行では、社会の発展に貢献する「よき企業市民」としての役割を積極的に果たすため、社会文化貢献

活動への取り組みを強化しています。 

３．重点分野 〔14：特定していない〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報部・人事部・総務部 スタッフ数 実質 ５名

B．社内横断的推進組織 〔マッチングギフト・プログラム選定委員会〕 

D．企業財団・公益信託  〔長銀国際ライブラリー基金〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

マッチングギフト、 V情報提供、Ｖ機会提供、施設開放、その他〔特別休暇－銀行が特にその必要を

認めた時、銀行が必要と認めた日数(※)の休暇取得〕 

(※) スペシャルオリンピックス日本国内大会（２００４年２月）にボランティア参加した行員に対して、銀行

が特別休暇を承認、行員のボランティア参加をサポートした。 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  www.shinseibank.com/investors/about/community/index.html    

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 Orpheus Japan Tour 2003への協賛 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 Orpheus Chamber Orchestra  

１ 

活動の概要 
 

NY拠点の同オーケストラの日本公演を、クラウン・スポンサーとして協賛し

た。２００１年に続いて２回目の支援。 

活動名 第５５回日米学生会議協賛 

活動形態 ａ      

寄付･連携先 第５５回日米学生会議実行委員会／（財）国際教育振興会 

２ 

活動の概要 
 

同会議に参加する学生を支援するため、賛助した。 

 

活動名 The US-Japan Bridging Foundationへの寄付 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 The US-Japan Bridging Foundation 

３ 

活動の概要 
 

日本の大学に留学する米国人大学生への奨学金を提供する同財団に対

し、寄付を行った。２００１年より継続して実施している。 

活動名 スペシャルオリンピックス日本 

活動形態 ａ、ｄ   

寄付･連携先 NPO法人 スペシャルオリンピックス日本 

４ 

活動の概要 
 

２００４年２月に行われたスペシャルオリンピックス日本冬季国内大会にス

ポンサーとして協賛し、行員が大会ボランティアとして参加した。 

５ 活動名 愛知万博 
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活動形態 ａ   

寄付･連携先 日本国際博覧会協会事務局 

 

活動の概要 
 

愛知万博の会場建設費として寄付を実施した。 

 

活動名 「日本の次世代リーダー養成塾」への寄付 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 「日本の次世代リーダー養成塾」 

６ 

活動の概要 
 

地方分権研究会の教育分野の活動として企画された同塾の活動資金とし

て寄付を実施した。 

活動名 社員の行った寄付へのマッチング 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 特定非営利活動法人JHP・学校を作る会 他６団体 

７ 

活動の概要 行員の行った寄付につき、当該寄付先へ同額の寄付を実施。 

活動名 千代田区内幸町町会の活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 千代田区内幸町町会 

８ 

活動の概要 日比谷公園100周年事業・盆踊り大会、内幸町防災訓練等 地域社会活動

に貢献。 

 

新日鉱ホールディングス株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔グループ環境報告書〕 

 

新日本製鐵株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：                                    

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新日鉄文化財団への寄付 

活動形態 a、e 

寄付･連携先 新日鉄文化財団 

１ 

活動の概要 
 

音楽家の育成、演奏会等の開催、新日鐵音楽賞を通じ優れた音楽活動に

対する支援等。 

 
新日本石油株式会社・新日本石油精製株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

地球環境との調和を尊重し、石油を中心とした総合エネルギー企業としてのグローバルな活動を通して、

お客様ひとりひとりに満足をお届けし、広く社会に貢献する企業であり続けること。 

３．重点分野 〔スポーツ、教育･社会教育、環境、地域社会の活動、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会環境安全部 スタッフ数 ３名

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔社会環境報告書〕 
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Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://info.eneos.co.jp/environment/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 自然保護支援活動 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 社団法人 国土緑化推進機構 

１ 

活動の概要 

   
ENEOSのSS（サービスステーション）において、お客様にENEOSカードを利用

していただいた金額の0.01%相当額を、（社）国土緑化推進機構に寄付してい

る。 

活動名 環境教育活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 「こどもエコクラブ（環境省）」 

２ 

活動の概要 

   
各製油所において、主に地元の小学生を対象とした環境教育を実施してい

る。 

活動名 少年野球教室 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 リトルリーグ神奈川連盟ほか 

３ 

活動の概要 

   
当社の野球部のOBおよび現役選手が子供達に野球の指導を行うとともに、

指導者・父兄を対象にトレーニング・体のケアに関する講義を行っている。 

 
住友化学株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会の持続可能な発展に貢献するため、「環境」「社会」「経済」の三つの領域（トリプル・ボトムライン）に

おいて最善を尽くし、当社なりのＣＳＲを遂行する中で、社会貢献活動にも積極的に取り組み、真に社会

から尊敬されるグローバル・ケミカル・カンパニーになることを目ざす。 

５．社員のボランティア活動支援策 

施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.sumitomo-chem.co.jp/japanese/society/index.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 市原・袖ヶ浦少年少女発明クラブ 

活動形態 ａ、ｄ 
寄付・連携先 （社）発明協会 

１ 

活動の概要 

 

千葉工場では、当社技術者と小中学校教員を指導員として、地域の小中学校

生約１３０名を対象に、工作・理科を隔週土曜日に開催 

活動名 工場見学会の開催 

活動形態 ｃ 
寄付・連携先  

２ 

活動の概要 

 

各工場では、周辺地域の小中高校や周辺地域の自治会等を対象とした工場

見学会を随時開催し、地域住民の方々との対話や交流を深めている。 

活動名 小学校へのボランティア講師の派遣 

活動形態 ｄ 
寄付・連携先  

３ 

活動の概要 

 

愛媛工場では、近隣小学校の科学クラブのボランティア講師として、研究員を

１回／月派遣、児童とともにさまざまな実験を行っている。 
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活動名 各種ボランティア活動 

活動形態 ｄ 
寄付・連携先  

４ 

活動の概要 

 

各工場では、周辺道路の清掃を始め、様々なボランティア活動を行っている。

三沢工場では、三沢市の「花と緑のまちづくり運動」に参加、工場前の市道沿

いに、花を植え、周辺地域の環境美化に貢献。 

活動名 工場厚生施設等の開放、地域イベントの開催 

活動形態 ｃ 
寄付・連携先  

５ 

活動の概要 

 

体育館、グラウンドを周辺地域の方に開放、バレーボール・ソフトボール・少年

野球など各種大会も開催し、地域の恒例行事となっている。 

活動名 地域イベントへの参加 

活動形態 ｄ 
寄付・連携先  

６ 

活動の概要 

 

姉崎産業祭、三沢まつり、鶴崎おどりなど工場周辺の行事に会社として積極

的に参加し、地域との交流を図っている。 

活動名 ＷＨＯが進めるマラリア防圧作戦への参加 

活動形態 ｂ 
寄付・連携先  

７ 

活動の概要 

 

ＷＨＯが進めるアフリカでのマラリア防圧作戦のパートナーとして、同機構より

認定を受けた長期残効型の防虫含浸蚊帳の製造技術を、タンザニアの課やメ

ーカーに無償供与。 

 
住友ゴム工業株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載に記載 

 
住友商事株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

① 企業市民として、社会のため また 全ての人々の豊かさと夢の実現のために行動する。 

② 地球環境の保全に充分配慮する。  

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

① 生涯教育支援 

  ② 社会環境整備 

  ③ 地域社会への協力 

３．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〕 

４．推進体制    

担当部署名  広報部 社会貢献チーム スタッフ数 ４名

A．事業所毎の社会貢献担当者   

B．社内横断的推進組織〔社会貢献推進委員会・社会貢献推進サポーター〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ研修、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 



 110

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.sumitomocorp.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 住商奨学金制度 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付・連携先 ｱｼﾞｱ発展途上17ヶ国39大学の学生個人に奨学金支給（900名／年） 

１ 

活動の概要 

 

96年ｽﾀｰﾄ。当該国ﾘｰﾀﾞｰ育成、我が国との友好構築の一助とする。支給は最

長卒業まで。奨学生とは定期的に懇談の機会を設けている。 

活動名 Jﾘｰｸﾞ選手協会ｻｯｶｰｽｸｰﾙ支援 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 連：Jﾘｰｸﾞ選手協会・関東・関西・九州・中部地区社協・児童養護施設 

２ 

活動の概要 他３社と協働で主催者（Jﾘｰｸﾞ選手協会）の運営・資金両面をｻﾎﾟｰﾄ。 

活動名 住友商事ヤングシンフォニー 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付・連携先 寄／連：ｼﾞｭﾆｱﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｯｸｵｰｹｽﾄﾗ 

３ 

活動の概要 

 

10歳～22歳の学生で構成しているｱﾏﾁｭｱｸﾗｼｯｸｵｰｹｽﾄﾗの運営・資金両面を

支援。演奏会場の場の提供も実施 

活動名 廃番各種ﾕﾆﾌｫｰﾑ活用 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 寄：発展途上国(中国僻地・ﾗｵｽ・ｽﾘﾗﾝｶ・ｱﾌﾘｶ他)／国内の児童養護施設 

４ 

活動の概要 

 

当社繊維部門扱いの各種衣料品の廃番品を上記の難民・学校などへ寄贈。

毎年1500～2000着 程度 

活動名 ボランティア体験講座 

活動形態 ｈ 

寄付・連携先 連：講座ﾃｰﾏにあったNPOなどに講習を依頼 

５ 

活動の概要 

 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動初心者の職員向けに、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに踏み出すための知識・ﾉｳﾊｳ

を習得してもらう講座。 毎月１～２回 各種ｼﾞｬﾝﾙの講座開設 

活動名 手作り絵本 

活動形態 ｉ 

寄付・連携先 連：聖心女子大学 

 
６ 

活動の概要 

 

同上大学の幼児教育専攻の学生の「夢」支援として、学生が作るｵﾘｼﾞﾅﾙ絵本

の制作ｱﾄﾞﾊﾞｲｽ・費用支援を行う。完成した絵本は学生・当社職員のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

が共同で地域の児童保育関連施で読み聞かせなどに活用する。 

 
住友信託銀行株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

信任と誠実を旨とする信託の理念、信用を重んじ確実を旨とする住友の事業精神に基づき、社会に対す

る責任を果たす。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

社会活動憲章 

１．持続可能な社会の実現       ２．新しい価値創造と経済発展への貢献 

３．地球環境の保全             ４．人権の尊重         ５．法令の遵守 

３．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、 
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〕 

４．推進体制 

担当部署名 企画部社会活動統括室 スタッフ数 １２名

B．社内横断的推進組織 〔CSR委員会〕 

D．企業財団・公益信託 〔（財）トラスト６０〕 
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５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔住友信託銀行CSRレポート2004〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 公益信託受託 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

１ 

活動の概要 
 

科学技術振興、教育助成、環境保全、芸術・文化振興など、社会貢献を目的

とする各種公益信託を受託、推進。 

活動名 『６０歳のラブレター』 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 NHK歳末たすけあい、海外たすけあい 

２ 

活動の概要 
 

当社のキャンペーン企画である『６０歳のラブレター』の作品集に係る印税を

寄付。 

活動名 車椅子バスケットボール全国大会への協賛 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 日本車椅子バスケットボール連盟 

３ 

活動の概要 
 

｢第１０回車椅子バスケットボール３on３全国大会｣への協賛、ボランティアスタ

ッフの派遣。 

活動名 都市公園の緑化・整備プログラム 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｐａｒｋｓ Ｂｏａｒｄ（Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ） 

４ 

活動の概要 
 

当社シンガポール支店において、シンガポールにおける都市公園の緑化・整

備プログラムの参加として、支店の職員及びその家族総勢89名で公園整備活

動。 

活動名 ＷＷＦロビー展 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 （財）世界自然保護基金ジャパン 

５ 

活動の概要 
 

支店での、環境保全への理解を深めるWWFのパネル展の開催。（2003年度中

10ヶ店で開催） 

活動名 厨房備品寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先  

６ 

活動の概要 甲府支店において食堂廃止に伴い、厨房備品の地元YMCAへの寄贈。 

 
住友生命保険株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

「人間味にあふれ（＝Ｈｕｍａｎ）、社会との調和を図る企業でありたい（＝Ｈａｒｍｏｎｙ）」との思いから、「ヒ

ューマニー（“Ｈｕｍａｎ＆Ｈａｒｍｏｎｙ”）」という言葉を掲げ、社会貢献活動の理念としている。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・社員の自主性を尊重する。 

・汗を流す活動を支援する。（参加型のプログラムを重視する。） 

・重点分野（「介護・医療」）を軸足として活動を展開する。 

３．重点分野 〔その他：介護と医療分野〕 

４．推進体制 
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担当部署名 広報課 スタッフ数 ５名＋研修生1名

Ａ．事業所毎の社会貢献担当者〔各支社で兼務担当者を設置〕 

B．社内横断的推進組織 〔ヒューマニー活動推進委員会〕 

D．企業財団・公益信託  〔（財）住友生命社会福祉事業団、（財）住友生命健康財団〕 

Ｆ．その他 〔東京本社と大阪本社に専門担当を設置している〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

マッチングギフト、地域貢献運動、V情報提供、V機会提供、その他〔ヒューマニー活動経費補給制度*〕

*従業員がグループ単位でボランティア活動を行なった場合に、実費を補給する。（但し限度有り）。 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.sumitomolife.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 スミセイ・ヒューマニー活動 

活動形態 ａ、,ｂ、ｄ、ｅ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 全国各県市区町村の社会福祉協議会、高齢者施設、等 

１ 

活動の概要 

   
全国の支社及び本社の各部・課の職員が所属単位で地域活動を実施。高齢

者福祉施設の慰問や、海岸清掃、募金活動等地域毎に様々な活動を行なって

いる。平成15年度は85支社、73部課の合計18,797名の職員が参加し、159の活

動を実施した。 

活動名 認知症ケア支援事業 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 呆け老人を抱える家族の会、全国痴呆性高齢者グループホーム協会他 

２ 

活動の概要 

   
認知症介護に取り組む団体への支援や、認知症介護に関する社会的な認知

を向上させる活動を行なっている。国内の認知症ケア団体や厚生労働省等認

知症関連HPを一挙に紹介する「認知症ケアポータルサイト」は月に約15000件

のアクセスがあり、介護者だけでなく専門家からも好評。この他H16年10月に京

都で開催される国際会議の運営協力も実施した。 

活動名 アシスタントドッグ育成支援事業 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 アシスタントドッグ育成普及委員会 

３ 

活動の概要 

   
身体障害者補助犬の普及・育成支援を目的とする。平成14年10月より施行さ

れた『身体障害者補助犬法』告知ポスターや、補助犬の活躍を紹介したビデオ

を製作して小学校に寄贈したり、育成トレーナーを対象としたセミナー、奨学金

制度を運営している。また、社内でも犬の里親制度や募金活動を行なってい

る。 

活動名 スミセイ・さわやか介護セミナー（(財) 住友生命社会福祉事業団） 

活動形態 ｄ、ｆ、ｅ 

寄付･連携先 各地の地方新聞社、行政機関、市町村の社会福祉協議会、ＮＰＯ等 

４ 

活動の概要 

   
一般の方々を対象にした介護セミナーを全国で開催。地元マスコミと共催し、

行政機関や医師会、社会福祉協議会、地元のＮＰＯなどの後援により、介護知

識だけでなく、介護実技のノウハウも提供する3日間の本格的なセミナー。 

活動名 こども絵画コンクール 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 ユニセフ、ルーヴル美術館（フランス） 

５ 

活動の概要 

   
日本全国、海外から応募があり、昭和52年のスタートから平成16年3月末まで

の応募総数は825万点。平成12年度からはフランス国立ルーヴル美術館の後

援を受け、同美術館で優秀作品の展覧会を実施している。 

６ 活動名 全国縦断チャリティコンサート 
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活動形態 ａ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 地域の社会福祉協議会やＮＰＯ 

 

活動の概要 

   
国内外の一流アーティストによる演奏会を全国で開催。会場手配から当日運

営まで全て地域の職員が行なう手作りコンサート。来場者にはチャリティを呼び

かけ、募金総額は1億7千万円にのぼる。 

活動名 いずみホール（(財) 住友生命社会福祉事業団） 

活動形態 ｂ、ｆ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 大阪フィルハーモニー、日本テレマン協会等 

７ 

活動の概要 

   
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年に開設した、クラシック音楽専用ホール。設備や接遇が好評価を受

け、年間250公演という高い稼働率を誇り、特に年間約30実施する主催公演

は、独自性と水準の高さにお客様はもとより、音楽関係者からも高く評価されて

いる。 

活動名 コミュニティケア活動支援事業（(財) 住友生命社会福祉事業団） 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 コミュニティケア活動支援センター、東レ株式会社 

８ 

活動の概要 

   
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

援している。資金助成のほか、ホームページの運営、団体同士のネットワーク

構築、相談事業等を行なっている。 

活動名 幼少年育成支援事業～おはなし広場～（（財）住友生命健康財団） 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ  
寄付･連携先 (財)出版文化産業振興財団 

９ 

活動の概要   ・ 幼稚園・保育所を訪問し、絵本の読み聞かせを行う（キャラバン隊） 

・ 絵本の読み聞かせと歌がセットになったコンサートの開催 

・  ミニ絵本の頒布 

活動名 幼少年育成支援事業～ファミリーウォーク～（（財）住友生命健康財団） 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ  
寄付･連携先  

１０ 

活動の概要 

   
・「心と身体の健康」をテーマに、地域を歩くイベント。スポーツ選手を招待し、

歩くことを通じてウォーキングの楽しさを知ってもらうとともに、家族や仲間との

交流を図れる場を提供することを目的としている。 

 
住友ベークライト株式会社 
３．重点分野 〔学術･研究〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 スタッフ数 ２名

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 愛知万博への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 社団法人 2005年国際博覧会協会 

１ 

活動の概要 
 

2005年開催 愛知万博への協賛 

活動名 大学への研究支援 

活動形態 a 

寄付･連携先 各国公立大学 

２ 

活動の概要 技術開発・研究支援 
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セイコーエプソン株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

（社会貢献理念）セイコーエプソングループは、良き企業市民として社会と共生できる企業を目指し、グル

ープ社員も地域社会の一市民として、社会から共感を得られるさまざまな支援活動を通して、よりよい社

会の創造に努めます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

(1)重点活動分野で世界各地の状況に則した貢献活動の推進（重点活動分野：①青少年教育･育成活

動、②文化・芸術活動支援､③地域活動参加､地域活動参加支援､④環境保全活動､⑤社会福祉活動） 

(2)一市民としての社員参加の促進と支援 

(3)特徴ある貢献活動の推進、(4)社会とのコミュニケーション重視 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会・総務部 スタッフ数 ２～３名

D．企業財団・公益信託 〔エプソン国際奨学財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔サステナビリティレポート ２００４〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.epson.co.jp/vision/contributions.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 留学生への奨学資金提供 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付・連携先 エプソン国際奨学財団 

１ 

活動の概要 

 

1997年に設立したエプソン国際奨学財団は、当社が事業を展開しているアジ

ア諸国からの留学生に、奨学金を提供。 

活動名 スーパーサイエンスハイスクール(SSH)への講師派遣 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付・連携先 長野県立諏訪清陵高等学校 

２ 

活動の概要 

 

文部科学省のSSH指定校である諏訪清陵高校へ運営参加し、特別授業への

講師派遣を行ない、研究の楽しさ、ものづくりの喜びを伝えた。 

活動名 サイトウ・キネン・フェスティバル松本への寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 サイトウ・キネン財団 

３ 

活動の概要 

 

長野県松本市で毎年実施されている「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」

に対して、主要出資企業の１社として協賛を実施。 

活動名 東山魁夷ピエゾグラフの寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 長野県信濃美術館・東山魁夷館 

４ 

活動の概要 

 

東山魁夷画伯の代表作の１つである「静映」を、大壁画サイズ（９ｍ１３ｃｍ＊２

ｍ３０ｃｍ）で出力・制作して寄贈し、常設展示されている。 

活動名 会社（工場）見学、工場実習等の受け入れ 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 官公庁、地域団体、学校、企業等 

５ 

活動の概要 

 

一般的な見学、環境活動や安全衛生等の分野に関する見学、実習依頼に対

して、社会（地域）貢献という観点から多くの事業所で対応。 

６ 活動名 地域祭り、イベントへの参加・協賛 
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活動形態 ａ、ｄ 

寄付・連携先 地域自治体など 

 

活動の概要 

 

事業所の所在する各地域のお祭りやイベントへの参加・協賛を、地域貢献とし

て実施。 

活動名 省エネルギー診断 

活動形態 d、g   

寄付・連携先 長野県環境保全協会、地域企業 

７ 

活動の概要 

 

省エネパトロール隊を編成し、他企業と共同で地域の企業、官庁、病院等の

省エネ無料コンサルティングを、2003年度は１１件実施した。 

活動名 植林支援や保育ブロック工法による環境保全活動 

活動形態 ａ、ｆ、ｇ 

寄付・連携先 (財)国際緑化推進センター、信州大学農学部 

８ 

活動の概要 

 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ｶﾘﾏﾝﾀﾝ島の熱帯林再生のための植林(2000.11～実施)や信州大学

の研究である「保育ブロック工法」による緑化再生を助成。 

活動名 地域環境保全活動 

活動形態 ｆ、ｇ、ｈ 

寄付・連携先 官公庁、地域自治体など 

９ 

活動の概要 

 

事業所の所在する近隣地域、河川、湖沼などの清掃活動への参加・参加支

援や各種環境保全イベントへの社員参加を実施。 

活動名 新型肺炎（ＳＡＲＳ）対策への援助 

活動形態 ａ、ｂ 

寄付・連携先 中国国務院衛生部、台湾衛生安全局 

１０ 

活動の概要 

 

新型肺炎（ＳＡＲＳ）に対する予防治療対策費としての寄付や疾病分析、調査

などに必要な物品の寄付を実施。 

 
株式会社西友 
１．社会貢献のミッションや目標 

お客さまをはじめ､従業員､地域社会などから最も評価され､信頼される小売業になることをめざします。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

地域社会、お客さまとのパートナーシップを重視し、またお取引先さまとも連帯して、環境の保全向上を

目指します。（西友環境方針より） 

３．重点分野 〔教育･社会教育、環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｱﾌｪｱｰｽﾞ社会環境ｸﾞﾙｰﾌﾟ スタッフ数 ４名

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 〔グリーンボード〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔西友サステナビリティ・レポート2004〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔エコ・ニコ学習会ガイドブック〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.seiyu.co.jp/eco/program.shtml 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「エコ・ニコ学習会」 １ 
活動形態 ｃ、ｄ 
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寄付・連携先 ＮＧＯ 環境学習研究会・アーテック  
活動の概要 

 
西友グループ全400店舗で、子どもたちを中心とした社会・環境学習会を行う。

参加者（1名から参加可）の希望する日時に、近くの西友で開催する。 

活動名 盲導犬育成募金 

活動形態 ａ、ｃ 

寄付・連携先 全国盲導犬施設連合会 

２ 

活動の概要 
 

店頭に募金箱を設置して、お客様の寄付金をお預かりする。2003年度の募金

額は551万円。（マッチングギフトではなく、募金箱設置協力のみ） 

 
セーレン株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

施設開放 

 

積水化学工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

<企業理念> 

積水化学グループが目指す「いい企業」とは、イメージの良い、成長を続ける企業です。お客様の満足を通じ

て事業の成長と企業価値の最大化を目指し、株主の期待に応え、また、事業、製品、社会貢献を通じて地域

社会や地球環境に貢献し、企業活動の担い手である従業員の自己実現をサポートします。 積水化学グルー

プは「際立つ」「高収益」企業として成長を続け、「お客様」「株主」「従業員」「地球環境」「地域社会」の5つのス

テークホルダーの期待に応えます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

<積水化学企業行動指針> 

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

魅力ある会社を目指します。  (中略) 

  5.良き企業市民として、積極的に地球環境保護と社会貢献に取り組む。 

  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。 

３．重点分野 〔環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務・人事部 総務グループ 

環境経営部 環境企画グループ 

スタッフ数 ５名

５名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔自然保護活動実行委員会〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔さわやか自然保護委員会(京都研究所)〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 Ｖ研修、地域貢献運動、 V 情報提供、 V 機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境レポート2004〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.sekisui.co.jp/eco/nature.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 アジア・太平洋地域におけるNGOの自然保護活動への経済的・人的支援 

活動形態 ａ、ｄ 

１ 

寄付･連携先 経団連自然保護基金／日本経団連自然保護協議会 
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 活動の概要 
 

同基金を通じ毎年4～5件のプロジェクトに経済的支援、また募金活動を行う

同協議会へ社員を１名派遣している。 

活動名 積水化学 自然に学ぶものづくり 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 京都大学などの大学12研究室と1研究所 

２ 

活動の概要 
 

自然の機能をものづくりに活かす生物模倣科学、バイオ技術、再生可能資源など

を利活用する材料科学等の研究を助成。 

活動名 地域と一体となったビオトープづくり 

活動形態 ｃ、ｄ 

寄付･連携先 佐賀県神崎郡千代田町 

３ 

活動の概要 
 

佐賀の原風景を復元する試み。当社が土木費を提供しグループ会社社員が

ボランティアで植樹祭などを開催、一般開放している。 

活動名 住宅模型を使った「家づくり教室」 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 全国の中学・高校約20校・日本経済新聞社 

４ 

活動の概要 
 

・総合的な学習の時間における教材提供と講師役の社員を派遣 

・日経エデュケーションプログラムに協賛し研究教材の提供。 

活動名 若手芸術家の支援 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 日本室内楽振興財団、ミクル劇団ほか 

５ 

活動の概要 若手芸術家を育成・支援するため、継続して協賛金を提供している。 

 
株式会社セブンーイレブン・ジャパン 
１．社会貢献のミッションや目標 

地域密着型のセブン-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とのコミュニケーションを深めていく。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

セブン-イレブン環境指針（一部抜粋） 

・地域社会との協力・社会貢献： 私たちは地域とともに環境について考え、環境分野の社会貢献活動 

を継続的に行い、企業市民としての役割を果たしています。 

セブン-イレブン環境規約（一部抜粋） 

・地域社会・お客さまとの協力、社会貢献 

 「第10条 地域・お客さまとの協力」 地域やお客さまと協力しあった社会貢献活動を実施する。 

３．重点分野 〔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、 
災害救援、 人権、 NPOの基盤形成〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報室 スタッフ数 ２名

B．社内横断的推進組織 〔 環境対策プロジェクト 〕 

D．企業財団・公益信託  〔 セブン-イレブンみどりの基金 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ登録、 Ｖ研修、 地域貢献運動、 Ｖ情報提供、 V機会提供、  

その他〔セブンーイレブンみどりの基金ボランティアスタッフ制度〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書に記載 〔セブンーイレブンジャパン社会・環境報告書2004〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.sej.co.jp/torikumi/index.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

１ 活動名 セブン-イレブンみどりの基金 
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活動形態 ａ、ｄ、ｇ、h 

寄付・連携先 セブン-イレブン加盟店、環境市民ボランティア団体 等 

 

活動の概要 
 

全国のセブン-イレブン店頭におけるお客さまからの募金とセブン-イレブン本

部からの拠出金・寄附金をもとに自然環境の保護・保全活動や日本各地で環

境をテーマに活動している市民ボランティアの支援を行っている。 

活動名 24時間テレビチャリティー 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付・連携先 セブン-イレブン加盟店、日本テレビ他・系列各局 

２ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 地球にやさしい作文・活動報告コンテスト 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 セブン-イレブン加盟店、読売新聞社 

３ 

活動の概要 
 

環境保護の問題に関する意見や提案、実践活動の報告文、ポスターの募集

を通じ、多くの方に環境問題への関心、意識を高めることが目的。 

活動名 スチューデントシティー 

活動形態 ｄ、ｇ   

寄付・連携先 ジュニアアチーブメントジャパン、品川区 

４ 

活動の概要 
 

品川区立八潮南小学校に実社会疑似体験プログラム「スチューデントシティ」

を開校。セブン-イレブンの店舗を設営し、子供たちが売り手、買い手のそれ

ぞれを体験し経済を学んでいく。 

活動名 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝﾌｧﾝﾀｼﾞｰｽﾍﾟｼｬﾙ ﾌﾞﾛｰﾄﾞｳｪｲﾐｭｰｼﾞｶﾙ ﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ 

活動形態 ｆ   

寄付・連携先 セブン-イレブン加盟店、ホリプロ 

５ 

活動の概要 
 

本格的なミュージカルを通じて、子供たちに夢を与えるプログラムを提供。セ

ブン-イレブン店舗での優先チケット（ドリームシート）の発券も行っている。 

活動名 長野オリンピック記念長野マラソン 

活動形態 ｆ  

寄付・連携先 信濃毎日新聞社 

６ 

活動の概要 
 

マラソン愛好者約5500人が世界のトップランナーと同時にスタートする市民マ

ラソンに協賛。47全都道府県より市民ランナーが参加する。 

活動名 全日本クラブ卓球選手権大会「セブン-イレブンカップ」 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 セブン-イレブン加盟店、日本卓球協会 

７ 

活動の概要 
 

世代を超えて親しめるスポーツのひとつ「卓球」を応援。クラブ卓球を支援す

ることで「卓球」の普及に協力している。 

活動名 セブン-イレブンデー 全国一斉清掃活動 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付・連携先 セブン-イレブン加盟店、セブン-イレブン・ジャパン社員 

８ 

活動の概要 
 

毎年７月と11月の年に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を実施。 

活動名 富士山不法投棄 ゴミ一掃大作戦 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 NPO法人富士山クラブ、セブン-イレブン・ジャパン社員 

９ 

活動の概要 
 

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、自然保護改善

の取り組みを実施。セブン-イレブン・ジャパン社員も参加。 

活動名 ボランティアスタッフ制度 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

１０ 

寄付・連携先 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ加盟店、ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ社員、ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝみどりの基金。 
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 活動の概要 
 

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。 

 
全日本空輸株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

ＡＮＡグループ経営理念及びコンプライアンス宣言において：提供するサービス・商品は固より全役職員

の行動についても、「安心」と「信頼」を基礎に「いつも身近な存在であり続ける」こと・「社会とともに歩む」

こと・「世界の人々に夢と感動をお届けする」ことを掲げ、又、グループ行動基準の中に：「良き企業市民

として、また、地域社会の一員として、社会貢献活動に努める」旨を明記 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

コンプライアンス・グループ行動基準において：④芸術・文化活動や様々の社会福祉活動への支援を通

じて社会の発展に貢献することが責務、⑤事業所のある地域社会への関わりを積極的に持ち、地域の

活動や発展に寄与、等を明記 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 環境・社会貢献部 スタッフ数 ７名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔地球環境委員会〕 

D．企業財団・公益信託 〔岡崎嘉平太国際奨学財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： www.ana.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 すずらん行事 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
 

社員作成のすずらんの押し花しおりを、北海道から各空港を経由して全国の

病院等にお届けし、お見舞いをした（今年で４８回目）。 

活動名 赤い羽根共同募金 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要 
 

“空の第一便”として、「赤い羽根とメッセージ」を客室乗務員が全国各地に伝

達し、併せて募金活動にも協力（今年で４２年目）。 

活動名 緑の募金 

活動形態 a、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 国土緑化推進機構 

３ 

活動の概要 
 

社内各部署に募金箱を設置し募金に参加、また客室乗務員が制服に「緑の

羽根」を着用して乗務し活動に協力。 

活動名 航空機内募金 

活動形態 a、e、ｇ 

寄付･連携先 ユニセフ 

４ 

活動の概要 
 

海外発日本着便にご搭乗のお客様から外国コインを募り、ユニセフの募金活

動「チェンジ フォー グッド」に協力。 

５ 活動名 「私の青空」国際環境絵本コンクール 
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活動形態 e、ｆ 

寄付･連携先  

 

活動の概要 
 

環境をテーマとした絵本原稿を内外から公募。優秀作を製本出版し、航空機

内・各支店で無償配布の他教育機関等に寄贈。 

活動名 「私の青空」植林活動 

活動形態 ｄ、e、f、g 

寄付･連携先 （一部は、自治体及び他企業） 

６ 

活動の概要 
 

内外空港周辺における緑化造育林活動着手へのトライアルとして、北海道に

て職員らによる植林体験ツアーを実施、又この一環として沖縄でのサンゴ移

植ツアーにも参画。 

活動名 国際奨学生支援 

活動形態 a、ｄ、I 

寄付･連携先 岡崎嘉平太国際奨学財団 

７ 

活動の概要 
 

日本の大学で学ぶことを希望する優秀な学生をアジア各国から招聘し、奨学

金支給等の諸支援を行っている（1990年来）。 

活動名 航空教室・工場見学 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 各整備工場・空港支店等で、養護施設・学校・一般を対象に頻繁に実施。 

 

綜合警備保障株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会公共への貢献 

２．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。 

３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ、災害救援〕 

４．推進体制 

B．社内横断的推進組織 〔ＡＬＳＯＫありがとう運動〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http//www.alsok.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 (財) ユニセフ協会 

活動形態 ａ   
寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
 

こどものエイズ予防啓蒙、医薬品、経口補水塩支給、飲用水確保の手押しポ

ンプ井戸の設置、予防接種の実施。 

活動名 日本ガーディアンエンジェルス 

活動形態 ａ 
寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
 

「地域の安全パトロール」を通して、防犯、環境美化および緊急救援活動の実

施。 

活動名 国連難民高等弁務官事務所 

活動形態 ａ    
寄付･連携先  

３ 

活動の概要 世界各地の難民について緊急援助。 

４ 活動名 第二びわこ学園 
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活動形態 ａ   
寄付･連携先  

 

活動の概要 
 

重度の知的障害と肢体不自由を併せ持つ人たちの療育や在宅障害児の外来

診療、通園事業。 

活動名 日本地雷処理を支援する会 

活動形態 ａ 
寄付･連携先  

５ 

活動の概要 地雷処理の支援・協力に関する事業。 

活動名 平成１５年度国民体育大会（静岡県） 

活動形態 ａ 
寄付･連携先  

６ 

活動の概要 身障者授産施設で身障者が作成した紙製オペラグラスを観客に配布。 

活動名 身障者・高齢者在宅サービス等 

活動形態 ｂ 
寄付･連携先  

７ 

活動の概要 在宅の障害者・高齢者送迎用リフト付きワゴン車を寄贈（合計１２台）。 

 

双日株式会社（旧日商岩井株式会社の実績） 
１．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。 

３．重点分野 〔スポーツ、文化･芸術、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔(財) 日商岩井国際交流財団〕 

Ｆ．その他 

５．社員のボランティア活動支援策 

マッチングギフト 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 寄付機能付き社員証の発行 

活動形態 ａ、ｈ 
寄付･連携先 コンサベーションインターナショナル 

１ 

活動の概要 
   

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。 

 
ソニー株式会社 
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

事業活動を行う世界の各地域において、ソニーの得意とする分野で時代や社会のニーズに応えることを

方針としています。 

３．重点分野 〔教育･社会教育、文化･芸術〕 

４．推進体制  



 122

担当部署名 コンプライアンスオフィス 

環境・CSR戦略グループ 

スタッフ数 ３名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団・公益信託 〔 （財）ソニー教育財団、Sony Music Foundation 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 マッチングギフト、 地域貢献運動、 V情報提供、

V機会提供、施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔CSRレポート2004〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.sony.co.jp/community  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ソニー教育財団 

活動形態 a、ｂ 

寄付･連携先 (財) ソニー教育財団 

１ 

活動の概要 
 

(財) ソニー教育財団は、子どもたちの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人の育成を目指し、科学というチャンネルを通し

て子どもたちの教育に情熱を持って取り組む人たちと学びの場を支援してい

ます。 

活動名 Sony Music Foundation ((財) ソニー音楽芸術振興会) 

活動形態 a、ｂ 

寄付･連携先 Sony Music Foundation ((財) ソニー音楽芸術振興会) 

２ 

活動の概要 
 

Sony Music Foundationは1984年よりクラシックを中心として国内の音楽など

の芸術の普及向上を図ることを目指して、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ます。 

活動名 Someone Needs You 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 
 

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

りを目指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

ラムです。2003年度は、23カ国で15000人以上の社員がさまざまなボランティ

ア活動を行いました。 

活動名 EYPD(欧州障害者年)への機材提供 

活動形態 a、ｈ 

寄付･連携先 European Year of People with Disabilities (EYPD) 

４ 

活動の概要 
 

2003年は、EYPD（欧州障害者年）として、欧州各地で障害者理解のための活

動が行われました。ソニーヨーロッパでは、EYPDの活動で使用するAV機器を

提供しました。また、欧州のソニーグループ各社では、障害者理解を目的とし

た20以上の活動を行い、500人以上の社員が参加しました。 

活動名 スチューデント シティ 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 ジュニア アチーブメント 

５ 

活動の概要 
 

スチューデント・シティ （SC）は、小学校の空教室を利用して学校の中に仮想

の「街」を作り、地域の子どもたちが社会との関わりや、経済の仕組みを学ぶ

プロジェクトです。ソニーからは、SC内で利用する決済システムとして、電子マ

ネー「Edy」を提供しました。 

活動名 音楽教育への支援 

活動形態 a 

６ 

寄付･連携先 Save the Music Foundation 
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 活動の概要 
 

ソニー・ミュージックエンタテインメントでは、ニューヨーク市の子どもたちに十

分な音楽教育を提供するために公立学校に楽器の提供などを行う、Save 

the Music Foundationに寄付を行いました。 

活動名 SARS感染地域への寄付 

活動形態 a 

寄付･連携先 中国、香港、台湾の病院や大学 

７ 

活動の概要 
 

2003年に東アジアを中心に猛威をふるった重症急性呼吸器症候群（SARS）の

撲滅に協力するため、ソニーグループから中国、香港、台湾の病院や大学、

研究機関などに寄付を行いました。 

 

株式会社損害保険ジャパン 
１．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。 

２．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イクホルダーに価値

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。 

３．重点分野 〔社会福祉、文化･芸術、環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ・環境推進室 スタッフ数 １６名

D．企業財団・公益信託 〔（財）損保ジャパン記念財団、（財）損保ジャパン美術財団 、 

（財）損保ジャパン環境財団〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔損保ジャパンちきゅうクラブ 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 マッチングギフト、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放、  

その他〔損保ジャパンちきゅうくらぶ活動〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 CSR・コミュニケーション報告書 〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔損保ジャパン記念財団ニュース〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.sompo-japan.co.jp     

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 損保ジャパンＣＳＯラーニング奨学金制度 

活動形態  ｅ、ｇ 

寄付・連携先 １９団体（ＷＷＦジャパンなど） 

１ 

活動の概要 
 

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

ンターシップ支援プログラム 

活動名 「市民のための環境公開講座」 

活動形態 ａ、ｇ     

寄付・連携先 （社）日本環境教育フォーラム、（財）損保ジャパン環境財団 

２ 

活動の概要 
 

日本環境教育フォーラムと損保ジャパン、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。 
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活動名 （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     

寄付・連携先 福祉ＮＰＯ 

３ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 黄色いワッペン 

活動形態 ｆ    

寄付・連携先 全国各都市の小学校新入学１年生 

４ 

活動の概要 
 

全国の新入学小学１年生に対し交通事故傷害保険付きの黄色いワッペンを

贈呈している。 

活動名 ちきゅうくらぶマッチング制度 

活動形態 ａ    

寄付・連携先 ＮＰＯ 

５ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 損保ジャパン東郷青児美術館の運営 

活動形態 ａ、ｆ    

寄付・連携先 （財）損保ジャパン美術財団 

６ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 （財）損保ジャパン美術財団の表彰制度 

活動形態 ａ、ｆ     

寄付・連携先 （財）損保ジャパン美術財団 

７ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 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     

寄付・連携先 愛知人形劇センター 

８ 

活動の概要 
 

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

動を行っています。 

活動名 自動車購入費助成 

活動形態 ａ、ｆ      

寄付・連携先 （財）損保ジャパン記念財団 

９ 

活動の概要 
 

障害者の在宅福祉活動を行う団体に対し、自動車購入費の助成を行ってい

ます。 
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【タ行】 

第一生命保険相互会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

（社会貢献活動の基本方針）  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。 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  

  当社ではお客様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、お客様の『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。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会文化事業室 スタッフ数 ５名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献活動推進委員会〕 

D．企業財団・公益信託 〔(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〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ表彰、 マッチングギフト、 V情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.dai-ichi-life.co.jp/company/activity/activity.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 保健文化賞 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先 厚生労働省、朝日新聞厚生文化事業団、NHK厚生文化事業団 

１ 

活動の概要 
   

保健衛生および関連する福祉の分野ですぐれた業績を挙げた団体、個人を

募集、審査し、顕彰し、賞金を贈る制度。平成15年度で第55回を迎えた。 

活動名 緑のデザイン賞 

活動形態 ｇ  

寄付･連携先 (財) 都市緑化基金 

２ 

活動の概要 
   

全国から緑化プランを募集し、審査のうえ、優秀作を表彰し、あわせてプラン

実現のための緑化助成を行う。平成15年度で第14回を迎えた。 

活動名 VOCA展－現代美術の展望－ 

活動形態 ｇ   

寄付･連携先 上野の森美術館 

３ 

活動の概要 
   

全国の美術関係者から若手現代美術作家を推薦してもらい、その全作品を展

示。受賞作品は当社が買い上げ、第一生命ギャラリーと本社ロビーで定期的

に公開している。平成15年度で第11回を迎えた。 
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活動名 第一生命ギャラリー 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 
   

本社１階に南北２つのギャラリーがあり、南ギャラリーではVOCA展の受賞作

品を常設展として公開し、また受賞作家の個展を開催している。北ギャラリー

では脇田和画伯の作品を常設している。 

活動名 第一生命ホール 

活動形態 ｇ   

寄付･連携先 NPOトリトン・アーツ・ネットワーク 

５ 

活動の概要 
   

トリトン・アーツ・ネットワークは、芸術活動とコミュニティ活動を特徴とするNPO

で、第一生命ホールの自主企画公演を運営している。当社はこのNPOを支援

している。 

活動名 黄色いワッペン贈呈事業 

活動形態 ｇ   

寄付･連携先 みずほフィナンシャルグループ、損害保険ジャパン、明治安田生命保険 

６ 

活動の概要 
   

交通事故防止推進のため、全国の新入学児童に交通事故傷害保険付「黄色

いワッペン」を贈呈する事業。 

 
株式会社ダイエー 
１．社会貢献のミッションや目標 

「Ｆｏｒ ｔｈｅ Ｃｕｓｔｏｍｅｒｓ」の企業理念に基づき、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。 

２．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図り、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、被災地救済のための支援活動をおこないます。 

３．重点分野 〔社会福祉、教育･社会教育、環境、地域社会の活動、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務本部総務部エコ・ハート課 スタッフ数 ３名

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、Ｖ休暇、 地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境問題・社会貢献取り組み報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.daiei.co.jp/kouken/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 クリスマスチャリティイベント 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 (財) 日本ユニセフ協会 

１ 

活動の概要 
   

お買い物合計5,000円で1回参加できる「ｶﾞﾗﾎﾟﾝ大抽選会」を実施。ｶﾞﾗﾎﾟﾝ1回

ごとに約3円を寄付。またホークス選手のオークション売上、店頭募金分も寄

贈。 

活動名 当選年賀はがきの回収 

活動形態 ｂ 

２ 

寄付･連携先 聴導犬育成の会 
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 活動の概要   書き損じ及び各店、各事務所宛の当選年賀はがきを回収し、景品を寄贈。 

活動名 総合的な学習への協力 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 地元の小・中学校 

３ 

活動の概要 
   

総合学習の一環で、全国にある弊社店舗に対し、地元の小・中学校からの店

舗見学、実習の要請に対し、各店舗で受けいれ対応を実施。 

活動名 身体障害者補助犬ふれあい教室の開催 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 全国盲導犬施設連合会、聴導犬育成の会、介助犬協会、住友生命保険相互

会社 

４ 

活動の概要 
   

1人でも多くのお客様に補助犬を理解していただくために、住友生命と共同で、

育成団体運営による補助犬ふれあい教室を店頭で実施。 

活動名 三宅島手作り硝子「夢あじさい」の出張販売 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 東京都交響楽団、三宅島災害東京ボランティアセンター、港区 

５ 

活動の概要 
   

弊社店頭での販売の他に三宅島支援のチャリティーコンサートやふれあい集

会、港区民まつり等での出張販売を実施。 

活動名 河川等のクリーン活動の実施 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 各クリーンエイド事務局 

６ 

活動の概要   ＮＰＯが主催するクリーン活動に弊社従業員とその家族が参加。 

活動名 国内外の災害に対する募金活動の実施 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

７ 

活動の概要   お客様に対し、店頭での募金の呼びかけを実施し、寄贈。 

活動名 高齢者疑似体験の実施 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 社団法人 長寿社会文化協会 

８ 

活動の概要 
   

高齢のお客様が快適にお買物をしていただくための配慮の体得やＣＳ向上を

目的に実施。高齢者にやさしい環境・社会作りに役立てます。 

活動名 痴呆高齢者疑似体験の実施 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 社団法人 長寿社会文化協会 

９ 

活動の概要 
   

痴呆高齢者の行動や心理面について理解し、痴呆高齢者の事故を未然に防

止する意識体得を目的に実施。 

 
ダイキン工業株式会社  
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 環境報告書 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.daikin.co.jp/social/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ダイキン工業現代美術振興財団への寄付 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ 

１ 

寄付・連携先 ダイキン工業現代美術振興財団 



 128

 活動の概要 

 

「国立国際美術館」の支援を目的とする。美術館の展示、講演会、出版事業、

さらに調査・研究などを幅広くバックアップするとともに、大阪の文化・芸術の

活性化を図る                                                       

活動名 第11回 ＥＵ・ジャパンフェストへの寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 ＥＵ・ジャパンフェスト日本委員会 

２ 

活動の概要 

 

文化芸術の交流により、日・ＥＵ間の相互理解、相互信頼の増進を促進し、世

界平和と国際協力の発展を目的として開催 

活動名 「ｐｉａ ＮＰＯ」開設への支援 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 ＮＰＯ法人 関西国際交流団体協議会 

３ 

活動の概要 

 

ＮＰＯと企業・経済団体、行政機関、高等教育機関等との協働を促進すること

により、新しい国際人の育成、新たなＮＰＯ産業の創造、国際性あふれる豊か

なコミュニティの創造を目指すため開設 

活動名 ２００３ ｉＥＡＲＮ国際会議 ｉｎ Japanへの寄付 

活動形態 ａ    

寄付・連携先 ＮＰＯ法人 グローバルプロジェクト推進機構（ＪＥＡＲＮ） 

４ 

活動の概要 

 

海外と日本の教師達が一緒になり、国際理解の推進のみならず、平和・環境

など地球規模の課題を検討する国際会議 

活動名 第32回全国アマチュアオーケストラフェスティバル大阪大会への寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (社)日本アマチュアオーケストラ連盟 

５ 

活動の概要 

 

全国のアマチュアオーケストラ楽団員が一堂に会して特別のオーケストラを編

成し、広く市民と交流する催し 

活動名 日中経済討論会２００３への寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日中経済討論会開催委員会、(財)貿易研修センター 

６ 

活動の概要 

 

成長著しい中国と関西との経済連携強化、パートナーシップ強化の一環として

開催 

活動名 人形浄瑠璃文楽「世界無形遺産」宣言記念事業への寄付 

活動形態 ａ   

寄付・連携先 (財)文楽協会 

７ 

活動の概要 

 

ユネスコ総会において伝統芸能である人形浄瑠璃文楽が「第2回ユネスコ人

類の口承及び無形遺産の傑作」の宣言を受けた。文楽の意義のアピールとと

もに関西文化の活性化に寄与するため記念事業を開催 

活動名 「朝の光のクラシック」コンサートシリーズへの協賛 

活動形態 ａ    

寄付・連携先 ハーベストコンサーツ 

８ 

活動の概要 

 

土曜日の午前中、都心部で音楽を楽しんでもらう。出演者も関西にゆかりのあ

る若手演奏家を中心に構成し、音楽家の育成も大きなねらいとする 

活動名 国際シンポジウム「21世紀の安全保障を考える」に対する寄付 

活動形態 ａ    

寄付・連携先 大阪防衛協会 

９ 

活動の概要 

 

日本の安全保障問題に対する関心を喚起し、国防への意識を高めることを目

的として開催 

活動名 五嶋みどり「スペシャル・コンサート2003」への寄付 

活動形態 ａ    

１０ 

寄付・連携先 NPO法人 ミュージック・シェアリング 
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 活動の概要 

 

第1回目を迎える今年、邦楽レクチャーコンサートの演奏家をゲストに迎えて

東京都と大阪で開催される。音楽を通じた喜びをひとりでも多くの子供達に伝

えることを目的として活動している団体 

 
ダイコク電機株式会社 
３．重点分野 〔学術･研究〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務グループ スタッフ数 ３名

D．企業財団・公益信託 〔(財) 栢森情報科学振興財団〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 (財) 栢森情報科学振興財団に対する寄付 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 (財) 栢森情報科学振興財団 

１ 

活動の概要   情報科学に関する研究と、シンポジウム開催に対する助成金の交付 

 
株式会社第三銀行 
３．重点分野 〔スポーツ、文化･芸術、地域社会の活動〕 

 

大成建設株式会社 
１．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」という経営理念を、企業市民活動において実践することが、当社

の社会交流の使命です。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

 「良き市民企業」 「芸術の支援者」 「社員と社会の架け橋」 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会交流センター スタッフ数 ４名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団・公益信託 〔公益信託大成建設自然・歴史環境基金〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、青年海外協力隊休職、V情報提供、V機会提供、施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔大成建設環境・社会報告書 ２００４〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔大成建設の社会交流の１年〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：http://www.taisei.co.jp/galerie/index.html       http://www.taisei.co.jp/kikin/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 展覧会活動 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
 

「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。 

活動名 環境団体支援活動 ２ 
活動形態 a 
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寄付･連携先 公益信託大成建設自然・歴史環境基金  
活動の概要 

 
自然環境の保全や歴史環境の維持等の研究及び活動をおこなっている団体

に対し、年度ごと２０件程度、１,５００万円の助成をしている。 

活動名 美術展、コンサート等の開催支援 

活動形態 a、ｈ 

寄付･連携先 各美術館、日本フィル、日本音楽文化交流協会など 

３ 

活動の概要 
 

美術展覧会、各種演奏会、コンサート公演の協賛や建築展の企画協力や広

報活動の支援。 

活動名 社会福祉系アート活動の支援 

活動形態 a、ｂ、ｃ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先 社会福祉法人 たんぽぽの家、エイブル・アート・ジャパンなど 

４ 

活動の概要 各種障害者の芸術表現活動や展覧会開催の支援。 

活動名 地域祭事や社会福祉イベントへの協賛・協力 

活動形態 a、ｂ、ｃ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 
 

協賛寄付、賞品寄贈だけでなく、地域のお祭りに社員が参加したり、イベント

を支えるボランティアとしての参加など。 

活動名 不使用品の提供活動 

活動形態 ｂ、ｈ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 社内で使用しなくなったパソコン、事務機器、家具などを、必要とするＮＰＯ 

団体等へ無償提供。 

 
大同生命保険株式会社 
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

「私たちは社会の一員として社会の健全な発展に貢献します」 

３．重点分野 〔社会福祉、学術･研究、地域社会の活動 〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報部 スタッフ数 ２名

D．企業財団・公益信託 〔(財) 大同生命厚生事業団、(財) 大同生命国際文化基金〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔大同生命社会貢献の会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 Ｖ登録、 Ｖ研修、 退職者Ｖ支援、 

地域貢献運動、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放、 その他 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  〔社会貢献活動報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「全国障害者スポーツ大会」への特別協賛 

活動形態 a、ｂ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 (財) 日本障害者スポーツ協会 

１ 

活動の概要 
 

障害者に対する理解を深め、障害者の社会参加推進に寄与する大会の運

営・支援活動に参加。 

活動名 障害者小規模作業所へ寄付活動 

活動形態 a、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 社会福祉協議会 

２ 

活動の概要 
 

主に全国各地にある知的障害者の共同作業所へ現金を寄付するとともに、交

流会に参加。 
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活動名 使用済み切手・プリペイドカード等の収集活動 

活動形態 ｂ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 トゥギャザー 

３ 

活動の概要 
 

知的障害者作業所に製作依頼した収集箱を購入して、全国の事務所に設置

し、収集活動を推進。 

活動名 身体障害者の一日外出支援活動 

活動形態 a、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 社会福祉法人 身体障害者自立協会 

４ 

活動の概要 
 

日頃、外出する機会の少ない身体障害者の一日外出活動に参加。 

活動名 チャリティーバザーの開催 

活動形態 a、ｂ、ｃ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 あしなが育英会 

５ 

活動の概要 
 

親を亡くした遺児の支援活動に全額を寄付。 

 

活動名 アジア地域への支援活動 

活動形態 a、ｂ、ｆ 

寄付･連携先 社団法人 アジア協会アジア友の会 

６ 

活動の概要 
 

アジア各国に安全な水を供給したり、子どもたちの教育支援活動に取り組む

団体に寄付。 

活動名 ビーチクリーンアップ活動 

活動形態 ｇ、ｈ 

寄付･連携先 クリーンアップ関西事務局 

７ 

活動の概要 
 

単にゴミを拾うだけではなく、ゴミの調査で散乱ゴミ問題の解決に役立つ活動

に参加。 

 

大同特殊鋼株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 環境報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.daido.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 クラシック「名演奏家シリーズ」に協賛 

活動形態 ｇ 
寄付･連携先 中部日本放送（株） 

１ 

活動の概要 
 

中部日本放送（株）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。 

活動名 秋の祭典 

活動形態 ｃ、ｄ 
寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
 

工場グランドを開放し、周辺学区住民と合同で祭典を開催 

バザー、模擬店等の運営を全て社員で実施。 

 

大日本印刷株式会社  
３．重点分野 〔文化･芸術〕 

５．社員のボランティア活動支援策 
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地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 地域美化活動 

活動形態  ｄ 

寄付・連携先  

１ 

活動の概要 各事業場周辺地域の美化活動を自主的に実施（月１回～年数回） 

活動名 グラフィックデザインギャラリーの運営 

活動形態 ｅ、ｆ 

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 銀座ggg、堂島ddd、須賀川市CCGAにて定期的に企画展を開催 

活動名 フラワーファンタジア2003協賛費 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 新宿フラワーファンタジア運営委員会 

３ 

活動の概要 

 

来街者とのコミュニケーションを通じて元気のある新宿をアピールすることを目

的に「新宿芸術天国パレード」「ヘブンアーティスト新宿」「新宿芸術天国フェス

タ」実施。 

活動名 日本経団連自然保護基金寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本経団連自然保護協議会 

４ 

活動の概要 

 

生物多様性の保護を主な目的として、国内外の環境NGOに対し、企業からの

寄付金を原資として支援を行っている。 

活動名 WWF基金 

活動形態 ａ   

寄付・連携先 （財）世界自然保護基金ジャパン 

５ 

活動の概要 
 

WWFはスイスに本部を置く世界最大の自然保護団体で、絶滅の恐れのある野

生生物の保護と熱帯林等の生態系の保護に取り組んでいる。 

活動名 社内施設開放 

活動形態 ｃ 

寄付・連携先 新宿区市谷地域町会及び諸団体 

６ 

活動の概要 市谷工場敷地内の会議室を周辺住民に集会、会議目的で開放している。 

活動名 児童公園開放 

活動形態 ｃ 

寄付・連携先 地域住民 

７ 

活動の概要 
 

新宿区市谷納戸町に公園をつくり、若葉児童公園として地域に開放している。

活動名 野良猫避妊手術支援 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 箪笥地区町会連合会 

８ 

活動の概要 
 

野良猫の増殖を防ぐために不妊手術を実施し、目印として術後の猫の耳にピ

アスをつけている。 

活動名 大学院環境情報研究助成 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 横浜国立大学 

９ 

活動の概要 
 

横浜国立大学大学院環境情報研究院浦野紘平教授に対する研究助成として

寄附金を給付している。 
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大日本塗料株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会福祉法人「無憂園」への援助。乳幼児の保育と就学児童の補導育成の一助となる。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

毎年300万円を活動事業資金として寄付。 

３．重点分野 〔地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 スタッフ数 ２名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔ディーエヌティ・ボランティア推進ネット〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ登録、 V機会提供 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 社会福祉活動 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 社会福祉法人 無憂園 

１ 

活動の概要 

   
乳幼児の保育と就学児童の補導育成の一助として毎年300万円を活動事業

資金として寄付する。 

活動名 ボランティア活動 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 社会福祉法人 イエス団（光保育園） 

２ 

活動の概要 

   
地元、社会福祉法人の運営する保育園の建物の空内塗替作業を行ってい

る。 

 
ダイハツ工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会への貢献を企業活動の根底に据え、時代が求める新しい価値を創り出し、 

社会から共感と敬愛が得られる「魅力溢れる企業」を目指す。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

常に、「お客様第一」の心で業務に精励すると共に、「良き市民」として、より一層 

地域社会からの信頼を得ることができるように行動する。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務･人事部 総務室 スタッフ数 ２名

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ表彰、 Ｖ登録、 Ｖ研修、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：http://www.daihatsu.co.jp/info/syakai/index.htm  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ダイハツエンゼル車提供制度 

活動形態 ｂ、ｇ 

寄付・連携先 池田市 

１ 

活動の概要 

 

池田市在住の市民で、第４子を出産されたご家庭へ当社製軽自動車を、３年

間無償で貸与。 
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活動名 クリーンアップ活動 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 

 

１９９９年より毎月第２金曜日早朝７：４０～、通勤路・事業場周辺の清掃活動

を、従業員ボランティアで実施 

活動名 五月山下草刈りボランティア 

活動形態 ｄ、ｇ、ｈ 

寄付・連携先 池田サラリーマンＯＢ会、池田市役所、池田銀行 

３ 

活動の概要 

 

春・秋の２回／年、地元企業サラリーマン及びＯＢが主体となり、環境保全の

一環として、五月山の下草刈りボランティアを実施 

活動名 障害者支援バザー 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付・連携先 池田市手をつなぐ親の会、ダイハツ労働組合 

４ 

活動の概要 

 

労使共同で、従業員より家庭の不要品を回収し、それをバザー会場にて従業

員ボランティアが販売。売上金を全額「親の会」へ寄付。 

活動名 サウンドピクニック ｉｎ 猪名川 

活動形態 ａ、ｃ 

寄付・連携先 財)いけだ市民文化振興財団 

５ 

活動の概要 

 

本社工場横のグラウンドで開催される、野外ジャズ音楽祭への協賛及び、当

社従業員駐車場の無償貸与 

活動名 池田スポーツフェスティバル 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ 

寄付・連携先 池田市教育委員会、池田市体育連盟 

６ 

活動の概要 

 

本社工場横のグラウンドで開催される、市民マラソン大会への協賛及び、当

社従業員駐車場の無償貸与。また、当社陸上競技部の選手も５ｋｍコースへ

参加し市民の方と一緒にマラソンを楽しむ。 

活動名 地域行事への協賛・協力 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ 

寄付・連携先 池田市、川西市、竜王町、大山崎町 

７ 

活動の概要 

 

各工場地元の地域行事（祭り・伝統行事・フェア）等への協賛及び、当社施設・

車両の無償貸与。また、従業員も参加し行事運営へ協力。 

活動名 工場行事の開催・施設開放 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先 各工場地元地域自治会・地域会 

８ 

活動の概要 

 

各工場が主催する行事（さくら祭、つつじ祭、夏祭、アイコン祭）へ地元地域市

民に工場を開放し、従業員主催のイベントへ参加してもらう。 

 

太平洋工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会的責任を全うすると共に、地域社会に「信頼される企業・企業人」であり続け、地域の活性化に全力

で取り組みます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・ 科学技術に関する学術・教育研究者への助成 

・ 環境、福祉、芸術・文化、スポーツ振興等への支援 

・ 従業員ボランティアの積極的実施 

などにより、地域社会とのコミュニケーション・相互理解を深め、継続的な地域社会貢献活動に取り組み

ます。 
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３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ、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、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部、人事部、各工場管理部 スタッフ数 名

D．企業財団・公益信託 

Ｅ．社員によるボランティア組織等〔 ボランティアクラブ 〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

 Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

    ＵＲＬ：  http://www.pacific-ind.co.jp/ （一部） 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 （財）小川科学技術財団による助成 

活動形態 ａ、ｆ 
寄付･連携先 岐阜県内の学術研究機関への助成 

１ 

活動の概要 毎年の助成応募の中から助成対象を選考し、助成金交付 

活動名 各種団体等への寄付 

活動形態 ａ   
寄付･連携先 地域の各種団体 

２ 

活動の概要 環境、福祉、芸術・文化、スポーツ振興等の各種団体への寄付 

活動名 各種クリーン作戦への参加 

活動形態 ｄ   
寄付･連携先 各工場所在地 

３ 

活動の概要 地域一帯の清掃活動等への参加 

活動名 災害義捐金募金 

活動形態 ａ、ｆ 
寄付･連携先 義捐金取り扱い機関 

４ 

活動の概要 大災害発生時の募金活動 

 

大豊建設株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

 企業の総合力発揮により、社会のそれぞれの地域に寄与し、その地域社会から真に信頼される 

 会社であること。 

２．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。 

３．重点分野 〔社会福祉、教育･社会教育、災害救援〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ２００５年愛知万博会場建設費募金 

活動形態 ａ   
寄付･連携先 日本国際博覧会協会 

１ 

活動の概要 ２００５年愛知万博会場建設費募金に対する寄附 

活動名 「エポック立命２１」建設事業 

活動形態 ａ   
寄付･連携先 学校法人 立命館 

２ 

活動の概要 設備充実資金の寄附 

活動名 マダガスカル国サイクロン災害に対する援助 

活動形態 ａ   
３ 

寄付･連携先 マダガスカル国 
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 活動の概要 マダガスカル国で発生した、サイクロンElitaによる災害に対する緊急援助 

として、同国に対し援助資金の寄附を行った。 

 
大陽日酸株式会社 
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

当社の社業と体力に合った、当社にふさわしい内容の活動を継続して実施する。 

３．重点分野 〔学術･研究、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 経営企画・総務本部 広報部 スタッフ数 ４名

６．社会貢献活動に関する情報開示 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔記念館のしおり〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 サッカー教室の開催 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 千葉市サッカー協会 

１ 

活動の概要 
   

主催大会であるセルジオサッカークリニックを初めとして、ミニサッカー大会等

5つの大会に協賛している。 

活動名 日本酸素記念館の一般開放 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
   

弊社山梨事業所内に工業ガスの歴史を物語る機器文献等を公開。一般にも

無料で見学開放している。 

 
株式会社大和証券グループ本社 
１．社会貢献のミッションや目標 

大和証券グループ本社は、企業市民として、グローバル／地域コミュニティの課題に積極的に取り組み、

持続可能な社会の担い手となる。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

大和証券グループの企業市民活動は①社員のボランティア活動支援、②地域社会との共生、③財団に

よる継続的支援を中心に、以下の３分野において活動を実施 

●経済・金融教育・・・経済・金融に関する教育機会の提供・社員の派遣等 

●文化・芸術・・・文化・芸術事業への協賛 

●健康・福祉・・・財団（大和証券ヘルス財団、大和証券福祉財団）を通じた助成活動 

３． 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〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ室（旧社会貢献室） スタッフ数 １０名

D．企業財団・公益信託 〔大和証券ヘルス財団、大和証券福祉財団、大和日英基金〕  

５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献運動：、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔持続可能性報告書〕 

Ｄ． ホームページに企業市民活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.daiwa.jp//branding/kouken/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

１ 活動名 寄付金 
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活動形態 ａ、ｆ 

寄付・連携先 大和証券ヘルス財団 

 

活動の概要 
 

生活習慣病の予防、治療に関する研究助成、医療関係者を対象に1件100万

円、30件。 

活動名 寄付金 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付・連携先 大和証券福祉財団 

２ 

活動の概要 福祉・医療分野におけるボランティア活動への助成。2003年度はボランティア

活動へ220件、調査・研究へ1件、総額5,000万円を助成。 

活動名 寄付金 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付・連携先 大和日英基金 

３ 

活動の概要 日本と英国の相互理解を促進する活動を対象に助成。また、英国の次世代を

担う青年層を日本に招き、日本の政治、経済、文化を理解できる人材を育成

するため、日本語学習と専門分野の研修を実施する大和スコラー制度（奨学

生）を設けている。 

活動名 寄付金 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付・連携先 日本赤十字社 

４ 

活動の概要 2003年12月のイラン地震に対し、社員からの善意として145万円の募金を寄

付。 

活動名 巨樹･巨木保護活動 

活動形態 ａ、ｆ、ｉ   

寄付・連携先 巨樹･巨木保護中央協議会 

５ 

活動の概要 
 

林野庁などが中心となり推進している国有林内の代表的な巨樹・巨木を対象

とした募金活動で、書損じはがき等を収集し、18万円を寄付。 

活動名 高尾山での林間教室 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付・連携先 林野庁 

６ 

活動の概要 高尾山での間伐作業を社員やその家族、ＯＢ等で体験。 

活動名 九十九里浜のクリーンアップ活動 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付・連携先  

７ 

活動の概要 
 

千葉県白子町の九十九里浜のクリーンアップ活動を、新入社員を中心とした

235名で実施。 

活動名 手話教室 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ、ｉ   

寄付・連携先  

８ 

活動の概要 
 

毎月2回、社員、家族、友人等を対象に、東京、大阪、名古屋で手話教室を実

施。 

活動名 麻布十番納涼まつり 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付・連携先 麻布十番商店街組合 

９ 

活動の概要 
 

8月下旬に開催される商店街の納涼まつりに社員、家族が参加し、清掃、チャ

リティ広場での募金寄付、アナウンス等をサポート。 

活動名 サマワの子どもたちに文具のプレゼント 

活動形態 ｂ、ｄ 

１０ 

寄付・連携先 サマワの子ども 



 138

 活動の概要 
 

イラク・サマワの子どもたちに社員から文房具を贈る活動。鉛筆666本、クレヨ

ン15セット、消しゴム132個、ボールペン95本、ノート52冊が寄せられた。 

 

大和ハウス工業株式会社 
３．重点分野 〔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〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境･社会報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 小中学校の「総合学習の時間」の支援 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 小・中学校 

１ 

活動の概要 
   

WEBサイト「総合学習のネタ．net」の提供とそれをきっかけに寄せられる支援要

請への対応、教材の無償提供、年度中の活動団体数55団体。 

活動名 地域清掃への協力 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 地方自治体との協働または自主的活動 

２ 

活動の概要 
   

千代田区、川越市（彩の国ロードサポート）、郡山市（アイラブロード事業）など

105事業所のうち62ヶ所で実施。 

活動名 インターシップの実施 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 
   

関東圏の学生22名（大東文化大、成蹊、中央、駒沢、法政、国士館、工学院の2

～3回生）を受け入れ、就業体験など。 

活動名 教員長期社会体験研修の受け入れ 

活動形態 ｃ、ｄ 

寄付･連携先 県教育委員会 

４ 

活動の概要 
   

具体例として奈良県教育委員会より2名13日間、教員を受け入れ、工場、展示

場、支店の業務を経験して頂くなどの実績があります。 

活動名 ケナフ紙すき教室（環境教育）の実施 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 地元の小学校 

５ 

活動の概要 
   

①当社工場内で環境に関する基礎知識の教育。②工場内で栽培したケナフか

ら採取したパルプを使った紙すき体験。 

活動名 「クリムト1900年ウィーン美神展」への協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 読売新聞大阪本社 

６ 

活動の概要   美術展への協賛。 

活動名 第4回「あべの文楽」への協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 「あべの文楽」実行委員会 

７ 

活動の概要   「あべの文楽」公演への協賛。 

活動名 「ベンチャー2003KANSAI」への協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本経済新聞社 

８ 

活動の概要   ベンチャービジネスの育成･支援を目的としたイベントの協賛。 

活動名 人形浄瑠璃文楽「世界無形遺産」宣言記念事業への賛助 

活動形態 ａ 

９ 

寄付･連携先 (財) 文楽協会 
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 活動の概要 
   

人形浄瑠璃文楽がユネスコ総会にて世界無形遺産として広く宣言されたことを

受けて行う記念事業への賛助。 

活動名 総合技術研究所での見学受け入れ 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

１０ 

活動の概要   当社研究施設である「総合技術研究所」における見学の受け入れ。 

 

株式会社高岳製作所 
５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職 

 

高砂熱学工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

社是・・・人の和と創意で社会に貢献。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

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。 

３．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〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 環境報告書 「GREEN AIR」 〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 東京フィルハーモニー交響楽団 特別会員 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 新星東京フィルハーモニー交響楽団   

１ 

活動の概要 上記楽団の活動への芸術文化事業支援。 

活動名 原美術館メンバーズシップ 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 原美術館 

２ 

活動の概要 

 

上記美術館は日本でも数少ない現代美術の専門館であり、その現代美術への

普及理解に務めている芸術文化活動を支援。 

 
武田薬品工業株式会社 
２．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の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。 

（武田薬品コンプライアンス・プログラムより抜粋） 

３．重点分野 〔健康･医学、スポーツ、学術･研究、文化･芸術、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 コーポレート･コミュニケーション部 スタッフ数 ２名

D．企業財団・公益信託 〔（財）武田科学振興財団、（財）尚志社〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔タケダフィランネット〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ表彰、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 タケダグローバルコンサート 

活動形態 ｆ   

寄付・連携先 ロンドン交響楽団 

１ 

活動の概要 

 

1989年よりロンドン交響楽団に協賛しており、今回は6回目。2003年1月に米

国で公演5回、3月に日本で公演8回を実施した。 

活動名 北海道マラソン 

活動形態 ｆ   

寄付・連携先 （財）北海道陸上競技協会他 

２ 

活動の概要 

 

「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

「武田ファミリーマラソン」に協賛している。 

活動名 ピーターパン・シンポジウム 

活動形態  ｆ    

寄付・連携先 ピーターパンこども基金 

３ 

活動の概要 

 

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」への協賛している。 

活動名 ジュニアサッカー大会 

活動形態  ｆ  

寄付・連携先 読売新聞 

４ 

活動の概要 小学生のサッカー大会に協賛 

活動名 よみうり健康講座 

活動形態  ｆ    

寄付・連携先 読売新聞 

５ 

活動の概要 読売新聞主催の健康講座に寄付 

活動名 新国立劇場の運営協賛 

活動形態  a 

寄付・連携先 （財）新国立劇場運営財団 

６ 

活動の概要 オペラ、ダンス、劇などの総合的劇場である新国立劇場の運営資金を協賛 

 
株式会社武富士 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会的利益に適う価値の創造・提供が第一の社会貢献と考え、お客様や投資家の皆様を始めとする社

会の皆様から、「心より愛される武富士」を目指し、企業市民にとしてより良き社会の実現に努めます。ま

た、公正な企業行動と社会との調和に心掛け、環境に配慮した事業活動に努めます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

平成16年4月に社会貢献室を新設。従来の災害時の救済措置や義援金の拠出、盲導犬育成事業への

寄付、国際文化交流への助成、青少年向けバレーボール教室の開催に加え、平成16年度から店舗周辺

の定期清掃、福祉施設への献品や養護施設の子どもたちへの支援など、社員参加や日常業務に密接に

関わる活動のメニューを増やし、「私たちができる社会貢献活動」への取り組みを一層強化、推進してま

いります。 

３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ、環境、地域社会の活動、国際交流･協力、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名  社会貢献室 スタッフ数 ３名

D．企業財団・公益信託 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.takefuji.co.jp/corp/b00.shtml 
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 盲導犬育成団体への支援 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (財) 北海道盲導犬協会他全国の盲導犬育成協会８団体 

１ 

活動の概要 
 

盲導犬育成団体への寄付活動を通して視覚に障害のある方々の社会参加を

支援しています。 

活動名 災害救援 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 北海道、宮城県、熊本県、福岡県共同募金会 

２ 

活動の概要 台風、地震、豪雨災害時に各々義援金を贈りました。 

活動名 Ｖリーグ所属女子バレーボールチーム「武富士バンブー」の運営 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

３ 

活動の概要 
 

日本の女子バレーボール復活の貢献を目標にバレーボールチームの運営に

取り組んでいます。 

 
株式会社タチエス 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 昭島市民くじら祭大会実行委員会 

活動形態  ａ 

寄付･連携先 昭島市商工会 

１ 

活動の概要 
 

市民のふるさと意識の高揚と連帯を深め、親しみと思いやりの心を培うことが

明日の昭島を担い、活力ある文化都市を築く礎になることを期待し、毎年行わ

れる。 

活動名 ひまわりの家 

活動形態  ａ 

寄付･連携先 ひまわりの家 

２ 

活動の概要 
 

重度肢体不自由者通所授産施設として、15名の方が通所しております。授産

の主なものは木工製品と名刺、竹炭、農作物などです。 

活動名 日本ユニセフ協会 

活動形態  ａ 

寄付･連携先 日本ユニセフ協会 

３ 

活動の概要 
 

世界の子どもたちの生存・発達・保護・参加の基本的人権を守るために活動

を続けています。 

活動名 赤い羽根共同募金 

活動形態  ａ 

寄付･連携先 中央共同募金 

４ 

活動の概要 
 

寄付金は全国9万件の社会福祉活動や草の根ボランティア活動に活用してい

ます。 

 

田辺製薬株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・社会活動報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔MSCボランティアサロン（パンフレット）〕 
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Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.tanabe.co.jp/kaishajoho/shakaikouken/index.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＭＳＣボランティアサロン 

活動形態  ｆ 

寄付・連携先  

１ 

活動の概要 

 

各種ボランティア団体の活動事例、生活に役立つ講和、音楽、健康をテーマと

した講演会、交流会を開催 

活動名 稀少難病患者団体への寄付 

活動形態  ａ 

寄付・連携先 社会福祉法人 復生あせび会（中央共同募金会を通じて） 

２ 

活動の概要 相談事業への寄付 

活動名 医薬品の寄贈 

活動形態  ｂ 

寄付・連携先 社会福祉法人 こどもの国協会 

３ 

活動の概要 毎年夏を迎える前に、こどもの国へ医薬品、衛星用品等の寄贈を行っている 

活動名 労働組合による海外ＮＰＯ活動支援 

活動形態  ａ 

寄付・連携先 NPO法人 ワールド・ビジョン・ジャパン 

４ 

活動の概要 

 

NPO法人を通じ、ミャンマー・タバウン地区の農村支援プログラムを支援。校

舎改修、机・ノート等の支援、保健衛生教育等の実施 

活動名 屋上緑化と施設公開 

活動形態  ｃ 

寄付・連携先  

５ 

活動の概要 

 

本社屋上約100坪を緑地として整備し、ヒートアイランド現象抑制に寄与。毎週

一般公開を行っている。 

 
株式会社ＷＤＩ 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 JF愛の募金活動 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ協会 

１ 

活動の概要 関東の直営店に募金箱を設置。（期間：11月上旬～12月末） 

 

株式会社タムラ製作所 
１．社会貢献のミッションや目標 

私たちは、社会的な責任を大切にする。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

私たちは、自分の仕事や行動に責任をもち、信頼をいただいている株主・協力会社そして事業を営む国

および地域社会に対し、正直かつ公正に対処します。また、環境問題への取組みはグループ存続の条

件と認識し、積極的に行います。 

３．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〕 

４．推進体制 

B．社内横断的推進組織 〔ISO14000推進事務局〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 
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Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.tamura-ss.co.jp/  

 
株式会社千葉銀行 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.chibabank.co.jp/ （地域の皆さまとともに・・・） 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ちばぎんひまわりコンサート 

活動形態 ａ、ｆ、ｈ   

寄付･連携先 自主運営 

１ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 ちばぎんアートギャラリー 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ、ｆ    

寄付･連携先 自主運営 

２ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 ちばぎんフィルムライブラリー 

活動形態 ａ、ｆ   

寄付･連携先 自主運営 

３ 

活動の概要 
 

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出し。 

活動名 千葉県少年野球大会、千葉県ユースサッカー選手権大会に協賛 

活動形態 ａ、ｇ、ｈ   

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 
 

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。開会

式では当行のクラブサークルが演奏。 

活動名 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   

寄付･連携先 ちばぎんＪＣＢカード,ちばぎんＤＣカード 

５ 

活動の概要 
 

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、柏市内の障害者を招待。 

活動名 緑化活動 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ   

寄付･連携先 自主運営 

６ 

活動の概要 
 

富津市鬼泪山の「ちばぎんの森」にヒノキの苗木3,600本を植樹、植樹後も下

草刈り、つる払いを実施。市川市の大洲防災公園にも400本の樹木を寄与。 

活動名 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   

寄付･連携先 千葉産業人クラブ 

７ 

活動の概要 
 

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。 
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中外製薬株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

わたしたちは「世界の医療と人々の健康に貢献する｣ことを存在意義(ﾐｯｼｮﾝ)として企業活動を行うなか

で、人々がより豊かに、より幸せに暮らせる社会の実現に向けて社会貢献活動にも積極的に取り組んで

います。 

わたしたちは社会の良きパートナーとなり、社会からの信頼を得ることを大切にしたいと考えます。そのた

めによりよい社会づくりの一翼を担おうとする姿勢をもち、また社員の一人ひとりが社会に役立つ企業で

働いているという“誇り”をもつことに意義を見出します。そして、さまざまな形の活動を通して、社会の発

展に寄与し、社会とともに成長していく企業を目指します。 

２．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理念） 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。 

（社会貢献活動の基本方針） 

①会社、そして社員一人ひとりが自発的に活動に取り組み、よりよい社会づくりに貢献します、②いの

ちに貢献する製薬企業として長年培ってきた知識・ﾉｳﾊｳ・ﾈｯﾄﾜｰｸを活用した活動を積極的にすすめま

す、③長期的な視点をもち、継続性を重視して活動に取り組みます、④主体性、独自性のある活動を

行います 

３．重点分野 〔社会福祉、健康･医学、学術･研究、教育･社会教育、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会責任推進部(2004/10/1以降) スタッフ数 ３名

B．社内横断的推進組織 〔社会責任推進委員会〕 

D．企業財団・公益信託 〔(財)東京生化学研究会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 環境報告書 〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ホセ・カレーラス テノール・リサイタル～いのちのボランティア～協賛 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 （財）骨髄移植推進財団 

１ 

活動の概要 

 

社会貢献の一環として白血病などの重い血液の病気に苦しむ患者さんへの

支援と救済を目的とするチャリティコンサートへの協賛を行っています。 

活動名 中外製薬 Presents／ﾆｭｰﾖｰｸ･ｼﾝﾌｫﾆｯｸ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ ﾁｬﾘﾃｨｺﾝｻｰﾄ 共催 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 藤枝市 

２ 

活動の概要 

 

当社の工場所在地である静岡県藤枝市との共催のもと、地域密着型のチャリ

ティコンサートを2003年7月に開催しました。（なお、本コンサートはﾆｭｰﾖｰｸ･ｼ

ﾝﾌｫﾆｯｸ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙの日本公演の一環として開催されました） 

活動名 （財）東京生化学研究会に対する事業資金の寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 （財）東京生化学研究会 

３ 

活動の概要 

 

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ます。 
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中国電力株式会社 
１．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組んでいる。 

２．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，社会貢献を単なる善意と考えず，社会への投資としてとらえ，地域社会のニー

ズに即した活動を推進し，地域社会の信頼を得て競争社会を生き抜く活力源とする。 

３．重点分野 〔社会福祉、教育･社会教育、環境、〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ推進部門 

ＣＳＲ推進室 企業文化担当 

スタッフ数 ６名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団・公益信託 〔（財）エネルギア文化・スポーツ財団、（財）中国電力技術研究財団 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ登録、 地域貢献運動、 V情報提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 ２００４エネルギア環境経営報告書 〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔 中国電力の社会貢献活動 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.energia.co.jp/energiaj/company/social.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 海外留学生支援チャリティー「エネルギア・ドリームコンサート」 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付・連携先 寄付先：（財）ひろしま国際センター，（財）広島平和文化センター 

連携先：広島交響楽団 

１ 

活動の概要 

 

地域文化の向上を目指し，在広楽団である広島交響楽団を支援するととも

に，在広留学生支援を目的として会場内でチャリティー募金を実施 

活動名 森の体験楽
・

校 

活動形態 ｃ、ｇ 

寄付・連携先 連携先：（財）オイスカ広島支局 ，広島県キャンプ協会，広島県森林インストラ

クター連絡協議会，ひろしま人と樹の会，もりメイト倶楽部 Hiroshima 

２ 

活動の概要 

 

110名の親子を対象に森の持つ意義や大切さを学んでもらうため，当社所有

の水源かん養林において間伐作業・植樹・木工教室等を体験してもらう。 

活動名 長島の野鳥を観る会 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

３ 

活動の概要 

 

当社発電所敷地内において地元小学生５０名を対象に野鳥観察会を開催。当

社作成の野鳥リーフレットを活用し，野鳥インストラクター指導により実施 

活動名 里親（アダプト）・マイロード制度による公園・道路・河川等の清掃・美化活動 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 連携先：国土交通省・地方公共団体等 

４ 

活動の概要 

 

国や地方自治体等と里親・マイロード制度を締結し，事業所近隣の道路や公

園の定期的な清掃・美化活動を実施（８ヶ所・１０事業所で実施） 

活動名 社会福祉施設・一人暮らし高齢者宅での電気設備点検・清掃活動 

活動形態 ｇ 

５ 

寄付・連携先 連携先：社会福祉協議会等 
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 活動の概要 

 

社会福祉施設や一人暮らし高齢者宅を訪問し，電気設備点検や清掃活動を

実施した。（福祉施設・・36事業所が実施，高齢者宅・・14事業所が実施） 

活動名 高齢者向けパソコン教室の実施 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

６ 

活動の概要 

 

高齢者福祉施設の高齢者を対象にパソコン教室を開催し，パソコン操作の基

礎の習得や年賀状製作等を学んでいただいた。 

活動名 学校・社会福祉施設等への植樹・花の苗の寄贈 

活動形態 ｂ、ｄ 

寄付・連携先 寄付先：学校・社会福祉施設 

７ 

活動の概要 

 

学校・社会福祉施設等へ植樹および花の苗の寄贈をした。（２１事業所が実

施） 

活動名 児童相談所に対して図書の寄贈 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付・連携先 寄付先：児童相談所 

８ 

活動の概要 

 

社員に子ども用のビデオ・書籍等の提供を呼びかけ収集し，児童相談所へ５

４３点を寄贈しました。 

活動名 出前授業「環境・エネルギー教室」の実施 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付・連携先  

９ 

活動の概要 

 

小学校～大学までの学校側からの要請より社員が学校に出向き，環境・エネ

ルギーについての授業を行なった。（約１５０回・約６,５００人） 

活動名 エネルギア・ボランティア人材バンク（ボランティア登録制度）の運用 

活動形態 ｈ 

寄付・連携先  

１０ 

活動の概要 

 

社員が知識や技術を会社に登録し，地域の各団体からの要請を受け，ボラン

ティアを行なう。（登録者：８３名，活動件数：２１件） 

 
（株）中電工 
３．重点分野〔地域社会の活動〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

 Ｖ休暇、地域貢献運動、施設開放 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 真心旬間 

活動形態  ｆ  
寄付･連携先  

１ 

活動の概要 地域社会への貢献活動を各地域において実施するもので、具体的には、街

路灯・防犯灯・信号機等の点検・清掃や老人世帯・老人ホーム・公共施設の

電気・空調設備の点検・清掃を行う。 

 
ＴＩＳ株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ. ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.tis.co.jp  (会社概要／社会とのかかわり)  



 147

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 リユースPC寄贈プログラム 

活動形態 ｂ、ｇ 

寄付・連携先 NPO「イーエルダー」 

１ 

活動の概要 
 

グループ企業内で使用していたPCを再生し、NPO「ｲｰｴﾙﾀﾞｰ」が展開する「ﾘﾕｰ

ｽPC寄贈ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」を通じ現物寄付を行う。 

活動名 神戸市福祉施設へのスポーツ観戦機会を寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 神戸市福祉課 

２ 

活動の概要 
 

神戸市内の福祉施設や青少年団体にYahoo！BBスタジアムの年間シートを寄

贈しスポーツ観戦の機会を与える。 

活動名 (財)日本経団連国際協力センター 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 NICC 

３ 

活動の概要 
 

ｱｼﾞｱの開発途上国の経営幹部の人材育成事業、労使関係の安定化、経済発

展、相互の人的交流など。 

活動名 日本フィルハーモニー交響楽団特別会員 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 － 

４ 

活動の概要 我が国の芸術文化発展に貢献。 

活動名 ボランティア休暇 

活動形態 ｈ 
寄付・連携先 － 

５ 

活動の概要 ボランティア実施を目的とした年次有休休暇の支給。 

 
ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

DHLは、常に品質・サービスにおいてマーケットのリーダーとして、お客様に最も信頼されるグローバル 

エクスプレス ロジスティクス パートナーであり続けます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

社会的な意義があるのも、また国際間の友好を深めるもので「子どもの健全な育成」「地域社会への貢

献」「環境問題への取り組み」「災害時などの緊急支援」の4つの分野に当てはまるものが対象となりま

す。ただし、政治的、宗教的な意味合いの強い活動については対象となりません。 

３．重点分野  〔教育･社会教育環境地域社会の活動、国際交流･協力、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 コミュニケーションサービス スタッフ数 ２名

５．社員のボランティア活動支援策 

V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  www.dhl.co.jp      

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 シェラレオネの子どもたちへ文房具輸送支援 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 ピース ウィンズ・ジャパン 

１ 

活動の概要 

 

ピース ウィンズ・ジャパン(PWJ)が実施するアフリカ・シエラレオネ共和国難民

キャンプの子どもたちへの支援プロジェクトに参加し、文房具を輸送。 
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活動名 発展途上の子どもたちへギフト輸送 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 フォスター・プラン 

２ 

活動の概要 

 

フォスター・プランに協力し、支援者から寄付されたギフトを発展途上国の子供

たちへ輸送。 

活動名 水辺の安全を守る活動支援 

活動形態 ａ、ｇ、ｈ 

寄付・連携先 日本ライフセービング協会 

３ 

活動の概要 

 

命の尊さを追求しつづける日本ライフセービング協会に協力し「We Deliver 

Safer Beaches（もっと安全に楽しめるビーチをお届けします）」というキャッチフ

レーズのもと、水辺の事故ゼロを目指した教育、支援活動をサポート。 

 
帝人株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ表彰 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔帝人グループ環境・社会報告〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.teijin.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 帝人奨学会 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
   

理系大学院生に対する奨学金の貸与。1９５３年以来１，３７１名の奨学生を支

援し、科学技術者の育成に貢献。 

活動名 オランダ「ヘルダーオーケストラ」への支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要   テイジントワロンの所在地にあるオーケストラの活動支援。 

活動名 アマチュア・スポーツの支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 
   

全国高校サッカー選手権､アメリカンフットボール日本選手権、日本車椅子バ

スケット選手権の各大会、ジャパンパラリンピックの各種目への協賛。 

 
鉄建建設株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名  

活動形態 ａ 

寄付･連携先 東日本鉄道文化財団 

１ 

活動の概要   鉄道を通じた地域文化の振興、鉄道に係る国際文化交流活動の推進。 

活動名  

活動形態 ａ 

寄付･連携先 2005日本国際博覧会協会 

２ 

活動の概要 
   

「自然の叡智」に学んで創る新しい文化・文明の在り方と21世紀社会モデルを

多彩な文化交流を通して実現する。 
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テルモ株式会社 
１．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。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

当社の企業理念「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、患者さんや医療関

係者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ます。 

３．重点分野 〔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、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 環境推進室 スタッフ数 ５名

B． 社内横断的推進組織： 環境委員会社会貢献部会 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：                                    

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 クリスマスイルミネーション 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 ピースハウス病院 

１ 

活動の概要 
 

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、花火を使ったイルミネーションを実施。 

活動名 各工場、研究開発センターの見学応対 

活動形態 e 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
 

地元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。 

活動名 施設開放 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 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。 

活動名 献血 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

４ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 各種クリーン作戦を企画・実施 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 
 

多摩川や神奈川県の二宮海岸、その他工場近隣などの清掃イベントを企画・

実施。 

活動名 富士山森作り 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人富士山自然の森づくり 

６ 

活動の概要 
 

台風等による倒壊の被害を受けた富士山の森林を再生するため、苗木の成

長を妨げる下草の刈り取りなどを実施。 

活動名 寄付 ７ 
活動形態 ａ 
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寄付･連携先   
活動の概要 

 
自然保護基金や産業廃棄物不法投棄現状回復基金などの環境分野への 

支援。 

活動名 寄付 

活動形態 ａ  

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 イラン南東部地震への災害支援として、当社製品の医療機器や金銭を寄贈。

活動名 寄付 

活動形態 a 

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 
 

新国立劇場をはじめ、ミュージックマスターズコースや大晦日ベートーベン 

コンサートなどへの寄付。文化・芸術分野への支援。 

活動名 寄付 

活動形態 a 

寄付･連携先 テルモ科学技術振興財団 

１０ 

活動の概要 ライフサイエンス分野の科学技術の研究助成と振興。 

 

電気化学工業株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

退職者Ｖ支援、 施設開放 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 工場周辺の清掃活動 

活動形態 ｄ 
寄付･連携先  

１ 

活動の概要   各工場周辺の道路、緑地、河川、用水路等の清掃活動。 

活動名 地元祭礼、自治会活動への寄付 

活動形態 ａ 
寄付･連携先  

２ 

活動の概要   地元祭礼への寄付自治体実施のイベントへの協賛。 

活動名 工場隣接山岳の登山道整備 

活動形態 ｄ 
寄付･連携先  

３ 

活動の概要   工場隣接の山岳登山道の整備やガイド 

活動名 スポーツ施設の開放 

活動形態 ｃ 
寄付･連携先  

４ 

活動の概要   遊休地を整備し、テニスコート等として地元に開放。 

 
電源開発株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、V情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 
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株式会社デンソー 
１．社会貢献のミッションや目標 

（基本理念） 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 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

デンソーらしさを活かしながら、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。 

 ●障害者福祉・・・バリアフリー社会の実現に貢献する。 

 ●青少年育成・・・次世代を担う若者の育成に貢献する。 

 ●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。 

３．重点分野 〔社会福祉、教育･社会教育、環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 企画２室 スタッフ数 ９名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔 社会貢献活動委員会 〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔 デンソーハートフルクラブ〕 

Ｆ．その他 〔 当社が設立したＮＰＯ法人 アジア車いす交流センター〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ登録、 退職者Ｖ支援、 マッチングギフト、 V 情報提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 環境社会報告書 〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔 ともにあゆむ社会へ 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.denso.co.jp/SOCIAL/index.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 アジア車いす交流センター（ＷＡＦＣＡ ﾜﾌｶ）車いす生産支援・普及事業 

＊会社創立50周年記念を契機に設立したＮＰＯ法人。ＷＡＦＣＡは、Wheelchairs and 

Friendship Center of Asiaの略 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 アジア車いす交流センター（以下、ＷＡＦＣＡ） 

１ 

活動の概要 
 

・タイ障害者財団の車いす工場「Ｔｈａｉ Ｗｈｅｅｌ」の生産支援とタイの障害児への車い

す寄贈活動（80台） 

・タイにて、ＷＡＦＣＡから寄贈した車いすの修理ﾒﾝﾃﾅﾝｽ活動実施（64台 03年6月・

12月） 

・車いす製造・修理に関する国際研修開講（ﾀｲ･ﾗｵｽ･ﾏﾚｰｼｱ・ﾍﾞﾄﾅﾑ・ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝより

14名参加） 

活動名 ＷＡＦＣＡ車いすﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ日本・タイ交流大会 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 ＷＡＦＣＡ・あいおい損保・東海北陸車いすバスケット連盟 

２ 

活動の概要 
 

9/20-21 タイから１チーム、愛知県・静岡県から７チームを招き、車いすバスケットボ

ール交流大会開催 

活動名 大分国際車いすマラソン大会の支援、大会参加選手の練習サポート 

活動形態 a,c,d  

３ 

寄付・連携先 大分県、社会福祉法人「太陽の家」 
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 活動の概要 
 

・９１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派遣し、沿道

の観客整理、選手の介護、後片付けなどの支援活動を実施 

・「太陽の家」から大会に参加する７名の選手の練習の場として、工場敷地を開放。 

活動名 デンソーモノづくりフェスタ２００３ 

活動形態 F 

寄付・連携先 刈谷市教育委員会、安城市教育委員会、阿久比町教育委員会 

４ 

活動の概要 
 

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。8/23.24の２日間、愛知県安城市のデンソー技研センターの施設を開放して

開催。約３０００名が来場 

活動名 少年少女発明クラブの支援 

活動形態 a、ｄ 

寄付・連携先 刈谷少年発明クラブ 

５ 

活動の概要 
 

・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。 

・04/02/14には、刈谷少年発明クラブにて、デンソー特別講座「音の世界に触れてみ

よう」講座を開催。 

活動名 デンソー環境教育プログラム「ＥＣＯレンジャー２１」 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 木文化研究所、刈谷市、阿久比町、西尾市、幸田町、安城市の各教育委員会 

６ 

活動の概要 
 

・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。 

・刈谷・阿久比ｺｰｽ（5～11月、5講座1ｺｰｽ、27名参加）、西尾・幸田ｺｰｽ（4～10月、5

講座1ｺｰｽ、41名参加）、安城ｺｰｽ（7月、2泊3日、17名参加）の３ｺｰｽを開催。 

活動名 西尾市「平原ゲンジボタルの里保存活動」 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 西尾市「平原ゲンジボタルの里保存会」 

７ 

活動の概要 
 

・愛知県西尾市のゲンジボタルの生息区の草刈り等、地元の保存会の方とと

もに自然保護活動実施（4月、10月、12月） 

・ホタルの見学者でにぎわう６月の「ホタルまつり」では駐車場整理など運営

をサポート 

活動名 救援衣料回収活動 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 ＮＰＯ法人 日本救援衣料センター 

８ 

活動の概要 
 

・社員・社員の家族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、ｱｼﾞｱ･ｱﾌﾘｶ・南米の恵まれない方に贈る。（6月2回、10月3回、

延べ1610人が衣料を提供。延べ280名の社員が衣料回収・箱詰作業にﾎﾞﾗﾝ

ﾃｨｱとして参加） 

活動名 リユースパソコン寄贈プログラム 

活動形態 ｂ、g 

寄付・連携先 ＮＰＯ法人イーエルダー 

９ 

活動の概要 
 

・社内で不要となった中古ﾊﾟｿｺﾝをNPO法人ｲｰｴﾙﾀﾞｰの協力を得て、機能ﾃｽ

ﾄ、外装ｸﾘｰﾆﾝｸﾞなどの再生作業を行い、ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ社のｿﾌﾄｳｪｱを搭載して、

地域のNPOに寄贈。ﾊﾟｿｺﾝ寄贈を受けたNPOには、刈谷市および刈谷市に

本社をおくﾄﾖﾀｸﾞﾙｰﾌﾟ４社と協働で立ち上げたﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ「ｽﾏｲﾙ

ゆうﾈｯﾄ」のＩＤを付与。 

活動名 デンソーボランティア支援センター 

活動形態 ｈ． 

寄付・連携先 各事業所周辺 社会福祉協議会 

１０ 

活動の概要 
 

地域の様々なﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ情報を集め、ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄを通じて参加者を募るなどのｺ

ｰﾃﾞｨﾈｰﾄを行い、社員のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動をｻﾎﾟｰﾄ。社員のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟ「ﾃﾞﾝ

ｿｰﾊｰﾄﾌﾙｸﾗﾌﾞ」の会員は、1250名を数える。 
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株式会社電通 
１．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、電通は当社の能力と経験を活用し、コミュニケーションによる社会貢献

を目指す。 

２．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課題に取り組む。 

・電通ならではの貢献ができ、社の資産や社員能力、スキルが活かされること。 

・個人、家族、地域社会、国際社会などの様々な領域において、広い意味での「コミュニケーション」が 

 必要とされる課題に取り組む。 

３．重点分野 〔 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、 
            人権、NPOの基盤形成 〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会貢献部 スタッフ数 １３名

B．社内横断的推進組織 〔 社会貢献委員会 〕 

C．外部専門家の入った組織 〔 NPO広報力向上委員会 〕  

D．企業財団・公益信託 〔 （財）吉田秀雄記念事業財団、（財）電通育英会 〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等〔 電通古本市の会 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

  Ｖ研修、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

     ＵＲＬ： http://www.dentsu.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ユネスコ世界寺子屋運動くるりんぱプロジェクト 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先 日本ユネスコ協会連盟 

１ 
 

活動の概要 

 

社員作の絵本「くるりんぱ」を素材とした展覧会・ワークショップなどにより、

「ユネスコ世界寺子屋運動」を支援。 

活動名 富士山環境保全プロジェクト 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先 富士山クラブ (平成17年度から、富士山エコネット) 

２ 

活動の概要 

 

富士山の環境保全のため、社員の「富士山エコツアーインストラクター」を養

成、ボランティア活動を実施。 

活動名 NPO広報力支援プロジェクト 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先 日本NPOｾﾝﾀｰ、ｼｬﾌﾟﾗﾆｰﾙ、CSOﾈｯﾄﾜｰｸ、KEC、たかとりｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、経

団連1%ｸﾗﾌﾞ 

３ 

活動の概要 

 

NPOの広報力のスキル向上を支援するため、「NPO広報力向上委員会」を

設置してテキストの制作、セミナーを実施。 

活動名  学生広告論文電通賞 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

 

高校生・大学生・留学生など若い世代の視点から、広告・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝについ

て社会的価値を論じ、提言をしてもらう。1949年開始、15年度は57回目。 

５ 活動名 日中マーケティング研究交流プロジェクト 
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活動形態 ｆ 
寄付･連携先 北京大学、中国人民大学、清華大学、上海大学、復旦大学、北京広播大学

(H16年度から中国伝媒大学に名称変更) 

 

活動の概要 

 

中国の上記6大学での電通広告講座、留学生研修員制度、セミナー開催な

どの広告教育を通して、日中の友好を深める目的で1996年に開始。 

活動名 社外研究生受入制度/海外研修生受入制度 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

 

○社外研修生受入制度：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。 

○海外研修生受入制度：日本経団連のEPTプログラム研修生に対し、広告

を通じて日本におけるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの特徴を捉え、ビジネスに役立ててもらう

研修プログラムを実施。 

活動名 人権ポスター展 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

 

社員教育の一環として始まった人権啓発運動のため制作した「人権ポスタ

ー」を自治体に貸出ししている。 

 
株式会社電通国際情報サービス 
１．社会貢献のミッションや目標 

次代を担う大学生の皆さんに、ITへの期待・要望・夢を語る機会を提供することによってITへの関心や理

解を深めていただくとともに、若い人たちの発想から、未来の情報社会のあり方を探ることを目的としてい

ます。 

３．重点分野 〔学術･研究〕 

４．推進体制 

担当部署名 コーポレート･コミュニケーション部 スタッフ数 ２名

６．社会貢献活動に関する情報開示 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔学生論文募集ポスター〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.isid.co.jp/isid/paper.html  

 
テンプスタッフ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

企業理念３項目の１項目として、 

 社会貢献： 社員全員で社会に役立つ会社として、その喜びを分かち合いましょう。 

         （雇用の創造と有用な人々を通して、社会の発展に貢献する）。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

１．語学教育・研修を通して国際交流に繋がるスカラシップを継続する。 

２．キャリアカウンセリング協会設立後は、その維持に協力し、ヒューマンテクノロジーのレベルアップに繋

がるキャリアカウンセラーの育成に寄与する。 

３．社会的に要請される重要事項を、信頼できる専門団体等を通して、社会貢献する。 

３．重点分野〔教育･社会教育、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〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報室、営業企画室、監査室 スタッフ数 ３名
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 B．社内横断的推進組織〔スカラシップ担当、キャリアカウンセリング担当、 

   一般寄付担当 〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成   

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

     ＵＲＬ：http://www.tempstaff.co.jp/corporate/support/schoraship/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 テンプスタッフ・ワールドワイド・スカラシップ 

活動形態 ｆ  
寄付･連携先 不特定希望者から選んだ奨学生１０名／年 

１ 

活動の概要 グローバルに働きたいと願う働く社会人のキャリアアップ支援を目的とした海

外留学奨学生制度。1991年以来本年で１４年、計１34名が奨学生として世界

に羽ばたいた。 

活動名 テンプスタッフ・ユースインターナショナル・スカラシップ 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先 不特定希望学生から選んだ特待生(2名)／年 

２ 

活動の概要 国際的に通用する人材育成の支援を目的に、学生を対象とした海外留学奨学

生制度。 

活動名 キャリアカウンセリング協会設立及び運営費拠出 

活動形態 ｉ   
寄付･連携先 ＮＰＯキャリアカウンセリング協会 

３ 

活動の概要 GCDF-Japanキャリアカウンセラー養成を目的として設立の参加。養成運営の

為に必要な費用を負担している。 

活動名 日本人材データ標準化協会入会 

活動形態 ｉ   
寄付･連携先 ＮＰＯ日本人材データ標準化協会 

４ 

活動の概要 米国で開発された人材電子データの交換に使用される各種基盤と情報開発・

提供を行う協会の日本組織に入会し、日本の人材データの標準化に協力す

る。 

活動名 経団連への寄付 

活動形態 ａ   
寄付･連携先 (社)日本経済団体連合会 

５ 

活動の概要 自然保護基金への寄付、国際協力基金への寄付。 

活動名 国際博地球博のチケット購入 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 国際博覧会協会 

６ 

活動の概要 国際博覧会が行った2003年10月開催の地球博に協賛した為、チケット購入と

して協力。 

活動名 イラン地震義援金寄付 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 イラン地震義援金協会 

７ 

活動の概要 イラン地震被害後の回復を援助する上記団体からの依頼により協賛して寄

付。 

活動名 小林興起代議士支援活動 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 小林興起政経懇話会等 

８ 

活動の概要 事務所開設、出版記念会、各種会合のパーティー券購入 

９ 活動名 スポーツ選手の就業時間内参加(１名) 
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活動形態 ｄ 
寄付･連携先 社員参加者 

 

活動の概要 テコンド日本代表選手としてアテネ五輪アジア大陸選考大会出場の為、

2003.8.22～8.25(国内)、2004.2.12～2.17(タイ・バンコック)に参加させた。 

 
東映アニメーション株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 スタジオ見学の実施 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
   

中学校などの教育機関を中心に、社会科見学の一環として、アニメーションの

製作現場の見学会を実施 

活動名 東映アニメーションギャラリーの運営 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
   

会社が保管する過去約５０年間にわたるアニメーションの貴重な資料を、スタ

ジオ内のギャラリーにて一般に公開。 

活動名 東映アニメーションコンクールの開催 

活動形態 f 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要   アニメーションファン向けにイラストを中心としたコンクールを開催 

活動名 練馬アニメフェスティバルin大泉への協賛 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 練馬区 

４ 

活動の概要   練馬区及び大泉学園駅の商店街活性化への協力 

 
東海ゴム工業株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 東海ゴムチャリティコンサート 

活動形態   ｆ   

寄付・連携先 小牧市交響楽団 

１ 

活動の概要 

 

年１回近隣住民及び恵まれない方々に質の良い音楽を無料で提供し、地域へ

の文化での貢献を行う。 

活動名 東海ゴムカップ 

活動形態   ｆ   

寄付・連携先 小牧FC 

２ 

活動の概要 

 

スポーツを通じて青少年の健全な育成を図る為、少年サッカー大会（県内外

の１６チーム参加）の資金援助を行う。 
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株式会社東海理化 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会の一員として地域と共生する企業を目指し、社員と会社が一体になって社会活動へ貢献する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

社会の健全な繁栄に寄与する社会貢献活動の展開。 

一市民として社会から信頼され認められる良き社会人の育成。 

３．重点分野 〔社会福祉（障害者自立支援）、環境、地域社会の活動、災害救援、 
その他（青少年育成）〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 スタッフ数 1名

A．事業所毎の社会貢献担当者（兼務） 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ表彰、 Ｖ登録、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書2004〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.tokai-rika.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 海外救援衣料回収活動 

活動形態 ｅ、ｇ 

寄付･連携先 特定非営利活動法人 日本救援衣料ｾﾝﾀｰ 

１ 

活動の概要 
   

社員や事業所地域に救援衣料・輸送費募金を募り回収し、上記NPOへ委託し

ている。 

活動名 大好き西枇！！楽しむDAY 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 西枇杷島町、西枇杷島町社会福祉協議会、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ連絡協議会 他 

２ 

活動の概要 
   

地域交流を目的としたｲﾍﾞﾝﾄを毎年1回実施。東海豪雨直後、被災住民を励ま

す為に始め、今年で5回目。収益金は同町青少年育成の為に寄付。 

活動名 労働組合との共同寄贈活動 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 事業所地域の社会福祉協議会やﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体 

３ 

活動の概要 
   

労働組合と会社が共同で地域に物品を寄贈。各事業所地域で1ヶ所寄贈を決

め、相手先の要望に応じる。金額上限あり。負担金は会社と組合で折半。 

活動名 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体、地域福祉施設等 

４ 

活動の概要 
   

月1回ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ情報誌を発行。参加申込受付、受入先との調整、送り出し、活

動後ｱﾝｹｰﾄを実施している。 

活動名 ﾊﾞｽ送迎協力 

活動形態 ｄ、e 

寄付･連携先 事業所地域 

５ 

活動の概要 
   

事業所近隣の福祉施設や社会福祉協議会に登録しているﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体の行

事等で依頼を受けた時、社有ﾊﾞｽによる送迎の協力をしている。 

活動名 障害者通所施設による構内自主製品販売 

活動形態 ｃ 

６ 

寄付･連携先 事業所近隣の障害者通所施設 
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 活動の概要 
   

各事業所内で月1回障害者通所施設による出張販売を行ってもらっている。施

設にとっては収益活動、通所者の社会参加の機会に、社員にとっては障害へ

の理解促進をねらう。 

活動名 SARS対策資金の寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 中国天津市政府、中国政府 

７ 

活動の概要   天津市に事業体を持つ企業として、対策資金として寄付をした。 

活動名 養護老人施設､児童養護施設訪問 （清掃、交流) 

活動形態 ｄ   
寄付･連携先 西枇杷島町「満天星」 豊田市「梅が丘学園」 

８ 

活動の概要 

 

労働組合が中心となって企画し、年1回工場近隣の施設を組合員･管理職が

訪問。清掃活動を中心に施設の方々とふれあう。 

活動名 骨髄バンクへの支援 

活動形態 ａ、ｄ     
寄付･連携先 (財)骨髄移植推進財団、骨髄バンクを支援する愛知の会 

９ 

活動の概要 

 

患者支援基金への寄付。そのほか社内で事前登録会を開催し、普及啓蒙と、

社員に呼び掛けてドナー登録者の拡大をはかる。 

活動名 交通博へのチャイルドシート寄贈 

活動形態 ｂ   
寄付･連携先 (財)愛知県交通安全協会 

１０ 

活動の概要 

 

毎年開催される「安全いっぱい交通博」に協賛し、抽選会賞品用としてチャイ

ルドシートを寄贈する。 

 
東京海上日動火災保険株式会社 
１．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快適な社会生活と持続可能な発展

に貢献することを目指す。 

２．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。 

３．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、 
           国際交流･協力、災害救援、人権、NPOの基盤形成〕 

４．推進体制 

担当部署名 経営企画部ＣＳＲ室 スタッフ数 ８名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ委員会〕 

D．企業財団・公益信託  〔東京海上各務記念財団、東京海上スポーツ財団、（財）東京海上日動 

                 教育振興基金〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等〔布良星の会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ研修、 退職者Ｖ支援、 マッチングギフト、  

地域貢献活動、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放、 その他〔社会貢献活動推進月間〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔東京海上環境報告書2004〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.tokiomarine-nichido.co.jp  
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ植林ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

活動形態 a、ｄ、ｆ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 ﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ植林行動計画(ACTMANG)、(財)オイスカ 

１ 

活動の概要 
   

1999年より5ヵ年計画で東南アジア諸国において、3,000ﾍｸﾀｰﾙを目標にﾏﾝｸﾞﾛ

ｰﾌﾞ植林プロジェクトを上記NGOと連携して行っており、2004年3月迄に3,444ﾍ

ｸﾀｰﾙの植林を達成した。 

活動名 (財) 日本水泳連盟への支援 

活動形態 a、ｈ 

寄付･連携先 (財) 日本水泳連盟 

２ 

活動の概要 
   

「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16年目をむかえる。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。 

活動名 ＡＳＥＡＮ奨学金事業 

活動形態 a、ｆ 

寄付･連携先 東京海上各務記念財団 

３ 

活動の概要 
   

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69名に上っている。 

活動名 子ども環境教室 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 東京ＹＭＣＡ 

４ 

活動の概要 
   

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。 

活動名 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 

寄付･連携先 東京都の児童養護施設 

５ 

活動の概要 
   

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。 

活動名 バスケットボールクリニック 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 世田谷区の小中学校 

６ 

活動の概要 
   

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。2003年度からは目黒区でも開催して

いる。 

活動名 ボランティア活動資金支援 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 環境ＮＰＯオリザネット(埼玉)、渋谷ユネスコ協会(東京)等 

７ 

活動の概要 
   

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、2003

年度は11団体への支援をした。 

活動名 チャリティバザー、ブックフェア 

活動形態 a、ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 (財) さわやか福祉財団、ラオスの子ども、（財） 日本自然保護協会等 

８ 

活動の概要 
   

本店をはじめ全国各地の部店で、チャリティ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。 
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活動名 緑のバンパー基金 

活動形態 a、ｈ 

寄付･連携先 兵庫さい帯血バンク、盲導犬育成事業、車椅子マラソン 

９ 

活動の概要 
   

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車のバンパ

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。 

活動名 使用済切手、テレカ等の収集 

活動形態 e、i 

寄付･連携先 誕生日ありがとう本部、日本民際交流センター、各地ボランティアセンター 

１０ 

活動の概要 
   

全国各地の部店にて、使用済みの切手、テレカや書き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。 

 
東京急行電鉄株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

東急グループは、「美しい時代へ－東急グループ」をグループスローガンに掲げ、美しい生活環境を創造

し、調和ある社会と、一人ひとりの幸せを追求しています。そのため私たちは、個性を尊重しながら人を

生かし、自然環境との融和をめざした経営を通して、企業の社会的責任を全うしていくことを、グループ

の経営理念に謳っており、社会貢献活動についても「よき企業市民」として、地域社会とのつながりを深

めていきたいと考えています。 

３．重点分野 〔社会福祉、文化・芸術、環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報室 ブランドプロモーション担当 スタッフ数 ５名

B．社内横断的推進組織〔東急ブランド プロモーション委員会〕 

D．企業財団・公益信託〔大東急記念文庫、五島美術館、とうきゅう環境浄化財団、とうきゅう外来 

  留学生奨学財団  五島記念文化財団 〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等〔地域東急会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

 Ｖ休暇、地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サスティナビリティ報告書等に記載 〔社会環境報告書・Ｔｈｅ Tokyu Ｇｒｏｕｐ 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

   ＵＲＬ：  http://www.tokyu-group.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 Ｂｕｎｋａｍｕｒａ オフィシャルサプライヤー 

活動形態 ａ    
寄付･連携先 Ｂｕｎｋａｍｕｒａ 

１ 

活動の概要 コンサートホール・美術館等を中核とした総合文化施設「Ｂｕｎｋａｍｕｒａ」の

オフィシャルサプライヤーとして、その活動をサポートしている。 

活動名 東京国際映画祭 

活動形態 ａ     
寄付･連携先 （財）東京国際映像文化振興会 

２ 

活動の概要 

 

世界的な映画祭の一つ、東京国際映画祭（１１月開催）を支援し、日本の映

像文化の振興に協力。 

活動名 東急グリーニング運動 

活動形態 ｂ   
寄付･連携先 － 

３ 

活動の概要 毎年春と秋の２回、田園都市地域の緑化を推進し、緑豊かな街にしていき

たいとの願いを込めて、苗木のプレゼントを実施。 
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活動名 フラワリング活動（世田谷線） 

活動形態 ｄ   
寄付･連携先 社員・地域住民のみなさま 

４ 

活動の概要 東急世田谷線の線路敷地内や駅構内に草花を植栽することにより、地域緑

化と美化に役立てようとする活動。沿線の町内会や近隣の方々、当社ボラ

ンティアによる。 

活動名 地域清掃活動 

活動形態 ｄ  
寄付･連携先 地域のみなさま・自治体など 

５ 

活動の概要 東急線沿線および全国各地の東急グループ各社で組織する東急会が、そ

れぞれの地域で清掃活動に参加。※開催地：札幌・函館・北見・松本・東

京・静岡・名古屋・岡山・広島・徳島・福岡 

活動名 東急文化講演会 

活動形態 ｆ   
寄付･連携先 地域住民のみなさま 

６ 

活動の概要 全国各地の東急グループ各社で組織する東急会が、それぞれの地域で無

料の講演会を実施。※開催地：帯広・青森・仙台・長野・東京・前橋・大阪・

広島 

活動名 東急会による社会貢献活動（映画鑑賞会・コンサートなど） 

活動形態 ｆ   
寄付･連携先 地域のみなさま（養護施設の児童などを含む） 

７ 

活動の概要 全国各地の東急会が、それぞれの地域での映画鑑賞会やコンサートの無

料招待を実施。開催地：札幌・岩手・山形・仙台・福島・宇都宮・東京・和歌

山・福岡・大分・長崎・沖縄・ジャカルタ・マニラ 

活動名 ユースキャリア ディベロップメント プログラム（インドネシア東急会） 

活動形態 ｆ  
寄付･連携先 ユニセフ 

８ 

活動の概要 パンパシフィックホテルジャカルタで展開している教育プログラム。貧困層の

少年少女をホテル研修生として受け入れ、ホテルの基本業務から生活全般

の技術訓練を行い自立を促す活動。※バンコク・マニラでも同様のプログラ

ムを実施 

活動名 東急ワールドミュージックスペシャル 

活動形態 ｆ    
寄付･連携先 地域のみなさま 

９ 

活動の概要 世界の音楽を紹介する無料ご招待のコンサートをシリーズで開催。２００３

年は「カリブ音楽」をとりあげた。 

活動名 東急グレートコンポーザーシリーズ 

活動形態 ｆ  
寄付･連携先 地域のみなさま 

１０ 

活動の概要 作曲家にスポットをあてた無料ご招待のクラシックコンサートをシリーズで開

催。２００３年は「ドボルザーク」をとりあげた。 

 
東京コカ・コーラボトリング株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

地域や行政とのコラボレーション強化、青少年の育成とボランティア人材の発掘。 

３．重点分野 〔スポーツ、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〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報環境部 スタッフ数 ３名



 162

５．社員のボランティア活動支援策 

V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ．サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書２００３〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.tokyo.ccbc.co.jp/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 青梅上成木森林環境保全プロジェクト 

活動形態    
寄付･連携先 東京都環境局、ＮＰＯ法人環境学習研究会 

１ 

活動の概要 
   

社員ボランティアを募って一般ボランティアとともに森林間伐や道づくりを実

施。年間計三回協賛支援。 

活動名 赤とんぼの街づくり運動 

活動形態    
寄付･連携先 ＮＰＯ法人環境学習研究会 

２ 

活動の概要 
   

青梅市で行った本大会は、青梅市の伝説である獅子舞をモチーフに子供たち

と一緒になって遊べるプログラムを企画、実施。 

活動名 深大寺美化キャンペーン 

活動形態  
寄付･連携先 深大寺、(財)食品容器環境美化協会、調布市観光協会 

３ 

活動の概要   学生ボランティアとともにゴミの持ち帰りを呼びかける活動 

活動名 高円宮杯中学校英語弁論大会 

活動形態  
寄付･連携先 読売新聞社 

４ 

活動の概要   国際性豊かな青少年を育成するために実施 

活動名 髙梨仁三郎記念 コカ･コーラ環境教育賞ｖ 

活動形態  
寄付･連携先 コカ･コーラ環境教育財団、読売新聞社 

５ 

活動の概要 
   

青少年に対して継続的に環境教育を実践している個人・団体を年１回表彰す

るもの 

 
株式会社東京商工リサーチ 
４．推進体制 

B．社内横断的推進組織 

 

東京電力株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

「経営ビジョン」（2001.4～）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」（2003.3改）の「４．地域への貢献」で、地域の方々との対話と交流を積極的に

進めるとともに、当社の経営資源やノウハウの活用などによって地域社会の発展に貢献すると規定。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

「経営ビジョン」（2001.4～）のアクションプラン「地域との共生」において、下記のように規定。 

・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 

・個人の主体的な社会活動の参加支援 

３．重点分野 〔教育･社会教育、文化･芸術、環境、地域社会の活動〕   
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４．推進体制 

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔 社会貢献WG  〕 

D．企業財団・公益信託 〔（財）東電記念科学技術研究所 〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔 Ｔe＋Ｖｏ 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 退職者Ｖ支援、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 TEPCO環境行動レポート    〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：   http://www.tepco.co.jp/eco/index-j.html       

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 １万人コンサート 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

 

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

で上演する総合舞台芸術 

活動名 エネルギー講座 

活動形態 ｄ   

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 

 

次世代層に対するエネルギー教育支援活動の一環として電気・エネルギーに

関する知識を伝えると同時に、興味関心を抱いていただくため、社員による出

前授業を実施している。(平成15年度2,701回) 

活動名 防犯灯の寄贈活動 

活動形態 ｂ   

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

お客さまの役に立つための活動として、昭和３０年代より継続的に、供給エリ

ア内の市町村へ防犯灯の寄贈活動を実施している。 

活動名 青年海外協力隊への社員派遣 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ） 

４ 

活動の概要 

 

国際社会への貢献，参加者本人の能力開発のため，自ら応募し参加する社

員の派遣期間中（2年間）の扱いを有給休職とし，参加を支援している。 

活動名 尾瀬戸倉山林ブナ植林ボランティア 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

 

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の苗木を植林（森林

ＮＧＯオイスカと地元尾瀬高校は毎年参加） 

活動名 尾瀬戸倉山林ブナ植林地下草刈りボランティア 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 ボランティアを募集し、植林したブナ苗木の保育作業である下草刈りを実施 

活動名 尾瀬の自然保護活動 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 木道の新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 

活動名 自然観察会（ペアウオッチング） 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ  

８ 

寄付･連携先 一般公募、小学校など 



 164

 活動の概要 発電所の緑地などを活用した自然観察会を開催（８６１名参加） 

活動名 第１回全国大学生環境活動コンテスト 

活動形態 ｄ、ｇ   

寄付･連携先 大学環境サークル、全国青年環境連盟（エコ・リーグ） 

９ 

活動の概要 

 

大学生の環境保全活動について、社会に情報発信するとともに、コンテスト形

式により学生と社会人の交流を深める（５８団体・３００名が参加） 

活動名 多摩チャレンジキャンパス２００３ 

活動形態  ｄ、ｇ 

寄付･連携先 市民、中央大学、多摩地域自治体（教育委員会） 

１０ 

活動の概要 

 

中央大学多摩キャンパスにおいて、環境イベント（環境シンポジウム、展示、

ワークショップ、講演会など）を実施（延べ２５００名が参加） 

 
東京トヨペット株式会社 
１．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。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・地域活動に積極的に参画し、地域との共生を図る。 

・環境・安全問題に積極的に取り組み、良き企業市民として社会の発展に貢献する。 

３．重点分野 〔社会福祉、文化･芸術、環境、地域社会の活動〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔明日のために、今やろう〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.tokyo-toyopet.co.jp/   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 福祉車両寄贈 

活動形態 ｂ 
寄付･連携先 東京都の福祉施設 

１ 

活動の概要 東京都の福祉施設に、福祉車両を寄贈。 

活動名 東京トヨペットふれあいねっとコンサート 

活動形態 ｃ 
寄付･連携先 東京都の各自治体 

２ 

活動の概要 
   

地域との親交を目的に、日時限定で当社施設の一部を開放して実施する無

料コンサート 

活動名 職場見学・体験実習受入れ 

活動形態 ｃ 
寄付･連携先 地域の小学校・中学校 

３ 

活動の概要 
   

社会教育・就業教育を目的に、地域の小・中学校の依頼を受け、当社店舗に

おいて見学、体験学習を実施。 

活動名 外国の交通・陸運関係団体・自動車関連企業の見学受入れ 

活動形態 ｃ 
寄付･連携先 トヨタ自動車（株） 

４ 

活動の概要   トヨタ自動車（株）と連携し、事例紹介、意見交換を目的に、外国人見学者の

受入れを実施。 

活動名 トヨタ春・秋の交通安全キャンペーン 

活動形態 ｂ 
寄付･連携先 トヨタ自動車（株） 

５ 

活動の概要 
   

東京都の保育園・幼稚園の新入園児を対象に、交通安全啓蒙用ツール「絵

本、紙芝居」を配布。 
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活動名 ふれあいグリーンキャンペーン 

活動形態 ｂ 
寄付･連携先 トヨタ自動車（株） 

６ 

活動の概要 
   

トヨタ自動車（株）と共同で、地域緑化を目的に、東京都の自治体へ苗木を寄

贈。 

活動名 緑の募金 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 東京都緑化推進委員会 

７ 

活動の概要 地域緑化活動「ふれあいグリーンキャンペーン」の一環で行っているもの。 

 
株式会社東京三菱銀行 
１．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。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 総合企画室ＣＳＲ室 スタッフ数 １０名

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献委員会〕 

D．企業財団・公益信託 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、Ｖ登録、Ｖ研修、マッチングギフト、地域貢献運動、V情報提供、V機会提供、施設開放、 

その他〔ボランティア支援寄付制度〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.btm.co.jp/btm_group/kouken 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 MTFG体験教室 

活動形態 ｄ、ｈ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
 

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。MTFG、三菱信託銀行と共催。 

活動名 東京三菱銀行奨学金プログラム 

活動形態  a、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 海外における奨学金制度 

活動形態  ａ、f 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 
 

中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、インドにて、現地の大学生に対して

奨学金を支給。15大学約300名が対象。 

活動名 物品寄贈プログラム 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付･連携先 全国の児童養護施設および母子生活支援施設 

４ 

活動の概要 
 

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、10年計画で実施中。 

５ 活動名 国内営業店の地域社会に対する貢献活動 
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活動形態 ｂ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

 

活動の概要 
 

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。 

 

株式会社東芝 
１．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。」をグループスローガンとして、地域社会との連帯と協調を図

り、よりよい社会・地域づくりに貢献します。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

東芝グループの社会貢献基本方針： 

（１） 東芝グループ経営理念、東芝グループ行動基準に基づき、積極的に社会貢献に努めます。 

（２） 自然環境保護、科学技術教育、スポーツ・文化振興、社会福祉、国際親善の分野を中心に社会貢献

活動を実施します。 

（３）従業員のボランティア活動を支援します。 

３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ、教育･社会教育、文化･芸術、環境、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会・産業部 企画・社会貢献担当 スタッフ数 ５名

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献委員会〕 

D．企業財団・公益信託  〔(財) 東芝国際交流財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔東芝グループ 環境報告書２００３〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.toshiba.co.jp/csr/jp/gcc  
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 東芝科学館での科学技術教育 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付・連携先 ガリレオ工房、 ジャパンＧＥＭＳセンター、 かわさきアトム工房 

１ 

活動の概要 

 

「人と科学のふれあい」をテーマに、最先端技術を展示。小・中学生の科学へ

の興味を高める、実験教室などのイベントも、NPOとの協働で多数開催。年間

来館者数１２万人。 

活動名 エクスプロラビジョンアウォード「ExploraVision Awards」 

活動形態 ｇ   

寄付・連携先 米国科学教育教員連盟 

２ 

活動の概要 

 

米国科学教育教員連盟との協働で93年より実施している全米とカナダの幼稚

園児から高校生までを対象とした科学・技術コンテスト。03年度は応募数4,377

件、参加生徒数13,463人。 

活動名 東芝グランドコンサート 

活動形態 ｆ   

寄付・連携先 フジテレビジョン 

３ 

活動の概要 

 

毎年世界の著名なオーケストラを招いて行う東芝グランドコンサートは23回目

を迎えた音楽文化振興プログラム。03年度はドイツのバンベルク交響楽団を

招聘、ソリストに上原彩子、五嶋龍を迎え、全国主要都市７会場10回の公演

に約18,000人が来場した。 

活動名 東芝インターンシッププログラム ４ 
活動形態 ｆ   
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寄付・連携先   
活動の概要 

 

世界各国の大学生、大学院生を当社研究所に招き、研修の機会を提供。

1989年から現在に至るまで33カ国から434名を受け入れている。2003年度は

14ヵ国、21名。 

活動名 ＳＡＲＳ対策義援金 

活動形態 ａ、b   

寄付・連携先 日本国際貿易促進協会  （財）日中経済協会 

５ 

活動の概要 

 

ＳＡＲＳ防止対策の医療関係資材、器具などの購入を支援。中国東芝グルー

プでも、義援金と、冷蔵庫などを病院へ寄贈。 

活動名 万年時計解体・復元プロジェクト 

活動形態 ｅ   

寄付・連携先 国立科学博物館 

６ 

活動の概要 

 

日本のモノづくりの原点を検証する文部科学省の特定領域研究「江戸のモノ

づくり」国家プロジェクトに参画。当社創業者である田中久重が創った和時計

の最高傑作「万年自鳴鐘」の解体調査、復元・複製研究を支援。 

活動名 アジア・太平洋地域等での自然保護活動支援 

活動形態 ａ    

寄付・連携先 日本経団連自然保護基金 

７ 

活動の概要 

 

インドネシア、タイなどアジア太平洋地域中心に自然環境の保全に関するＮＰ

Ｏの事業を支援。2003年度の対象事業は６５プロジェクトに及ぶ。 

活動名 カンボジアでの学校建設支援 

活動形態 ａ、ｈ   

寄付・連携先 ＪＨＰ 学校を作る会 

８ 

活動の概要 

 

カンボジアの子どものために学校を建てる活動を進めているＮＰＯに、グルー

プ従業員が現地での活動に参加するとともに、会社からは財政的な支援を継

続している。 

活動名 障害者作業所製品の販売会 

活動形態  ｇ、ｉ   

寄付・連携先 社会福祉法人オリーブの樹 

９ 

活動の概要 

 

知的障害者作業所製品（アイスクリーム、クッキーなど）の販売の場を提供。

知的障害者の自立を支援。 

活動名 従業員ボランティア活動支援 

活動形態  ｅ、ｈ    

寄付・連携先 ＣＣＷＡ、地球の友と歩む会、（社）日本フィランソロピー協会 

１０ 

活動の概要 

 

従業員を対象にボランティアへのきっかけ作りを目的にボランティア・セミナー

を開催。社内ＨＰでの情報提供、また、収集ボランティアへの参加を呼びか

け、書き損じはがき、使用済みプリペイド・カード、切手を交際協力活動をして

いる団体へ寄付。 

 
東陶機器株式会社 
３．重点分野 〔スポーツ、文化･芸術、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 総務グループ スタッフ数 名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ委員会 社会貢献部会〕 

Ｆ．その他 〔文化推進部（自主企画の文化情報発信専任部署）〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 地域貢献運動、 施設開放 
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６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：http://www.toto.co.jp/gallerma/, http://www.toto.co.jp/bookshop/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ギャラリー・間 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

１ 

活動の概要 
 

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覧会共催。 

活動名 TOTO出版 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 
 

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はじめ、

建築やデザインにかかわる書籍を安価にて発行。 

活動名 TOTO夏まつり 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

３ 

活動の概要 工場のグラウンド等を開放し、地域の皆様をお迎えして夏祭りを開催。 

活動名 陶芸教室「ドロノワ倶楽部」 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

４ 

活動の概要 
 

地域社会での文化的貢献活動として工場周辺の住民を募り、陶芸教室を開

催。 

活動名 北九州国際音楽祭 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 北九州市 

５ 

活動の概要 1988年の第1回目より継続して単独協賛を実施。 

活動名 選抜女子駅伝北九州大会 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 福岡陸上競技協会ほか 

６ 

活動の概要 1990年の第1回目より継続して特別協賛を実施。 

 
東邦シートフレーム株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

V機会提供、施設開放 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 文化・芸術 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 音楽団体 

１ 

活動の概要 活動支援。 

活動名 地域社会貢献① 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 自治会､企業団体 

２ 

活動の概要 施設開放。 

活動名 地域社会貢献② 

活動形態 e  

３ 

寄付･連携先 公立学校 
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 活動の概要 施設見学、体験実習。 

 

東北電力株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

経営理念として「地域社会との共栄」を掲げ，「地域とともに歩む東北電力」という創業以来の基本的な考

え方を継承し，地域社会との共存共栄を目指す。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

毎年、年度当初に「地域協調推進会議活動方針」を定め，全社運動として活動を展開している。 

４．推進体制 

担当部署名 広報・地域交流部 スタッフ数 ４５名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織〔地域協調推進会議〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境行動レポート〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 

〔会社概要（東北電力ＮＯＷ）に社会貢献活動について記載。〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.tohoku-epco.co.jp/syakai/index.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 『東北電力 名曲の夕べ』 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 仙台フィルハーモニー管弦楽団，山形交響楽団 

１ 

活動の概要 
 

地元に根差した活動を展開しているプロのオーケストラによる演奏会を，東北

６県および新潟県で毎年開催。 

活動名 『東北電力旗東北ミニバスケットボール大会』 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 東北バスケットボール協会，東北ミニバスケットボール連盟 

２ 

活動の概要 
 

東北６県および新潟県の小学生を対象とした唯一の選手権大会として、毎年

予選を含め約３万５千人の参加がある。 

活動名 『東北電力 あなたの街の音楽会』 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 仙台フィルハーモニー管弦楽団，地元のアマチュア音楽愛好家 

３ 

活動の概要 
 

東北地方からの音楽文化の発信と幅広く地域の方に参加していただける音楽

活動の場を提供する。 

活動名 『東北電力  中学生作文コンクール』 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 日本教育新聞社 

４ 

活動の概要 
 

東北６県および新潟県の中学生を対象に，自分の将来や地域の未来につい

ての作文を通して心豊かに成長してほしいとの願いを込め実施。 

活動名 『各地で実施される祭りへの参加』 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先  

５ 

活動の概要 
 

東北四大祭りの「青森ねぶた」「秋田竿灯」「仙台七夕」「山形花笠」をはじめ，

各地の祭りに積極的に参加。 
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活動名 『一人暮らし高齢者宅訪問』 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 地元の消防署および福祉団体 

６ 

活動の概要 
 

一人暮らし高齢者のお宅を訪問し，電気設備の安全点検および照明器具等

の清掃・取り替えを実施。 

活動名 『リサイクル支援活動』 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 地元の福祉団体 

７ 

活動の概要 
 

資源の有効利用と社会福祉団体への支援を目的に，地元の社会福祉団体の

リサイクル活動を支援。 

活動名 『あおもりの「緑」と「水」にふれあう親子ウォーキング』（青森支店） 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 青森森林管理署 

８ 

活動の概要 
 

青森県八甲田山麓の水源地涵養林に一般公募による参加者と社員が協力し

てブナの苗木を植樹。 

活動名 『事業所構内を開放してのフリーマーケットの開催』（秋田支店） 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

９ 

活動の概要 
 

「限りある資源を大切に」を合言葉に，事業所構内を地域の方々に開放して実

施。 

活動名 『ＮＰＯとの連携による植林活動』（宮城支店） 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 ＮＰＯ法人「蔵王とブナと水を守る会」 

１０ 

活動の概要 
 

ＮＰＯが主催する植林活動に参加し，ＮＰＯ・地域の方々と協働して蔵王山麓

への植林活動を実施。 

 
東洋インキ製造株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

2004年度経営方針に「ＣＳＲによる真のＳＳ」を謳っている 

３．重点分野 〔環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制  

担当部署名 環境：エコロジーセンター スタッフ数 １５名

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ担当役員の設置〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・社会報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 地域スポーツ大会 

活動形態 ａ、ｃ 
寄付･連携先 地域自治会 

１ 

活動の概要 
   

地域自治会等の主催スポーツ大会にグランド等施設の開放、及び寄付金の

拠出。 

活動名 リスク・コミニュケーション 

活動形態 ｃ、ｄ 
寄付･連携先 地域環境団体 

２ 

活動の概要 
   

川越市の環境団体に対し、市からの要請もあり工場見学及びリスクコミニュケ

ーションを実施。 

活動名 ＵＤｉｎｇ ３ 
活動形態 ｅ 
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寄付･連携先   
活動の概要 
   

デジタル色彩技術を駆使し、高齢者及び色覚障害をもつ人々に配慮したカラ

ーデザインの実現をサポート。 

 
東レ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します」（企業理念） 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

企業理念に基づき、よい製品を提供することで社会に貢献するだけでなく、良き「企業市民」として国内外

を問わず、工場・研究所の所在地における地域活動や社会福祉・医療、学術・教育、芸術・文化、環境・

史跡保存、国際交流、災害救援、スポーツなどの各ジャンルの振興・支援を積極的に行う。 

３．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〕 

４．推進体制  

Ｄ．企業財団・公益信託 〔（財） 東レ科学振興会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 退職者Ｖ支援 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・社会活動報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.toray.co.jp/aboutus/html/abo_b001.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 (財)東レ科学振興会への基金拠出 

活動形態 a 
寄付･連携先 (財)東レ科学振興会 

１ 

活動の概要 科学技術賞、理科教育賞等の表彰、ならびに若手研究者対象の大型助

成。 

 

株式会社東和銀行 
５．社員のボランティア活動支援策 

V情報提供、V機会提供、その他〔「ボランティア活動保険」の加入料の事務局負担〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：http://www.towabank.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 クリーン前橋奉仕隊 

活動形態 ｃ、ｄ 

寄付・連携先 前橋市観光協会、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 

１ 

活動の概要 

 

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・再資源化を図る。年2回の活動のうち、11月開催時は当行前広場

を集合場所として提供している。 

活動名 東和よいこ劇場 

活動形態 ｆ 

２ 

寄付・連携先 開催地の教育委員会、ホール等施設、劇団角笛 
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 活動の概要 

 

地域の園児や小学生などとその家族を対象に、劇団角笛の影絵劇を上演す

る。当行営業エリアの会館・ホールなどで年2回開催。入場無料（整理券制） 

活動名 献血活動 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 群馬県赤十字血液センター 

３ 

活動の概要 

 

年2回の献血協力。2003年9月に「群馬県献血推進県民大会」で表彰を受け

た。 

活動名 県民文化講座 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 (財) 群馬県教育文化事業団 群馬県民会館 

４ 

活動の概要 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

活動名 萩原朔太郎賞 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付・連携先 前橋市、萩原朔太郎賞の会 

５ 

活動の概要 協賛金協力。市政100周年を記念して制定、優れた現代詩集に送られる。 

活動名 ぐんま県民マラソン 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付・連携先 群馬県、前橋市、高崎市、上毛新聞社 

６ 

活動の概要 協賛金協力のほか、会場ボランティアスタッフへの行員派遣・ランナー参加。 

活動名 ユニセフ募金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (財) 日本ユニセフ協会 

７ 

活動の概要 毎年末、営業店店頭などの募金箱回収・協会へ入金。 

活動名 古切手等の回収 

活動形態 ｅ 

寄付・連携先 長谷川ハウス 

８ 

活動の概要 

 

ボランティア団体「長谷川ハウス」に古切手・使用済みテレホンカード・書損じ

ハガキ等を寄贈し、福祉のために役立ててもらう。 

活動名 前橋シティマラソン 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付・連携先 前橋市、前橋市教育委員会 

９ 

活動の概要 協賛金協力。スタッフの派遣はなし。 

活動名 貼り絵カレンダーの購入 

活動形態 ｅ、ｆ 

寄付・連携先 社会福祉法人 はるな郷 

１０ 

活動の概要 毎年12月、はるな郷印刷班製作のカレンダー300部購入。顧客に配布。 

 

トーア再保険株式会社 
３．重点分野 〔環境、地域社会の活動〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.toare.co.jp/contribution/index.html（近日ﾘﾆｭｰｱﾙを予定） 
７．主な社会貢献活動メニュー 

１ 活動名 駿河台震災記念碑再建立への協力 
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活動形態 ｅ、ｇ 

寄付･連携先 千代田区、地区町内会 

 

活動の概要 
   

地域防災を考えるシンボルを次世代へ継承していくことも保険業を営む企業と

してなすべきことの一つと考え、「駿河台震災記念碑」を当社敷地内に再建立

する取り組みに協力した。 

活動名 寄附講座 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 損害保険事業総合研究所 

２ 

活動の概要   損害保険事業総合研究所が主催する環境保護に関する講座の開催。 

活動名 アースデイ書籍寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 千代田区立８小学校 

３ 

活動の概要   アースデイ（４月２２日）に千代田区立の8小学校へ環境関連図書を寄贈した。

活動名 エコカレンダーの寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 千代田区立8小学校および国内へき地の200小学校 

４ 

活動の概要 
   

環境保護の啓発・実践を主眼として、キャラクターを用いたカレンダーを作成・

配付した。 

活動名 石けん教室 

活動形態 ｂ、ｃ、ｄ 

寄付･連携先 千代田区教育委員会、千代田区小学校教育センター 

５ 

活動の概要 
   

手作り石鹸を実際に作成した上で、石鹸と合成洗剤の違いや、生態系へ及ぼ

す影響、人体の安全性を考える体験学習を実施する 

 
株式会社十勝毎日新聞社 
１．社会貢献のミッションや目標 

地域振興を目的にした各種事業の主催。  ＮＰＯ団体の事務局機能。 

３．重点分野 〔文化･芸術、史跡･伝統文化保全、NPOの基盤形成〕 

４．推進体制 

担当部署名 社長室、事務局 スタッフ数 ４名

D．企業財団・公益信託 〔十勝文化会議、十勝グラウンドワークトラスト、十勝雪氷エネルギー利用 

推進協議会〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＮＰＯとの協働事業 

活動形態 ｉ   
寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
   

十勝雪氷エネルギー推進協議会の中で、雪氷エネルギーの可能性について

調査・研究。 

活動名 ＮＰＯとの協働事業 

活動形態 ｉ   
寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
   

十勝グラウンドワークトラストの中で、十勝の環境問題についての調査・研

究、グラウンドワークの実践。 

活動名 ＮＰＯ十勝文化会議 

活動形態 ｄ 
寄付･連携先  

３ 

活動の概要    
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トピー工業株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 （トピックスとして掲載） 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.topy.co.jp/orient/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＴＯＰＹ ＣＵＰ日米大学対抗ゴルフ選手権 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 日本学生ゴルフ連盟、読売新聞社 

１ 

活動の概要 
   

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、母国と母校の名誉を賭けプレ

ー。同時に親善を深め、交流の輪を広げている。 

 
豊田工機株式会社 
４．推進体制 

担当部署名 経営管理室 渉外・広報・秘書Ｇ スタッフ数 1名(0.1人工)

Ｂ．社内横断的推進組織 〔広報・社会貢献委員会〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔豊田工機ボランティアクラブ〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.toyoda-kouki.co.jp 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 豊田工機チャレンジカップ（刈谷市小学生サッカー選手権大会） 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ 
寄付・連携先 刈谷市サッカー協会 

１ 

活動の概要 審判員の派遣、選手・応援者（父兄）への豚汁などの提供。 

活動名 ５３０（ごみゼロ）運動 

活動形態 ｄ、ｆ 
寄付・連携先  

２ 

活動の概要 最寄の駅から会社までの道路及び会社周辺の公園の清掃。 

活動名 スポーツ指導（柔道、バドミントン、バレーボール、剣道など） 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 
寄付・連携先  

３ 

活動の概要 地元の小・中学生（含む一般）を対象にクラブ員が指導。 

活動名 愛・地球博（国際博覧会会場建設費） 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 日本万国博覧会協会 

４ 

活動の概要 会場建設費の寄付。 

活動名 愛・地球博（パビリオン共同出展） 

活動形態 ｄ、ｅ、ｇ 
寄付・連携先 トヨタグループ 

５ 

活動の概要 トヨタグループにてパビリオンを出展 費用を各社負担。 

活動名 施設慰問 ６ 
活動形態 ｄ、ｈ 
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寄付・連携先 周辺地域の施設  
活動の概要 社員（同好会・個人等）による施設慰問 ハーモニカバンドなど。 

活動名 名古屋国際女子マラソン ボランティア 

活動形態 ｄ 
寄付・連携先 愛知県陸上競技連盟 

７ 

活動の概要 走路補助員、審判員として社員派遣。 

活動名 刈谷少年発明クラブ 

活動形態 ａ、ｇ 
寄付・連携先 刈谷少年発明クラブ 

８ 

活動の概要 同クラブ運営費 支援。 

活動名 オールトヨタ ビックホリディ ボランティアプラザ 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｇ 
寄付・連携先 トヨタグループ 

９ 

活動の概要 チャリティーバザー品の提供 ボランティアの派遣。 

活動名 勤労センター 憩の家「あすて」 

活動形態 ａ、ｇ 
寄付・連携先 勤労センター 憩の家「あすて」 

１０ 

活動の概要 同施設の運営資金 援助。 

 
トヨタ自動車株式会社 
１．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」のスローガンのもと、「まあたらしい発想」と「周囲を思いやる気持ち」をもっ

て、社会の発展、豊かな社会づくりに貢献すること。 

２．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組織風土の醸成に努 

める。 

３．重点分野 〔学術･研究、文化･芸術、環境、国際交流･協力、その他（交通安全）〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部企画室 社会貢献グループ

他関係各部 

スタッフ数 ３３名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 

D．企業財団・公益信託 〔トヨタ財団〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔トヨタ・ボランティアセンター〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ表彰、 Ｖ登録、 Ｖ研修、 マッチングギフト、 地域貢献運動、  

V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・社会報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  

〔社会貢献活動パンフレット「まあたらしい明日をつくろう」〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.toyota.co.jp/jp/community_care/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

１ 活動名 科学のびっくり箱！なぜなにレクチャー 
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活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 トヨタ技術会 

 

活動の概要 
 

全国の科学館に社員ボランティア講師を派遣し、実験・工作を通じて、子ども達

に科学の不思議、モノづくりの楽しさを伝えるプログラム。 

活動名 トヨタコミュニティコンサート 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付・連携先 全国のトヨタ販売店 

２ 

活動の概要 
 

全国のトヨタ販売店各社と共に、地域のアマチュアオーケストラを支援してコン

サートを開催。 

活動名 トヨタ・子どもとアーティストの出会い 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付・連携先 特定非営利活動法人 芸術家と子どもたち 

３ 

活動の概要 
 

子どもの豊かな価値観・感性を育てるため、学校や児童館など教師と協力しア

ーティストによるワークショップ型授業を提供するプログラム。 

活動名 エコの森ハウスと環境教育活動 

活動形態 ｃ、ｆ 

寄付・連携先  

４ 

活動の概要 
 

21世紀の循環型社会に向けた環境教育施設エコの森ハウスを会館。インター

プリターによる体験型環境教育プログラム提供と合わせ地域へ開放。 

活動名 トヨタ環境活動助成プログラム 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 国内外の研究機関・ＮＧＯ・ＮＰＯなど 

５ 

活動の概要 
 

2000年より持続可能な発展に貢献する環境技術・環境学習に関する国内外の

大学・ＮＧＯ等の活動に対して助成を実施。 

活動名 欧州：ＥＵジャパンフェストの支援 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付・連携先 ＥＵジャパンフェスト実行委員会 

６ 

活動の概要 
 

日欧双方が互いの文化理解を深め、様々な対話と多くの文化芸術に関する共

同作業を通じて、一層の相互理解・信頼の構築を促進する事業への支援。 

活動名 中国：砂漠化防止のための植林活動 

活動形態 f、ｇ 

寄付・連携先 特定非営利活動法人地球緑化センター 

７ 

活動の概要 
 

近年急速に砂漠化が進む北京近郊において、耐乾燥性樹種の選抜・環境モニ

タリング技術等の現地への支援を含めた植林活動を実施。 

活動名 韓国：日本研究者への研究助成 

活動形態 ａ 

寄付・連携先  

８ 

活動の概要 
 

2001年より、日韓の相互理解・交流を更に深めるため韓国内で日本研究を行う

大学研究員に対する助成を実施。 

活動名 トヨタ・ドライバーコミュニケーション 

活動形態 ｆ、ｈ 

寄付・連携先  

９ 

活動の概要 
 

ブレーキやコーナリングの限界挙動の体験等を通じ安全運転のレベルアップを

図る事業。2003年度は約600人が参加。 

活動名 トヨタ・クリーンネット 

活動形態 ｄ、ｈ、ｉ   

寄付・連携先  

１０ 

活動の概要 
 

各地の事業所・工場を中心に社員ボランティアによる道路美化活動を推進する

プログラム。2003年度は社員約１万人が参加。4,000袋のゴミを回収。 
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株式会社豊田自動織機 
１．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 （基本理念より） 

２．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はかると同時に地域社会が豊かで住み良い社会になるよう 

  よき企業市民としての役割を果たしていきます。 

 ・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。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 ハートフルＧ スタッフ数 ５名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔豊田自動織機はあとふる倶楽部〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、Ｖ登録、 退職者Ｖ支援、 地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供、  

施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔社会環境報告書２００４〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.toyota-shokki.co.jp/social/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名  “福祉ふれあいフェスティバルｉｎシャインズ”  

活動形態 ｂ、ｃ、ｄ、ｇ、ｈ 
寄付･連携先  刈谷市社会福祉協議会 （共催） 

１ 

活動の概要 
 

 刈谷市在住の知的障害者を福利厚生施設に招待、食事の提供・ボラン

ティアとのふれあいイベントを企画し楽しんでいただく。 

活動名  “ふれあい潮干狩り”  

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ、ｈ 
寄付･連携先  工場所在地各市町の社会福祉協議会 （連携） 

２ 

活動の概要 
 

 工場所在地の知的・身体障害者を潮干狩りに招待する。（往復のバス・

食事等も提供） 

活動名  “愛知県指定無形民俗文化財・万燈まつり” 

活動形態 ｂ、ｃ、ｄ、ｇ、ｈ 
寄付･連携先  刈谷市観光協会、熊地区（会社周辺地域） 

３ 

活動の概要 
 

 刈谷市で開催される愛知県指定無形民俗文化財“万燈まつり”に 

本社近隣の熊地区と一緒に参画。（運営費・会社施設の提供も実施） 

活動名  “大府市少年少女発明クラブ”への支援 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｇ、ｈ 
寄付･連携先  大府市少年少女発明クラブ 

４ 

活動の概要 
 

 青少年の健全育成を目指し“夏休み織機講座、工作教室”等を開催、 

また研修会開催時にバスの提供等運営の補助も行っている。 

活動名  会社施設の無料開放 

活動形態 ｃ  
寄付･連携先  “スペシャルオリンピックス日本・愛知”＆地域の教育機関・授産施設等 

５ 

活動の概要 
 

 ＮＰＯ団体“スペシャルオリンピックス日本・愛知”等障害者支援団体や 

地域の学校等にグランド・体育館・バスを無償貸与している。 

６ 活動名  “産業技術記念館”の運営協力 
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活動形態 ａ   ｄ 
寄付･連携先  産業技術記念館 

 

活動の概要 
 

 日本の産業技術の発展と繊維機械や自動車産業の変遷を通して表現し 

 ｢研究と創造の精神｣｢ものづくりの大切さ｣を広く伝える。施設の維持・管

理費用を負担している。 

活動名 スキュルチュール江坂 （美術館） 運営協力 

活動形態 ａ 
寄付･連携先  株式会社 サンリバー 

７ 

活動の概要 
 

 会社創立７０周年記念事業の一環として所有する美術品を一般公開 

している、また施設の維持管理費用を負担する。 

活動名  (財) ２００５年日本国際博覧会協会への寄付 

活動形態 ａ、ｄ  
寄付･連携先  (財) ２００５年日本国際博覧会協会 

８ 

活動の概要 
 

 愛知県で２００５年３月～開催される愛・地球博（略称）を支援するため 

 会場建設費等の寄付を行っている。 

活動名  刈谷市医療整備事業への寄付 

活動形態 ａ   
寄付･連携先  刈谷総合病院・刈谷市 

９ 

活動の概要 
 

地域医療の整備と市民の健康作り推進事業に賛同して、寄付を行ってい

る。 

活動名  “アダプトプログラム” 

活動形態 ｄ、ｇ、ｈ 
寄付･連携先  大府市・半田市 

１０ 

活動の概要 
 

環境に関わるプログラムとして行政と協働で工場所在地の公園・道路を

養子に見立て、里親になって定期的に美化活動を実施している。 

 

トヨタ車体株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

 (１) 真に社会が求めている活動    (２) トヨタ車体〝らしさ〟がある活動 

 (３) 組織的に継続可能な活動     (４) 従業員の社会参加意識の高揚に役立つ活動 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

 (１) 当社が主体となって取組むプログラム（社会福祉活動、環境保全活動、地域社会活動） 

 (２) 他の主催する活動への人的支援（ボランティア派遣） 

 (３) 他の主催する活動への金銭的支援（寄付） 

３．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〕 

４．推進体制    

担当部署名 総務部 総括室 企画Ｇ スタッフ数 ４名

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献委員会、工場分科会〕 

D．企業財団・公益信託  〔立松財団（元：会長）〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔トヨタ車体ボランティア支援センター『エース倶楽部』〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ表彰、Ｖ登録、V情報提供、V機会提供、施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・社会報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  〔トヨタ車体の社会貢献活動、 

『移送サービス』実施要領〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.toyota-body.co.jp 
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 障害者・高齢者への外出支援、『移送サービス』 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ 

寄付･連携先 刈谷市社会福祉協議会、いなべ市社会福祉協議会 

１ 

活動の概要 
 

会社所有の福祉車両を、社員ボランティアが運行し、社会福祉協議会を通

じて申込みされた利用者を移送するサービス（土・日・祝日運行）。 

活動名 ケナフ栽培とケナフ紙（菊版サイズ）の寄贈 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付･連携先 近隣の地域住民代表、小･中学校、福祉施設 

２ 

活動の概要 
 

地球温暖化防止の啓蒙をネライに、会社所有地にケナフの栽培。また、収

穫後ケナフ紙に加工し各所に寄贈。 

活動名 ボランティア活動へ登録会員の派遣参加 

活動形態 ｄ、ｈ 

寄付･連携先 近隣の社会福祉協議会、福祉団体、関連企業 

３ 

活動の概要 
 

ボランティア情報を収集し、登録会員へ月度毎に情報発信。希望者に活動

内容の詳細を送付し、個々人でボランティア活動に参加。 

活動名 会社施設の開放 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 地域住民 

４ 

活動の概要 
 

会社施設（グランド・テニスコート・体育館・柔剣道場・卓球場）を予約制で地

域住民に開放。 

活動名 スポーツ指導・支援 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先 近隣の中・高校 

５ 

活動の概要 男子ハンドボール、女子バレーボール部員による指導・支援。 

活動名 寄付による社会貢献 

活動形態 a、ｂ 

寄付･連携先 福祉施設、病院、学校、地域行事、環境保全、スポーツ大会など 

６ 

活動の概要 
 

慣習や関連企業との連携をもとに金銭の寄付による支援。 

活動名 少年サッカー大会、『トヨタ車体カップ』の開催 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 刈谷市内小学校（’03年度＝26チーム参加） 

７ 

活動の概要 
 

公式試合に出場できない、小学４年生を対象に年１回開催。運営には当社

サッカー部員による審判やボランティアによる豚汁サービスも実施。 

活動名 福祉コンサートの運営支援 

活動形態 a、d、g 

寄付･連携先 名古屋フィルハーモニー交響楽団 

８ 

活動の概要 
 

近隣福祉施設の身障者をコンサートに招待。バス輸送、受付け、会場内へ

の入場援助等々、関連企業合同で運営。 

活動名 地域役員との見学・交流・懇談会 

活動形態 ｃ、ｆ 

寄付･連携先 周辺地域 

９ 

活動の概要 
 

周辺地域住民代表と定期的に交流・懇談会を実施し、情報開示と意見交

換。 

活動名 親子福祉実践教室 

活動形態 ｄ、ｇ 

１０ 

寄付･連携先 要望の小学校 
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 活動の概要 
 

親子で福祉を学ぶ小学校へ、当社製福祉車両を教材に持参し、半日 

程度の体験教室 

 

豊田通商株式会社  
１．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」をミッションに活動を行っている。 

３．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、国際交流・協力、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 人事・総務部 スタッフ数 ３名

D．企業財団・公益信託  〔（財） 豊田通商国際育英会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.toyotsu.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 イラン南東部大地震義援金拠出 

活動形態 ａ、ｂ    
寄付･連携先 ジャパン・プラットフォーム 

１ 

活動の概要 イラン南東部大地震復旧援助のため、義援金等を拠出 

活動名 ＥＵ・ジャパンフェスト（第１２回） 

活動形態 ａ      
寄付･連携先 ＥＵ・ジャパンフェスト日本委員会 

２ 

活動の概要 日欧双方が互いの文化理解を深め、様々な対話と多くの文化芸術に関す

る共同作業への協賛 

活動名 チェコ音楽コンクール 

活動形態 ａ    
寄付･連携先 チェコ音楽コンクール実行委員会 

３ 

活動の概要 日本とチェコ双方が音楽を通して互いの理解を深めるコンクールへの協賛 

活動名 にっぽんど真ん中祭り（第５回） 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 にっぽんど真ん中祭り実行委員会 

４ 

活動の概要 毎年８月に名古屋で行われる祭りに、地域文化支援活動の一環として協賛

活動名 「子供の森づくり」計画協賛 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 （財）オイスカ 

５ 

活動の概要 （財）オイスカが１９９１年にスタートさせた国際的な学校単位の植林運動に

協賛 

 

トヨタ紡織株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ登録、 施設開放 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 聴覚障害者バスケットボールクリニック １ 
活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 
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寄付・連携先 日本デフバスケットボール協会  
活動の概要 聴覚障害者を対象にバスケットボールのクリニックやチームを開催。 

活動名 芋掘り大会 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ、ｈ 
寄付・連携先 刈谷市東陽町子ども会 

２ 

活動の概要 地域の子ども会を招待し、芋掘り大会を実施。 

活動名 のぞいてみようものづくりの現場 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 
寄付・連携先 刈谷市在勤、在住者対象 

３ 

活動の概要 工場見学。 

活動名 福祉コンサートの運営協力 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 
寄付・連携先 名古屋フィルハーモニー交響楽団 

４ 

活動の概要 地元の障害者施設、団体の方を名フィルのコンサートへ招待する。全体運営

を地元関連企業と協力して行う。 

 

トヨタ輸送株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

高い倫理観を持ち、地球環境との調和と誠実な企業活動を通じて国際社会から信頼される良き企業市

民をめざす。（会社の基本理念第１項） 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

○ 社会貢献活動の柱  … エコ活動、福祉活動、地域活動、文化スポーツ活動 

○ 活動費用ガイドライン… 営業利益の０.５％から１％を目安 

○ 社内決裁体制      … 社会貢献審議委員会で審議、経営会議で承認、取締役会で決議後、決裁 

３．重点分野 〔社会福祉、文化･芸術、環境、地域社会の活動、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会貢献あり方委員会 スタッフ数 ４名

B．社内横断的推進組織 〔 社会貢献あり方委員会、社会貢献審議委員会 〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 福祉コンサート 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 名古屋フィルハーモニー交響楽団 

１ 

活動の概要 近隣福祉施設の身障者を招待する名フィルコンサートの運営協力 

活動名 豊田少年少女発明クラブの支援 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 豊田少年少女発明クラブ 

２ 

活動の概要 地域の少年少女発明クラブの活動支援 

活動名 環境美化活動 

活動形態 ｆ 
寄付・連携先  

３ 

活動の概要 本社及び事業所（全国約５０ヶ所）の清掃活動 

活動名 身障者自立支援 

活動形態 ｆ、ｇ 
寄付・連携先 社会福祉法人嶋福祉会 

４ 

活動の概要 障害者の自立支援をする場として仙台営業所を職場として提供 

活動名 地域住民活動支援 ５ 
活動形態 ａ 
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寄付・連携先 地域・行事・祭礼の運営支援  
活動の概要  

活動名 愛・地球博（国際博覧会会場建設費） 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 日本万国博覧会協会 

６ 

活動の概要 会場建設費の寄付 

活動名 愛・地球博 

活動形態 ｅ 
寄付・連携先 日本万国博覧会協会 

７ 

活動の概要 全面パネル使用のキャリアカーにマスコットをプリントし、走る広告として宣

伝。 
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【ナ行】 

長瀬産業株式会社 
４．推進体制 

Ｄ． 企業財団・公益信託 〔長瀬科学技術振興財団〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

環境ＵＲＬ： http://www.nagase.co.jp/iso/index.html 

財団ＵＲＬ： http://www.nagase-f.or.jp/                 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 (財) 長瀬科学技術振興財団への寄付 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 (財) 長瀬科学技術振興財団 

１ 

活動の概要 
 

生化学及び有機化学等の分野に係る研究開発及び国際交流を助成する 

ことで、科学技術の振興を図る。 

活動名 サイトウ キネン フェスティバル 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 (財) サイトウ キネン財団 

２ 

活動の概要 
 

音楽芸術の国際交流の促進を図り、わが国の創造的音楽芸術活動の普及 

発展を目的として、音楽祭を開催する。 

活動名 公益信託経団連自然保護基金への寄付 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 公益信託経団連自然保護基金 

３ 

活動の概要 
 

アジア太平洋地域を主とする開発途上地域及びわが国の自然環境保護 

地域における自然保護活動を支援する。 

活動名 京都大学大学院農学研究科への寄付 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 京都大学 

４ 

活動の概要 
 

醗酵生理学研究所における応用微生物の研究助成を目的とした 

奨学寄付金 

活動名 岡山県立大学大学院への機器譲渡 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 岡山県立大学 

５ 

活動の概要 
 

蛋白分析用HPLC一式を保健福祉学研究科応用微生物学研究室に無償 

譲渡し、学術研究に貢献する。 

活動名 イラン南東部地震救援のための義捐金 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 日本赤十字社 

６ 

活動の概要 
 

イラン大地震被災者救援活動（医療チーム派遣、物質援助等）のための 

資金を寄付。 

活動名 スポーツ振興資金財団への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 (財) 日本体育協会 

７ 

活動の概要 
 

国民体力の向上とスポーツ精神の涵養を図るためアマチュアスポーツを 

助成・育成し、その振興に寄与する。 
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株式会社なとり 
１．社会貢献のミッションや目標 

株式会社なとりとそのグループは自由闊達にして公正で節度ある企業活動により、食文化の創造と発展

を通して、顧客満足・株主還元・社会貢献の実現を図り、社会的に価値ある企業として、この会社に係わ

るすべての人が誇りを持てる会社を目指します。（当社「経営理念」） 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

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。（当社「企業行

動規範」より） 

３．重点分野 〔社会福祉、健康･医学、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、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 スタッフ数 1(兼任)名

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、Ｖ休暇、 マッチングギフト 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔会社案内〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.natori.co.jp 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 社会福祉協議会への寄付 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 本社・工場所在地の社会福祉協議会（東京・北区、埼玉・支部ほか） 

１ 

活動の概要   当社の創業記念日に毎年継続して実施。 

活動名 バザー商品提供 

活動形態 ｂ 
寄付･連携先 東京リハビリ協会ほか 

２ 

活動の概要    

活動名 学校・町内会等への商品提供 

活動形態 ｂ 
寄付･連携先 地域の学校・保育所 

３ 

活動の概要    

活動名 地域活動への参加 

活動形態 ｄ 
寄付･連携先 地域消防署 

４ 

活動の概要   希望者を募り、消防団員を派遣。 

活動名 職場採血の実施 

活動形態 ｄ 
寄付･連携先 ライオンズクラブと連携 

５ 

活動の概要   社員に日時・場所を通知し勧奨。 

活動名 施設開放 

活動形態 ｃ 
寄付･連携先 地域団体・市民 

６ 

活動の概要   本社談話室・緑地を地域団体に解放。 

活動名 日本ユニセフへの寄付 

活動形態 ｃ 
７ 

寄付･連携先 日本ユニセフ 
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 活動の概要 
   

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し日本ユニセフ

へ寄付。 

活動名 (財) 文化財保護・芸術研究助成財団への寄付 

活動形態 ａ 
寄付･連携先  

８ 

活動の概要   史跡等文化財の保護・研究のため活動。 

 
南海電気鉄道株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

 当社は鉄道事業を軸とした総合生活企業として、住宅開発、不動産、流通、レジャー、文化など人の生

活をトータルに応援する広範な事業を通じ、社会の発展とともに、広く社会に貢献する企業を目指してい

る。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

 ［社会への貢献］を企業理念の一つに掲げ、社会の信頼にこたえ、その発展に貢献する旨を宣言して

いる。 

３．重点分野 〔文化･芸術、史跡･伝統文化保全、地域社会の活動、国際交流･協力、人権〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「社会を明るくする運動」等他への寄付金の支出 

活動形態 ａ      
寄付･連携先 浪速区保護司会他 

１ 

活動の概要 社会福祉への寄付。 

活動名 「阿部野薪能」等への寄付金の支出 

活動形態 ａ      
寄付･連携先 浪速津阿部野薪能実行委員会他 

２ 

活動の概要 史跡・伝統・文化保全への寄付。 

活動名 「西成区民祭り」等への寄付金の支出 

活動形態 ａ    
寄付･連携先 (財) 西成区コミュニティ協会他 

３ 

活動の概要 地域社会の活動への寄付。 

活動名 「イラン南東部大地震義捐金」の支出 

活動形態 ａ      
寄付･連携先 (財) 日本経済団体連合会 

４ 

活動の概要 災害救援活動への義捐。 

活動名 「産業廃棄物不法投棄原状回復基金」等への寄付金の支出 

活動形態 ａ      
寄付･連携先 社団法人 日本民営鉄道協会他 

５ 

活動の概要 環境保護問題への対応。 

活動名 「2005年日本国際博覧会会場建設募金」等への寄付 

活動形態 ａ  
寄付･連携先 社団法人 日本民営鉄道協会、中央電気クラブ他 

６ 

活動の概要 国際交流・協力への寄付等。 

活動名 南海コンサートの実施 

活動形態 ａ   
７ 

寄付･連携先 社団法人 大阪フィルハーモニー協会 
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 活動の概要 
 

沿線地域の文化振興に寄与するため大阪フィルハーモニー交響楽団ととも

に沿線各地で定期演奏会を実施（年２回）。 

活動名 「空海と高野山展」への特別協賛 

活動形態 ａ   
寄付･連携先 （株）ＮＨＫプロモーション 

８ 

活動の概要 
 

世界文化遺産登録を睨んで、高野山を広く紹介する一助とするため、協賛

する。 

活動名 駅構内・商業施設・当社施設等での場所提供 等 

活動形態 ｃ、ｄ 
寄付･連携先 官庁・自治体、学校等 

９ 

活動の概要 
 

啓発運動キャンペーンの場所提供、ポスター等の無料掲出 

自治会活動への施設提供等の支援・応援。聾学校生徒みさき公園招待。 

活動名 なんば,沿線各所での清掃等への参加、社員の各種団体等への派遣 

活動形態 ｄ   
寄付･連携先 自主的活動、沿線各自治体・自治会 他 

１０ 
 
 
 
 

活動の概要 
 

沿線の不法看板撤去、駅前ロータリー清掃等みなみを美しくする会、レッツ

クリーン活動。 

 

株式会社ニコン 
１．社会貢献のミッションや目標 

事業基盤である光とミクロに関連する領域を中心に社会貢献活動を行うことによって社会の調和ある発

展に寄与する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・事業領域に関連した文化的事業等の運営や活動の助成による社会貢献活動 

・事業領域における研究開発等の助成による社会貢献活動 

・事業外での社会貢献活動 

３．重点分野 〔社会福祉、学術･研究、文化･芸術、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 スタッフ数 ３名

Ｆ．その他 〔ニコン社会貢献委員会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、V情報提供 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 常設写真展示スペース「ニコンサロン」の運営 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
 

写真文化の向上を目指した写真展示スペース「ニコンサロン」を銀座･新宿･

大阪の３ヶ所に設置し、プロアマを問わず写真展に利用されている。 

活動名 厚生施設の開放 

活動形態 ｃ 
寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
 

製作所に付属するテニスコート、グラウンド等の施設を近隣住民に開放して

いる。 

活動名 製作所周辺清掃 

活動形態 ｄ 
３ 

寄付･連携先  
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 活動の概要 
 

製作所周辺のゴミ清掃、草取り等の作業実施や、周辺地域の沼・河川の清

掃作業へ参加し、環境保全活動を行っている。 

 

日鉱金属株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

 
日鉱金属加工株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 工場周辺地域清掃活動 

活動形態 ｉ 
寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
   

地域社会貢献活動として、環境月間に合せ、工場周辺の地域清掃活動を実

施。 

活動名 寒川町産業展示会 

活動形態 ｂ 
寄付･連携先 寒川町・産業振興課 

２ 

活動の概要 寒川町内企業の産業ＰＲと。 

 
株式会社日興コーディアルグループ 
１．社会貢献のミッションや目標 

経営理念に「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」を掲げている。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

ＣＳＲ実践指針において、社会貢献「良き企業市民として、人と自然と社会に貢献します」と定めている。 

３．重点分野 〔教育･社会教育、環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔ＷＷＦ・日興グリーンインベスターズ基金〕 

Ｆ．その他 〔ＣＳＲ委員会〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.nikko.jp/csr  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＷＷＦ・日興グリーンインベスターズ基金への寄付 

活動形態 a、f 

寄付･連携先 ＷＷＦジャパン 

１ 

活動の概要 
 

ＳＲＩファンド「日興エコファンド」「グローブ」の収益の一部を寄付し、環境保

全に取り組む個人・団体を支援する。 

活動名 ＮＰＯ法人「金融知力普及協会」への支援 

活動形態 ｄ、ｇ 

２ 

寄付･連携先 金融知力普及協会 
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 活動の概要 
 

金融知力向上のための通信講座やセミナーを広く一般に提供。また学校現

場で活用可能な教材の開発や金融知力インストラクターの養成に努めてい

る。 

活動名 大学への寄付講座の提供や講師の派遣 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 武蔵野大学他 2003年度実績10講座 

３ 

活動の概要 
 

グループ企業（日興フィナンシャルインテリジェンス）を通じて、証券投資に

関する講座提供や講師派遣を行い、将来の投資家を育成している。 

活動名 中高生や一般の方の職場体験や企業訪問受け入れ 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 
 

中高生の職場体験を受け入れ、社員が分かりやすく解説したり、株式取引

の様子を直接見聞きすることで、証券投資に親しむ機会を提供している。 

 

日産自動車株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

■ミッション：  「未来への投資」 

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。 

２．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 

■NPOとのパートナーシップについて（支援基準）： 

○対象分野： ①子ども・若者の創造性を育む活動、②環境保全への理解を深める活動 

○支援対象活動の性格： 社会的評価が確立していなくとも、今後の社会の発展のために重要で、成長 

が期待できる活動。 

○支援先との関わり方： 互いに感動と成長をもたらすこと。  支援先との間に第三者を介さずに直接コ

ミュニケートし、支援後、必ず成果を確認し合うこと。  社員も参加・鑑賞できること。  目標が達成さ

れれば、支援を終了すること。  できるだけ多種・多様な団体との関わりを考慮すること。 

○支援期間： 発展性、継続性をもって活動を支援するため、原則として、3年ないし5年とする。 

３．重点分野 〔教育･社会教育、文化･芸術、環境、地域社会の活動（但し、子どもの想像力育成に関
わる部分を中心に） 

４．推進体制 

担当部署名 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ広報・IR本部  

広報部 ｺﾐｭﾆﾃｨ・ﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ 

スタッフ数 ４名

D．企業財団・公益信託 〔(財) 日産科学振興財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 マッチングギフト、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放、  

その他〔ボランティア活動資金支援制度（マッチング･ギフト以外にも活動資金や物品購入資金を提供）

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・社会報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成   

〔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〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ: /www.nissan-global.com/JP/COMPANY/CITIZENSHIP/index.html 
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ニッサン童話と絵本のグランプリ 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付･連携先 (財) 大阪国際児童文学館 

１ 

活動の概要 
   

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。2003年に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。過去の受賞作の中には平成14年度より小学4年生の国語の教

科書に採用されている作品もあり、子どもの教育（想像力育成）に貢献している。 

活動名 日産NPOラーニング奨学金制度 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付･連携先 日本NPOセンター、日本国際交流センター、東京子ども図書館、日本生態系

協会、市民活動センター神戸 他 

２ 

活動の概要 
   

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インターンシップ・プログ

ラム。NPOでの仕事を経験したい学生を公募・選抜し、その仕事の実績に応じて

日産が奨学金を支給する。先駆的・実験的な課題に挑戦しているNPOの現場でキ

ャリアを積むことによって、自ら考える力や将来に立ち向かう勇気を養ってもらうこ

とが狙い。 

活動名 日産おはなしの部屋 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 
   

昔ばなし研究の第一人者・小澤俊夫氏（昔ばなし研究所 所長）とストーリーテラー

の藤井いづみ氏を講師に、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。 

活動名 ニッサンゆかいな絵本と童話展 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付･連携先 (財) 児童育成協会（こどもの城） 

４ 

活動の概要 
   

毎年春休みの時期に、こどもの城（東京・青山）で行っている子ども向けのイベン

ト。会場では童話や絵本を紹介するほか、子どものワークショップを実施。会場の

展示物にはクルマの素材を再利用したり、モノづくりのノウハウを持つ社員が設営

に参加するなど、自動車メーカーとしての特色を活かしている。 

活動名 国際アンデルセン賞への支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 IBBY（国際児童図書評議会） 

５ 

活動の概要 
   

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。 

活動名 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   

寄付･連携先 サイトウ・キネン・フェスティバル松本実行委員会 

６ 

活動の概要 
   

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。 

活動名 日経エデュケーションプログラムへの協賛 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付･連携先 日本経済新聞社 

７ 

活動の概要 
   

中・高校生が授業の中で、実在する企業の調査・研究活動を通じて「企業活動

の仕組み」を学ぶ教育プログラムを支援。教材づくり（企業紹介ビデオ、学習

用テキスト）や学習テーマとしての課題提供に協力したほか、生徒による作品

発表会に出席し各々の企画案（プレゼンテーション）に対し講評を行った。 
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活動名 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    

寄付･連携先 (財) 関信越音楽協会 

８ 

活動の概要 
   

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。 

活動名 各種環境保全プログラムへの支援 

活動形態 a 

寄付･連携先 社団法人 日本ナショナル・トラスト協会、(財) 日本生態系協会 

９ 

活動の概要 
   

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。 

活動名 社員参加プログラムの実施 

活動形態 ａ、ｇ、ｉ   

寄付･連携先 「art-Link 上野－谷中」実行委員会／文学座 

１０ 

活動の概要 
   

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実施。外国人社員と日本人社員約50名が参加し

た。また、文学座ファミリーシアター協賛の際には、社員に広く告知すると共に、希

望する社員を対象にバックステージツアーを実施した。 

 
株式会社日清製粉グループ本社 
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

「企業行動規範及び社員行動指針」を公開し、その中で、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。豊な社会の実現に寄与することを規程。 

４．推進体制 

担当部署名 総務本部 総務グループ スタッフ数 １２名

B．社内横断的推進組織 〔社会委員会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

マッチングギフト 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・安全報告書〕 

 
日清紡績株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 地域社会活動 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 浜北市 

１ 

活動の概要 浜松工場閉鎖に伴う、浜北市への寄附。 

活動名 協賛活動 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 社団法人 繊維学会「みらいせんい展」 

２ 

活動の概要 
 

繊維学会創立60周年事業「みらいせんい展」への協賛金として寄附。 

活動名 学術研究活動 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 千葉大学、信州大学、宮城工業高専 

３ 

活動の概要 研究助成金として寄附。 
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株式会社ＮＩＰＰＯコーポレーション 
１．社会貢献のミッションや目標 

「企業行動規範」（抜粋）1994.4制定 

(1)社会的に有用な社会資本の整備及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)安全対策及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為は行わない。

５．社員のボランティア活動支援策 

マッチングギフト、 V 情報提供、 施設開放 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 災害支援 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 岩手県水沢市 

１ 

活動の概要 
   

H14台風６号襲来時、事務所従業員総出での北上川水害防止活動協力（堤

防嵩上げ作業）により、水沢市長及び国交省から表彰(H15)された。 

活動名 災害支援 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 岩手県宮古市 

２ 

活動の概要 
   

H15.5.26三陸南地震災害時、被災箇所の速やかな無償での道路補修・復旧

活動への協力により国土交通省から表彰された。 

活動名 地域活動 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 矢本町・南郷町・河南町・鳴瀬町 

３ 

活動の概要 
   

H15.7.26宮城県北部地震において、災害復旧用の資材無償提供、及び復旧

活動に参加。 

活動名 環境保全 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 山形県天童市 

４ 

活動の概要   年２～３回、河川敷のゴミ拾いを自主的に実施、地域美化に貢献した。 

活動名 環境保全 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 東京都江戸川区 

５ 

活動の概要 
   

毎月２回、近隣の商店街～環七にかけての清掃作業を行い、地域貢献活動

を行っている。 

活動名 環境保全 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 茨城県つくば市 

６ 

活動の概要 
   

平成１３年より、工場前のＲ３５４を約１ｋｍに亘って、毎年２回清掃活動を実

施している。 

活動名 学術・研究 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 石川県 

７ 

活動の概要 
   

県職員を土木技術研修生として受け入れ、毎年約40日間の研修を行ってい

る。(S35年よりほぼ毎年実施) 

活動名 地域活動 

活動形態 ｈ 

８ 

寄付･連携先 道建協・道建労協クリーンアップ作戦（大阪市） 
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 活動の概要 
   

道路建設業協会関西支部・道路建設産業労働組合協議会関西地協合同で

大阪の御堂筋・堺筋・四つ橋筋のｺﾞﾐ拾いﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動。 

活動名 環境保全 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 兵庫県神戸市 

９ 

活動の概要 
   

国道４３号線の環境美化活動として、自主的に清掃活動を実施した。(H15年

は３ヶ月、延べ６回実施) 

活動名 地域活動 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 地元自治会 

１０ 

活動の概要   地元自治会へ防犯灯を寄付し、夜明るくなったと喜ばれた。 

 
日本アイ・ビー・エム株式会社 
１．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「よき企業市民」でなければならないとの考えから、「社会とともに」のスローガンのもとに、

世界中のIBMが連携した社会貢献活動を積極的に展開している 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

（指針） 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、単に現金や製品を寄付するのではなく、IBMの資産である技術・サービス・ノウ

ハウを総合的に提供する活動をNPOや公的機関とのパートナーシップのもとで展開し、社会課題の解

決に取り組む。 

（ガイドライン）営業活動に直接関係がなく、見返りの経済効果を期待しない。また特定の個人や政治活

動や宗教活動にかかわる支援は行なわない。 

３．重点分野 〔社会福祉、学術･研究、教育･社会教育、文化･芸術、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会貢献部 スタッフ数 ５名

B．社内横断的推進組織 〔コーポレート・ウェルビーイング委員会〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔 オンデマンド・コミュニティー･ボランティア･チーム〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 Ｖ登録、 Ｖ研修、 退職者Ｖ支援、  

地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放、 その他〔コミュニティー・グランツ〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 コーポレート・レスポンシビリティー・レポート 〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔社会とともにー日本IBM社会貢献活動〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.ibm.com/jp/company/society/           

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 三鷹市学校･家庭･地域連携教育プロジェクト 

活動形態 ｂ（テクノロジー・サービス）、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 三鷹市（東京都）教育委員会および同市立全１５小学校 

１ 

活動の概要 

 

三鷹市立全15小学校と家庭および地域のメンター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画型の学校教育を実現する共同プロジェクト 

活動名 KidSmart(幼児教育支援)プロジェクト 

活動形態 ｂ(PC, S/W, 家具、マニュアル)、ｅ(研修、コンサルティング)ｆ、ｈ 

２ 

寄付・連携先 北海道、岐阜、鳥取、大分各道県および同地域の保育園･所計１００園 
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 活動の概要 

 

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、

PCや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が保育士に教える研修や

１年間にわたる支援活動を実施する 

活動名 IBMメンタープレイス(eメンタリング) 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 大和市教育委員会、大和市内の参加公立中学校 

３ 

活動の概要 

 

IBMが提供するメンタープレイスのWebサイトを通じて、IBM社員が地域の参加

学校に通う生徒のメンター（個人的な助言者）として、仕事やキャリア、さらに

サイエンスや一般教養などについてメール交換し、アドバイスなどを与え貢献

する 

活動名 TryScience(Web上の科学博物館)プログラム 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 （財）日本科学技術振興財団 （JSF）・科学技術館（東京・北の丸） 

４ 

活動の概要 

 

JSFの協力を得て、TryScienceのWebサイトにある「やってみよう」の実験を活

用した実験教室を定期的に開催。子供達が楽しみながら科学の実験を体験す

ることにより、科学への親しみや興味を膨らませるような効果的な科学教育活

動を支援している 

活動名 日本IBM科学賞 

活動形態 ａ、ｂ、ｆ、ｉ 

寄付・連携先 国内の大学や公的研究機関で優れた学術研究活動を行なう４５歳以下の研

究者 （個人を対象） 

５ 

活動の概要 

 

物理、化学、コンピューターサイエンス、エレクトロニクス分野の基礎の学術研

究において、独創性豊かな優れた若手研究者個人を表彰し賞金などを授与す

ることにより育成支援し、わが国における学術研究の振興を図る 

活動名 重度障害者教育支援プロジェクト 

活動形態 ｂ、ｅ（テクノロジー・サービス）、ｆ、ｉ 

寄付・連携先 社会福祉法人 東京コロニー 

６ 

活動の概要 

 

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研修を受講できるよう、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 

活動名 高齢者のIT研修支援 

活動形態 ｂ、ｅ（テクノロジー・サービス）、ｆ、ｉ 

寄付・連携先 NPO法人 イー・エルダー 

７ 

活動の概要 

 

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 

活動名 オンデマンド・コミュニティー（ボランティア活動支援）プログラム 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 社員・定年退職者が住む地域の非営利団体や学校など 

８ 

活動の概要 

 

社員および定年退職者のコミュニティーにおけるボランティア活動の支援強化

のため、Webサイトを通じてボランティア活動に活用できる研修・資料・情報や

ボランティア機会などの情報を提供し、社員・定年退職者がさらにボランティア

活動を効率的に行なえるよう支援するプログラム。また、社員や定年退職者が

継続的なボランティア活動を行なうNPOや学校など非営利団体に対し、活動を

より効率化するためにIBM製品の寄贈や資金援助も行ない、積極的かつ継続

的な活動を促進する。 

活動名 中古PC寄贈支援制度 ９ 
活動形態 ｂ、ｆ、ｉ 
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寄付・連携先 NPO法人 イーエルダー、および全国の福祉団体、教育機関、NPO法人等  
活動の概要 

 

IBMのお客さまである企業・団体などからご提供いただいた中古PCを、NPOイ

ーエルダーがクリーニング･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する 

活動名 エルミタージュ／ピエタ プログラム 

活動形態  ｂ、f、ｉ 

寄付・連携先 関東･中部･関西･中国地域にある美術館や公的施設 １３箇所 

１０ 

活動の概要 

 

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、インターネットや寄贈美術館や公的施設に設置された情報端末から

鑑賞できるよう支援するプログラム 

 
日本アムウェイ株式会社  
１．社会貢献のミッションや目標 

 良き企業市民として会社と当社のディストリビューターがパートナーシップの下、良き企業市民として地

域に貢献する活動を推進してゆく事が企業の責務と考える。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

「Ｏｎｅ by Ｏｎｅ こども基金」活動を中心に、活動の８０％を子供の生活向上のための支援に向ける。 

アメリカ本社並びに世界５６ケ国のアムウェイ社が「One ｂｙ One」（一人一人の子供に支援の手を差し

延べるという意味）の基本コンセプトの下に、支援後必要とする子供を対象に各国独自のプログラムを構

築。 

３．重点分野 〔環境、その他(子供)〕 

４．推進体制 

担当部署名  社会貢献部 スタッフ数 ７名

B．社内横断的推進組織 〔社員ボランティア・コミッティ〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

マッチングギフト、 地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.1by1.jp               http://www.amway.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名  スペシャルオリンピックス支援 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ     

寄付･連携先  スペシャルオリンピック日本 

１ 

活動の概要  スペシャルオリンピックスへの活動資金寄付、並びにボランティアの派遣。

活動名  アファン「こころの森」プロジェクト 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先  アファンの森財団 

２ 

活動の概要  黒姫にあるアファンの森にて、障害児や被虐待児などに対し前向きに生き

る勇気をもたせるためのプログラムを実施。 

活動名  Ｏｎｅ ｂｙ Ｏｎｅ アワード 

活動形態 ａ、ｆ    

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 
 

 子供のために活動しているＮＰＯ６団体、 ﾊﾝﾃﾞがありながら頑張っている

子供３名に対するアワード（賞金各５０万円）。 

活動名  アムウェイスカラーシップ ４ 
活動形態 ａ、ｆ    
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寄付･連携先  一橋大学  
活動の概要  一橋大学に在籍する外国人留学生に対する奨学金（２名分）。 

活動名  ＫＩＤＳ ディズニープロジェクト 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ 

寄付･連携先  ＮＰＯ ＫＩＤＳ 

５ 

活動の概要 
 

 ＮＰＯ ＫＩＤＳ が主催する「ＫＩＤＳプロジェクト」（障害児をディズニーランド

に招待）にタイする運営資金提供と社員のボランティア参加。 

活動名  施設開放（ｵｰﾃﾞｨﾄﾘｱﾑ・会議室） 

活動形態 ｃ    

寄付･連携先   

６ 

活動の概要  コミュニティ、ＮＰＯに対しての会議室を貸し出し。 

活動名  アムウェイクリーンアップ 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先   ＮＰＯ 行政 

７ 

活動の概要 
 

 全国の海岸、公園で清掃と拾ったゴミの分析を行うクリーンアップ活動。２

００３年は８箇所、約３３００名が参加。 

活動名  地域クリーンアップ 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先   渋谷区 / 町内会 

８ 

活動の概要 
 

 「渋谷駅前清掃」、「公園通り、北谷公園(ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ)」周辺で毎月２回

のクリーンアップへ参加。延べ４００名以上の社員が参加 

 
日本板硝子株式会社 
１．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、規定している。 

３．重点分野 〔社会福祉、学術･研究、環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔(財) 日本板硝子材料工学助成会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 環境・社会報告書 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.nsg.co.jp/environment/2004/env11.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 (財) 日本板硝子材料工学助成会への寄付 

活動形態 ａ  

寄付・連携先 (財) 日本板硝子材料工学助成会 

１ 

活動の概要 
 

1979年から無機材料の学術と技術の発展を支援するために設立。主に、大学

における無機材料の研究への助成金を出資。 

活動名 地域美化活動 

活動形態  ｄ 

寄付・連携先 京都府舞鶴市 

２ 

活動の概要 
 

京都府舞鶴市の道路に当社が植樹した桜並木の美化運動を展開。年に数

回、全従業員による清掃や雑草の手入れなどを実施。 

活動名 障害者施設との協働、交流 ３ 
活動形態  ｄ、ｇ  
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寄付・連携先 知的障害者授産施設「みずなぎ学園」  
活動の概要 

 
リサイクル紙分別処理業務を以前よりボランティア活動で交流のあった「みず

なぎ学園」に委託し学園の運営に貢献。その他各種ボランティア活動も実施。

 
日本ガイシ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

開かれた経営をめざし、積極的に社会とのコミュニケーションを行い、良き企業市民として社会の発展と

向上に貢献していく。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

理念：良き企業市民として、地域社会および国際社会に積極的に貢献していく。 

方針：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）地域への貢献  ３）社員の参加  ４）継続性 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 渉外部社会貢献グループ スタッフ数 ３名

D．企業財団・公益信託 〔(財)エヌジーケイ留学生基金 〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔ＮＧＫインターナショナル-フレンドシップクラブ〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ登録、V情報提供、 V機会提供、その他〔ホームステイ受入補助金支給制度、社員サポーター自主 

活動補助制度〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境レポート〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔こんなところにもＮＧＫ〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.ngk.co.jp    

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 外国人留学生の支援 

活動形態 ｆ    

寄付・連携先 (財)エヌジーケイ留学生基金 

１ 

活動の概要 
 

①留学生専用宿舎（NGKインターナショナルハウス）の提供 全40室 

②奨学金の支給（学部生12万円/月、大学院生16万円/月）計20名 

活動名 財団事務局員の兼務 

活動形態 ｄ   

寄付・連携先 (財)エヌジーケイ留学生基金 

２ 

活動の概要 社員（3名）が財団事務局を兼務（無償） 

活動名 社員サポーターによる留学生支援 

活動形態 ｈ  

寄付・連携先 なし 

３ 

活動の概要 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 

活動名 ホームステイ受入社員への費用補助 

活動形態 ｈ 

寄付・連携先 なし 

４ 

活動の概要 外国人留学生のホームステイ受入を行う社員に対し、3万円/月を補助 

活動名 語学講座の開催 ５ 
活動形態 ｃ  
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寄付・連携先 なし  
活動の概要 

 
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。 

 
日本興亜損害保険株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

地球環境の悪化が社会の安全・安心を脅かし始めた現代にあっては、安心をお届けすることを使命とす

る損害保険会社が環境問題に取り組むことは、当然のことと言えます。地球環境問題による自然災害リ

スクの増大を防ぐという観点だけでなく、社会の一員としての責任を果たし、すべての活動の原点である

お客様の信頼にお応えするために、わたしたちは環境問題に取り組んでいます。 

 私達現役世代の行動が今後の地球環境を決定し、その影響は私達の子孫の世代が被ることになりま

す。当社は、環境問題が持つこのような重大性を認識し、明確な企業倫理を持って環境問題への取組み

を継続すると共に、その輪を拡大していきたいと考えています。 

３．重点分野 〔社会福祉、学術･研究、環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部社会活動推進室 スタッフ数 ３名

B．社内横断的推進組織 〔総務部社会活動推進室〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔日本興亜おもいやり倶楽部〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 マッチングギフト 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境レポート 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.nipponkoa.co.jp/company/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 日本興亜おもいやり倶楽部 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 日本赤十字社他計４４団体へ寄付 

１ 

活動の概要 社員推薦に基づく寄付および大規模災害に対する寄付 

活動名 小さな親切ありがとう運動 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 各地宅老所 

２ 

活動の概要 社員から集めた使用済切手、小銭等を基金とした寄付 

活動名 日本興亜の森林 

活動形態 ｉ 
寄付・連携先 ＮＰＯ法人花咲き村 

３ 

活動の概要 林野庁「法人の森林」分収育林制度を利用した社員による森林保全活動 

活動名 ＵＮＥＰ金融機関イニシアティブ東京会議参加 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 国連環境計画（ＵＮＥＰ） 

４ 

活動の概要 会議に参加して、社会的責任投資（ＳＲＩ）セッションを主催した。 

活動名 環境情報誌の発行 

活動形態 ｉ 
寄付・連携先  

５ 

活動の概要 環境情報の提供 

活動名 環境セミナーの開催 ６ 
活動形態 ｉ 
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寄付・連携先 環境経営学会  
活動の概要 環境教育および環境情報の提供 

活動名 日本興亜福祉財団の活動 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 高齢者福祉に関わる各種団体 

７ 

活動の概要 

 

痴呆性老人をかかえる家族支援、介護福祉士を目指す学生への奨学金支

給、ジェロントロジー（老年学）研究とその助成 

 
日本航空電子工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

１．環境との調和   社会の一員として、自然環境を尊重し、環境にやさしい活力のある企業活動を通し

て、循環型社会の実現に貢献し環境経営を推進いたします。 
２．社会との調和   国や地域の多様性を認識し、文化・慣習を尊重し、その発展に貢献します。また、

良き企業市民として社会貢献活動に努めます。 
２．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、①地球環境保全 ②社会福祉 ③文化・スポーツ等の各分野において、地域に根

ざした社会貢献活動を積極的に推進する。 

３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ、地域社会の活動〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、Ｖ休暇、 Ｖ表彰 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.jae.co.jp 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 昭島市に対する寄付の実施 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 東京都昭島市 

１ 

活動の概要 
   

当社創立５０周年にあたり、工場所在地として永年ご指導、ご支援を頂いてい

る昭島市に、福祉、防災関連事業に資するべく寄付を行った。 

活動名 新庄市に対する寄付の実施 

活動形態 ａ    
寄付･連携先 山形県新庄市 

２ 

活動の概要 
   

当社関連会社（山形航空電子）の本社移転１５周年にあたり、永年ご指導、ご

支援頂いている新庄市に教育関連事業に資するべく、寄付を行った。 

活動名 昭島市環境フェスティバル実行委員会への参加 

活動形態 ｄ 
寄付･連携先 昭島市 

３ 

活動の概要 
   

昭島市、地域のＮＰＯと協働して、本フェスティバルの立案・企画・運営を実施

した。 

活動名 スポーツ施設の開放 

活動形態 ｃ 
寄付･連携先  

４ 

活動の概要   地域の学校、スポーツ団体等へ、体育館、テニスコート等を開放している。 

活動名 森林保護活動への参加（２００４年度より実施） 

活動形態 ｂ  ｄ 
寄付･連携先 東京都農林水産振興財団 

５ 

活動の概要 
   

「企業の森」の企画に参加し、「航空電子グループの森」を開設し、植樹祭を実

施した。今後社員参加による森林保全活動を継続実施。 
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活動名 弘前市ねぷたまつりへの参加 

活動形態 ｄ 
寄付･連携先 弘前市 

６ 

活動の概要 
   

当社関連会社（弘前航空電子）において、毎年「ねぷた山車」を作製し、地域

住民に参加を呼びかけるなどして、まつりに参加している。 

活動名 長野県松川市御射山神社御柱祭への寄付 

活動形態 ａ    
寄付･連携先 御射山神社および近隣自治会 

７ 

活動の概要 
   

７年目毎に１回、地域を上げ盛大に行われる御柱際に、当社関連会社（信州

航空電子）が、煙火等催し物に対する寄付を行っている。 

 
日本ジーエムエーシー・コマーシャル・モーゲージ株式会社 
４．推進体制 

担当部署名 アドミニストレーション スタッフ数 1名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔ＡＣＴ〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 献血 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 日本赤十字社（東京都赤十字血液センター） 

１ 

活動の概要   同じビルの他テナント社にも案内し、参加を呼びかける。 

活動名 スペシャルオリンピックス日本・東京の活動支援 

活動形態 a、ｂ 

寄付･連携先 スペシャルオリンピックス日本・東京 

２ 

活動の概要  イベントの参加賞（当社ロゴ入りグッズ）および活動資金の寄付。 

活動名 目黒若葉寮への寄付およびプレゼント 

活動形態 a、b 

寄付･連携先 目黒若葉寮 

３ 

活動の概要   グループホーム購入資金として寄付。またクリスマスプレゼントを贈る。 

活動名 不要品の寄付 

活動形態 ｂ、ｄ 

寄付･連携先 ファミリーハウス、ドナルド・マクドナルド、ハウスせんだい、あうん、ちよだ企業

ボランティア連絡会 

４ 

活動の概要   社員から寄せられた新品および中古の衣類・食器・雑貨などを寄付。 

活動名 書き損じハガキの寄付 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 日本民際交流センター 

５ 

活動の概要 
   

社員から寄せられた書き損じハガキを切手に交換し寄付。タイの中学生3年分

の奨学金となる。 

活動名 二葉乳児院への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 二葉乳児院 

６ 

活動の概要   「二葉乳児院幼児室開設準備基金」へ寄付。 

 
日本信販株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

企業の社会的責任として利益の一部を社会に還元し、また地域・文化の活性化を支援すべく弊社の主

要製品である、提携クレジットカードによるチャリティプログラムを提供します。 
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６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://nicos.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 カード会員による利用金額に応じた寄付システム 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 日本ユニセフ・交通遺児育成基金・日本骨髄バンクなど 

１ 

活動の概要 
 

カード会員向け社会貢献ポイントサービスで利用金額に応じたポイント（金

額）を希望により寄付が行なえる。 

活動名 社会貢献型提携カード発行 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 国土緑化推進機構・日本プロサッカーリーグ・新国立劇場運営財団など 

２ 

活動の概要 
 

各種団体と提携カードを発行し、会員利用に伴う利益の一部を提携先また

は弊社から寄付する。 

 
株式会社日本製紙グループ本社 
１．社会貢献のミッションや目標 

私たちは社会の一員として、誇りを持って社会全体の発展に貢献する活動を行います。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

１）文化の継承・発展に寄与する活動を行います 

２）地球環境の保護・改善に貢献する活動を行います 

３）地域社会の発展に役立つ活動を行います 

３．重点分野 〔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〕 

４．推進体制 

担当部署名 日本製紙㈱ 総務部広報室 スタッフ数 兼任２名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔 社会貢献委員会、社会貢献推進チーム〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 環境・社会報告書 〕 

Ｃ． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子を作成 〔社会貢献活動レポート〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.np-g.com/csr/social/index.html                             

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 日本製紙 MUSEUM CONCERTへの協賛 

活動形態 ａ  

寄付・連携先 静岡新聞社、SBS静岡放送、静岡県立美術館 

１ 

活動の概要 

 

1991年より協賛。世界で活躍する音楽家を招き、親しみやすく良質なクラシッ

ク音楽を楽しむ機会を地域の人たちに無料で提供している。（年4回） 

活動名 (財)藤原科学財団への寄付 

活動形態 ａ  

寄付・連携先 (財)藤原科学財団 

２ 

活動の概要 

 

藤原銀次郎翁の志を継ぎ、日本の科学技術振興を目的として「藤原賞」「藤原

セミナー」の事業を行っている財団の財政を、日本製紙が支援。 

３ 活動名 「シラネアオイを守る会」活動への参加 
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活動形態 ｈ 

寄付・連携先 「シラネアオイを守る会」（群馬県利根郡片品村、群馬県立尾瀬高騰学校） 

 

活動の概要 

 

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保

護活動（植栽、圃場整備、環境美化）に日本製紙から有志社員が参加。 

活動名 「大英博物館の至宝展」への協賛 

活動形態 ａ  

寄付・連携先 朝日新聞社 

４ 

活動の概要 

 

大英博物館の創立250周年を記念して開催された特別展に日本製紙が協

賛。 

活動名 熊日音楽コンクールへの協賛 

活動形態 ａ  

寄付・連携先 熊本日日新聞社 

５ 

活動の概要 

 

小・中・高校生を対象とする熊本県内唯一の総合音楽コンクールに、2002年

から日本製紙が協賛。コンクールでは、「日本製紙賞」を贈呈している。 

活動名 アイスホッケーの振興 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先 釧路市内の小学校など 

６ 

活動の概要 

 

日本製紙が釧路工場に所有するアイスホッケーチーム「クレインズ」のコーチ

や選手が釧路市内小学校を対象にアイスホッケー教室を毎年8月に開催。ま

た、「日本製紙杯争奪小中アイスホッケー大会」を毎年1月に開催。 

活動名 宮城県北部地震義援物資提供 

活動形態 ｂ  

寄付・連携先 ㈱クレシア東北営業支社 

７ 

活動の概要 

 

2003年5月の三陸南部地震に続き、7月26日に発生した宮城県北部地震（マ

グニチュード5.5）に対し、生活必需品であるティシューペーパーやトイレットロ

ールなど約100万円相当を手配。 

活動名 「紙源のカゴ」による古紙回収リサイクル 

活動形態   ｆ  

寄付・連携先 一関市 

８ 

活動の概要 

 

2000年から、市民が自由に古紙を持ち込むことができる「紙源のカゴ」を北上

製紙が構内に設置。利用者には同社の環境商品「紙ひも」を渡し、古紙回収

による収益金は、一関市歳末助け合い募金に寄付。 

活動名 Blackwood 水質調査 （オーストラリア） 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ 

寄付・連携先  

９ 

活動の概要 

 

WAPRES社が、地域住民・学校とともに、1991年から、西オーストラリア州南

西地区を流れるBlackwood Riverの水質調査や勉強会を実施。2003年に

｢Prime Minister's Award for Excellence in Community Business Partnership 

2003｣全豪大会で最優秀賞を受賞。 

 
日本生命保険相互会社 
１．社会貢献のミッションや目標 
・保険事業という相互扶助の精神に基づく公共性の高い事業の性格をふまえ、また、社会の発展に貢献する

良き企業市民でありたいと願って、様々な分野で社会貢献活動に取り組んでいます。 

・経営基本理念にも、「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」とかかげていま

す。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 
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企業行動指針に、「社会の良き市民として行動する。自らの活動の基盤となる社会発展への積極的な貢

献に努める」とかかげています。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 企画総務部 スタッフ数 ６名

D．企業財団・公益信託 〔 日本生命済生会、ニッセイ文化振興財団、日本生命財団、 

                ニッセイ聖隷健康福祉財団、ニッセイ緑の財団 〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔 “ニッセイの森”友の会 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ登録、 V情報提供、 V機会提供、 その他〔 CR活動支援制度 〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.nissay.co.jp/kaisya/syakai/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ニッセイ未来を育む森づくり 

活動形態 ｆ 、 ｈ      

寄付・連携先 ニッセイ緑の財団、ＮＰＯ 

１ 

活動の概要 
 

全国の“ニッセイの森”に植えた苗木は累計110万本を超える。平成15年から

は、植樹に加え、下草刈りなどの育樹活動にも取り組んでいる 

活動名 環境問題研究助成(日本生命財団) 

活動形態 ａ    

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 
 

「人間活動と環境保全との調和に関する研究」に対して、25年間にわたって助

成を行うとともに、研究成果発表の場として、ワークショップを開催 

活動名 ニッセイ名作劇場 

活動形態 ｇ      

寄付・連携先 ニッセイ文化振興財団、劇団四季 

３ 

活動の概要 
 

ミュージカル公演「ニッセイ名作劇場」では、平成15年までの40年間に600万人

を超える小学生を無料招待している 

活動名 日生劇場 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 ニッセイ文化振興財団 

４ 

活動の概要 
 

「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38年に開場し、優れた舞台芸術を提供 

活動名 児童・少年の健全育成助成(日本生命財団) 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先  

５ 

活動の概要 
 

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)に

取り組む民間の団体・グループに対して助成を行っている 

活動名 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 

寄付・連携先  

６ 

活動の概要 
 

ニッセイエデンの園(奈良・松戸)は、厚生労働省の「ふるさと21健康長寿のま

ちづくり事業」の認定を受け、総合シルバーサービスを提供 

活動名 高齢社会助成(日本生命財団) 

活動形態 ａ 

７ 

寄付・連携先  
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 活動の概要 
 

高齢社会における地域福祉のシステムづくりやまちづくりを目指し、先駆的事

業・実践的研究に取り組む団体に対して助成を行っている 

活動名 日生病院(日本生命済生会) 

活動形態 ａ 

寄付・連携先  

８ 

活動の概要 
 

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 

活動名 無料・低額健診(日本生命済生会) 

活動形態 ａ 

寄付・連携先  

９ 

活動の概要 
 

大正13年から社会福祉事業に取り組み、老人ホームや児童養護施設などで

無料・低額健診を続けており、平成16年に80周年を迎える 

活動名 CR(地域貢献)活動 

活動形態 ｈ 

寄付・連携先  

１０ 

活動の概要 
 

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 

 
日本大昭和板紙株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 社会福祉法人に寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 社会福祉法人 「東京コロニー」 

１ 

活動の概要   社会福祉事業への支援を目的に寄付。 

 
日本たばこ産業株式会社（ＪＴ） 
１．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。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・企業目的と社会的責任の共生を念頭に、事業を通じて意味のある社会貢献を行う。 

・地球環境が人類共有の資産であることを認識し、地球市民としてその保全に努める。 

・企業市民として各国、各地域の文化を尊重し、地域社会発展のために継続的貢献を行う。 

３．重点分野 〔教育･社会教育、文化･芸術、地域社会の活動、NPOの基盤形成〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会貢献室 スタッフ数 ８名

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 〔NPO助成プログラム推進委員会〕  

D．企業財団・公益信託 〔(財) アフィニス文化財団〕 

Ｆ．その他 〔 NPO助成事務局〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ登録、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放、  

その他〔骨髄ドナー休暇、V情報提供「シチズンシップニュース」〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載〔JT環境報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔MEET YOUR DELIGHT JT〕 
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Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.jti.co.jp/   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 青少年育成に関するNPO助成制度 

活動形態 ａ、ｆ 
寄付・連携先 NPO法人等 

１ 

活動の概要 
 

非営利組織（ＮＰＯ）が地域社会の核となって行う「青少年の育成」に繋がる事業

に対しての助成。 

活動名 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、ｄ、e、ｆ 
寄付・連携先 留学生 

２ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 シチズンシップ・イベント 

活動形態 ｆ、ｈ 
寄付・連携先  

３ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 アフタヌーン コンサート 

活動形態 ｃ、ｆ 
寄付・連携先  

４ 

活動の概要 
 

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

らえる様に企画する、無料のコンサート。 

活動名 JTアートホール室内楽シリーズ 

活動形態 ｆ   
寄付・連携先  

５ 

活動の概要 
 

「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によるコ

ンサート。 

活動名 事業所近隣地域社会貢献活動 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｆ 
寄付・連携先 地域の町内会等 

６ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 スポーツ教室 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 
寄付・連携先 各地方自治体等 

７ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 たばこと塩の博物館 

活動形態 ｄ、ｆ 
寄付・連携先  

８ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 アフィニス文化財団 

活動形態 ａ、ｄ 
９ 

寄付・連携先 （セミナー：演奏会の一部）飯田市等 
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 活動の概要 
 

国内のプロオーケストラに対する助成と支援。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鑽の為のセミナーや演奏会、楽団員の海外研修へ

の助成など実施。 

活動名 JT生命誌研究館 

活動形態 ｆ、ｄ 
寄付・連携先  

１０ 

活動の概要 
 

生物を歴史的存在として知る「生命誌」を研究し、それを音楽・絵画のように楽

しめる場作りを目指し設立。多様な生物の実験・研究と、生きものの本質をい

かに表現するかの探求を組み合わせた施設で、実験室見学、サマースクー

ル、様々な展示、季刊「生命誌」の発行などによって、生命を考える大切さと楽

しさを発信している。 

 
日本テレコム株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

（ＣＳＲ基本方針） ３．着実な社会貢献活動の推進 

私たちは一企業市民として、社会・文化活動においても情熱を持って貢献していきたいと思っています。

日本テレコムは、企業文化活動にも積極的に取り組んでいます。バラエティーに富んだ人材を育成すると

ともに、お客様との交流を一層深め、地域振興、国際協力、環境保護、社会福祉、文化・スポーツ振興な

ど、企業市民としての社会活動を行っていくことを基本としています。 

３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育、地域社会の活動、国際交流･協力、災害救援、人権〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ推進室 スタッフ数 ４名

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲコンプライアンス委員会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.japan-telecom.co.jp/aboutus/contribution/   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＳＡＶＥ ＡＦＲＩＣＡ 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 ＳＡＶＥ ＡＦＲＩＣＡ 

１ 

活動の概要 サハラ砂漠で孤立した町や村を巡回し、医薬品援助等を行なう。 

活動名 ナショナルトラスト 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 日本ナショナルトラスト 

２ 

活動の概要 日本国内の自然や文化遺産の保存を行なう。 

 
日本テレビ放送網株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

寝たきり老人や身体障害者への福祉活動としてチャリティ番組、事業を企画して募金を集め車いす、入

浴車を寄付している。 

３．重点分野 〔社会福祉〕 

４．推進体制 

B．社内横断的推進組織 〔24時間テレビチャリティ委員会、日テレ・エコ事務局〕 
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日本電気株式会社 
１．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。 

２．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。 

３．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、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、NPOの基盤形成〕 

４．推進体制 

担当部署名 CSR推進本部・社会貢献室 スタッフ数 １２名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔CSR推進委員会〕 

D．企業財団・公益信託 〔（財）C&C振興財団〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔ボラボラくらぶ〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、Ｖ登録、 地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境アニュアルレポート〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  

〔①人と社会と地球のために②Community Involvement for a Better World〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.nec.co.jp/community/ja/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 NEC Make a Difference Day 

活動形態 a,b,c,d,f,g,h  

寄付・連携先 世界各地のＮＰＯ/ＮＧＯ 

１ 

活動の概要 
 

ＮＥＣグループ社員が世界各地でボランティア活動を通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。 

活動名 ＮＥＣ森の人づくり講座 

活動形態 a,g 

寄付・連携先 （社）日本環境教育フォーラム 

２ 

活動の概要 
 

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」を育

成。１９９５年に開校し、修了生が学校やＮＰＯ等で活躍。 

活動名 ＮＥＣガリレオクラブ 

活動形態 a、ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 （ＮＰＯ法人）ガリレオ工房 

３ 

活動の概要 
 

全国の子どのたちを対象に本社ビルや全国の会場で、様々な科学実験を通

して科学の楽しさを体験。１９９６年より開催。 

活動名 ＮＥＣネット安全教室 

活動形態 a、ｂ、ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 （ＮＰＯ法人）日本ガーディアン・エンジェルス 

４ 

活動の概要 
 

全国の子どもたちとその保護者を対象に、安全なインターネットの活用方法

や楽しみ方を体験し学ぶ教室。１９９９年より開催。 

活動名 ＮＥＣ学生ＮＰＯ起業塾 ５ 
活動形態 a、ｂ、ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 
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寄付・連携先 （ＮＰＯ法人）ＥＴＩＣ．  
活動の概要 

 
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。 

活動名 ＮＥＣアート教育プログラム 

活動形態 a,f,h 

寄付・連携先 （ＮＰＯ法人）芸術家と子どもたち、（社）日本オーケストラ連盟 

６ 

活動の概要 
 

「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・コミュニュケーション能力を養うプログラム。２００２年から開催。 

活動名 ＮＥＣシニアITサポーター養成講座 

活動形態 a、ｂ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 ドリュームナビゲータ横浜等 

７ 

活動の概要 
 

シニア世代のスキルを生かしたボランティア活動として、障がい者や高齢者

のためのIT教育の講師を養成。２００２年から実施。 

活動名 ＮＥＣ子育てママのためのＩＴ講習 

活動形態 a、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 （ＮＰＯ法人）新座子育てネットワーク 

８ 

活動の概要 
 

子育て中のお母さんたちが保育付きでパソコンの使い方を学び、就労に生

かすための講座を全国各地で展開。２００２年から実施。 

活動名 ＮＥＣコミュニティーコンサート 

活動形態 a、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 日本各地の演奏団体 

９ 

活動の概要 
 

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、社

員が企画・運営するコンサート。１９９１年から開催。 

活動名 ＮＥＣ国際車いすテニス 

活動形態 a、ｂ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付・連携先 国際テニス連盟（ＩＴＦ） 

１０ 

活動の概要 
 

ＩＴＦ主催の「ＮＥＣ国際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。 

 
日本電信電話株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 Ｖ研修、 退職者Ｖ支援、 マッチングギフト、  

地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放 

 

日本土地建物株式会社 
３．重点分野 〔スポーツ、地域社会の活動、国際交流・協力、NPOの基盤形成〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 日本国際博覧会（愛知万博）会場建設費 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 日本不動産協会 

１ 

活動の概要  

活動名 祭典花代金 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 八剱神社 

２ 

活動の概要  

３ 活動名 山中湖報湖祭 
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活動形態 ａ 
寄付・連携先 山中湖観光協会 

 

活動の概要  

活動名 公益信託経済連自然保護集金 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 日本経済団体連合会 

４ 

活動の概要  

活動名 去来荘町内祭典 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 桃山町内会 

５ 

活動の概要  

活動名 納涼盆踊り大会 

活動形態 ａ 
寄付･連携 白山緑自治会 

６ 

活動の概要  

活動名 居木神社例大祭奉納金 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 大崎百友若 

７ 

活動の概要  

活動名 市民体育レクリェーション大会 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 吉永地区自治会 

８ 

活動の概要  

 
日本農産工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

会社は単に株主、従業員のためだけあるでなく、社会にも広く貢献すべきである。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

恒常的に、定められた限度額枠をもとに利益の一部を社会貢献活動に充当する。 

３．重点分野 〔社会福祉、環境、災害救援〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 災害義援金 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 宮城県他共同募金会 

１ 

活動の概要 宮城、福岡、熊本の各県に対して地震、大雨の災害義援金として。 

活動名 活動支援金 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 かながわトラストみどり財団 

２ 

活動の概要 緑の保全のため、募金、寄付金を積み立てた資金で緑地の買い入れ、資金

の借入等への活動支援金として。 

活動名 福祉活動への支援金 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 県社会福祉協議会 

３ 

活動の概要 

 

すべての人たちがお互いに理解し人権を尊重し合い「ともに生きる」社会づく

りの推進運動への支援金として。 

活動名 研究活動への支援金 ４ 
活動形態 ａ 
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寄付・連携先 県社会福祉協議会  
活動の概要 

 

自然科学に関する基礎から応用まで幅広い研究成果を広く社会に還元する

活動を行っている研究所への支援金として。 

活動名 人道支援金 

活動形態 ａ 
寄付・連携先 日本ユニセフ協会 

５ 

活動の概要 イラクの子どもたちの命を救う、イラク緊急募金として。 

 
日本ビクター株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

経営基本方針スローガンとして「文化に貢献 社会に奉仕」を掲げている。 

２．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ド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。 

３．重点分野 〔スポーツ、文化･芸術、地域社会の活動、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 当該各部門（事業所） スタッフ数 名

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、V情報提供、施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載  〔環境経営報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.jvc-victor.co.jp/event/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＪＶＣジャズフェスティバル 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
 

世界有数のジャズフェスティバルとして支持されている国際的なジャズのビ

ックイベント 

活動名 東京ビデオフェスティバル 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
 

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 

活動名 ユニバーサルデザイン 

活動形態 i  

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 
 

簡単リモコン・点字つきヘッドホン・音で操作ができるミニコン・話速変換ラジ

オなどのユニーバーサルデザインへの取組み 

活動名 出前授業 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 神奈川県経営者協会・県教育委員会・県商工労働部 

４ 

活動の概要 
 

神奈川県立高校を対象に出前授業を行うもので高校生と神奈川県内の企

業人が各校異なるテーマで向き合うもの（当社は著作権につき講義） 
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活動名 地域社会へのモラルアップクリーン 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 従業員による工場周辺の清掃あるいは植林 

活動名 ＵＥＦＡ欧州サッカー選手権大会 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

活動の概要 
 

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。 

６ 

活動の概要  

 
日本ピストンリング株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会との調和をはかり、ワールドワイドな総合部品メーカーの地位を確立して、人類の進運に寄与する。

３．重点分野 〔教育・社会教育、環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名  スタッフ数 

A．事業所毎の社会貢献担当者 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 コラボさいたま市（商工見本市）出展および協賛 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 さいたま市商工見本市実行委員会 

１ 

活動の概要 開催日：2003年11月7日～11月9日。 

活動名 上町自治会奉納金 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 上町自治会 

２ 

活動の概要 与野夏祭り（7月17日～18日）。 

活動名 一関夏祭り花火寄贈 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 一関市 

３ 

活動の概要 花火大会。 

活動名 一関駅東口開設事業募金 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 ＪＲ東日本 

４ 

活動の概要  

活動名 日本赤十字社岩手支部 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 日本赤十字社 

５ 

活動の概要  

活動名 第30回川俣ロードレース大会 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 川俣ロードレース大会事務局 

６ 

活動の概要 町民マラソン大会（5ｋｍ、10ｋｍ、20ｋｍ）。 

活動名 社会福祉事業 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 社団法人 川俣町社会福祉協議会 

７ 

活動の概要 社会福祉事業のため。 
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活動名 地域の清掃奉仕 

活動形態  ｈ    

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 班長、管理職による県道のゴミ拾い（50名）。 

活動名 赤い羽根共同募金 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 島根県 

９ 

活動の概要 歳末助け合い。 

活動名 天領さん 

活動形態 ａ     

寄付･連携先 天領さん実行委員会 

１０ 

活動の概要 大田市民の祭りへの寄付（5万円）。 

 

ノバルティスファーマ株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 V情報提供、 V機会提供 
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【ハ行】 
パイオニア株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

「パイオニアグループ企業行動憲章」の中で、「私たちはグローバルな視点に立ち､社会貢献に努めます」

と宣言している。企業行動憲章はパイオニアホームページ内に記載している。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

パイオニア社会貢献活動指針を制定しており、海外を含む全てのパイオニアグループに対して方針を明

確にしている。活動指針はノーツ上で閲覧できるようにしている。 

３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ、教育･社会教育、文化･芸術、環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部社会貢献室 スタッフ数 ２名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔 経営品質向上委員会 〕 

D．企業財団・公益信託  〔 （財）音楽鑑賞教育振興会 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 地域貢献運動、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.pioneer.co.jp/citizen  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 音楽鑑賞教育振興 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ 

寄付･連携先 (財) 音楽鑑賞教育振興会 

１ 

活動の概要 
   

創業者松本望が設立し、‘７２年に公益法人となった同会を全面的に支援。音

楽教育を中心に指導関連資料の開発や講習会の開催、教育助成事業を積極

的に推進している。 

活動名 身体で聴こう音楽会 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ、ｉ 

寄付･連携先 当社内ボランティア活動 

２ 

活動の概要 
   

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

えるべくスタッフとして社員が参加し、会社からも施設・教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。 

活動名 自然環境保全 里山サポートクラブ協賛 

活動形態 ｂ、ｄ、ｈ、I 

寄付･連携先 （NPO）つるがしま里山サポートクラブ 

３ 

活動の概要 
   

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製品貸出などの形で協力・支援している。 

活動名 オペラ振興 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 (財) オペラ振興会 

４ 

活動の概要 
   

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

協会によるオペラ公演活動を積極的に支援している。 

活動名 交響楽団活動支援 

活動形態 ａ、ｅ 

５ 

寄付･連携先 (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など 
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 活動の概要 
   

クラシック音楽を中心とした伝統的音楽芸術振興のために交響楽団に協賛し

ている。日本ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団の公演には、聴覚障害者の方も音楽を楽し

めるよう、体感音響システム席を設置している。 

活動名 ラ・モンゴルフィエ・ノクチューン協賛 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 （NPO）熱気球運営機構 

６ 

活動の概要 
   

熱気球飛行グランプリに会社として参加すると共に、その協賛活動として来場

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

している。 

活動名 日本・欧州文化交流活動 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 EU・ジャパンフェスト日本委員会 

７ 

活動の概要 
   

日欧文化交流を目的として政府支援のもと、‘92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になって、委員会を設立。２００２

年には社長が実行委員長を務め、２００３年は引き続き委員として活動を支援

している。 

活動名 音と映像を楽しむ会開催 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 日本全国の小学校 

８ 

活動の概要 
   

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。 

 
株式会社八十二銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

「健全経営を堅持し、もって地域社会の発展に寄与する」という経営理念のもと、金融商品・サービスのご

提供に留まらず、環境保全，地域活性化への協力やボランティア活動、経済・文化活動にも積極的に取

組んでいく。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

「はぁーとふる運動」 当行を支えていただいているお客さま・地域に対して感謝の気持ちを示し、地域

社会に貢献する。平成17年６月末までに、各部・店で１回以上ボランティア活動に参加する。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 八十二ボランティアクラブ事務局 

（人事部内） 

スタッフ数 1名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔八十二ボランティアクラブ〕 

D．企業財団・公益信託 〔八十二文化財団 長野経済研究所〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 地域貢献運動、 V情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：http://www.82bank.co.jp/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 長野オリンピック記念マラソン大会 １ 
活動形態  ｈ  
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寄付・連携先   
活動の概要 

 

コース整理・表彰式サポート・駐車場整理・清掃などのボランティアに９２名が

参加。 

活動名 長野県縦断駅伝 

活動形態 ｈ    
寄付・連携先  

２ 

活動の概要 中継点でのコース整理・観衆整理等に８８名が参加。 

活動名 スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム長野 

活動形態 ｈ     
寄付・連携先  

３ 

活動の概要 ５会場において、主に駐車場整理、アスリート補助に延べ９３名が参加。 

 

株式会社バンダイ 
１．社会貢献のミッションや目標 

「世界一の感動創造企業」を企業ビジョンに掲げているバンダイでは、社会における自らの役割を見つめ

つつ“バンダイらしい社会貢献”を実現するための活動を展開しています。バンダイの社会貢献における

基本方針は、「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」にあります。

この方針のもとに、グループの存在価値をいっそう高めるべく、より“バンダイらしい”社会貢献の実現に

積極的に取り組んでいます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

バンダイでは、「文化事業推進室」を中心に、社会とバンダイの関係性やコミュニケーションのあり方を探

るとともに、「バンダイらしい社会貢献」とは何か、そしてそれを「どのように実現すべきか」などについて、

具体的な検討を行なっています。 

４．推進体制 

担当部署名 文化事業推進室 スタッフ数 １１名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔社友会（社内の労働組合に代わる組織） 

５．社員のボランティア活動支援策 

V 情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.bandai.co.jp/bandai/philanthropy.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ワールドトイミュージアム事業の運営 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 ロンドンおもちゃ模型博物館から取得 

１ 

活動の概要 
   

1999年に閉館した「ロンドンおもちゃ模型博物館」から取得した17～19世紀の

アンティーク・トイ・コレクションを、2004年に軽井沢にオープンした「ワールドト

イミュージアム」にて展示し、世界のおもちゃの歴史、文化の紹介、おもちゃ文

化の振興に貢献しております。 

活動名 バンダイミュージアムの運営 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
   

2003年に、半世紀余りにわたるバンダイグループやエンターテイメントの歴史

を後世に伝える、ファミリー向けのキャラクターエンターテイメント施設「バンダ

イミュージアム」を千葉県松戸市にオープンし運営しております。 

活動名 おもちゃ図書館の活動支援 ３ 
活動形態 ａ、ｂ 
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寄付･連携先 (財) おもちゃ図書館財団  
活動の概要 
   

バンダイでは、(財) おもちゃ図書館財団への寄付などを通して「おもちゃ図書

館」の活動を支援しております。おもちゃ図書館は、心身に障害を持つ子ども

たちなどにもおもちゃで楽しく遊んでもらえるよう設立された施設です。 

活動名 子ども地球基金への寄付 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ 

寄付･連携先 特定非営利活動法人 子ども地球基金 

４ 

活動の概要 
   

絵本を通じて世界20カ国において医薬品などの物資の贈呈や、学校建設など

を行っている特定非営利活動法人「子ども地球基金」へ、絵本・キャラクターグ

ッズの売上の一部を寄付するとともに、イベントやホームページなどで子ども

地球基金の活動を紹介するなどの支援活動を行っております。 

活動名 エジソンコレクションの展示 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 
   

2003年に発明王エジソンの貴重な発明品「エジソンコレクション」を取得し、子

どもたちにエジソンについて知ってもらう「エジソンアカデミー」を開催するな

ど、創造力や科学に関する興味を高める活動を進めております。 

 
ぴあ株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ぴあフィルムフェスティバル（ＰＦＦ） 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 東京放送、エフエム東京、ＩＭＡＧＩＣＡ、ＮＴＴレジメント、ヒューマックスシネマ 

１ 

活動の概要 
   

映画の新しい才能の発掘と育成を目指す活動として、日本初の本格的な自主

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。（62） 

 
ＢＡＳＦジャパン株式会社 
１．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貢献することが私たちの使命です。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

－継続的に利益を生み出す事業の運営  －顧客ｻｰﾋﾞｽにおけるイノベーション 

－安全・衛生および環境に対する責任   －多分化企業の強み 

－相互尊敬と自由な対話           －誠実さ 

３．重点分野 〔環境、人権〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.basf-japan.co.jp     

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 キッズラボ 

活動形態 ｆ 
寄付・連携先  

１ 

活動の概要 

 

夏休みに小学生とその親（合計８０名）を招待し、当社の四日市施設を開放

し、いろいろな実験をしてもらうことにより化学に対する興味を深めてもらう活

動。 
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ビーコンシステム株式会社 
３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 経営企画室 スタッフ数 名

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 学術研究活動に対する支援 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 ＨＩＴＯＣ 

１ 

活動の概要    

活動名 学生プログラムコンテストに対する支援 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 ＪＩＳＡ 

２ 

活動の概要    

活動名 インターンシップ 

活動形態 ｃ 
寄付･連携先 立教大学、日本大学、神奈川大学 

３ 

活動の概要   学生の体験学習の場を無償で提供。 

 
株式会社東日本銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

地域社会の反映に貢献し、豊な町づくりに奉仕する。（経営理念の一環として） 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

地域社会の繁栄に貢献し、企業の社会的責務の一端を果たす為に、各営業店が取り組んでいた活動を

制度化。各営業店ごとに、地域社会への地道な奉仕活動・貢献活動の実施（献血・美化運動・絵画教室・

料理教室 他）。 

３．重点分野 〔地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 営業統括部 スタッフ数 ９名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔東日本銀行ボランティア・キャラバン隊〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ登録、 地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：                                    

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ボランティア・キャラバン 

活動形態 ｆ    
寄付･連携先  

１ 

活動の概要 老人ホーム等を訪問し、バンド演奏・詩吟・踊り等を通じ交流を図っています。

活動名 ふれあいクッキング 

活動形態 ｆ  
寄付･連携先  

２ 

活動の概要 地域のお客さまへの生活情報提供の一環として、料理教室「ふれあいクッキ

ング」を開催しています。 

３ 活動名 ふれあい絵画教室 
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活動形態 ｆ 
寄付･連携先  

 

活動の概要 地域の高齢者を対象に色エンピツ画の絵画教室を開催し、親睦の場を提供し

ています。 

活動名 リトルリーグ・ナショナル茨城大会への協賛 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 日本リトルリーグ東関東連盟 

４ 

活動の概要 日本リトルリーグ東関東連盟・ナショナル茨城大会に協賛し、運営のお手伝い

をしています。 

活動名 下館市長杯少年サッカー大会への協賛 

活動形態 ｇ 
寄付･連携先 下館市、下館市サッカースポーツ少年団 

５ 

活動の概要 下館市および下館市サッカースポーツ少年団主催の下館市長杯少年サッカ

ー大会に協賛し、運営のお手伝いをしています。 

活動名 ゲートボール大会 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先  

６ 

活動の概要 各営業店の近隣地域のサークルとの協賛でゲートボール大会を開催し、運営

のお手伝いをしています。 

 
東日本旅客鉄道株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

○自治体等が推進する「街づくり」等への協力を通じた社会貢献 ○産官学の連携 ○鉄道国際機関と

の連携・国際協力や国際交流の促進 ○交通博物館の移転･新築（鉄道博物館） ○東日本鉄道文化財

団等を通じた、地域文化の振興や社会貢献を促進  

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

ＪＲ東日本グループ中期経営構想「ニューフロンティア2008」（2005年1月24日発表）より 

○グループ理念（抜粋） 

私たちは、お客さまとともに歩み、「信頼される生活サービス創造グループ」として、社会的責任の 

遂行と利益の創出とを両立し、グループの持続的成長をめざします。 

○基本的な経営の方向（抜粋） 

３．社会的責任の遂行と持続的成長の実現  

～豊かな生活の実現に取り組むことにより、持続的成長をめざします 

 ＪＲ東日本グループは、輸送サービスの安定的な提供と新たな価値創造により地域社会の発展の 

 一翼を担うことで、グループの社会的責任を果たしつつ、企業グループとして持続的に成長すること 

 をめざします。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部企画グループ スタッフ数 ２名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団・公益信託 〔（財）東日本鉄道文化財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 社会環境報告書２００４ 〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  

〔 社会環境報告書２００４環境ダイジェスト 〕 
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Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.jreast.co.jp/eco/pdf/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 鉄道少年団の活動支援 

活動形態 ａ、ｂ 
寄付・連携先 (財) 交通道徳協会 

１ 

活動の概要 
 

青少年の交通道徳の高揚のため、「鉄道少年団」の事務局運営、活動の場の

提供等についての支援。 

活動名 東日本鉄道文化財団を通じた社会貢献 

活動形態 ａ   
寄付・連携先 (財) 東日本鉄道文化財団 

２ 

活動の概要 
 

当社が設立した財団を通じ、地域文化振興の助成、鉄道関連の学術調査･研

究、アジア諸国鉄道職員への研修、鉄道博物館の建設等を実施。 

活動名 旅のプレゼント 

活動形態 ａ、ｂ 
寄付・連携先 旅のプレゼント実行委員会 

３ 

活動の概要 
 

日ごろ旅行の機会が少ない、ハンディキャップを持つ方々を、鉄道の旅にご招

待する。 

活動名 自治体等が推進する「街づくり」等への協力を通じた社会貢献 

活動形態 ｇ  

寄付・連携先 沿線自治体等 

４ 

活動の概要 
 

駅舎への公共施設等併設協力、自治体の駅周辺整備計画での駅改良、線路

と道路の立体交差化等による地域活性化。 

 
ビクターエンタテインメント株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職 

 
株式会社肥後銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

豊かな地域社会の実現に積極的に貢献する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

１． お客様第一主義に徹し、最適の金融サービスを提供します。 

私たちは、取引先、株主をはじめとしたお客様が当行に対して何を望み何を期待しておられるの

かを的確につかみ、その期待に十分お応えするため、個々のお客様にふさわしい最適な金融サー

ビスの提供を目指します。 

２． 企業倫理を遵守し、豊かな地域社会の実現に積極的に貢献します。遵守し、豊かな地域社会の実現

に積極的に貢献します。 

私たちは、社会における当行の使命と役割を十分認識し、基本常識に沿って、高い倫理感を持っ

て行動します。そして、地域とともに歩む金融機関として、地域社会の真の発展に貢献できる銀

行を目指します。 

３． 創造性に富み、自由闊達で人間尊重の企業社会を確立します。 

私たちは、常に新鮮な目で仕事を見つめ、自らの創意工夫で仕事にチャレンジする雰囲気を職場全体に

広げ、コミュニケーションが行き届いた風通しのよい企業風土を育んでいきます。そして、活気にあふれた

新しい企業イメージを形成していきます。 

３．重点分野 〔社会福祉、文化･芸術、環境、史跡･伝統文化保全、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 総合企画部地域文化課 スタッフ数 ３名
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Ｅ．社員によるボランティア組織等 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 地域貢献運動、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http:www.higobank.co.jp/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 肥後の水資源愛護賞表彰 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 (財) 肥後の水資源愛護基金 

１ 

活動の概要 
   

水資源の涵養保全、水質汚染防止、節水等に成果をあげている団体、個人の

方を対象とする顕彰活動。昭和62年創設。 

活動名 シンポジウム「響きあう水と心」 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 (財) 肥後の水資源愛護基金 

２ 

活動の概要 
   

水資源の涵養保全をテーマに毎年開催しているシンポジウム。2003年度は対

談、公開授業等を実施。 

活動名 水源涵養林への植樹 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 (財) 肥後の水資源愛護基金 

３ 

活動の概要 
   

行員、ボランティア参加者による水源涵養林への植樹。2000年度より開始し、

これまでに4,000本の苗木を植樹。 

活動名 「古代エジプト展」特別協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 熊本県立美術館 

４ 

活動の概要 
   

ウィーン美術史美術館が所蔵する古代エジプトの彫刻、副葬品、レリーフ等の

展覧会に協賛。 

活動名 オペラ「アイーダ」特別協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 オフィス・ムジカ 

５ 

活動の概要   チェコ国立ブルク歌劇場オペラに協賛。 

 
日立金属株式会社 
１．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との共生をめざし、 

「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。 

２．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はかり、「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。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 コミュニケーション室 社会貢献グループ スタッフ数 １名

A．事業所毎の社会貢献担当者   

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 施設開放 
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６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境経営報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.hitachi-metals.co.jp/corp/corp05.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 熊谷市さくらマラソン後援 

活動形態 ｄ、ｆ 
寄付･連携先 熊谷市教育委員会 

１ 

活動の概要 
   

全国でも有数の市民参加型マラソン大会の趣旨に賛同し、ボランティアでの運

営委員をはじめ、人的・物的な支援をしている。 

活動名 安来地区中学校スポーツ大会主催 

活動形態 ｄ、ｆ 
寄付･連携先 安来市教育委員会 

２ 

活動の概要 
   

スポーツ大会の機会が少ない鳥取・島根両県の中学生が参加できるスポーツ

大会を主催し、スポーツを通じた青少年の育成を図り、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。 

活動名 鳥取県中学校バレーボール大会後援 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 
寄付･連携先 鳥取県バレーボール協会 

３ 

活動の概要 
   

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。 

 
株式会社日立製作所 
１．社会貢献のミッションや目標 

日立グループは、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

現に貢献します。 

２．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。 

３．重点分野 〔社会福祉、教育･社会教育、環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 社会貢献部 スタッフ数 ５名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団・公益信託 〔日立みらい財団、倉田記念日立科学技術財団、小平記念日立教育振興 

財団、日立環境財団、日立国際奨学財団、日立ファウンデーション〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ研修、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放、 

その他〔日立ボランティア支援プログラム「大きくなる樹」〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 

〔日立グループの社会貢献活動 ～今､そしてこれから～〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.hitachi.co.jp/Int/skk/index.html         

７．主な社会貢献活動メニュー 

１ 活動名 日立ボランティア・セミナー 
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活動形態 ｇ、ｈ    

寄付・連携先 連携先：東京ボランティア・市民活動センター 

 

活動の概要 
 

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､実習す

るセミナー 

活動名 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 ａ、 ｈ      

寄付・連携先 寄付先：森のなかま、日本パラリンピックキャラバン実行委員会など合計８団

体 

２ 

活動の概要 
 

日立グループの従業員が活動もしくは資金的にサポートする国内の非営利団

体に対し､関連する社会貢献活動を推進する為の資金を支援｡ 

活動名 社会貢献イブニング講座 

活動形態 ｆ   

寄付・連携先  

３ 

活動の概要 
 

日立グループ従業員のボランティアおよび社会貢献マインドの更なる向上と、

社会の一員としての新しい気付き、「個の充実」を目的に、座学でじっくりと講

師の講話を聞き、考えるスタイルの講演会。 

活動名 日立ヤングリーダーズ・イニシアチブ 

活動形態 ｆ   

寄付・連携先 タイ障害者支援団体「Christian Care Foundation」   

４ 

活動の概要 
 

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する。２００３年

はタイ・バンコクにおいて、フォーラム、分科会、地域貢献活動を実施。  

活動名 HISTEP(Hitachi International School Teachers Exchange Program) 

活動形態 ｆ  

寄付・連携先  

５ 

活動の概要 
 

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｡ 

活動名 科学ミニセミナー 

活動形態  ｆ   

寄付・連携先  

６ 

活動の概要 
 

日立市内の中学生及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実験を指導す

る｡ 

活動名 EU日立科学技術フォーラム 

活動形態 ｆ   

寄付・連携先  

７ 

活動の概要 
 

「科学技術が欧州社会の抱える問題にいかに貢献するか」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、提言を行う。 

活動名 CFR―日立フェローシッププログラム 

活動形態 ｆ   

寄付・連携先 Council on Foreign Relations  

８ 

活動の概要 
 

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、日本への理解促進を目指す。対象者は、各自

のテーマを外部研究機関で研究する｡  
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日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

当社は、日立創業の精神である“和” “誠” “開拓者精神” 並びに当社の経営理念である“真実一

路”をさらに高揚させ、日立ソフト社員としての誇りを堅持し、優れた自主技術・製品の開発を通じて社会

に貢献することを基本理念とする。 

 あわせて、当社は、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。 <企業行動基準 抜粋> 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・真実一路の理念の下、人間尊重の精神と自主独立の気概を持ち、最先端技術としてのコンピュータ利

用技術、ソフトウェア技術により新しい未来に貢献することを使命とする。 <当社綱領 抜粋> 

・環境スローガン「わたしの手から 未来へわたそう 豊かな地球」を掲げ、地球環境の保全が人類共通の

重要課題であることを認識し、これを経営の重要な責務と位置づけて、全従業員参加のもと環境マネジメ

ントシステムの構築と推進に努めていきます。 <環境方針 抜粋> 

３．重点分野 〔学術･研究、文化･芸術、環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 社長室／総務部 スタッフ数 ３名

Ｆ．その他〔 環境推進センター  〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ジュネーブ平和通り歩道清掃 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 東京都品川区 

１ 

活動の概要 京浜急行線青物横丁駅から社屋までの歩道の清掃活動を早朝に実施 

活動名 国際親善交流特別演奏会協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 国際親善交流特別演奏会実行委員会／日本音楽文化交流協会 

２ 

活動の概要 協賛会を通じて、障害者・養護施設、母子家庭の方々を演奏会に招待 

活動名 ふるさとの緑 植樹祭 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 横浜市 

３ 

活動の概要 

 

緑の少ない工場地帯に、横浜に古くから生育していた樹木の植付け、森を再

生する活動に参加 

活動名 日立ソフト音楽隊 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

４ 

活動の概要 当社の音楽隊が演奏会を行い、市民に開放 

活動名 大阪大学 奨学寄付金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 大阪大学大学院工学研究科ＤＮＡマイクロアレイグループ 

５ 

活動の概要 半導体ナノ微粒子の表面コート方法の研究の助成 

活動名 （財）2005年日本国際博覧会協会 募金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 （財）2005年日本国際博覧会協会 

６ 

活動の概要 2005年日本国際博覧会（愛知万博）への会場建設費募金への参加 
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活動名 北海道大学 奨学寄付金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 北海道大学大学院工学研究科システム情報工学専攻 

７ 

活動の概要 ＩＴ分野の産業連携によるＩＴトップガン人材育成事業（寄付講座）への寄付 

活動名 岡山大学 奨学寄付金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 岡山大学 工学部 

８ 

活動の概要 タンパク質への半導体ナノ微粒子の挿入方法の研究の助成 

活動名 名古屋工業大学 奨学寄付金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 名古屋工業大学 工学部社会開発工学科 

９ 

活動の概要 高分解能衛星を利用した研究の助成 

活動名 東京電機大学 奨学寄付金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 東京電機大学 理工学部情報社会学科 

１０ 

活動の概要 高分解能衛星を利用した研究の助成 

 
株式会社日立ハイテクノロジーズ 
１．社会貢献のミッションや目標 

日立ハイテクノロジーズは、あらゆるステークホルダーから「信頼」される企業を目指し、ハイテク・ソリュ

ーションによる「価値創造」を基本とした事業活動を通じ、社会の進歩発展に貢献します。あわせて、当社

は「公正かつ透明」で信頼される経営を行い、成長し続けていくとともに、「環境と調和」を大切にし、情熱

と誇りを持った起業市民として豊かな社会の実現に尽力します。 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.Hitachi-hitec.com/about/profile/social/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 サイエンティフィック・ライブ“科学シンポジウムサピエンス” 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
   

日経サイエンス社主宰の科学フォーラムに協賛。 

科学文化の普及に寄与することを目的に1992年5月にスタート。 

活動名 白井梨マラソン 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
   

当社社宅がある千葉県白井町で毎年秋に開催される白井梨マラソンに協賛。

大会運営面をサポート。 

活動名 環境フォトコンテスト 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 
   

プレジデント社主宰の「環境フォトコンテスト 写真が語るエコロジー」に協賛。

写真を通して地球環境を考える。 
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日野自動車株式会社 
４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔(財)日野自動車グリーンファン〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ表彰、 V情報提供、 V機会提供 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 KIDSプロジェクト２００３への参加 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｈ 

寄付・連携先 特定非営利活動法人KIDSオフィス 

１ 

活動の概要 

 

知的・身体障害児達と東京ディズニーランドで遊ぶプロジェクトに参加。またプ

ロジェクトの運営に現金10万円と記念品（弊社ノベルティー）を寄付。 

活動名 日野工場・羽村工場さくらまつり 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先 日野工場・羽村工場の地域住民及び社員家族 

２ 

活動の概要 

 

地域住民及び社員家族への利益還元を図るとともに、親睦を深めるためさく

らまつりを実施している。 

活動名 新田工場秋まつり 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先 新田工場の地域住民及び社員家族 

３ 

活動の概要 上記２と同様。 

活動名 茨城テストコース見学会 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先 茨城テストコースの地域住民及び社員家族 

４ 

活動の概要 上記２と同様。 

活動名 （財）日野自動車グリーンファンド 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先 NPO法人他一般、環境省 

５ 

活動の概要 

 

地球環境保護に資するべく植林植樹その他環境保護活動の企画運営や 

助成金の交付を行っている。 

活動名 日野自動車 日野工場見学会 

活動形態 ｂ、ｆ  

寄付・連携先 地元及び近郊の小学校、一般希望者 

６ 

活動の概要 

 

社会教育を目的として、日野工場内で主に大型組立ライン、大型車検査ライ

ン、完成車置場を案内している。 

 
株式会社広島銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

当行は、「地域社会への密着と奉仕を強力に推進する」を基本理念に掲げ、銀行本来業務で良質の総合

金融サービスを提供することはもちろん、地域社会の発展のため、積極的に社会貢献活動を推進してい

ます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

公共性・地域性が高く、地域に定着化（持続可能）すると判断される活動を推進しています。 

３．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、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 総合企画部広報IR室 スタッフ数 ４名



 225

D．企業財団・公益信託 〔（財）ひろしま美術館、（財）ひろぎん経済研究所、(財)ひろしまベンチャー 

育成基金〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ表彰 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：   http://www.hirogin.co.jp/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 <ひろぎん>トゥモロウコンサートの開催 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 社団法人 広島交響楽協会 

１ 

活動の概要 
   

中・四国唯一のﾌﾟﾛ･ｵｰｹｽﾄﾗ、広島交響楽団への支援と地域の音楽文化振興

支援の一環として、毎年冠コンサートを開催。 

活動名 (財) ひろしま美術館 

活動形態 a、ｄ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
   

地域文化の向上に資することを目的に、世界的絵画等の展覧会や美術講演

会等を開催。 

活動名 (財) ひろぎん経済研究所 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 
   

地域経済の発展に寄与することを目的に、地域経済、産業等に関する調査研

究を行い、その成果や情報を提供しているほか、経済・経営に関する講演会

やセミナー等を開催。 

活動名 「広島日英協会」事務局の運営 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 
   

文化、産業の面を通じて日英両国民相互の親善と理解を深めることを目的

に、講演会を行うほか、会報誌を発行。 

活動名 「(財) ひろしまベンチャー育成基金」事務局の運営 

活動形態 a、ｄ 

寄付･連携先 広島県内の企業・自治体・商工会議所・商工会・地元金融機関等 

５ 

活動の概要 
   

広島県内のベンチャー起業家の育成と地域経済の健全な発展に寄与すること

を目的に、年間2回の募集を行い、厳正な審査を経て助成金を贈呈。 

活動名 サンフレッチェ広島への協力 

活動形態 a、ｄ 

寄付･連携先 サンフレッチェ広島 

６ 

活動の概要 
   

役職員をあげての地元試合観戦や、営業店でのPR等をはじめ様々な形で協

力。 

活動名 広島県内養護施設の子どもたちへのクリスマスプレゼント贈呈 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 
   

平成６年より、広島県内の養護施設の子どもたち（約７００名）にクリスマスプレ

ゼントを寄贈。 

活動名 <ひろぎん>カップミニバスケットボール大会 

活動形態 ｂ 

８ 

寄付･連携先 広島県ミニバスケットボ－ル連盟 
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 活動の概要 
   

平成10年より、地域のスポーツ活動支援を目的に、広島県内の小学生（約

2,000名）を対象としたミニバスケットボール大会を特別協賛。 

活動名 広島銀行小さな親切の会 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 「小さな親切」運動広島県本部、広島市 

９ 

活動の概要   地域の清掃活動「散乱ゴミ追放キャンペーン」等の行事に参加。 

活動名 広島銀行献血会の活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 日本赤十字社広島県支部 

１０ 

活動の概要 
   

昭和63年により、社会奉仕の実践として、本店・ゲネシスビルにて定期的な献

血活動（年２回）を実施。 

 
富士急行株式会社 
１．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。 

３．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〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： URL： hppt//www.fujikyu.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 富士登山清掃 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先  

１ 

活動の概要  毎年、新入社員が富士登山をし、清掃活動を行っている。 

活動名 富士山環境美化クリーン作戦 

活動形態 ａ、ｄ 
寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
   

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。 

活動名 本社事務部門 ＩＳＯ１４００１認証 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先  

３ 

活動の概要 
   

環境委保全に協力するため、廃棄物の排出量の削減、リサイクルの推進、電

気・水道・ガス使用量の削減、環境関連法規の遵守等を行っている。 

 
富士重工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

企業理念 第２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。」 

３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育、環境、地域社会の活動、その他〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部総務G・環境総合推進室 スタッフ数 １４名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献連絡会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ表彰、 V機会提供、 施設開放 
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６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載〔環境・社会報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.fhi.co.jp/envi/top/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 スバルビジターセンター開設 

活動形態 ｆ 
寄付・連携先  

１ 

活動の概要 

 

工場見学希望者をより多く受け入れられることを目指し、当社の歴史や技術、

環境対応などを展示するビジターセンターを開設した。 

活動名 ふれあいコンサート 

活動形態 ｆ 
寄付・連携先  

２ 

活動の概要 

 

年に数回、クラシック音楽などのコンサートを開催し、市民を無料で招待してい

る。 

活動名 社宅施設開放 

活動形態 ｃ   ｄ 
寄付・連携先  

３ 

活動の概要 

 

社宅にホール棟・公園を設置し、市民に開放している。また、災害備蓄庫を設

置し市に提供している。管理人も常駐させている。 

活動名 体育館・グラウンド・プール・トレーニングジム・社員クラブなどの開放 

活動形態 ｃ 
寄付・連携先  

４ 

活動の概要 

 

各事業所に隣接するスポーツ施設、社員クラブなどを、市民に開放している。

活動名 社会人野球チームの試合のチケット配布 

活動形態 ｆ 
寄付・連携先  

５ 

活動の概要 

 

当社の社会人野球チームが出場する試合（都市対抗野球大会など）のチケッ

トを無償で配布している。 

活動名 ふれあいアトリエ通り・アトリエファンタジー通り 

活動形態 ｃ 
寄付・連携先  

６ 

活動の概要 

 

群馬製作所と宇都宮製作所では、工場外壁に市民が制作した絵画（市のイベ

ントなどで選考）を数百メートルにわたって掲示している。 

活動名 社員ボランティア活動の機会の提供 

活動形態 ｃ、ｆ 
寄付・連携先  

７ 

活動の概要 

 

本格的なボランティアは時間的に参加できない従業員が多く、気軽に参加で

きる場として、使用済み切手の回収や献血などを行っている。 

活動名 工場周辺清掃 

活動形態 ｆ 
寄付・連携先  

８ 

活動の概要 各事業所周辺の清掃活動を、継続的に行っている。 

活動名 夏休み乗り物教室 

活動形態 ｆ 
寄付・連携先  

９ 

活動の概要 

 

夏休みに親子で工場を見学していただくイベントを毎年開催し、広く一般の方

に参加していただいている。 
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活動名 感謝祭・納涼祭などのイベント開催 

活動形態 ｆ 
寄付・連携先  

１０ 

活動の概要 各事業所で、地域の方をお招きして感謝祭や納涼祭を開催している。 

 
富士ゼロックス株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

【企業は社会的存在 】 

・世界の一員として、お客様、地域社会、国家、国際社会などに支えられている。 

【 企業の第一義的な社会に対する責任 】 

・商品やシステム、サービスの提供を通じて卓越した価値を提供し、お客様の満足と信頼を得る。 

・内外の関係法令や基準を遵守する。 

・従業員を雇用し、適正な利益から株主への配当や納税を行なう。 

【 より良い社会を実現し、持続するための一歩踏み込んだ責任 】 

◆ 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、より良い社会

作りに、より積極的な役割を果たす。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

会社主導型、会社と社員の協働型、社員主体型、この 3つのスタイルの調和ある活動を目指す。 

◆本業のリソース（機器、ｻｰﾋﾞｽ、ノウハウ）の活用 

◆先駆性、方法のﾕﾆｰｸさ： 

◆社員の自覚、共感に支えられた内発的な活動 

◆継続して地道に、謙虚に、長期的な視点から 

３．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、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会貢献推進室 スタッフ数 ４名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔端数倶楽部〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ登録、 退職者Ｖ支援、 マッチングギフト、 地域貢献運動、

V情報提供、 V機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔サスティナビリティレポート〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔社会と社員、社会と企業のかけ橋〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.fujixerox.co.jp/company/social/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 Kids ISOプログラム 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 国際芸術技術協力機構(ArTech) 

１ 

活動の概要 
 

子供の感性を活かした環境教育プログラム(KidsISOプログラム)を協賛する

と共に、社員の家庭で積極的に展開。当社の事業所が所在する地域での

展開もサポートしています。 

活動名 自然観察指導員講習会 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 日本自然保護協会(NACS-J) 

２ 

活動の概要 
 

日本自然保護協会と協力し、自然観察指導員講習会を200１年より毎年共

催。当社の塚原研修所を会場とし、毎年30人の社員が受講。卒業生が各地

の環境保全活動のリーダーとして活躍中です。 
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活動名 成田里山づくりの会 

活動形態 ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 協力先：千葉県農林水産部みどり推進課 

３ 

活動の概要 
 

社員自らが植樹や里山づくりを体験することによって、自然や生態系への理

解を深め、自然保護の大切さを実感することを目的に、千葉県の協力を得

て成田で実施しています。 

活動名 小林節太郎記念基金 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 人文・社会科学系博士課程所属の在日外国人留学生および日本人 

４ 

活動の概要 
 

1977年に設立学術交流を通じてアジア大洋州諸国地域との相互理解尾ｗ

深める理念の基、これらの諸国から来日し人文科学を専攻する博士課程在

籍者に助成している。 

活動名 Art by Xerox 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｆ 

寄付･連携先 Artist、美術館､青山こどもの城等 

５ 

活動の概要 
 

アートとテクノロジーの融合をテーマにマル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なっており、アート工房を会員ア

ーティストに提供している。 

活動名 社内遊休・中古PCリサイクル活用 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｈ  

寄付･連携先 NPO法人ｅ－Ｎａｋａｍａ 

６ 

活動の概要 
 

富士ゼロックス社員ＯＢが立ち上げたNPO団体に、社内の遊休・中古機材

（ＰＣ，Ｐｒｉｎｔｅｒ）を寄付し、そのNPOが清掃/整備を施した後、福祉施設など

に寄付する。NPO会員（現役社員を含む）はボランティアとして使い方を教

え、人々との交流を図る。 

活動名 情報塾 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ、ｆ  

寄付･連携先 小中学生 

７ 

活動の概要 
 

ＰＣの操作方法を学ぶパソコン教室とは違って「情報とは何か」「情報はどう

やったら活用できるのか」「情報社会の仕組み」窓情報にスポットをあて、基

礎概念を具体的実践的に理解する教育。 

活動名 エイブルアートワークショップ 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ、ｇ、ｈ  

寄付･連携先 エイブルアートジャパン 

８ 

活動の概要 
 

障害をもつ人々が芸術と言う表現や造詣活動を通じて創造する力と喜びを

取り戻そうとするエイブルアートムーブメントの支援として毎年研修所でトレ

ナーズトレーニングの場としてワークショップを開催している。 

活動名 スペシャルオリンピックス冬季ナショナルゲーム支援 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｈ  

寄付･連携先 スペシャルオリンピックス日本 

９ 

活動の概要 
 

知的障害者の日常運動プログラムの4年に一度の世界大会に向けて国内

大会が開催された。社員は大会にコーチや審判としてボランティア参加し、

会社は機材提供を行なった。 

活動名 拡大教科書製作支援 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｈ  

寄付･連携先 全国の拡大写本ボランティアグループ 

１０ 

活動の概要 
 

弱視の子どものための教科書造りを行なうボランティアグループに対する支

援として全国の営業拠点のカラーコピー機および作業場所を無償で提供し

ている。 
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藤田観光株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 テリーフォックスラン２００３ 

活動形態 a、h 

寄付･連携先 カナダ大使館／がん研究財団、がんの子どもを守る会 

１ 

活動の概要 
   

フォーシーズンズホテル椿山荘とカナダ大使館共催による国際癌研究基金援

助。 

 
富士通株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

国際社会・地域社会との共存共栄 

地球環境保全 

社会の接続的発展に貢献 

３．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、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名  スタッフ数 名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 地域貢献運動、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://pr.fujitsu.com/jp/profile/community/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 日米経営科学研究所（ＪＡＩＭＳ）の運営、活動支援 

活動形態 a、c、d 

寄付･連携先 ＪＡＩＭＳ（Japan-America Institute of Management Science） 

１ 

活動の概要 
   

環太平洋諸国のビジネスマンの相互理解の向上を図るため、ハワイ州教育認

可の非営利法人として設立、日米を中心としたマネジメントの思想と教育と研

究を行なう。 

活動名 富士通アジア・パシフィック奨学金制度 

活動形態 a、e 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
   

ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ諸国の学生・ﾋﾞｼﾞ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。 

活動名 富士通レディースゴルフ２００３ 

活動形態 e 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 
   

プロアマチャリティゴルフ(24回)およびﾌﾟﾛﾄｰﾅﾒﾝﾄ（20回）主催。 

ﾌﾟﾛｱﾏﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌの参加費全額をﾁｬﾘﾃｨｰとして(財) 日本盲導犬協会へ寄

付。 
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活動名 音楽公演協賛活動 

活動形態 e 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 
   

富士通ｺﾝｻｰﾄｼﾘｰｽﾞ、つくばｺﾝｻｰﾄ、富士通読売音響ｺﾝｻｰﾄ、富士通ｺﾝｺｰﾄﾞ･

ｼﾞｬｽﾞ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ(北米・日本)等へ協賛し、文化芸術活動を支援。 

活動名 工場フェスタ２００３開催 

活動形態 ｃ、d、e、f 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 
   

那須工場、あきる野ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰにて屋内外における展示、ﾌﾘｰﾏｰｹｯﾄ、露

店、ｺﾝｻｰﾄ等のｲﾍﾞﾝﾄを実施し、地域社会へ貢献し、共に発展することを目的

に開催。 

活動名 海外植林活動 

活動形態 ａ、d、f、ｈ 

寄付･連携先 （財）国際緑化推進センター 

６ 

活動の概要 
   

富士通グループでは、タイ・ベトナム・マレーシアにて植林活動を実施。２００２

年マレーシアに「エコ・フォレストパーク」を開設し、約７０ｈａに４万本を植樹。 

 
富士電機ホールディングス株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 全日本ジュニアコーラス・フェスティバル２００３ 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 社団法人 全日本合唱連盟（後援：文化庁他） 

１ 

活動の概要 
 

国内全国各地代表２０団体による青少年合唱祭への支援。（平成５年から本フ

ェスティバルへ協賛 

 
富士屋ホテル株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.fujiyahotel.co.jp/recruit/eco2.htm  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 富士山クリーンアップ・エコトレッキング 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 富士吉田市 

１ 

活動の概要   富士山5合目から7合目までの山道の清掃活動。 

活動名 給食サービス 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 足柄上郡松田町社会福祉協議会 

２ 

活動の概要 
   

松田町社会福祉協議会主催の「舌鼓の会」に、当社の調理人を派遣し、一人

暮らし高齢者へ給食サービスを行う。（8月実施） 

活動名 職場体験研修の受入れ 

活動形態 e 

３ 

寄付･連携先 近隣市町村及び大学等 



 232

 活動の概要   市町村職員や教員及び大学生の職場体験研修を随時受入れている。 

活動名 インドネシア国立観光大学への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 インドネシア国立観光大学 

４ 

活動の概要 
   

毎年インドネシア国立観光大学より研修生を受入れており（約5ヶ月間）、大学

に対し10万円程度の寄付を行っている。 

 
武州ガス株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 展示スペースの開放 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要  駅ビル内にある展示スペースを一般に開放している。 

活動名 本社周辺の清掃活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要   毎週火曜日の就業時前に、自主参加により清掃を実施。 

活動名 本社周辺の安全パトロール 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要   原則毎日の就業後、約30分間本社周辺をパトロールする。（1組4人体制） 

 
フタバ産業株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 施設開放 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 少年少女発明クラブの支援 

活動形態 ａ  
寄付・連携先 少年少女発明クラブ 

１ 

活動の概要 発明クラブの支援 

活動名 スポーツ活動への社内グラウンドの開放 

活動形態  ｃ     
寄付・連携先 岡崎あおいボーイズリーグ、地元自治体 

２ 

活動の概要 社内グラウンドを各団体へ開放 

活動名 海外研修生終了指揮参加協力 

活動形態 ａ、ｄ   
寄付・連携先 オイスカ 

３ 

活動の概要 海外研修生への支援 

活動名 身体障害者への支援 

活動形態 ａ   
寄付・連携先 愛知県とよた光の里 

４ 

活動の概要 身体障害者への支援 
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活動名 日本赤十字社 

活動形態 ａ   
寄付・連携先 日本赤十字社愛知県支部 

５ 

活動の概要 赤い羽根募金への協賛 

活動名 地元自治体行事の支援、協賛、参加 

活動形態 ａ、ｄ   
寄付・連携先 岡崎市、豊田市、額田郡幸田町、田原市 

６ 

活動の概要 岡崎花火大会、豊田おいでんまつり、幸田町彦左まつり、田原まつりなど 

活動名 スポーツ振興の支援 

活動形態 ａ、ｄ   
寄付・連携先 地元学校、岡崎市、豊田市、額田郡幸田町、田原市、 

７ 

活動の概要 
 

野球部支援、駅伝大会協賛、地元スポーツ大会協賛、トライアスロン大会協

賛 

活動名 災害支援活動 

活動形態 ａ、ｄ   
寄付・連携先 各自治体 

８ 

活動の概要 宮城県沖地震、新潟豪雨、イラン南部地震への義捐金、必要物資送付 

活動名 文化活動への支援 

活動形態 ａ    
寄付・連携先 チェコ共和国、地元自治体 

９ 

活動の概要 
 

スタミック音楽フェスティバルへの協賛 

地元文化祭への協賛 

活動名 献血協力 

活動形態 ｄ 
寄付・連携先 日本赤十字社 

１０ 

活動の概要 献血バスを社内に招いての献血協力 

 
株式会社ベネッセコーポレーション 
１．社会貢献のミッションや目標 

私たちにしかできない、他に類を見ない価値を提供し続けることにより、「現在も、将来も、社会になくては

ならない存在」であることをめざし、社会と共に企業として成長し続けること。 

３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育、文化･芸術〕 

４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔福武学術文化振興財団、福武教育振興財団、福武文化振興財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

V情報提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.benesse.co.jp/IR/japanese/csr/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 学術・研究の振興 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 福武学術文化振興財団 

１ 

活動の概要 
 

歴史学･地理学の自然科学的研究分野における研究・学会･国際交流・研究

集会等の開催への助成を行い、学術・研究の振興を図る。 

２ 活動名 岡山県内の教育振興 
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活動形態 ａ   

寄付･連携先 福武教育振興財団 

 

活動の概要 
 

岡山県内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、養護学校、専門学

校の教職員を対象とした、優れた教育実践への表彰、助成。 

活動名 岡山県内の文化振興 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 福武文化振興財団 

３ 

活動の概要 
 

岡山県内の地域文化振興のために、文化活動や調査研究を続ける団体や個

人への助成。「福武文化賞・福武文化奨励賞」を設置。 

活動名 子どもや教育に対する国際的な活動支援 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 日本ユニセフ協会 

４ 

活動の概要 子どもや、教育に関する国際的な支援活動に対する寄付。 

活動名 自然保護活動への支援 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 日本経団連 自然保護基金 

５ 

活動の概要 アジア太平洋地域や国内の自然保護プロジェクトに対する寄付。 

活動名 教育調査研究情報の公開(「モノグラフ」、各種教育基本調査) 

活動形態  ｆ   

寄付･連携先 (ベネッセ内部組織：  ベネッセ未来教育センター) 

６ 

活動の概要 
 

毎年、子どもや教育に関する定例マス調査を実施し、ホームページを通して社

会に広く公開し、教育関係者を中心に活用していただいている。 

活動名 「子ども学」サイバー研究所の企画・運営協力(チャイルドリサーチネット) 

活動形態   ｆ  

寄付･連携先 チャイルドリサーチネット 

７ 

活動の概要 
 

子どもに関する共同研究や教育関係者・研究者の国際的な交流、ネットワー

ク構築の支援、およびその活動を広く社会に紹介している。 

活動名 直島での芸術文化活動 

活動形態   ｆ  

寄付･連携先 (ベネッセ内部組織：  ベネッセアートサイト直島) 

８ 

活動の概要 
 

直島コンテンポラリーアートミュージアムの企画・運営を中心に、地域に根ざし

た現代アート活動を行っている。 

活動名 ベネチアビエンナーレでの「ベネッセ賞」による若手アーチスト育成 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 ベネチアビエンナーレ 

９ 

活動の概要 
 

ベネチアビエンナーレで1999年より毎年「ベネッセ賞」を開設し、現代アートに

関する国際的な若手芸術家の育成を実施している。 

活動名 多摩市のまちづくりに関わる学会、NPOへの支援(施設開放) 

活動形態  ｃ  

寄付･連携先 多摩ニュータウン学会、学術・文化・産業ネットワーク多摩 

１０ 

活動の概要 
 

ベネッセ東京本部のある多摩市において、まちづくりに関する多摩ニュータウ

ン学会、関連NPOへ集会の場、事務所を継続的に提供。 

 
株式会社北海道銀行 
４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔道銀文化財団〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 
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Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www5.mediagalaxy.co.jp/hokkaidobank/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 芸術普及支援 

活動形態 a 
寄付･連携先 札幌交響楽団 

１ 

活動の概要  

活動名 芸術普及支援 

活動形態 a 
寄付･連携先 札幌市 

２ 

活動の概要 パシフィック・ミュージック・フェスティバル開催にかかる寄付 

 

株式会社北國銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

地域金融機関として、地域の社会運営、経済、文化、生活など あらゆる面で地域と密着し、地域経済 

の活性化に資することをミッションとする。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

～企業理念～ 「豊かな明日へ、信頼の架け橋を」 

ふれあいの輪を広げ、地域と共に豊かな未来を築きます。 

３．重点分野  〔スポーツ、地域社会の活動、災害救援〕  

４．推進体制 

担当部署名 企画部 スタッフ数 １名

５．社員のボランティア活動支援策 

V情報提供、施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 職場体験活動 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 学生を対象に職場体験学習の受け入れを行う。 

活動名 北國銀行頭取杯 家庭婦人バレーボール大会 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 毎年一回、冠大会として実施 

活動名 ロビー展の実施 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 各営業店にて、地域の皆様の写真・絵画などの作品を展示。 

活動名 石川県能登空港利用促進実行委員会への寄付 

活動形態 A 

寄付･連携先 石川県能登空港利用促進実行委員会 

４ 

活動の概要 
 

平成15年7月に開港した能登空港を能登全体の活性化策と捉え、地元金融機

関として積極的に協力。 
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株式会社ボッシュ オートモーティブ システム 
３．重点分野 〔社会福祉、学術･研究、環境、地域社会の活動、災害支援〕 

４．推進体制 

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献活動委員会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ表彰 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 収集マラソン 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 障害者に愛の手を！！実行委員会、小学校ほか 

１ 

活動の概要 

 

プルタブ、古切手を収集し、団体を通じて販売した売上を寄付。 

グリーンマークを収集し、近隣の小学校に寄付。随時。 

活動名 献血参加 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 日本赤十字 

２ 

活動の概要 

 

献血バスが各事業所にきて、社員は勤務時間内に献血できる。年に数回実

施。 

活動名 クリーンハイキング 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

３ 

活動の概要 

 

工場近辺を社員がボランティアで清掃しながらハイキングする。年１～2 回実

施 

活動名 スポーツ大会協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 市 

４ 

活動の概要 市のマラソン大会、剣道大会などに協賛し、寄付する。年に数件 

活動名 おまつり協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 各市・町・各観光協会など 

５ 

活動の概要 各事業所所在地のおまつりに協賛し、寄付する。年に焼く10件。 

活動名 社会貢献活動貢献者表彰 

活動形態 ｈ 

寄付・連携先  

６ 

活動の概要 ボランティア活動を通じて社会に貢献した者を表彰する。年に1回。 

活動名 交響楽団協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 新星東京フィルハーモニー交響楽団、ＮＨＫ交響楽団 

７ 

活動の概要 交響楽団を支援、協賛し、寄付する。年に2回。 

活動名 施設の提供 

活動形態 ｃ 

寄付・連携先 地域のサークルなど 

８ 

活動の概要 研修室、体育館などを地域の絵画クラブ、スポーツサークルに無償で提供す

る。年に約70回。 

活動名 日本スリーデーマーチ協賛」 ９ 
活動形態 ａ 
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寄付・連携先 東松山市ウォーキング推進委員会  
活動の概要 

 

国際的な催しである日本スリーデーマーチをを支援、協賛し、寄付する。年に

１回 

 
本田技研工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

Hondaの社会活動の原点は、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。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

Hondaの社会活動理念 

・地球的視野に立ち、「商品・技術」を通じて社会に貢献する 

・良き企業市民として地域に根付き、社会的責任を果たす 

・次世代のために、心豊かで活力のある人、社会づくりに努める 

３．重点分野 〔教育･社会教育、環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会活動推進室 スタッフ数 １２名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団・公益信託 〔（財）国際交通安全学会、ホンダ財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載〔 Honda環境年次レポート 〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔 Honda Philanthropy2000, 2001 〕  

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.honda.co.jp/philanthropy/   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 環境わごん 

活動形態 f 

寄付・連携先  

１ 

活動の概要 自然の素材をワゴン車に積み込んで、HondaのＯＢがボランティアスタッフと

して学校や公民館を周る、出前型の子ども向け環境体験学習プログラム。２

００３年度は約２００回開催。（関東・鈴鹿・浜松） 

活動名 交通安全キャラバン 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 Hondaオリジナルの交通安全教材と名作絵本の読み聞かせ（情操教育）の

組み合わせによる、幼児向け交通安全教育プログラム。２００３年度は１４０

園を訪問実施。（関東・鈴鹿・浜松） 

活動名 子どもアイディアコンテスト 

活動形態 f 

寄付・連携先  

３ 

活動の概要 「夢」「挑戦」「創造」の大切さを子どもに伝えていくことを目的に、「未来にあっ

たらいいな」と思うモノのアイディアを募集し、一次審査を通過したら実際に

作品を製作して最終審査会で自ら発表するコンテスト。受賞のご褒美として

ASIMOが小学校を訪問して特別授業を行う特別企画あり。 

活動名 中国砂漠植林「喜びの森」 

活動形態 g 

４ 

寄付・連携先 沙漠植林ボランティア協会 
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 活動の概要 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）。 

活動名 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 

寄付・連携先 CCC自然･文化創造工場関東事業部 

５ 

活動の概要 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がボランティア参加。 

活動名 H-Kids プロジェクト 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

６ 

活動の概要 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」「大使館訪問」や自然の中での交流プログラム「大空体験隊」を

実施。 

活動名 青山フォーラム 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

７ 

活動の概要 青山本社の地域活動として、ショールームの場を活かし、NPO等との連携

で、バリアフリーや環境をテーマとしたフォーラムを開催。２００３年度は２回

開催。 

活動名 フォーミュラーＳＡＥ活動支援 

活動形態 ｄ b 

寄付・連携先 日本自動車技術会、および学生チーム 

８ 

活動の概要 車両の開発からビジネスにいたる企業活動の一端を学生に学ばせる体験教

育プログラム。大会運営のほか、学生出場チームへ対するエンジン・部品の

支援と、HondaのＯＢボランティアによる技術指導。 

活動名 全国高専ロボットコンテストへの協賛 

活動形態 a 

寄付・連携先  

９ 

活動の概要 NHK主催のロボットコンテストへの協賛およびＡＳＩＭＯの出演協力。 
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【マ－ワ行】 

前田建設工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

「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生に残していこう。」 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務、広報、秘書グループ 

とりまとめは広報グループ 

スタッフ数 各1名 ３名

D．企業財団・公益信託 〔(財) 前田記念工学振興財団、(財) 樫の芽会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書2004〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.maeda.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＡＡスクール冠講座 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 ＡＡスクール Architectural Association School of Archtecture 

１ 

活動の概要 
   

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。 

活動名 (財) 樫の芽会 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 (財) 樫の芽会 

２ 

活動の概要 
   

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で行う。現在

までの会員・小学生は約700名 

活動名 (財) 前田記念工学財団 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 (財) 前田記念工学財団 

３ 

活動の概要 
   

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。1993年より学術研究助成、国際会議等の経費助成、研究者

への顕彰など。 

活動名 Ｊ．ＣＩＴＹ ギャラリー・アトリウムの開放 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 一般および地域 

４ 

活動の概要 
   

当社保有施設のギャラリーや関連施設を一般公開し、コンサート絵画展、書

道展、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。 

活動名 障害者アートの支援 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ 

寄付･連携先 社会福祉法人等 

５ 

活動の概要 
   

１９９３年より継続して当社カレンダー及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。最近では社員が運営、企画に携わり展

覧会を実施しＰＲに努めている。 

活動名 原宿よさこい祭り ６ 
活動形態 ａ、ｂ、ｄ 
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寄付･連携先 原宿表参道元氣祭実行委員会  
活動の概要 
   

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。 

活動名 日本フィルハーモニー活動支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本フィルハーモニー 

７ 

活動の概要 
   

(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。 

活動名 イタリアの遺跡発掘 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 東京大学国際プロジェクト寄付講座 

８ 

活動の概要 
   

ローマをはじめとした遺跡発掘調査の協力を行っている。発掘にあたっては当

社の技術者も派遣している。 

活動名 チャリティーもちつき大会 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 社会福祉法人等 

９ 

活動の概要 
   

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。売り上げは社会福祉関係に

全額寄附している。 

活動名 教員の民間企業研修 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 経済広報センター 

１０ 

活動の概要 
   

小・中・高等学校などの先生に企業活動を実体験してもらい産業界・企業への

正しい理解とともに、その体験を教育現場に活用してもらう。(2002年より毎年

実施) 

 

松下電器産業株式会社 
１．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

領に掲げるように、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する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

グローバルの視点から、健全な社会づくりに企業の立場で貢献する。  重点分野は、次の５分野 

①人材育成、教育支援…次代をになう人を育む  ②芸術文化支援…心ゆたかな社会に向けて 

③社会福祉支援…人にやさしい社会に向けて   ④地球環境との共存…地球にやさしい社会に向けて

⑤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 

３．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、NPOの基盤形成〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会文化グループ スタッフ数 １６名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団・公益信託 〔（財）松下教育研究財団、（財）松下国際財団、松下幸之助花の万博 

                      記念財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ表彰、 退職者Ｖ支援、 マッチングギフト〔松下電器ハートフルメセ

ナ基金、子どもサポーターズ☆マッチング基金、環境サポーターズ☆マッチング基金〕、 V情報提供、 

V機会提供、 施設開放、 その他〔ボランティア・市民活動資金支援プログラム〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 
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Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔松下電器グループ・環境経営報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成   

〔松下電器グループの企業市民としての社会貢献／主要活動報告〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.panasonic.co.jp/ccd/   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 子どものためのシェイクスピア公演 

活動形態 ｇ   

寄付･連携先 華のん企画 

１ 

活動の概要 
   

子どもたちの心の豊かさづくりに繋がる活動として、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。 

活動名 ふれあいコンサート 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先 新日本ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ交響楽団員有志（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）と都度決定の団体。 

２ 

活動の概要 
   

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７回程度実施。 

活動名 世界自然・野生生物映像祭の優秀作品上映 

活動形態 ｇ   

寄付･連携先 特定非営利活動法人 地球映像ネットワーク 

３ 

活動の概要 
   

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観賞。 

活動名 パシフィック・ミュージックフェスティバル（PMF）支援 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付･連携先 パシフィック・ミュージックフェスティバル実行委員会 

４ 

活動の概要 
   

故レナード・バーンスタインが創設した国際教育音楽祭を支援。 

演奏会模様を収録したCDの製作や大阪での演奏会も特別に協賛。 

活動名 ＯＢＰアーツプロジェクト 

活動形態 ｇ  

寄付･連携先 ＯＢＰアーツプロジェクト実行委員会 

５ 

活動の概要 
   

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。 

活動名 日本の伝統工芸への支援 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付･連携先 社団法人 日本伝統工芸会、社団法人 日本伝統工芸会近畿支部 

６ 

活動の概要 
   

日本の伝統工芸文化の継承・振興の為、ネット上のギャラリー「伝統工芸ミュ

ージアム」の運営支援や日本工芸会新人賞の提供など幅広い支援を実施。 

活動名 Panasonic サポーターズ ☆ マッチング基金 

活動形態 ａ、ｇ   

寄付･連携先 （連）青少年育成支援ﾌｫｰﾗﾑ、地球と未来の環境基金 （寄）毎回異なる 

７ 

活動の概要 
   

NPO/NGOの基盤強化、寄付文化の育成を目的に設立。｢子ども｣と｢環境｣の

両基金を各々の団体と協働運営。申請で審査、ﾋｱﾘﾝｸﾞを経て支援決定。 

活動名 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 

寄付･連携先 毎回異なる 

８ 

活動の概要 
   

松下ｸﾞﾙｰﾌﾟ従業員と一親等､定年退職者が継続的に活動を行っている非営利

団体に対し、活動全般に関わる費用の一部を社内審査を経て支援決定。 

活動名 パナソニック グローバル アースデイ ９ 
活動形態 ｄ、ｆ 
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寄付･連携先 各地域のアースデイ推進組織  
活動の概要 
   

松下電器グループは世界各地のアースデイ（地球のことを考え行動する日）活動

に参加。社内外の環境問題への認知度の向上や行動のきっかけづくりを目指し、

社内各地の取組をまとめ、HPなどで紹介。 

活動名 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 

寄付･連携先 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ、明治学院大学･ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ、(特活)地球ﾃﾞｻﾞｲﾝｽｸｰﾙ 

１０ 

活動の概要 
   

より良い社会、望ましい未来の創造に向けて、｢国際理解・協力｣｢地球環境｣など

様々な課題を参加者同士で考え、学んでいく一般公開の学習プログラム。

 
丸紅株式会社 
２．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、社会の課題に充分な関心を持ち、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。

３．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、国際交流･協力、災害救援、人権〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 環境報告書（２００４年度よりＣＳＲレポートを発行） 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載  

ＵＲＬ：http://www.marubeni.co.jp/kikin/fund.htm 

7．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 サブサハラアフリカ感染症対策のための関連費用 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 Pan Africa Health Foundation（仮称：ＰＡＨＦ） 

１ 

活動の概要 

 

サブサハラアフリカ感染症対策の一環として、非営利団体Pan Africa Health 

Foundationを設立し、寄付を行う。 

活動名 社会福祉法人 丸紅基金による社会福祉助成 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 全国の社会福祉施設および団体 

２ 

活動の概要 

 

丸紅㈱およびグループ各社からの出捐金をもとに、全国の福祉団体、施設に

毎年１億円の助成を行う。 

活動名 衣料品寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 日本救援衣料センター 

３ 

活動の概要 

 

社員から供出された衣料品を、日本救援衣料センターを通じ、海外の発展途

上国、海外被災地へ寄付する。 

活動名 名古屋支社 テニスコートの開放 

活動形態 ｃ 

寄付・連携先  

４ 

活動の概要 当社保有のテニスコートを一般に無料で開放。 

活動名 丸紅基金支援先授産施設製品の販売協力 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 福祉団体「パレット」 

５ 

活動の概要 

 

丸紅フェアにて、丸紅基金支援先授産施設の作成した製品の販売協力を、社

員ボランティアにて行う。 

活動名 単身者用社宅への留学生受け入れ ６ 
活動形態 ｅ 



 243

寄付・連携先   
活動の概要 当社保有の単身者用社宅に留学生（現在５名）を受け入れ。 

活動名 全国小中学校環境絵画コンクールへ協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 全国小中学校環境教育研究会 

７ 

活動の概要 

 

同コンクール開催にあたって、企画段階から参加し、作品の選考、表彰式の

設営等、積極的に支援。 

活動名 中高生の企業研修の受け入れ 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先  

８ 

活動の概要 

 

総合商社の業務内容を理解してもらうことを目的に、社員が自ら営業活動・商

社機能について説明を行う。 

活動名 アジアでの奨学金制度の運用 

活動形態 f 

寄付・連携先  

９ 

活動の概要 

 

フィリピン、ベトナム、インドネシアに丸紅奨学基金を設立し、小・中・高校生、

職業訓練学校生、大学生を対象に奨学金を供与している。 

活動名 書き損じハガキ・プリペイドカードの寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先  

１０ 

活動の概要 

 

社員から書き損じハガキ・プリペイドカードを回収して、（財）ケア・ジャパン、

（財）ジョイセフへ寄贈し、活動資金に活用して頂いている。 

 

三重交通株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

〔豊かな郷土づくり〕を企業理念の一つに掲げるとともに、社長方針の一つにも〔地域貢献〕を掲げ、地域

社会への発展に貢献する旨を宣言している。 

３．重点分野 〔環境、史跡・伝統文化保全、地域社会の活動、人権〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 愛知万博関連寄付（第３回目） 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (財) 2005年日本国際博覧会協会 

１ 

活動の概要 2005年日本国際博覧会（愛知万博)会場建設費募金 

活動名 緑化基金への寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 津市緑化基金他 

２ 

活動の概要 緑化事業への寄付 

活動名 廃車バス車両の寄付 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 三重県女性相談所 

３ 

活動の概要 衣類等保管倉庫として利用するため提供 

活動名 熊野古道清掃へのバス車両提供、社員の参加 

活動形態 ｂ、ｄ 

寄付・連携先 自主的活動 

４ 

活動の概要 社員による熊野古道でのゴミ拾い活動 
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株式会社みずほフィナンシャルグループ 
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

１．社会貢献に関する基本姿勢 

（１）地域社会とともに歩む「良き企業市民」としての役割を果たす 

（２）積極的に社会貢献活動を行う 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報部社会貢献・環境室 スタッフ数 ２名

D．企業財団・公益信託 〔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、 

みずほ育英会、みずほ学術振興財団〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔みずほ社会貢献ファンド〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 マッチングギフト、 地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.mizuho-fg.co.jp/contribution/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 黄色いワッペン贈呈事業 

活動形態 ｇ    

寄付･連携先 全日本交通安全協会、損保ジャパン、明治安田生命、第一生命 

１ 

活動の概要 
   

交通事故傷害保険付黄色いワッペンを全国新入学小学1年生に贈呈する交

通安全事業、昭和40年より40年間継続。贈呈枚数は累計約5千万枚。 

活動名 全国小中学校児童・生徒環境絵画コンクール 

活動形態 ａ、ｃ、ｇ 

寄付･連携先 全国小中学校環境教育研究会、明治安田生命、丸紅 

２ 

活動の概要 
   

全国の小中学校の児童・生徒に「自然の大切さ」「住み良い街」をテーマに環

境への問題意識を惹起する目的で過去8回実施。入賞者は表彰。 

活動名 成人の日コンサート 

活動形態 ｇ   

寄付･連携先 サントリーホール、新日本フィル 

３ 

活動の概要 
   

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年より継続実施新成人50組(100名)を招待。 

活動名 みずほストリートギャラリー 

活動形態 ｃ、ｆ    

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 
   

みずほ銀行銀座中央支店・西銀座支店のウインドウディスプレー空間に公募・

選考により作品を展示。若手アーティスト発掘・支援を目的に平成2年より継続

実施。 
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三井住友海上火災保険株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

経営理念に「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」を掲げ、会社と社員が一体とな

った社会貢献活動を推進 

1．各分野ＮＰＯとのパートナーシップ強化 

2．地域密着型の社会貢献活動の推進 

3．社員のボランティア活動支援による意識の向上 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

【基本方針】 

三井住友海上グループは、グループ行動憲章に則り、地域社会・国際社会の一員として、その持続的発

展に貢献するとともに、社員ならびに代理店の社会貢献活動を支援します。 

1．「会社」主体の社会貢献活動の推進 

常に地域社会・国際社会との接点を意識し、社会の発展に寄与します。 

2．「社員」「代理店」主体の社会貢献活動の支援 

社員ならびに代理店の自主的な社会貢献活動を支援し、社会参加意識を持って行動する人材を増

やすことにより、グッドカンパニーを目指します。 

３．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、国際交流･協力、 
災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報部・社会貢献室 スタッフ数 ５名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団・公益信託 〔 三井住友海上文化財団、三井住友海上福祉財団 〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔 スマイルハートクラブ 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 Ｖ研修、 マッチングギフト、 地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供、  

施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載  

〔『三井住友海上CSR Report 2004（企業の社会的責任報告書）』〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.ms-ins.com/company/social/contents.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 部支店で年に１つは社会貢献活動 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 全国のＮＰＯ・福祉施設等 

１ 

活動の概要 
 

部支店長が任命する社会活動サポーターが中心となり、年に１つは自主的な

社会貢献活動を行っている。2003年度１２７部支店で実施（全部支店の64％） 

活動名 社内での献血・骨髄ドナー登録会 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 日本赤十字社、骨髄移植推進財団 

２ 

活動の概要 
 

全国の主な拠点（２００３年度は１６カ所）で献血を実施、うち９カ所で骨髄ドナー

登録会を同時開催。全国で７７８名が献血、９３名が骨髄ドナー登録に協力。 

活動名 Ｊリーグ選手協会サッカースクール 

活動形態 ｇ 

３ 

寄付・連携先 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 
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 活動の概要 
 

関東・関西・九州で開催。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。 

活動名 障害者作業所製品販売会 

活動形態 ｈ 

寄付・連携先 県央福祉会（神奈川）、オリーブの樹（千葉）、パンドラの会（愛知） 等の障害者

福祉作業所 

４ 

活動の概要 
 

首都圏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。2003年度販売実績２８０万円。名古屋でも単発で開催。 

活動名 株主優待品、贈答品、余剰什器の全国のＮＰＯ・福祉施設への寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 全国のＮＰＯ・福祉施設等、善意銀行 

５ 

活動の概要 
 

当社に届く株主優待品（招待券、金券、物品等）と余剰什器が役立ちそうな 

ＮＰＯ・施設へ寄贈。 

活動名 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 

寄付・連携先 全国の各分野のＮＰＯ・ＮＧＯ７８団体 

６ 

活動の概要 
 

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（2003年度実績７５

０万円） 

活動名 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 

寄付・連携先 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 

７ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 世界の子どもに手編みセーターを贈る活動 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 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㈱、オ

ムロン 

８ 

活動の概要 
 

社内外のボランティアによる手編みセーター2,221枚、ベスト7枚、マフラー235

本、帽子220個を、マケドニア、コソボ、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。 

活動名 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 

寄付・連携先 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 

９ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 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 

寄付・連携先 ＳＶＡ（シャンティ国際ボランティア会） 

１０ 

活動の概要 
 

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。2003年度は６９０冊協力。 

 
株式会社三井住友銀行 
１．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

動に取組んでいます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 
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「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。 

３．重点分野 〔社会福祉、国際交流･協力、その他（社員のボランティア活動支援）〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報部 社会環境室 スタッフ数 ４名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団・公益信託 〔三井住友銀行国際協力財団、SMBC GLOBAL FOUNDATION〕  

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔ボランティアスタッフＹＵＩ〕              

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、青年海外協力隊休職、Ｖ休暇、Ｖ研修、退職者Ｖ支援、マッチングギフト、V情報提供、V機会

提供、施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔社会貢献活動〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.smfg.co.jp/aboutus/philanthropy/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 三井住友銀行ボランティア基金 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 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 

１ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 ユニセフ外国コイン募金活動 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 日本ユニセフ協会、日本航空、日本通運、ＪＴＢ、毎日新聞社 

２ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 ユニセフ愛の口座 

活動形態 a、ｆ 

寄付･連携先 日本ユニセフ協会 

３ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 手話講習会の開催 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 
 

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。 

活動名 ボランティアスタッフＹＵＩの活動支援 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 
 

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。

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。 

活動名 ボランティア体験講座の開催 

活動形態 ｈ 

６ 

寄付･連携先  
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 活動の概要 
 

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。 

活動名 SMBC GLOBAL FOUNDATION 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 
 

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。 

 

活動名 三井住友銀行国際協力財団 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 
 

開発途上地域の経済発展に資する人材の育成及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。 

 
三井造船株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 三井グランド開放 

活動形態 ｃ 
寄付・連携先 一般市民 

１ 

活動の概要 
 

運動部の練習がない時間帯を、市民、小中学生に無料開放している。（野球、

サッカー、グランドゴルフ、ソフトボール、イベントの駐車場等） 

活動名 体育館の開放 

活動形態 ｃ 
寄付・連携先 一般市民 

２ 

活動の概要 
 

市内の種種スポーツクラブに開放。また、柔道、少林寺拳法部員による小学

生への指導等、地域社会への貢献。 

活動名 渋川海岸クリーン大作戦  

活動形態 ｄ、ｆ   
寄付・連携先  

３ 

活動の概要 
 

瀬戸内海国立公園渋川海岸の清掃活動。 

従業員約１２０名が参加。 

活動名 地元小学生の工場見学受け入れ 

活動形態 ｃ、ｆ 
寄付・連携先  

４ 

活動の概要 
 

毎年６月の環境月間行事として、千葉県市原市の臨海部企業で構成する協

議会を窓口に臨海工場地帯に面した小学生を対象に工場見学を実施。 

活動名 大分工業高校外部講師招聘事業の授業講師 

活動形態 ｄ 
寄付・連携先  

５ 

活動の概要 大分工業高校外部招聘事業の授業へ当社従業員を講師として派遣。 
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三井物産株式会社 
３．重点分野 〔教育･社会教育、文化･芸術、環境、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報部 社会貢献室 スタッフ数 ５名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 

５．社員のボランティア活動支援策 

退職者Ｖ支援、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.mitsui.co.jp/activity/sose/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ｢鎌倉-禅の源流｣親子座禅教室 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 都内の小学生と保護者/連携先：日本経済新聞社 

１ 

活動の概要 
   

新聞社への文化案件協賛の機を捉え、建長寺のお坊様を招き親子を対象とし

て座禅を体験するﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを開講。 

活動名 森と自然とふれあおうツアー 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 都内の小学生と保護者30組/連携先：相模湖ピクニックランド 

２ 

活動の概要   相模の森と自然の中で、自然にふれあい環境への理解を深めるプログラム。 

活動名 Jリーグサッカースクール（関東・関西・九州） 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 JPFA（Jﾘｰｸﾞ選手協会）、都道府県の社会福祉協議会、他社 

３ 

活動の概要 
   

児童養護施設の子供たち（小4-6）を対象にJﾘｰｶﾞｰがｻｯｶｰ指導を行うﾌﾟﾛｸﾞﾗ

ﾑ。企画と運営に参画し、当日は社員ボランティアも参加。 

活動名 はじめてのボランティア活動ABC 

活動形態 ｃ、ｇ 
寄付･連携先 20の招待団体(NPO)・日本フィランソロピー協会（運営協力） 

４ 

活動の概要 
   

会社員などが気軽にボランティア活動を始めるきっかけとなる様、2日間にわ

たり当社本店ビルに約20のボランティア団体を招き会社員・学生・主婦等約

300人が集うプログラム 

活動名 クラシック音楽コンサートに障害者・介添の方をご招待 

活動形態 ｇ 
寄付･連携先 東京善意銀行 

５ 

活動の概要 
   

クラシック音楽のコンサートに協賛し、協賛企業に配布された招待券があれ

ば、障害者・介添の方をご招待し、鑑賞して戴く機会を提供している。 

 
三井不動産株式会社  
１．社会貢献のミッションや目標 

「＆」マークに象徴される「共生・共存」、「多様な価値観の連繋」の理念のもと、社会・経済の発展と地球

環境の保全に貢献することを目指している。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・事業を通して地域との共生を図り、地域社会との調和・社会貢献に配慮する。 

・企業市民の一人として文化支援活動の継続に努める。 

３．重点分野 〔地域社会の活動、文化･芸術、健康・医学、教育、環境〕 
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４．推進体制 

担当部署名 総務部総務グループ スタッフ数 ３名

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献検討小委員会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔三井不動産グループの環境への取組み〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.mitsuifudosan.co.jp/home/effort/environment/download/env.pdf 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 <東京の夏>音楽祭 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 アリオン音楽財団ほか 

１ 

活動の概要 
 

国際文化交流に貢献することを目的に1985年から開催。当社は1988年より

提供。 

活動名 隅田川花火大会 

活動形態 ａ、ｂ      

寄付･連携先 隅田川花火大会実行委員会 

２ 

活動の概要 
 

東京の夏の風物詩として都民に親しまれている。当社は1985年より後援・協

賛を行っている。 

活動名 はな街道 

活動形態 ｄ    

寄付･連携先 はな街道実行委員会 

３ 

活動の概要 
 

銀座～京橋～日本橋の中央通沿道の植え込みを花々で飾る活動に参加し、

地域の商店・企業とともに活動している。 

活動名 日本橋橋洗い 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 名橋「日本橋」保存会 

４ 

活動の概要 
 

日本橋とその周辺の環境を守り地域の活性化を図るため、近隣町会、行政

機関、各種団体が年に一回日本橋の清掃を行っている。 

活動名 各種団体の活動支援 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 (財) オイスカ、(財)日本交響楽振興財団、（財）三井文庫、三井ボランティア

ネットワーク事業団など 

５ 

活動の概要 環境、芸術文化、社会福祉などの各分野で、活動の支援を行っている。 

 
三井リース事業株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 教育機関・地方自治体へのリース中古物件の現物寄付 

活動形態 ｂ 
寄付･連携先  

１ 

活動の概要  
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株式会社三越 
１．社会貢献のミッションや目標 

当社は経営理念の第１番目に「社会貢献と企業の繁栄」を掲げておえり、これは企業の繁栄は社会に役

立つ事業活動を行なった結果であるという考え方から常に社会に貢献する企業活動を目標にしておりま

す。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

当社は経営理念に基づいて企業活動を支えていただいているお客様、お取引先、株主の皆様、従業員

など、あらゆるステークホルダーの皆様にとって、高質で透明性の高い経営活動を行なうとともに、収益

性だけではなく法の順守や企業倫理の徹底、環境保全、人権尊重の企業風土づくり、労働環境の整備、

社会貢献活動や地域貢献活動を通じて企業の社会的責任の遂行を積極的に行なう。 

３．重点分野 〔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、 
国際交流･協力、人権〕 

４．推進体制 

担当部署名 本社ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮ部 

人権啓発・社会貢献担当 

スタッフ数 ３名

B．社内横断的推進組織 〔三越人権啓発推進委員会〕 

D．企業財団・公益信託 〔(財)三越厚生事業団〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔三井ボランティアﾈｯﾄﾜｰｸ事業団〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載〔三越会社案内〕 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載〔三越環境レポート〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 愛の募金（全店舗・事業所） 

活動形態 ａ、ｇ 
寄付･連携先 児童擁護施設「羽曳野荘」、ＪＳＤ（日本サービス流通労働組合）、日本ユニセ

フ協会 

１ 

活動の概要 
   

毎年年末に全社規模で行なっている募金活動です。集まった募金を全額寄付

していますが、２００３年度は上記３団体に寄付しました。 

活動名 旭出学園工芸展（日本橋本店） 

活動形態 ｃ、ｆ 
寄付･連携先 旭出学園 

２ 

活動の概要 
   

知的発達に障害のある方の教育と福祉を目的に設立された学園。その生徒さ

んの作品の展示即売会を隔年で行なっています。２００４年３月で第２０回を迎

えました。 

活動名 ～交通遺児にあたたかい手を～ 母の日チャリティースタンプラリー（銀座店）

活動形態 ａ、ｃ、ｄ、ｇ 
寄付･連携先 (財) 交通遺児育英会 

３ 

活動の概要 
   

毎年５月の「母の日」に銀座４丁目会主催で行なうチャリティースタンプラリー

と募金、集まった募金は全額寄付。 

活動名 チャリティーバザール（新宿店） 

活動形態 ａ、ｃ、ｆ 
寄付･連携先 ＮＨＫ・朝日新聞厚生文化事業団 

４ 

活動の概要 
   

日本手芸クラブの方々の作品の展示即売会を行い、売り上げの一部をＮＨＫ・

朝日新聞厚生文化事業団に寄贈。 

活動名 世界の子どもにワクチンをキャンペーン（名古屋栄店・星ヶ丘店） 

活動形態 ａ、ｇ 
５ 

寄付･連携先 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 
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 活動の概要 
   

２００３年１１月２６日化～１２月２５日のクリスマス期間中に三越カードでのお

買い物一口座につき２０円を積み立てて中日新聞社会事業団を通し、「世界

の子どもにワクチンを」日本委員会に寄付。 

活動名 リングプルで車いすを 

活動形態 ｂ、ｇ 
寄付･連携先 リングプルネットワーク事務局（北海道 江別市）    （札幌店） 

６ 

活動の概要 
   

従業員が「缶ジュ－スの蓋」のリングプルを集め車いすと交換する活動を２００

２年から開始。集まったリングプルは定期的にリングプルネットワーク事務局

へ送っています。 

活動名 チャーチル会絵画展（日本橋本店） 

活動形態 ａ、ｃ、ｆ 
寄付･連携先 チャーチル会、ＮＨＫ厚生文化事業団 

７ 

活動の概要 
   

２００３年５月、チャーチル会会員の方々の絵画作品を展示、売り上げの一部

をＮＨＫ厚生文化事業団を通じて社会福祉事業に寄付。 

活動名 滋彩会展（日本橋本店） 

活動形態 ａ、ｃ、ｆ 
寄付･連携先 朝日新聞厚生文化事業団、テレビ朝日福祉文化事業団 

８ 

活動の概要 
   

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。２００３年に第４５回を迎えました。 

活動名 ＮＨＫハート展（日本橋本店） 

活動形態 ｃ、ｆ 
寄付･連携先 ＮＨＫ厚生文化事業団、ＮＨＫサービスセンター、全国社会福祉協議会 

９ 

活動の概要 
   

障害のある方々が日常生活の中で感じたことを一遍の詩につづり、その詩か

らイメージされるものを国内外の著名人やアーティストが「ハート」をモティーフ

に表現したコラボレーションの展示会。 

活動名 三越エトワールの活動（パリ） 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先 海外でのメセナ活動 

１０ 

活動の概要 
   

日本とヨーロッパの文化交流基地として１９９２年にパリにオープンした美術

館。２００２年、設立１０周年の記念事業として三越・越後屋歴史資料館を常設

で開設。これにあわ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。 

 
三菱化学株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔ＲＣレポート〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.m-kagaku.co.jp/aboutmcc/RC/topics/index.htm  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 地域清掃活動 

活動形態 ｄ、ｆ      

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
   

従業員が事業所周辺の清掃活動を実施。 

（各事業所） 

活動名 施設開放、スポーツ指導 

活動形態   ｃ、d  

２ 

寄付･連携先 地元中学校・高校、スポーツクラブ、自治会、子供会等 
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 活動の概要 
   

グラウンド、体育館、テニスコート、社宅、駐車場等の開放。 

社員によるスポーツ指導。（各事業所、研究所、支社） 

活動名 地域行事（祭り、運動会等）への参加・協賛 

活動形態 a、ｄ    

寄付･連携先 地元自治体等 

３ 

活動の概要 
   

会社として祭り、運動会等の地域行事に参加・協賛。 

（各事業所、研究所） 

活動名 近隣小学校への出前化学実験教室 

活動形態   ｅ   

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 
   

化学や理科に対して、少しでも多くの子供たちに興味を持ってもらえるよう事

業所近隣の小学校へ出向いて化学実験教室を開催。(鹿島事業所) 

活動名 シニアパソコン教室 

活動形態   ｅ     

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 
   

事業所周辺住民のシニア（５０歳以上）を対象にパソコン教室を開催。３つのコ

ースを開催し、約２６０人が参加。 

夏休みには、子供パソコン教室も開催。（四日市事業所） 

活動名 三菱化学研究奨励基金 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 文部科学省 

６ 

活動の概要 
   

日本国内の大学及び研究機関等で化学を中心とした研究に携わる研究者に

対する助成。（横浜センター） 

活動名 東大プラクティススクール 

活動形態 ｃ、ｄ   

寄付･連携先 東京大学 

７ 

活動の概要 
   

大学側から指導教官が学生と共に研究所に常駐してプロジェクトに関わり、学生

を指導する。（横浜センター） 

 
三菱重工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

・社是「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」を基本理念に、弊社の技術力と

人材を活用し、安全で優れた品質とサービスの提供を通じて、社会貢献活動を推進してゆく。 

・地域社会との信頼関係を重視し、全国の支社･事業所において、各地域の特性に応じた社会貢献活動

を実施する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

「社員個人の達成感に繋がる社会貢献活動の実施」と題した弊社社会貢献活動に関する取り組み方針

を策定。 

４．推進体制 

担当部署名 総務部総務課 スタッフ数 ４名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団・公益信託 〔(財)三菱財団、(財)三菱養和会、(財)静嘉堂、(財)ダイヤ高齢社会研究 

              財団、(財)三菱経済研究所〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 マッチングギフト、 地域貢献運動、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔社会・環境報告書〕 
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Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.mhi.co.jp/kankyohozen/2004pdf/021.pdf  

ＵＲＬ： http://www.mhi.co.jp/museum/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 三菱みなとみらい技術館の無料開放 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 主に小・中・高等学校 

１ 

活動の概要 
   

校外学習の一環として、小・中・高校などに教育の場としての積極的な無料開

放を行っている。 

活動名 三菱社会貢献連絡会「観劇の会」共催 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 三菱社会貢献連絡会「観劇の会」実行委員会（キリンビール・東京三菱銀行・

三菱電機･三菱商事・三菱信託銀行・明治安田生命・三菱化学・三菱レイヨン・

三菱自動車） 

２ 

活動の概要 
   

三菱グループ有志各社共催で、都内児童擁護施設や身障者の方を招き、「天

狗のかくれ里」を実施。 

活動名 三菱しんせんサマースクール 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 （社）神戸港振興協会 

３ 

活動の概要 
   

市内小学生高学年を対象に、科学に興味をもってもらうことを目的とした、夏

休みの科学イベントとして実施。 

活動名 病院患者向けミニ演奏会 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 弊社病院 

４ 

活動の概要 
   

弊社病院入院患者のリフレッシュを目的に、弊社吹奏楽部による演奏会を実

施。 

活動名 巣箱寄贈 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 広島市植物公園 

５ 

活動の概要 
   

環境保全の取り組みとして、工場内で発生した廃木材を利用して巣箱にリサ

イクルするコンテストを実施し、応募作品の一部を広島市植物公園に寄贈。 

活動名 三菱重工チャリティ・クラシックコンサート開催 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 (財)高砂市施設利用振興財団、高砂市教育委員会、サンテレビ 

６ 

活動の概要 
   

地域社会への貢献としてチャリティ･コンサートを開催。収益金は福祉活動に

役立ててもらうため（社福）高砂市社会福祉協議会に寄付。 

活動名 マッチングギフト 

活動形態 ｂ、ｇ 

寄付･連携先 三菱重工労働組合、(財) 東京善意銀行 

７ 

活動の概要 
   

労働組合が社員から募った寄金に同額を上乗せし、形状記憶スプーン・フォ

ークを購入。関東地区の施設に寄贈した。 

活動名 本社移転に伴う余剰什器ボランティア寄付 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 阪和興業（株）、（社）日本青年奉仕協会 

８ 

活動の概要 
   

本社移転に伴い余剰となったオフィス家具、什器類を国内・海外の公的団体

等35団体に運送費を含めて無償で寄付。 

活動名 イラン南東部大地震被災地支援 

活動形態 ｂ 

９ 

寄付･連携先 イラン赤十字社 
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 活動の概要 
   

イラン南東部大地震復旧援助のため、緊急支援物資として弊社製ガソリン発

電機を寄贈。 

活動名 社会福祉施設へのルームエアコン寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 愛知県 

１０ 

活動の概要 
   

地域への社会貢献の一環として、愛知県を通じ、県内の社会福祉施設等に

弊社製ルームエアコンを寄贈。 

 
三菱商事株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

グッド・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。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会・環境室 スタッフ数 ９名

A．事業所毎の社会貢献担当者〔海外：米国三菱商事、欧州三菱商事、国内：関西支社、中部支社、 

                           九州支社〕 

B．社内横断的推進組織 〔社会・環境室委員会、ＣＳＲタスクフォース〕 

D．企業財団・公益信託  〔三菱財団、米国三菱商事財団、三菱商事欧阿基金〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献運動、V情報提供、V機会提供、施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔サステナビリティ・リポート〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔社会貢献活動30年のあゆみ〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.mitsubishicorp.com/jp/csr/index.html 

http：//www.mitsubishicorp.com/jp/mm/social/jun01.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 母と子の自然教室 

活動形態 ｆ、ｈ 

寄付･連携先 東京都社会福祉協議会、東京YMCA 

１ 

活動の概要 
 

東京都在住のひとり親家庭母子(約60家庭130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アーなどを企画運営する。1974年から開始し、

2003年度で30周年を迎えた。 

活動名 熱帯林再生実験プロジェクト 

活動形態 ｇ、ｈ 

寄付･連携先 国際生態学センター・マレーシア農業大学・ASFLORA 

２ 

活動の概要 
 

1990年からマレーシアで、1992年からブラジルでスタートした熱帯林再生実験プロ

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、熱

帯林早期再生技術の確立を目指す。2002年度から、社内へのプロジェクトの意義

浸透を図るため、社員向けエコツアーを開始した。 

活動名 大分国際車いすマラソン大会 

活動形態 a、h 

３ 

寄付･連携先 大分県身体障害者体育協会 
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 活動の概要 
 

1981年より大分県の主催により毎年秋に大分市内で開催されている。国内及び

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。 

活動名 児童養護施設向けサッカースクール 

活動形態 ｆ、ｈ 

寄付･連携先 （東京）FC東京    （仙台）ベガルタ仙台 

４ 

活動の概要 
 

児童養護施設の小学生を対象に、東京と仙台のＪリーグ（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2回づつ開催。運営には社員ボラ

ンティアも参加。 

活動名 地域貢献施策 

活動形態 ａ、h 

寄付･連携先 大学、財団、市、病院他 

５ 

活動の概要 
 

1991年より「グッド・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、地域のニーズに合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。分野は文化、教育、福祉、医療、環境、災害と多岐に亙っている。 

活動名 外国人留学生奨学金制度 

活動形態 ａ、h 

寄付･連携先 日本の大学で学ぶ外国人留学生 

６ 

活動の概要 
 

日本の大学で学ぶ外国人留学生（学部生または大学院生）に対し一年間奨学金

を授与するもの。 

活動名 上智大学寄附講座（三菱商事株式会社寄付講座） 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 上智大学地球環境研究所 

７ 

活動の概要 
 

全学学部生及び社会人を対象に「地球環境と科学技術」のテーマで開講している

寄附講座。受講者数は毎年470名前後で､内社会人が30-40名程度。学内外の評

価が高いことから、1996年度から支援を開始。2002年度から「地球環境学」への

寄付も行っている。 

活動名 身障者情報処理教育 

活動形態 a、ｄ 

寄付･連携先 社会福祉法人太陽の家、社会福祉法人東京コロニー 

８ 

活動の概要 
 

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「三菱商事太陽株式会社」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。 

活動名 「日米草の根交流サミット」 

活動形態 a、ｄ 

寄付･連携先 (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 

９ 

活動の概要 
 

同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。1990年に「ジョ

ン万次郎の会」が、1992年に財団が設立され、三菱商事は設立当初から運営に

協力している。 

活動名 海外現地法人の貢献活動 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 米国三菱商事財団、三菱商事欧阿基金 

１０ 

活動の概要 
 

1991年米国において、1992年英国において、主に環境に関する支援を目的に財

団を設立。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

欧阿基金では「ロンドン動物園」等への支援を行っている。 
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三菱信託銀行株式会社 
３．重点分野 〔社会福祉、環境、〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部社会貢献活動推進室 スタッフ数 ８名

D．企業財団・公益信託 〔(財) 三菱信託山室記念奨学財団、(財) 三菱信託芸術文化財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.mitsubishi-trust.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「菱の実愛の基金」 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付・連携先  

１ 

活動の概要 
 

役職員、退職者および家族の有志から会費を集め、全国各地の社会福祉

団体等に対し、その活動を支援するための寄付を行っている。 

活動名 「ＭＴＦＧ体験教室」 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 
 

ＭＴＦＧグループで児童養護施設・母子生活支援施設の子ども達を招待して

日常とは違う体験をしてもらう。 

活動名 献血 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 日本赤十字社 

３ 

活動の概要 献血を400mlまたは、200ml行う。 

 
三菱地所株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

・良き企業市民としての行動。 

２．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、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。 

３．重点分野 〔社会福祉、文化･芸術、．環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 企画管理本部 社会環境推進室 スタッフ数 １０名

A．事業所毎の社会貢献担当者ネットワーク 

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献委員会、社会貢献推進委員会、社会貢献連絡会〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔社会人倶楽部〕 

Ｆ．その他 〔三菱地所ゆうゆう倶楽部（OBによるボランティアサークル）〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、Ｖ登録、 Ｖ研修、 退職者Ｖ支援、 マッチングギフト、 V情報提供、 V機会提供、  

施設開放、 その他〔ソーシャルラーニング制度（就業時間内ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動許可）〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 
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Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔三菱地所グループ環境報告書２００３〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔三菱地所のフィランソロピー 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://csr.mec.co.jp                                  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 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 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 社会福祉協議会（千代田区、仙台市､神奈川県） 

１ 

活動の概要 

 

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、東京を中心に計４回実施。運営は全てボランティアで行っている。 

活動名 キラキラっとアートコンクール（障害児童絵画展） 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 （社福）東京コロニー・アートビリティ、日本赤十字社名古屋駅出張所 

２ 

活動の概要 

 

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。優秀作

品６０点の展示会を東京、横浜、名古屋で開催。プロへの機会支援。 

活動名 オーケストラ支援 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 ＮＨＫ交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団 

３ 

活動の概要 日本の歴史あるオーケストラを支援する 

活動名 NPO・NGOパネル展 

活動形態 ｃ、ｇ 

寄付・連携先 アースウオッチ・ジャパン、バラエティクラブジャパン 

４ 

活動の概要 

 

平成１１年度より年１～２回程度、横浜ランドマークタワー６９階展望フロアを

活動発表の場として貸与。パネル展、写真展開催。 

活動名 環境美化プログラム（清掃ボランティア） 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 日本野鳥の会 

５ 

活動の概要 社員、ＯＢを対象とした清掃活動。東京港野鳥公園で実施（大田区）。 

活動名 障害者自立支援プロジェクト 

活動形態 ｄ、ｇ、ｉ 

寄付・提携先 日本フィランソロピー協会、SELP・杜、明星外食事業㈱、慶応大学 

６ 

活動の概要 売上減に悩むうどん屋の改善支援。メニュー改良、造作の変更、ソフトの改良

など 

活動名 蕎麦でご長寿！いきいき蕎麦教室 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 文京区立特養ホーム（くすのきの郷）、聖フランシスコ子供寮 

７ 
 

活動の概要 

 

平成１１年より特養ホーム入所者等の慰労と地域交流を目的に蕎麦職人の指導

のもと、社員ボランティア、地域の方々、入所者、施設従事者が蕎麦打ちを体験

する。 

活動名 ｵﾌｨｽ家具リユースネットワーク 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付・連携先 ＮＰＯ団体、福祉施設ほか 

８ 

活動の概要 

 

当社の管理するビルで移転・リニューアル等で使わなくなったｵﾌｨｽ家具などを

廃棄せず、ＮＰＯ団体に提供する。 

活動名 海外支援プロジェクト 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付・連携先 日本フォスター・プラン協会 

９ 

活動の概要 

 

社員寄附と同額を会社が負担し、フォスタープランを通じアフリカ及びフィリピ

ンでの水の確保及び医療活動を支援する。 
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活動名 丸の内さえずり館の運営 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付・連携先 日本野鳥の会 

10 

活動の概要 

 

日本野鳥の会と協働で丸の内さえずり館を運営。野鳥の様々な情報発信基地

となっている。視覚障害者向けの「野鳥のお便り」発行、野鳥の観察会、夏休

み親子観察会などを開催している。 

 
三菱電機株式会社 
１．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、「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」 

２．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、科学技術振興や文化・スポーツの５分野に重点置き、上記目標の

実現をめざし、広く国内外で社会貢献活動を推進する。 

３．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〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会貢献活動委員会事務局 スタッフ数 ２名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献活動委員会〕 

D．企業財団・公益信託  〔三菱電機米国財団、三菱電機タイ財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 マッチングギフト 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・社会報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔三菱電機社会貢献活動のご案内〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/philanthropy/  
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名  ソシオルーツ基金 

活動形態 ａ、ｂ 

寄付・連携先 共同募金会（中央・都道府県） 

１ 

活動の概要 
 

マッチングギフト制度による社会福祉支援 

（03年度70団体に2,000万円（物品含む）寄贈） 

活動名 国際ロボットコンテスト 

活動形態 ａ、ｇ  

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 
 

０３年度「IDCﾛﾎﾞｯﾄｺﾝﾃｽﾄ大学国際交流大会(International Design Contest)」

は世界７カ国の大学生が、今年の開催地、愛知県 中部大学に集結。ﾒﾝﾊﾞｰ

は国籍を超えてｼｬｯﾌﾙされ、ﾁｰﾑを結成 

活動名 富士山植林ボランティア 

活動形態 ｄ、ｇ、ｈ 

寄付・連携先 住友林業（株） 

３ 

活動の概要 
 

「富士山まなびの森」に毎年ボランティアを派遣し、植林育林活動を続けてい

る 

活動名 バスケットボール教室の開催 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

４ 

寄付・連携先 なし 
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 活動の概要 
 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ界ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの当社男子/女子ﾁｰﾑが小中学生や養護学校を対象

に定期的にｸﾘﾆｯｸを開催 

活動名 リングプル回収運動 

活動形態 ｂ、g  
寄付･連携先 リングプル再生ネットワーク 

５ 

活動の概要 

 

缶のリングプルを集めて車椅子を購入し、福祉関連施設に寄付する活動。当

初、一事業所から開始された活動が全社規模に拡大中。 

活動名 海岸、国道、河川、事業所周辺の清掃活動 

活動形態 ｄ、ｆ 
寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

 

各事業拠点毎に自主的、かつ定期的に清掃活動を実施。出勤時に１６年間継

続実施している拠点もあり。 

活動名 こども科学工作教室 

活動形態 ｄ、ｇ   
寄付･連携先 飯田市工業課、同市美術博物館、地元企業１２社など 

７ 

活動の概要 

 

市や地元企業１２社が、子供たちに科学する心やものを作る喜びを学んでもら

うことを目的に科学教室を年４回開催。当社社員もボランティアで参加。今年

から当社独自運営で「ソーラーカーづくり」も実施。 

 
三菱レイヨン株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

地域環境の保全、地域社会の経済・文化の発展に寄与する。 

３．重点分野 〔社会福祉、地域社会の活動〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、Ｖ休暇、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・安全活動報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔企業倫理規範〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 大竹サマーフェスティバル 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
   

年1回、大竹事業所敷地内でイベント、出店などを出し、8千人規模の夏祭りを

開催。 

活動名 豊橋まつり 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 豊橋市、ダイヤ・ファッション・プラニニング㈱＝当社子会社 

２ 

活動の概要   「豊橋まつり」クイーンパレード衣装を当社子会社にて作成、寄贈。 

活動名 観劇の会 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 三菱社会貢献連絡会 観劇の会実行委員会 

３ 

活動の概要 
   

主に都内の児童養護施設で生活している子ども達を招待する観劇の会への

協賛金。 
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光村印刷株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

弊社本社ビル１階の多目的展示スペース「ミツムラ・アート・プラザ」にて、写真・絵画等の芸術文化の情

報発信を行うことにより、地域貢献、芸術文化振興の援助を行う。 

３．重点分野 〔文化･芸術、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 社長室情報課 スタッフ数 ５名

Ｆ．その他：  組織名〔社長室情報課〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.mitsumura.co.jp/map/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ｢ミツムラ・アート・プラザ｣の運営 

活動形態 ｂ、ｃ、ｇ、i 

寄付･連携先 各企画展主催団体 

１ 

活動の概要 
 

弊社本社ビル1階に併設する多目的展示スペース「ミツムラ・アート･プラザ」

での写真・絵画等の芸術作品の展示及び展示会の運営。（2003年度は5回

開催） 

 

ミヨシ油脂株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 
当社では、全社一体となって十分社会的立場を認識し、その責任を果たすべく努力をいたしております。当社

の経営の基本目標の第一として、「油脂産業を通し、生活、文化の向上と環境の保全に貢献する」を掲げてお

ります。 

３．重点分野 〔社会福祉、地域社会の活動、国際交流･協力〕 

 

明治安田生命保険相互会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

当社は企業、市民の一員として、社会の真の豊かさの達成に向けて、広く社会貢献活動に取り組んでい

ます。 

３．重点分野 〔社会福祉、健康･医学、文化･芸術、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報部 スタッフ数 ２名

Ｄ．企業財団・公益信託 〔明治安田厚生事業団、明治安田こころの健康財団、 

明治安田クオリティオブライフ文化財段、ダイヤ高齢社会研究財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ登録、 マッチングギフト、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.meijiyasuda.co.jp/profile/society  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「ふれあいコンサート」の開催 １ 
活動形態 ｆ 
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 寄付･連携先  

 活動の概要 
   

職員の募金を原資に、障害のある子どもたちに生の音楽を提供するコンサー

ト。鳥塚しげきさん（ザ・ワイルドワンズ）が養護学校を訪問。 

活動名 「エイブルアート・オンステージ」の実施 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 エイブルアート・ジャパン(2004年度新規) 

２ 

活動の概要 
   

障害のある人たちと健常者とで創り上げる舞台芸術を支援。全国各地でパー

トナーを公募の後、舞台に関するワークショップ、地方公演、東京公演等開

催。 

活動名 「愛の声かけ・配食運動」の推進 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先 「全国老人給食協力会」 

３ 

活動の概要 
   

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ヶ所で活動。 

活動名 「市民参加型食事サービス活動助成」の実施 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 「全国老人給食協力会」 

４ 

活動の概要 
   

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会協力会に委嘱。 

活動名 「地域貢献資金援助制度」の実施 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 
   

明治安田生命社会貢献基金を原資として①職場で行なう地域貢献活動制度

②職員の参加するボランティア団体支援③人道上の災害救援・復興支援のた

めの寄付を行っている。 

活動名 「日本草の根交流サミット」への協力 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 ジョン万次郎ホイットフィールド記念財団 

６ 

活動の概要 
   

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。2003年は千葉

県で開催。 

活動名 「愛と平和のコンサート」の開催 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 東京ＹＭＣＡ 

７ 

活動の概要 
   

世界ボランティア・デーにあわせ開催。日本フィルハーモニー交響楽団のコン

サートのほか来場者に対しアフガン難民救援のチャリティー募金を実施。 

活動名 「アジアの子どもの絵日記展」への参画 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 
   

アジア各国の子どもたちから絵日記を募集し、アジアの子たちの相互理解・国

際交流を行っている。三菱広報委員会メンバーとして参画。 

活動名 「黄色いワッペン」の贈呈 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 
   

みずほフィナンシャルグループ・損保ジャパンなどとともに、全国約120万人の

新入学児童に交通事故傷害保険付「黄色いワッペン」を贈呈。 

活動名 「全国小中学校児童・生徒環境絵画コンクール」に協賛 

活動形態 ｇ 

１０ 

寄付･連携先 全国小中学校環境研究会 
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 活動の概要 
   

同研究会が主催する絵画コンクールを協賛。本コンクールでは“みんなでつく

ろう住みよい町”“みんなで守ろう大切な自然！”をテーマに作品を募集。 

 
メルシャン株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

メルシャンの経営方針の１つに「社会的責任の遵守」という項目があります。社会との調和もその一環と

して捉え、メルシャンの身近なところでの文化・芸術を中心とした社会貢献を目標としています。 

３．重点分野 〔文化･芸術〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ㈱メルシャン軽井沢美術館の活動支援 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 ㈱メルシャン軽井沢美術館 

１ 

活動の概要 仏を中心とした欧州からの美術品賃借等に対する援助。 

活動名 パリ日本文化会館活動支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 パリ日本文化会館 

２ 

活動の概要 活動資金援助。 

活動名 企業メセナ協議会支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 企業メセナ協議会 

３ 

活動の概要 活動資金援助。 

活動名 日本への留学生支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 (財) 留学生支援企業協力推進協会 

４ 

活動の概要 活動資金援助。 

活動名 未開地医療活動支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 慶應義塾大学医学部国際医学研究会 

５ 

活動の概要 活動資金援助。 

活動名 芸術公演活動支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 全国文化団体連盟 

６ 

活動の概要 音楽を中心とした芸術活動支援。 

活動名 日本スペイン協会活動支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 (財) 日本スペイン協会 

７ 

活動の概要 日本とスペインの交流支援。 

活動名 構想日本活動支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 構想日本 

８ 

活動の概要 NPO活動支援 

 

持田製薬株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

社是に掲げる「人類の健康・福祉に貢献する」という理念のもと、高い倫理観をもって社会貢献を含む企

業活動を遂行する。 
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２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

持田製薬行動憲章では、良き企業市民として社会貢献活動を積極的に行うことを謳っている。 

３．重点分野 〔健康・医学、学術･研究、環境、地域社会の活動、人権〕 

４．推進体制 

B．社内横断的推進組織 〔 寄付委員会、環境対策委員会 〕 

D．企業財団・公益信託  〔 持田記念医学薬学振興財団 〕 

Ｆ．その他  〔人権啓発室、企業倫理推進室 〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔 環境報告書 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.mochida.co.jp/databox/envl/environ.htm（環境関連情報）  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 研究助成金、留学補助金の交付 

活動形態  ａ 

寄付･連携先 研究者 

１ 

活動の概要 生命科学を中心とする医学・薬学関連の研究の育成。研究者の国内留学・海

外留学の補助（平成16年度総計83件、7,400万円） 

活動名 寄付講座の設置 

活動形態  ａ 

寄付･連携先 大学 

２ 

活動の概要 大学における研究教育の進展および充実への寄与。腎臓再生医療寄付講座

（東京大学医学系研究科） 

活動名 献血 

活動形態  ｆ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

３ 

活動の概要 静岡工場で年2回献血に協力、2003年度静岡県献血推進大会において「日本

赤十字社有功賞」受賞 

活動名 大田原市「与一まつり」参加 

活動形態  ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 地域住民との親睦を目的に、大田原工場従業員が大田原市主催「与一まつ

り」に参加。 

活動名 工場見学受け入れ 

活動形態  ｄ、ｆ 

寄付･連携先 学校、企業関係者 

５ 

活動の概要 地元教育機関や企業関係者向けに製造現場の見学、製造工程の説明等実

施。 

活動名 自社施設の開放 

活動形態  ｃ、ｅ、ｆ 

寄付･連携先 地域住民、各研究会 

６ 

活動の概要 本社ホール、事業所テニスコート等開放、静岡工場納涼祭では地域住民との

交流を目的に地元の方を招待。 

活動名 河川美化活動 

活動形態  ｄ、ｆ 

寄付･連携先 藤枝市環境保全協議会等 

７ 

活動の概要 環境月間行事の一環として、大井川周辺河川清掃活動に参加、瀬戸川河川

敷および土手のごみ回収。 

活動名 赤ちゃんエッセイコンテスト（持田ヘルスケア株式会社） ８ 
活動形態  ｆ 
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寄付･連携先   
活動の概要 初めての妊娠・出産で不安を抱えた初心者ママを応援するエッセイコンテス

ト。先輩ママや専門家の経験談をＨＰで掲載。 

 

森田薬品工業株式会社 
３．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〕                 

４．推進体制 

担当部署名 管理部 スタッフ数 ２名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 

５．社員のボランティア活動支援策 

V情報提供 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ボランティア・ロード（道路清掃） 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 国土交通省 

１ 

活動の概要 
 

国土交通省による国道のボランティア・ロード・サポートシステムによる月一回

の道路清掃活動。 

活動名 研究基金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 つくし奨学・研究基金 

２ 

活動の概要 医学・薬学に携わる国内外の若い学生の研究支援 

 

森トラスト株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.mori-trust.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 森トラストグループ 50周年記念事業 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 特定非営利活動法人 都市計画家協会 

１ 

活動の概要 
   

街づくりを担う人材育成や専門職能の確立、人材派遣、国際交流等を進めてい

る特定非営利活動法人の活動資金を寄付。 

 
モルガン・スタンレー証券会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

モルガン・スタンレーは、世界各地でさまざまな社会貢献活動を行っています。日本でも、芸術・文化、教

育への支援やボランティア活動への参加など、幅広いフィランソロピー・プログラムを展開しています。

「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。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 
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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。モルガン・スタンレーは社員びボランティア活動を奨励してお

り、「ボランティア・インセンティヴ・プログラム」を通じ、社員が関わりのある教育団体や社会福祉事業団

体を支援しています。当社は、以下の4つのプログラムを通じ、社員が積極的にボランティア活動を行える

よう図っています。 

• 助成金：社員が活動に従事している地域のボランティア団体に、会社が助成金を支給  
• マッチング・ギフト：ボランティア・イベントで社員が寄付した金額と同額を会社が寄付  
• ボランティア休暇： Take a Day to Inspire 一日休暇を取り、ボランティア活動に従事  
• 献血 (Blood Drive)  

３．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〕 

４．推進体制 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔東京ボランティア・コミッティー 27名〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、 マッチングギフト、 V情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.morganstanley.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 身体障害児のディズニーランド体験プログラム 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 ＫＩＤＳ 

１ 

活動の概要   身体障害児とその家族と共に、東京ディズニーランドで一日を過ごす。 

活動名 献血ボランティア 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 日本赤十字 

２ 

活動の概要 
   

日本赤十字と共同で献血ボランティアを年に2回実施。毎年80名程の参加者

が集まる。 

活動名 テリー・フォックス・ラン 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 テリー・フォックス財団とガン研究振興財団 

３ 

活動の概要   テリー・フォックス・ランにスポンサーとして参加。社員はチームとして参加。 

活動名 鎌倉海岸清掃ボランティア 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要   50名以上の社員とその家族･友人が由比ガ浜海岸のゴミ拾いを行う。 

活動名 救世軍ボランティア 

活動形態 ｂ、ｄ 

寄付･連携先 救世軍 

５ 

活動の概要   衣類・日用品などの不要品を救世軍に寄付。年に2回実施。 

活動名 チャリティ・ラッフル・チケット販売 

活動形態 ａ、ｄ 
寄付･連携先 ＫＩＤＳ、メイク・ア・ウィッシュ・オブ・ジャパン、フード・バンク・ジャパン、命ので

んわ 

６ 

活動の概要 
   

社員がラッフル・チケット（くじびき券）を購入。それで集めた金額と会社からの

寄付金をチャリティー団体に寄付。 

活動名 年末年始チャリティ募金 ７ 
活動形態 ａ、ｄ 
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寄付･連携先 ＫＩＤＳ、メイク・ア・ウィッシュ・オブ・ジャパン、フード・バンク・ジャパン、命ので

んわ 

 

活動の概要   社員から集めた募金と会社からの寄付金をチャリティー団体に寄付。 

活動名 ラン・フォー・ホープ 

活動形態 ａ、ｄ 
寄付･連携先 カンボジアのシアヌーク病院ホープ医療センター、国内の孤児高齢者施設、ホ

ームレス関係のプロジェクト 

８ 

活動の概要   チャリティー・マラソンにスポンサーとして参加。社員はチームとして参加。 

 
矢崎総業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

矢崎は「社会に必要とされる企業」の理念から、国内外でさまざまな社会貢献活動や、コミュニケーション

活動に取り組み、より良い社会づくりの一員となるべく務めています。 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔社会環境報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.yazaki-group.com 

活動名 「矢崎科学技術振興記念財団」への寄付 

活動形態  ａ 

寄付・連携先 (財) 矢崎科学技術振興記念財団 

１ 

活動の概要 科学技術の振興のための研究助成活動を行っている同財団への寄付。 

活動名 「SAVE THE AFRICA」への活動資金提供 

活動形態  ａ 

寄付・連携先 SAVE THE AFRICA 

２ 

活動の概要 

 

アフリカで医療・砂防・緑化等の活動を行なっている同法人への活動資金提

供。 

活動名 中国の３つの事業所で清掃奉仕活動を展開 

活動形態 ｄ   ｆ   ｈ 
寄付･連携先 汕頭矢崎、華南矢崎 

３ 

活動の概要 

 

「町からゴミをなくして明るい清潔な環境づくり」をテーマに、清掃奉仕活動を

展開。 

活動名 マイクロバット保護に人工止まり木を設置 

活動形態 ｂ   ｆ 
寄付･連携先 オーストラリアン・アロー㈱ 

４ 

活動の概要 

 

オーストラリアン・アロー㈱では、地域の生態環境バランスを果たすマイクロバ

ットの保護に務めている。 

活動名 地域発展のために活発に社会活動を展開 

活動形態 ａ   ｂ   ｃ   ｄ   ｆ   ｇ   ｈ 
寄付･連携先 矢崎ブラジル 

５ 

活動の概要 

 

保育園の建設、小学校増設の支援、貧困家庭に家を建設して贈呈や、 

植樹・文化祭・桃祭りなどのイベントを開催。 

 
安田不動産株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 大磯寮（旧安田善次郎別邸）の公開 

活動形態 ｃ 
１ 

寄付･連携先 大磯町 
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 活動の概要 

 

大磯町より観光事業の一環として、当社大磯寮（旧安田善次郎別邸）公開の

依頼に基づき、毎年１回一般公開し、恒例行事となっている。 

活動名 当社が保有するビル等の共有空間に美術工芸品（モニュメント）を設置して街

に潤いと安らぎを提供している。 

活動形態 ｅ   
寄付･連携先  

２ 

活動の概要  

 
株式会社山形銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

「地域とともに成長発展し すべてのお客さまにご満足をいただき 行員に安定と機会を与える」という経

営理念に基づき、地域経済・社会の発展に貢献する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

地域金融機関としての健全性を維持しつつ、主要な顧客である中小企業に対する円滑な資金供給や各

種サービスの提供の役割を適切かつ維持可能な形で果たすとともに、地域社会に根差した良き企業市

民として社会的責任を果たす。 

４．推進体制 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔「小さな親切」運動推進委員を設置〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 地域貢献運動、 V機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポート（ディスクロージャー誌）に記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.yamagatabank.co.jp/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 山形銀行学事振興基金 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 県内の各種教育団体 

１ 

活動の概要 

 

山形県の教育レベルの向上に資するため、学事振興に役立つ教材・器具等

を寄贈する。 

活動名 「最上川夢の桜街道プラン」への協賛 

活動形態 ｅ 

寄付・連携先 美しい山形・最上川フォーラム 

２ 

活動の概要 

 

店舗網を活用したＰＲ支援、会費収納等の無償受託を行っているほか、行員

のほとんどが個人会員となり運営を支援している。 

活動名 バスケットボール教室の開催 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 県内の小・中学生 

３ 

活動の概要 

 

女子バスケットボールチーム「ライヤーズ」によるバスケットボール教室（１回

当たり20～100名参加）をほぼ毎月開催している。 

活動名 モンテディオ山形への支援 

活動形態 ｃ 

寄付・連携先 モンテディオ山形、(社)山形県スポーツ振興21世紀協会 

４ 

活動の概要 

 

ユースチームに当行グラウンドを無償開放しているほか、多くの行員が運営

母体である「スポーツ振興21世紀協会」の会員として後援している。 

活動名 山形交響楽団への支援 

活動形態 ａ 

５ 

寄付・連携先 山形交響楽団 
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 活動の概要 「山形交響楽団友の会」に参加し、育成・支援を行っている。 

活動名 「小さな親切」運動 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 「小さな親切」運動本部 ほか 

６ 

活動の概要 

 

「小さな親切」運動の山形本部事務局を設置し、小・中学校への「小さな親切」

運動費用の助成、会報の発行、各地区のクリーン作戦への参加などに取り

組んでいる。 

 

株式会社山口銀行 
３．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、 

その他（社員のボランティア活動支援）〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「小さな親切」運動への取り組み 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
 

「日本列島クリーン大作戦」への参加や、各職場でのチャリティバザー店舗周

辺の清掃などの活動を行っている。 

活動名 ヤマグチ・ベンチャー・フォーラム 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 山口県、山口大学 

２ 

活動の概要 
 

産官学一体となった異業種交流組織で、15年度には社員教育のスペシャリ

ストによる講演会や、後継者、経営幹部向けの経営問題にスポットを当てた

勉強会を実施。 

活動名 (財) やまぎん地域企業助成基金 

活動形態 a 

寄付･連携先 （推薦団体）(財) やまぐち産業振興財団、山口県商工会連合会 他 

３ 

活動の概要 
 

昭和59年に設立し、毎年山口県内の中小企業の表彰・助成を行ってきた。平

成13年度からは、広島・福岡まで対象を広げ、15年度は山口7社・広島6社・

福岡7社を表彰した。 

活動名 産・官・学交流会の開催 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 
 

地域の活性化を目的に、産･官･学の交流の場として、平成15年9月に「下関

ミキサー会」、平成16年4月に「周南パラボラ会」を設立した。誰でも気軽に参

加できる出会いの場を定期的に開催している。 

活動名 はってんクラブ 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 
 

平成16年3月末現在、101クラブ約3700名の会員が、会員相互の自己研鑚や

地域の繁栄活動を行っている。 

活動名 地域イベントへの積極的な参加と支援 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 
 

各地で開催される祭りや各種イベントに、資金的、人的の両面から支援して

いる。 

７ 活動名 海外留学生・研修生及び山口県教職員研修生の受け入れ 
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活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

 

活動の概要 
 

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、生活面での

支援などを行っている。また、山口県教職員を研修生として受け入れてい

る。 

活動名 老人福祉施設へのお見舞い 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 
 

「敬老の日」にちなんで、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。 

活動名 経済研究所の設立と支援 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 
 

昭和49年に（財）山口経済研究所、平成14年10月に㈱北九州経済研究所を

設立、職員の派遣や運営資金の援助などを行っている。 

活動名 各種講演会の開催 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１０ 

活動の概要 
 

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。 

 

株式会社山武 
１．社会貢献のミッションや目標 

●社会と「共生」「共存」していくために企業として「どうありたいか」 そして何よりも「実際に何をしている

か」という『社会の一員としての企業のあり方』を体現する  

●社会貢献活動に自発的に参加する人を育て、活動を通じて個人の成長・活性化をはかり、仕事にもそ

の成果を反映させる。  

●社会貢献活動を積極的に推進することにより、ステークホルダーの企業イメージ、好感度を向上させ、

企業価値の増大（間接的利益拡大）に寄与する。事業活動を通じての社会貢献との相乗効果を図る 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

企業理念、ビジョンスローガンに基づき、より良き企業市民として、『心に響く優しさ』で自発的に「環境保

全」、「福祉」、「教育」、並びに「地域貢献動」に取り組み、豊かな社会づくりに貢献する。 

●意思ある人の活動の支援 

●行動ある人財育成のための、「山武らしい」自主プログラムの企画、実施 

３．重点分野 〔教育･社会教育環境、地域社会の活動、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会貢献推進事務局 スタッフ数 ６名

B．社内横断的推進組織 〔 社会貢献推進事務局 〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔社会貢献推進サポーター〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、V情報提供、施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://jp.yamatake.com/corp/eco/kouken.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 工業高校教師向け自動制御研修（7/28－31） １ 
活動形態 ｃ、ｄ 
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寄付・連携先 全国工業高等学校校長協会  
活動の概要 

 

工業高校の教師に対してビルディングオートメーションの講義、実習を４日間計

２８時間実施した。受講者１５名 

活動名 海外職業訓練協会（ＯＶＴＡ）講師 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 財)海外職業訓練協会  

２ 

活動の概要 

 

厚生労働省直轄委託事業である「海外職業訓練指導者養成事業」のＯＢとし

て、「派遣前研修」における講師。 

活動名 グラウンド開放 

活動形態 ｃ 

寄付・連携先 村岡ﾌｪﾆｯｸｽ他(少年野球)､三ツ沢ｼﾆｱ(ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ),ﾆｭｰﾌｧｲﾀｰｽﾞ・ｽﾄﾛﾝｸﾞ(ﾏﾏｻﾝｿ

ﾌﾄﾎﾞｰﾙ) 

３ 

活動の概要 

 

工場敷地内に設けられているグラ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を開放 

活動名 使用済みＰＣの東南アジアへの寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 ＮＰＯ法人コネット湘南 

４ 

活動の概要 

 

使用済みＰＣをＮＰＯ経由で東南アジアへ寄贈を開始、以後定例的に実施合計

５０台以上 

活動名 環境教育（講演） 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 神奈川県産業技術総合研究所 

５ 

活動の概要 ＩＳＯ１４０００認証取得セミナー 対象：中小企業３０社 

活動名 学生へのビルオートメーションシステムの講義 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付・連携先 工業高校、専門学校、大学 

６ 

活動の概要 

 

ビルディングオートメーションシステムの展示物見学と、システム機能、操作、メ

ンテナンスに関して講義。 

活動名 省エネ工場見学会 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付・連携先 学校、海外諸団体 

７ 

活動の概要 

 

省エネモデル工場としている藤沢工場で実践する対策や節電ノウハウを実際に現

場を見てもらいながら紹介する 

活動名 工場納涼祭 

活動形態 ｃ、ｅ、ｆ 

寄付・連携先  

８ 

活動の概要 地域住民(近隣の自治会中心)を招待(招待券配布) 

活動名 大山クリーンキャンペーン 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付・連携先 伊勢原市 

９ 

活動の概要 大山ハイキングコースのゴミ拾い（社員、家族他179名参加、送迎に自社バス

提供）  

活動名 赤十字救急法救急資格講習会会場提供 

活動形態 ｃ、ｄ、ｈ 

寄付・連携先 日本赤十字 神奈川県支部 

１０ 

活動の概要 

 

日赤に講師を依頼し、３日間の講習会および１日の補講を実施 

会場となる会議室を提供 
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株式会社山田養蜂場 
１．社会貢献のミッションや目標 

自然環境との共生、自然と人間社会との調和、人々の心身の健康への貢献という企業理念の実践とし

て、社会貢献活動を行っております。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

「子どもたちの子どもたちの子どもたちのために」というコンセプトで、次代を担う子どもたちの人間として

の大切な心を育む活動を中心に活動を行っております。 

３．重点分野 〔教育･社会教育、環境、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 文化広報室 スタッフ数 １名

６．社会貢献活動に関する情報開示 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔山田養蜂場の社会活動〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.3838.com  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 みつばち文庫 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付･連携先 岡山県内全小学校及び、応募による全国の小学校 

１ 

活動の概要 
   

既刊の図書の中から「自然環境の大切さ」「いのちのつながり」「国際理解」など

のテーマに沿って選定し、毎年小学校に寄贈。 

活動名 ミツバチの童話と絵本のコンクール 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 一般応募者 

２ 

活動の概要 
   

ミツバチやはちみつをテーマに、子どもたちの「こころ・ゆめ・かたち」を育くむ童

話と絵本のコンクール。 

活動名 エコスクール 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 地域の小学校、メディアによる応募者 

３ 

活動の概要 
   

養蜂場に子どもたちを招き、ミツバチを通じて「環境」「いのち」に、ついて学ぶ体

験学習。 

活動名 みつばち教室 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 地域小学校 

４ 

活動の概要   小学校への出張授業。ミツバチを通して学ぶ、総合学習支援。 

活動名 文化セミナー 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 一般参加者を対象 

５ 

活動の概要   健康、教育、文化などをテーマに講演会。 

活動名 ネパール支援活動 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 日本語学校、現地の村 

６ 

活動の概要 
   

1999年から毎年、社員派遣して、ネパールの山に植樹、又、現地の日本語学校

への支援を行っている。 

活動名 内モンゴル植樹活動 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 中国、内モンゴル、横浜国立大学 

７ 

活動の概要   現地植生調査を行ない、適正な苗木生産及び、植樹活動を行っている。 
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ヤマト運輸株式会社 
３．重点分野 〔地域社会の活動〕 

４．推進体制 

A．事業所毎の社会貢献担当者 〔主管支店毎に社会貢献課長〕 

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献部〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・社会報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.kuronekoyamato.co.jp/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 親子で楽しめるおしゃべり好きなコンサート 音楽宅急便 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
 

日頃、クラシックを生で聴く機会の少ない方々に、フルオーケストラの演奏を親

子で楽しんでいただく、無料のコンサート。年10回開催。 

活動名 こども交通安全教室 

活動形態  ｆ   
寄付･連携先  

２ 

活動の概要 

 

各地の保育園や幼稚園などに社員自ら出向き、実際の車両活用や着ぐるみ・

紙芝居の趣向を凝らして「見て・触れて・確かめられる」安全指導を実施。 

活動名 巨樹・巨木保護募金運動 

活動形態  ｇ  
寄付･連携先 林野庁および巨樹・巨木保護中央協議会 

３ 

活動の概要 

 

次世代への遺産として残すべき巨樹・巨木の保護活動のため「書き損じはが

き募金」に参加し、社員から6039枚を収集した。 

 

ヤマハ株式会社 
３．重点分野 〔教育･社会教育、文化･芸術、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔(財)ヤマハ音楽振興会〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・社会報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.yamaha.co.jp/corporation/environment/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ハママツジャズウィーク 

活動形態 ｇ   

寄付・連携先 浜松市 

１ 

活動の概要 ヤマハジャズフェスティバル企画運営他 

活動名 (財)音楽文化創造への寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 (財)音楽文化創造 

２ 

活動の概要 

 

音楽に関する文化活動の振興と生涯学習における音楽学習の活性化のため

のイベント、調査、出版等の活動の運営資金支援 

３ 活動名 国際管楽器アカデミー 
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活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 浜松市 

 

活動の概要 管楽器上級者への特別レッスン、コンサート開催 

活動名 Ｃ．Ｓ．Ｎハンディクラフトクラブ． 

活動形態 ｂ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付・連携先 College Student Network 

４ 

活動の概要 

 

もの作り（手作りエレキギター製作）を通じての、在日外国人子弟と日本人小学

生の交流支援（製作指導、部品提供）。 

活動名 主催者養成セミナーエレクトーンコンサート支援 

活動形態 ｂ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 浜松市 

５ 

活動の概要 浜松市主催の「主催者養成セミナー」最終回コンサートの部開催協力 

活動名 わかふじ国体支援 

活動形態 ａ、ｂ   

寄付・連携先 わかふじ国体募金推進委員会、浜松市国体局等 

６ 

活動の概要 

 

寄付金、競技プログラム広告協賛、式典用楽器提供、会場音響サポート、ブラ

スバンド用指導用機器、譜面台寄付 

活動名 浜名湖クリーン作戦 

活動形態 ｈ   

寄付・連携先 浜名湖の水をきれいにする会 

７ 

活動の概要 

 

静岡県内での大規模な地域美化活動のひとつである「浜名湖クリーン作戦」

に、社員とその家族約３００名がボランティア参加 

活動名 全国バンド自慢コンサート後援 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 ＮＨＫ 

８ 

活動の概要 アマチュアバンドに演奏の場を提供することを主旨とするイベント。 

活動名 自由演奏会共催 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付・連携先 「自由演奏会２００３」実行委員会 

９ 

活動の概要 

 

年令や演奏レベル、地域や団体の枠を越えたアマチュア演奏家による大規模な公

開リハ-サルとコンサート。実行委員会事務局として運営協力 

活動名 イラン南東部大地震義援金 

活動形態 ａ   

寄付・連携先 日本経団連 

１０ 

活動の概要  

 
ヤマハ発動機株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

ヤマハ発動機ならびにヤマハ発動機グループは、「世界の人々に新たな感動と豊かな生活を提供する」

という企業理念のごとく、広く社会に学び、世界に信頼される地球市民として活動を続けてまいります。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

これまで培った人材・技術・ノウハウ等、多面的な経営資源を有効に活用し、重要領域として７分野を設

定し、豊かな社会作りをめざし、地域社会と融合し、顧客との優良なリレーションを構築しつつ、成長し発

展することを目指します。 

３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ、教育･社会教育、環境、地域社会の活動、国際交流･協力、災害
救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会活動推進チーム スタッフ数 （兼任者含）４名
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D．企業財団・公益信託 〔ヤマハ発動機国際友好基金〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、 Ｖ表彰、 地域貢献運動、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境活動報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔新たな感動と豊かな生活をめざして〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.yamaha-motor.co.jp/   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ビーチクリーン作戦＆子ガメ放流会 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ 
寄付･連携先 サンクチュアリジャパン 

１ 

活動の概要 
   

アカウミガメが産卵に訪れる遠州灘の環境保護のため、関連会社や取引先も

含む社員や家族等でゴミ拾いをし、その後、子ガメの放流会を行っている。分

別し回収したゴミは、弊社に持ち帰り焼却施設で処分している。 

活動名 入所授産施設の園児の勤労体験学習受入 

活動形態 ｃ、ｆ 
寄付･連携先 浜松市内にある入所授産施設 

２ 

活動の概要 
   

卒園予定者を対象に、工場で実際に働き集団行動、仕事に対する自信と自立

への意欲を持ってもらえるよう、５日間の実習を受け入れている。 

活動名 近隣施設への訪問・ふれあい活動 

活動形態 ｄ、ｆ 
寄付･連携先 市内の知的障害者更生施設、重度障害者生活訓練ホーム等 

３ 

活動の概要 
   

施設を定期的に訪問し、園児たちと一緒に遊んだり、バーベキューをしたり、

弊社イベント時に招待をするなど交流を深めている。 

活動名 ヤマハラグビースクール開催 

活動形態 ｄ、ｆ 
寄付･連携先 近隣地域の幼稚園、小学校、中学校 

４ 

活動の概要 
   

ラグビー部ＯＢを含め休日に活動。子供たちに技術指導を行い、ラグビーへの

理解を図ると共に、体力作りを通した健全な青少年の育成を目的として行って

いる。 

活動名 全国児童水辺の風景画コンテスト開催 

活動形態 ａ、ｆ、ｇ 
寄付･連携先 (財) 日本マリンスポーツ普及教育振興財団 

５ 

活動の概要 
   

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目的に開催。 

活動名 おもしろエンジンラボへの社員ボランティア講師派遣 

活動形態 ｄ、ｇ 
寄付･連携先 浜松科学館 

６ 

活動の概要 
   

浜松科学館主催のものづくり体験「エンジン分解組立講座＆ウインドカー工作

教室」の講師に社員ボランティアを派遣。 

活動名 近隣自治会の祭典や花火大会等への協賛 

活動形態 ａ、ｃ   
寄付･連携先 近隣自治会 

７ 

活動の概要 
   

近隣地域の祭典や花火大会、イベント等への駐車場開放や寄付等の協賛。 

活動名 友愛日中研修生の工場実習受入 ８ 
活動形態 ａ、ｇ   
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寄付･連携先 友愛日中研修協会  
活動の概要 
   

中国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、日本での実地研修先として受け入れに協力。 

活動名 コミュニケーションプラザや工場見学の受入 

活動形態 ｇ  
寄付･連携先 地元の小中学校 

９ 

活動の概要   社会見学等地元の小中学校の要請に対し、見学の受け入れを行っている。 

活動名 ＹＡＭＡＨＡスポーツ文化フォーラムの開催 

活動形態 ｆ      
寄付･連携先  

１０ 

活動の概要 
   

全国４ヶ所で水泳・水中運動による健康増進活動にスポットをあて、水泳や水

中運動の効果や最新事情等を紹介。 

 
ヤンマー株式会社 
３．重点分野 〔環境〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 プロスポーツ（サッカーＪリーグ）への出資 

活動形態 i 

寄付･連携先 大阪サッカークラブ 

１ 

活動の概要   スポンサー会社の一つとして、地域に根ざしたプロスポーツチームの支援。 

 
株式会社ＵＦＪ銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

経営ﾋﾞｼﾞｮﾝの｢社会の信頼に応え、お客さまとともに成長する、革新的な金融ｸﾞﾙｰﾌﾟでありたい｣のもと、

社会貢献活動については｢ＵＦＪｸﾞﾙｰﾌﾟは、さまざまな事業活動を通じて社会に貢献するとともに、良き企

業市民としての社会的責任を果たしていくことを企業の使命と認識しています｣ 

３．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〕 

４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔UFJ環境財団、UFJ国際財団、UFJ銀行貨幣資料館､UFJベンチャ 

ー育成基金、UFJニューフロンティア企業育成基金など  〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

V機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.ufjbank.co.jp/info/shakai_kouken/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 (財) UFJ環境財団 

活動形態 ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ   

寄付・連携先 学校、植物園ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟづくり、里山保全、植樹10千本強など 

１ 

活動の概要 緑化や施設の整備支援事業、環境教育事業、水源の森事業などの活動 

活動名 (財) UFJ国際財団 ２ 
活動形態 ｃ、ｅ、ｆ、ｇ 
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寄付・連携先 アジア諸国向け奨学金など  
活動の概要 

 

国際交流促進のための｢育英奨学金の支給｣、｢留学生の招聘・交流｣、｢研究

助成｣、｢国際交流助成｣などの活動 

活動名 (財) UFJベンチャー育成基金 

活動形態 ｅ、ｇ 

寄付・連携先 新産業・新事業の創出を目指す中小企業、個人事業主、個人の方々 

３ 

活動の概要 

 

新技術、新製品などの研究開発に対する助成金の交付や事業化資金の借入

に対する債務保証などの実践的な支援活動 

活動名 UFJ銀行〈ボランティア預金〉国際愛の口座 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 ＵＮＨＣＲ（国連難民高等弁務官事務所） 

４ 

活動の概要 

 

お客さまからお預かりした普通預金の利息の一部がＵＮＨＣＲに寄付される普

通預金口座の取り扱い 

活動名 UFJ銀行貨幣資料館 

活動形態 ｃ、ｅ、ｆ、ｇ 

寄付・連携先 年間200校以上の小・中学校の社会科見学への施設開放や学習支援 

５ 

活動の概要 

 

民間では日本一の貨幣コレクションを保有。体系的な展示を行なっており、一

般に無料開放。小・中学校の社会科見学への利用、学習支援 

 
雪印乳業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

１００％子会社である株式会社雪印こどもの国牧場の運営を社会貢献活動と位置づけ、支援している。 

１００％子会社である株式会社酪農総合研究所の運営を酪農への貢献活動と位置づけ、支援している。 

３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 株式会社こどもの国牧場の支援 

活動形態 ａ、ｄ 
寄付・連携先 株式会社こどもの国牧場 

１ 

活動の概要 
 

横浜市にある「こどもの国」のおいて、自然、動物とふれあい、酪農体験できる

「牧場」の運営支援 

活動名 株式会社酪農総合研究所の支援 

活動形態 ａ、ｄ 
寄付・連携先 株式会社酪農総合研究所 

２ 

活動の概要 
 

酪農に関する研究、技術指導、情報提供する民間唯一の酪農に関する調査

研究機関の運営支援 

活動名 雪印杯スキージャンプ大会の開催 

活動形態 ｆ 
寄付・連携先 (財)札幌スキー連盟、(財)北海道スキー連盟 

３ 

活動の概要 
 

中学生から実業団の選手が同時に参加する唯一の大会として、少年や女性

ジャンパーの育成支援 

 
 
 
 



 278

株式会社横河ブリッジ 
１．社会貢献のミッションや目標 

  社会の一員として積極的に社会貢献活動に参加し、社会の発展に寄与する。文化・芸術への支援、

地域社会への協力、ボランティア活動への参加、国際社会への貢献などの社会貢献活動を継続的に実

施し、良き企業市民として社会的貢献を果たす。 

３．重点分野 〔文化･芸術、地域社会の活動、国際交流･協力〕 

 
ライオン株式会社 
１．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） 

３．重点分野 〔健康･医学、学術･研究、教育･社会教育、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団・公益信託 〔(財)ライオン歯科衛生研究所 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ登録、 地域貢献運動、 V情報提供、 V機会提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 環境社会活動報告書 〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.lion.co.jp          

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 口腔衛生普及活動 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付・連携先 (財)ライオン歯科衛生研究所 

１ 

活動の概要 

 

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 

活動名 社会福祉活動 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付・連携先 墨田区社会福祉協議会 

２ 

活動の概要 

 

リハビリテーション病院で社会復帰を目指す患者の皆さんへ 

ピアノ演奏をプレゼント 

活動名 社会福祉活動 

活動形態 ｈ 

寄付・連携先  

３ 

活動の概要 

 

社員ボランティアによって養護施設の子供たちを隅田川花火大会に 

招待、花火観賞を実施。 

活動名 福祉施設や団体への寄付 

活動形態 ａ、ｂ 

寄付・連携先  

４ 

活動の概要 

 

障害者の施設及びそれらをサポートするボランティア団体 

に現金や商品の寄付を実施。 
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株式会社リクルート 
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

私達は常に社会との調和を図りながら新しい情報価値の創造を通じて、自由で活き活きした人間社会の

実現を目指し、企業行動・事業活動を通じて社会に貢献し、豊な人間社会の発展に努めます。（企業理

念 第２章３より抜粋） 

３．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〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

マッチングギフト、 V 情報提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境・社会貢献活動レポート〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 社会貢献寄附 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 各団体 

１ 

活動の概要 
   

毎年、来訪、面談を要件とし支援を決定。 

社会福祉・環境分野を中心とし一団体10万円を上限として寄附。 

活動名 物品寄附 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 各福祉団体等 

２ 

活動の概要 
   

各誌の撮影等で使用された物品で十分使用できるもの、またプリペイドカード

や古切手、カレンダー等を寄贈。 

活動名 マッチングギフトプログラム 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 各団体 

３ 

活動の概要 
   

従業員の自発的な社会貢献支援制度でAコース（寄附）Bコース（ボランティア

活動）の2コースを用意し従業員のボランティア活動を支援。 

活動名  

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 地域団体 

４ 

活動の概要   地域とのコミュニケーションとして大会議室やホールなどを施設提供。 

活動名  

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 中央区社会貢献企業連絡会 

５ 

活動の概要 
   

中央区及び周辺企業の情報交換会、ワーキンググループ活動を通じて地域

貢献活動を実施。 

 
株式会社リケン 
１．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、社会に貢献する一般企業市民であり続けます。 

３．重点分野  〔学術･研究、教育･社会教育、地域社会の活動〕                       

４．推進体制 

A．事業所毎の社会貢献担当者 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.riken.co.jp/corp/kouken.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 
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活動名 寄付 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先 柏崎、熊谷両市の小中学校 

１ 

活動の概要 事業所が立地する市内の小中学校へ図書の寄贈を行っている。 

活動名 施設開放 

活動形態 ｃ 
寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
 

事業所が立地する市内小学生を対象に工場見学会を開催している。市民ス

ポーツクラブなどへ事業所施設（体育館、テニスコート）を開放している。 

活動名 ボランティア活動 

活動形態 ｈ 
寄付･連携先  

３ 

活動の概要 
 

事業所周辺の清掃、植林や公園の整備など地域のボランティア活動への参

加を支援している。 

活動名 祭典 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先  

４ 

活動の概要 
 

事業所（柏崎、熊谷）において、毎年祭りを開催し、地域住民との交流を図っ

ている。 

 

株式会社リコー 
１．社会貢献のミッションや目標 

本業の事業活動を通し、同時に｢よき企業市民｣として、会社・社員・株主が三位一体となり社会とのコミ

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。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

重点分野を、地球環境保全・青少年育成・コミュニティ活動とし、継続的な社会貢献活動を実施していくた

め、予算のガイドラインも制度的に定めている。 

３．重点分野 〔教育･社会教育、環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名   社会貢献推進室 スタッフ数 ７名

A．事業所毎の社会貢献担当者   

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔環境ボランティアリーダー登録制度〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、 青年海外協力隊休職、 Ｖ休暇、 Ｖ表彰、 Ｖ登録、 Ｖ研修、 マッチングギフト、 地域貢献運

動、 V情報提供、 V機会提供、 施設開放、 その他〔社会貢献Freewillクラブ〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔社会的責任経営報告書、環境経営報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔リコーの社会貢献活動〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://ｗｗｗ.ricoh.co.jp/kouken/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 （NPO） 市村自然塾関東 

活動形態 a、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 （NPO） 市村自然塾関東 

１ 

活動の概要 
 

平成15年度は、小中学生男女51名が3月～11月まで、合計18回の農作業、共

同生活の体験学習を行った。 
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活動名 リコーキッズワークショップ ～かがく・夢・あそび～ 

活動形態 a、ｂ、ｄ、ｆ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 (財) 新技術開発財団 

２ 

活動の概要 
 

子供たちが実際にコピー機を分解し、その仕組みと原理を開発者から直接学

ぶ。1999年から全国展開を始め、これまで500人以上が参加。 

活動名 ワークショップ ～コピー機になってみよう！～ 

活動形態 a、ｂ、ｄ、ｆ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 (財) 日本科学技術振興財団 

３ 

活動の概要 
 

コピーができあがる6つのプロセスを、自分で体験できるワークショップ。平成

15年度は、東京と青森で行われた科学の祭典に約400名の親子が参加。 

活動名 スプリング・サイエンスキャンプ 

活動形態 ｃ、ｄ、e、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 (財) 日本科学技術振興財団 

４ 

活動の概要 
 

高校生を対象とした2泊3日の合宿プログラム。企業の研究現場における科学

研究体験を通して、若手研究者との交流も好評。 

活動名 リコーフィルハーモニー・ファミリーコンサート 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先   - 

５ 

活動の概要 
 

当社の大森事業所ホールで毎年開催している無料のクラシックコンサート。三

世代でオーケストラの生演奏が楽しめるとあって、いつも満席の盛況。 

活動名 社会貢献Freewillクラブ 

活動形態 a、ｄ、ｈ 

寄付･連携先 平成15年度は、計22団体に支援を実施。 

６ 

活動の概要 
 

リコーグループ社員から支援先を募集し、運営委員会の場で選考された団体

に対し、会社からのマッチングギフトと併せ寄付を行った。 

活動名 森林生態系保全プロジェクト（ガーナ、及び、フイリピン） 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 コンサベーション・インターナショナル 

７ 

活動の概要 
 

日陰で育つカカオを利用した持続的森林農業による、人と生き物たちが共生

できる森の復元（ガーナ）。 フイリピンワシなどの生物と人が共生していくこと

のできる豊かな森の回復（フイリピン）。 

活動名 森林生態系保全プロジェクト（マレーシア、及び、中国） 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 WWF 

８ 

活動の概要 
 

オランウータンに代表される、絶滅の危機に瀕している生物の生息空間を拡

大（マレーシア）。 パンダを代表とする437種の脊椎動物や4,000種の植物な

ど貴重な生物の住みかを残し、絶滅種をなくす（中国）。 

活動名 森林生態系保全プロジェクト（長野県黒姫） 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 C.W.ニコル・アファンの森財団 

９ 

活動の概要 
 

クマ、ヤマネなど多様な生物が生きることのできる広さと食べ物があり、人も

親しむことができる天然林の維持。 

活動名 森林生態系保全プロジェクト（沖縄県やんばる） 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 やんばるの森トラスト 

１０ 

活動の概要 
 

ヤンバルクイナに代表される、世界でここにしかみられない貴重な生物のすみ

かを残す。 
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リコーリース株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

コンプライアンス／環境・社会貢献は、３つある今期の全社方針の１つ。 

社会貢献は会社と社員が一体となって活動するものと考えており、社員の様々な社会貢献活動を支援

する形で会社も参加し、活動を推進している。制度面での整備も急ぐ。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

社会貢献のキーワードは環境・青少年育成、健康・医療、ボランティア奨励。 

３．重点分野 〔社会福祉、健康･医学、教育･社会教育、環境、地域社会の活動、その他〕 

４．推進体制 

担当部署名 環境・社会貢献推進室 スタッフ数 ２名

Ａ．事業所毎の社会貢献担当者〔ＥＭＳ推進委員、事業所長〕 

B．社内横断的推進組織〔ＥＭＳ推進委員会〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等〔リコーリース・ピンクリボン・チーム（２００４年）〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ表彰、 Ｖ研修、 マッチングギフト、 地域貢献運動、 V 情報提供、 V 機会提供、 施設開放 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載〔リコーリース環境社会報告書２００４〕 

Ｃ． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔リコーリース環境社会報告書２００４〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.r-lease.co.jp  
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 レンタルアップPC寄付 

活動形態 ｂ 
寄付･連携先 あしなが育英会 

１ 

活動の概要 
 

レンタル用として使用していたノートパソコンをあしなが育英会の活動支援とし

て１０台寄与。 

活動名 発展途上国住民の生活支援 

活動形態 ｄ   
寄付･連携先 ハンガーフリーワールド 

２ 

活動の概要 
 

発展途上国国民への生活支援のために、同団体が集めている書き損じはが

きなどを全社員から回収し寄付。生活基盤確立の一助としてもらう。 

活動名 近隣清掃活動 

活動形態 ｆ   
寄付･連携先 各地方自治体 

３ 

活動の概要 
 

事業所の存在する全国各地の事業所周辺を社員の手によって清掃する活

動。全国９ヶ所で実施。 

活動名 献血 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先 日本赤十字社 

４ 

活動の概要 
 

社員有志による献血活動を東京・大阪で１回ずつ実施。合計１５０名超が参

加。 

活動名 ピンクリボン運動 

活動形態 ｄ、ｅ、ｇ、ｈ 
寄付･連携先 朝日新聞社 

５ 

活動の概要 
 

乳がんの早期発見、早期診断、早期治療の大切さを多くの人に伝えていくた

めの運動（２００４年からスタート） 
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株式会社菱食 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 経団連自然保護基金 

活動形態 a 

寄付･連携先 経団連自然保護協議会 

１ 

活動の概要 経団連自然保護基金の平成１５年度法人寄付 

活動名 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寄付 

活動形態 a 

寄付･連携先 (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 

２ 

活動の概要 
 

草の根交流の趣旨に賛同し、平成１３年来継続して寄付を実施。今回は平成

15年度分の寄付。 

 
リンナイ株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ２００５年日本国際博覧会会場建設費寄附 

活動形態 ａ   
寄付･連携先 (財) ２００５年日本国際博覧会協会 

１ 

活動の概要   ２００５年日本国際博覧会会場建設費として寄附。 

活動名 美術館運営資支援 

活動形態 ａ   
寄付･連携先 (財) 名古屋国際芸術文化交流財団 

２ 

活動の概要   名古屋ボストン美術館運営費の一部負担。 

活動名 産業科学研究所運営支援 

活動形態 ａ、ｄ 
寄付･連携先 (財) 名古屋産業科学研究所 

３ 

活動の概要   中部ハイテクセンターの事業運営費の一部負担。 

活動名 オーケストラコンサート協賛 

活動形態 ａ   
寄付･連携先 （株）メイコーポレーション 

４ 

活動の概要 
   

ジャパン・ヴィルトォーゾ・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。 

活動名 オーケストラ運営支援 

活動形態 ａ   
寄付･連携先 (財) 名古屋フィルハーモニー交響楽団 

５ 

活動の概要 (財) 名古屋フィルハーモニー交響楽団への事業協賛。 

 
レンゴー株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

「社会への貢献」を経営理念のひとつに掲げ、地球環境の保護を重視し、良き企業市民として社会に貢

献することを目指している。 

３．重点分野 〔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〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境報告書〕 
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Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.rengo.co.jp/mecenat/ikiiki.html    他 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 オーケストラ・アンサンブル金沢への協賛 

活動形態 ａ、ｅ 
寄付・連携先 石川県音楽文化振興事業団 

１ 

活動の概要 
 

石川県および金沢市が中心となり発足した我が国初の本格的なプロ室内管

弦楽団であるオーケストラ・アンサンブル金沢の公演に協賛している。 

活動名 いきいき活動奨励賞への協賛 

活動形態 ａ、ｄ   
寄付・連携先 (財) 日本青少年研究所 

２ 

活動の概要 
 

全国の高校生の中から、ボランティア活動、生徒会活動等を通じ、その模範

足り得る者を表彰する制度であり、その趣旨に賛同し協賛している。 

活動名 日米高校生海洋交流事業 

活動形態 ａ、ｄ   
寄付・連携先 (財) 日本青少年研究所 

３ 

活動の概要 
 

「海の日」の制定にあわせて開始された本事業は、日米両国の高校生が交流

活動により絆を深めることを目的としており、この趣旨に賛同し協賛している。

活動名 南極観測隊用段ボール箱の寄贈 

活動形態 ｂ  
寄付・連携先 国立極地研究所 

４ 

活動の概要 
 

南極観測隊が使用する物資梱包用段ボール箱について、第１次観測隊以

来、国家的研究事業への協力として継続的に寄贈している。 

活動名 利根川事業所納涼祭 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ、ｆ 
寄付・連携先  

５ 

活動の概要 
 

利根川事業所において、地域住民を招待した納涼祭を毎年開催しており、来

場者数は2,500～3,000名。民謡舞踏連合会による盆踊りや和太鼓保存会に

よる太鼓競演は、岩井市の伝統芸能継承の場としても地域から受け入れら

れている。 

 
株式会社ローソン 
１．社会貢献のミッションや目標 

健全な環境を次世代へ引き継ぐため、事業活動において常に環境への影響に配慮し、自然環境との調

和を図るとともに、積極的な社会貢献活動を通じて、持続可能な社会の発展に向けて行動しています。 

３．重点分野 〔環境、地域社会の活動、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務ステーション 環境社会貢献 スタッフ数 ４名

５．社員のボランティア活動支援策 

地域貢献運動 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔環境保全・社会貢献活動への取り組み報告〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：  http://www.lawson.co.jp/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 緑化貢献事業 １ 
活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｇ 
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寄付･連携先 社団法人 国土緑化推進機構  
活動の概要 

 
店頭に設置された「ローソン緑の募金」に寄せられた善意を、各地の緑化活

動の支援に役立てています。 

活動名 ローソン花いっぱい運動 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 
 

全国の町に花が増えることを願い、5月の第3日曜日に全国店舗で花の種子

をプレゼント。 

活動名 ローソン緑いっぱい運動 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｇ、ｈ      

寄付･連携先 富士山緑の募金の森造成事業実行委員会 

３ 

活動の概要 
 

富士山の台風被災地を、豊な生態系をもつ自然林へ復元するとことをめざ

し、植樹活動を実施。 

活動名 災害時募金 

活動形態 ａ、ｆ   

寄付･連携先 日本赤十字社等 

４ 

活動の概要 大きな災害が起きた際に、店頭の募金を救援募金活動に切り替え、全国の

お客さまから寄せられた善意を被災された皆さまにお届けしています。 

活動名 クリーンエイド 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 自治体、ボランティア団体等 

５ 

活動の概要 
 

自治体やボランティア団体と一体となって、河川や海岸などの清掃活動に取

り組んでいます。 

活動名 ロード・セイフティステーション 

活動形態 ｄ、ｇ   

寄付･連携先 国土交通省 

６ 

活動の概要 
 

国道に異常があった場合、各国道事務所に連絡。また、店舗前の鋪道や植

樹帯の清掃活動も実施。 

活動名 アドプトロード・プログラム他 

活動形態 ｄ、ｇ   

寄付･連携先 大阪府、神戸市、和歌山県 

７ 

活動の概要 地域の美化活動に協力。 

 
若築建設株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔 環境報告書 〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 わかちく資料館 

活動形態 ｃ、ｆ    
寄付･連携先 北九州市若松区 

１ 

活動の概要 
   

北九州地区の活性化、北九州市若松区の歴史に関する資料保存を目的と

し、資料館およびホール施設の無料開放を行っている。企業資料館の枠組み

を超え、地域社会の活性化の一助となっている。 

活動名 稲毛海浜クリーン作戦 

活動形態 ｄ、ｆ   
２ 

寄付･連携先 千葉県千葉市稲毛区 
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 活動の概要 
   

毎年７月の海開き前日に、当社社員が中心となり協力会社社員と共同で浜

辺周辺の清掃活動を行っている。 

 
株式会社ワコール 
３．重点分野 〔文化･芸術〕 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ａ． アニュアル・レポートに記載 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 (財) 京都服飾文化研究財団への活動支援 

活動形態 ａ   
寄付･連携先 (財) 京都服飾文化研究財団 

１ 

活動の概要 
 

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。 

 
ワタミフードサービス株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

ワタミグループでは「地球上で一番たくさんの“ありがとう”を集めるグループになろう」をグループスロー

ガンに揚げ、「企業市民」として「企業活動」と｢市民活動｣の両立・共存を目指し活動を行っています。 

３．重点分野 〔社会福祉、教育･社会教育、環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 社長室 スタッフ数 ５名

B．社内横断的推進組織 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サステナビリティ報告書等に記載 〔ふれあい報告書〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ：http://www.watami.co.jp/eco/kankyo/pdf/houkokusho/200310/2003kankyohoukoku-all.pdf 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 お食事会 

活動形態 ｂ、ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 
   

社会参加の少ない障害者の方を店舗に招待し、「お食事会を通した交流会」を

開催。 

活動名 バザー＆各種イベント 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 活動ホームあさひあかね作業所、くすのき園、横浜訓盲院 

２ 

活動の概要 
   

福祉施設､養護学校でのバザーやお祭りへ模擬店を出店し、売上金を開催団

体へ寄付している。 

活動名 School Aid Japan支援 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 特定非営利活動法人 School Aid Japan 

３ 

活動の概要 
   

「自分たちの手で行なう社会貢献」をテーマに設立した特定非営利活動法人

「School Aid Japan」へ社員、アルバイトからの寄付、店舗での募金（募金箱の

設置）、ワタミふれあいカードの利用額の1％の寄付などを行なう。 

活動名 エコフェスタ（環境展） 

活動形態 ｆ、ｇ、ｈ 

４ 

寄付･連携先 大田区立中荻中小学校、大田区環境保全課 
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 活動の概要 
   

区民の環境意識の向上を目的とし、区内小学校にて開催された環境展に「食

べものから環境を考えよう」をテーマにしたブースを出展。 

活動名 地域清掃 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要  事業の活動拠点・地域に合わせ、事業所近隣地域の清掃を行なう。 

活動名 「和み亭」おもちゃの代行販売 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 横浜援護授産所、オアシス、とまりぎ、日本セルプセンター 

６ 

活動の概要 
   

作業所等で作られたおもちゃの販路拡大の一貫として、を、「和み亭」店内に

設置したショーケースに陳列・販売をする。 

活動名 ボランティア研修 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 
   

新入社員研修の一環として福祉施設等でのお手伝いとしてボランティア参加

する。サービスの原点を学ぶ。 

活動名 養護学校との交流 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 相模原養護学校 

８ 

活動の概要 
   

神奈川県内になる事業所近隣の養護学校との交流の第一歩として、卒業式

に参加、観覧し、卒業のお祝いをしている。 

活動名 わたみ北海道自然学校 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 
   

小学校高学年を対象とし、北海道瀬棚町のワタミファームでの農業体験や漁

業体験など、大自然の中で様々なプログラムを実施している。 

活動名 エコツアー 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先  

１０ 

活動の概要 
   

作業員・取引先を対象として環境関連施設を実地見学することで自覚教育、

啓発活動をしている。 
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