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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。３５５社・グループ（回答企業454社の

78.2％）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 

（2004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  

 

 

 

本調査結果において以下の用語は略称を使用。 

株式会社＝（株）、社団法人＝（社）、財団法人＝（財）、 

特定非営利活動法人＝ＮＰＯ法人、社会福祉法人＝（社福） 
 

 

以 上 
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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 

社会への貢献 

少子高齢化や環境問題等に対応した商品・サービスの開発により、保険事業を通じて社会的課題の解

決・改善に取り組む。 

“良き企業市民”としての良識に基づき、地域に密着した環境保護や社会貢献活動に取り組む。 

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」をスローガンに、真に地域に密着した、お客様に一番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り組む。 

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 経営企画部・広報部 スタッフ数 （兼務）２名

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 

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 〔ＣＳＲ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.ioi-sonpo.co.jp/corporate/index.asp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「あいおいの月」を中心とした全国での社会貢献活動 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ  

寄付･連携先 各地域の行政・団体など 

１ 

活動の概要 

 

10月を「あいおいの月」として、全国各地で地域清掃活動やチャリティー活

動、献血などを行う。 

活動名 「椿絵展」の開催 

活動形態 ｅ、ｆ   

寄付･連携先 全国各地の美術館 

２ 

活動の概要 全国各地の美術館の絵画展に協力し、所蔵作品の一部を公開。 

活動名 ユネスコ絵画展の共催 

活動形態 ａ、ｃ、ｇ 

寄付･連携先 社団法人ユネスコ協会連盟 

３ 

活動の概要 

 

社団法人ユネスコ協会連盟と主催する絵画展。地域の文化財や自然を大

切にしていくことの意義を訴える。 

活動名 大阪実業団駅伝大会への協賛 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

 

スポーツ振興の一環として、新春の大阪の風物詩となっている伝統ある駅

伝大会に協賛。 

活動名 あいおい損保ニューイヤーコンサート 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

 

音楽を通し、地域文化の向上に役立ちたいとニューイヤーコンサートを主

催。「愛・地球博」の“パートナーシップ事業”として認定される。 

活動名 「車いすバスケットボールアジア交流大会」への協賛 

活動形態 ａ、ｇ 

６ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人「アジア車いす交流センター」 
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活動の概要 

 

愛・地球博の「ＥＸＰＯ参加催事」として、ＥＸＰＯドーム内で開催。会場準備

や選手サポートをボランティアで行う。 

活動名 「守りたい自然、残したい風景写真コンテスト」開催 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 自然保護に対する啓発と日本の写真文化への貢献を目的に行っている。 

活動名 交通安全黄旗の寄贈 

活動形態 ｂ、ｆ  

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

 

毎年２回の全国交通安全運動週間にあわせて、横断歩道用交通安全黄旗

を寄贈。２００４年度より反射機能付セイフティバンドも寄贈。 

活動名 ゆにぞん募金 

活動形態 ａ、ｆ  

寄付･連携先 日本赤十字社、日本ユニセフ協会、骨髄移植推進財団ほか 

９ 

活動の概要 

 

有志社員が毎月給与から希望口数（１口１０１円、 大１０口まで）を積み立

て、会社からのマッチングギフト（加入者×１０１円）とあわせて寄付。 

活動名 大規模災害発生地域への支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

10 

活動の概要 

 

２００４年１０月２３日発生の新潟県中越地震義援金、また１２月２６日発生

のインドネシア・スマトラ島沖地震の被災者の皆様に、タイムリーな募金活

動により寄付を行う。 

 
愛三工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

基本的な考え方 

「社会との共生」のために、積極的な社会貢献活動を通じ、社会から信頼される「良き企業市民」と

しての役割を果たす。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

 具体的な行動指針 

(1) 「良き企業市民であることは、良き地域社会の一員となることである」との考え方に基づき、地域の活

性化、スポーツ振興､社会福祉活動、地域イベントの協賛等に積極的に協力し､地域社会へ貢献す

る。 

(2) ボランティア活動の雰囲気づくり、ボランティア情報の提供を行い､社員が自ら自由意志でボランティ

ア活動に参加しやすい社内風土を醸成する。 

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、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名  総務部庶務室 スタッフ数 １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 

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 

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〔環境・社会報告書２００５〕 

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.aisan-ind.co.jp 
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 工場周辺クリーン活動 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 ３カ月に１回の頻度で、全従業員が対象で実施。 

 （早朝就業前１時間の活動、１回約９０名が参加） 

活動名 各種バザーへの献品協力 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 福祉施設等で開催されるバザーに献品の協力。 

 ４回／年の開催 

活動名 ふれあい祭り 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先  労働組合との協賛 

３ 

活動の概要 地域社会とのコミュニケーションの場として、夏祭りを開催。 

 １回／年 （３千人が来場） 

活動名 もちつき大会 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 労働組合との協賛 

４ 

活動の概要 地域社会とのコミュニケーションの場として、もちつき大会を開催。 

 １回／年 （３千人が来場） 

活動名 大府市産業文化まつり「発明クラブコーナー」支援 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 大府市少年少女発明クラブ 

５ 

活動の概要 コーナーにおいて、工作の指導やゲームの運営を支援。 

発明クラブを広く一般に紹介。 

活動名 大府市環境フェスタ 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 大府市 

６ 

活動の概要 社内環境活動の報告の場として､環境フェスタに出展しＰＲする。 

活動名 クリーンアップザワールドIN大府 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 大府市、大府市国際交流協会 

７ 

活動の概要 市内河川の清掃活動への参加 

活動名 清掃クリーン活動 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先 大府市 

８ 

活動の概要 大府市アダプトプログラムに参加し、指定場所を年４回の頻度で、清掃活動

を実施。 

活動名 ビッグホリデー「ボランティアﾌﾟﾗｻﾞ」 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 トヨタ自動車（株）関連企業13社 

９ 

活動の概要 関連企業の従業員および家族に、社会貢献活動への参加と啓発を目的に

様々なイベント（社会貢献・防災・交通安全など）を開催。 
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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」を経営理念に揚げ、「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本柱に揚げ、良き企業市

民として「BeWith（共に生きる）」という基本を忘れることなく、地域から世界へ「共生の輪」を広げていく。 

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 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〔BeWith〕 

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． サスティナビリティ報告書〔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〔共に生きよう BeWith〕 

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 富士山植樹活動（勤続30年記念推奨活動） 

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、年1回富士山植樹活動および苗木募

金活動を実施（一般社員へも参加募集実施）。 

活動名 アイシンものづくり広場 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 地域の少年少女発明クラブ 

２ 

活動の概要 地域の小学生や社員の子どもを招待し、実験による理解学習や学習を活

かした「ものづくり」を実施。 

活動名 わんぱく探検隊（根羽村） 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 長野県根羽村 

３ 

活動の概要 社員・家族や地域に参加者を募り、長野県根羽村で自然を利用した、色々

な体験活動を実施（間伐、枝打ち、魚つかみ、木工体験など）。 

活動名 アイシンふれあい広場「てをつなごう」 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 地域のＮＰＯや市民団体 

４ 

活動の概要 前年までの「このゆびとまれ」の発展型として、社員や地域の方々とともに

交流する中で、講演会などでともに学び成長をめざす。 

活動名 ＮＰＯ活動応援基金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 地域のＮＰＯや市民団体 

５ 

活動の概要 社員のチャリティーコンサートのチケット代金の一部などを基金として、年に

1回支援団体を公募。担当者とのヒアリングにより、選考とそれ以外の支援

メニューも検討。 

活動名 デンパークふれあい農園収穫祭 ６ 

活動形態 ｆ 
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寄付･連携先 （豊田自動織機） 

活動の概要 安城市デンパークの市民農園を借用し、社員ＯＢボランティアによるいちご

やさつまいもなどを栽培。収穫時には、地域の障害者施設を招待。 

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 運営資金の支援や、社員から指導員の派遣も支援。ものづくりを通して青

少年の健全な育成に努めている。 

活動名 さわやかふれあい講座 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 各地域の社会福祉協議会 

８ 

活動の概要 地域の社会福祉協議会との協業により、地域にマッチした講座を開催。 

活動名 地域とともに美化活動 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 美の里会（美化活動団体） 

９ 

活動の概要 地域の市民団体とともに地域の公園周辺の美化活動を、社員・家族が実

施。 

活動名 さわやかコンサート 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 名古屋フィルハーモニー交響楽団 

10 

活動の概要 社内、普段着の気軽なコンサートを開催し、地域の障害者の方々を招待し

ている。授産製品の販売も実施。 

 

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、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 

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 関係市町の福祉団体。NPO(９団体・１５７万円) 

１ 

活動の概要 

 

社員間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つみた

て、年度末に寄付をする。 

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カ月、約３０名で実施 

活動名 体育館の市民利用開放 

活動形態 ｃ     

寄付･連携先 地域・市民 

３ 

活動の概要 体育館を市民が利用できるよう開放している。 
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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 

活動形態 ａ 

寄付・連携先  

１ 

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」 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

特定の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、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/ および 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  

１ 

寄付･連携先  
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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・ボランティア活動に関する情報の発信・交流

を行う。 

活動名 （財）家計経済研究所       

活動形態 ａ  

寄付･連携先  

３ 

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。研究成果は、内閣府が行う家庭生活などの研究・調査にも活用さ

れている。 

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  

４ 

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。

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、社会全体の幸せの実現に努力し、積極的に社会貢献に取り組みます。 

国内外を問わず地域の文化・慣習を十分理解して地域の発展に貢献します。 

３．重点分野 〔スポーツ、学術・研究、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

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 〔あさひ・ひむか財団〕 

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 

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 〔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・ひむか財団支援 

活動形態  ｆ    

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

 

音楽・芸術・劇団など、各種文化行事開催により、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      

２ 

寄付･連携先 宮崎県陸上競技協会 
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活動の概要 

 

毎年５月に延岡で開催する陸上競技大会。今年で15回目。中学生からトッ

プアスリートまで、800人の選手が参加し、約３万の観客が集まる。 

活動名 スポーツを通じた社会との交流 

活動形態  ｃ、ｄ    

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

陸上、柔道、バレーボールの選手を運動教室へ派遣し、国民のスポーツ振

興に寄与。スポーツ選手強化の基盤を支える企業・学校に送られる日本オ

リンピック委員会ＪＯＣ「トップアスリート賞」を2004年11月に受賞。 

活動名 エコ・クリーン運動 

活動形態  ｄ     

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

 

旭化成グループの各支社・工場において、従業員とその家族が清掃ボラン

ティアとして近辺の清掃活動を定期的に実施し地域美化に尽力している。 

活動名 「おもしろ不思議なせんい展」を開催 

活動形態  ｃ、ｄ、ｆ   

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

 

宇宙開発、医療、スポーツなどに大きく貢献するハイテク繊維の展示会を延

岡にて開催。地域住民参加型の様様な体験学習や実験を実演。 

活動名 「地雷をなくそう！世界こどもサミット」後援 

活動形態   ｃ、ｄ、ｇ   

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

 

弊社、大分の地雷爆破処理ドームの見学など、世界10カ国から総勢約200

名が参加して開催された同サミットを後援。世界平和の啓蒙に尽力。 

活動名 小、中学校への「出前授業」実施 

活動形態 ｃ、ｄ     

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

 

各地の小中学校へ社員を講師として派遣。ものづくりや科学の楽しさ、環境

への取り組み、国際交流などを題材に実験や見学を交えた授業を実施。 

活動名 「ローリエプロジェクト」 

活動形態 ｇ     

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

 

光合成率の高い常緑樹「ローリエ」をシンボルとして、工場とその周辺に、ロ

ーリエをはじめとする植樹やガーデニングを実施。地域環境配慮を実践。 

活動名 「インターンシップの実施」 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 

 

１DAY、MR理解、生産技術理解、高等専門学校の４コースで、内容や期間

にバリエーションを持ったプログラムにて就業体験希望の学生を受け入れ。

活動名 「子ども環境学会」 への協賛  

活動形態 ａ、ｇ     

寄付･連携先 ＮＰＯ法人グローバル・スクール・プロジェクト 

10 

活動の概要 

 

自然環境との共生した暮らしについて体感する１泊２日のエコツアーを協

賛。小学生を対象にした次世代の育成に力を注ぐ。 
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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・IR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 

活動名 日本国際博覧会協会 会場建設寄付 

活動形態 a 

寄付･連携先 日本国際博覧会協会 

４ 

活動の概要 愛知万博会場建設に係る寄付 

活動名 日経新聞社主催 モネ・ルノワール展協賛 

活動形態 a 

寄付･連携先 日経新聞社 

５ 

活動の概要 協賛形式による寄付 

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. 

７ 

寄付･連携先 海外および国内の大学生 
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活動の概要 

 

大学生を受け入れ、技術指導等を行う。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  

 

朝日航洋株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新潟県中越地震 災害義捐金寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社（特定公益増進法人） 

１ 

活動の概要 ２件、合計３３万円を寄付 

活動名 「緑の募金」への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 国土緑化推進機構（特定公益増進法人） 

２ 

活動の概要 

 

「緑の募金」への寄付 

（０４年度 計１件 ３万円） 

活動名 国内各地の祭り等イベントへの寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 各地の市町村 

３ 

活動の概要 

 

当社の各支社・支店の地元の祭り等イベントへの寄付 

（2004年度 計６０件 総額１０４万円） 

 

旭電化工業株式会社 
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 
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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 

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 

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 〔ＣＳＲレポート２００５〕 

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.adk.co.jp/top.htm  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 荒川区内警察署少年・少女柔道・剣道大会 旭電化杯 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 荒川区内警察署 

１ 

活動の概要 

 

荒川区内３警察署（尾久・南千住・荒川）の道場に通っている少年少女を対

象とした柔道・剣道大会（旭電化杯）。平成17年11月に開催した第六回大会

の参加選手は165名。 

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の地域で行われている産業祭･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どもサッカーチーム

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２回献血活動を実施。第40回献血運動推進全

国大会にて厚生労働大臣より鹿島工場に厚生労働大臣感謝状が贈呈され

た。 

活動名 環境保全活動 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先  

７ 

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。 

８ 活動名 交通指導 
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活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

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。 

活動名 工場見学 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 近隣の小中学校の工場見学に対応。 

活動名 地元サッカーチーム主催 サッカー大会への参加・協賛 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 地元サッカークラブ 

10 

活動の概要 少年サッカークラブとの交流試合および退会の協賛。 

活動名 児童福祉施設への寄付 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 茨城県神栖市、福島県相馬市 

11 

活動の概要 障害者施設、児童福祉施設へクリスマス用等のケーキ類を贈呈。 

活動名 ＦＥＣ国際親善協会 

活動形態 ｉ 

寄付･連携先  

12 

活動の概要 会長、岩下誠宏がＦＥＣ国際親善協会の副会長を務めている。 

 

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 

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

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〕 

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、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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書〔ＣＳＲ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〔アサヒビールをめぐる７つの物語〕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 
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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、社員の有志を募ったボラ

ンティア活動で、全国主要都市で開催。 

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。 

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 

３ 

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 

寄付･連携先 ６ＮＰＯと実行委員会方式 

４ 

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160回に近く、

「地域に皆様との交流」を深めている。 

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 

５ 

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 

６ 

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、秋に各々実施。 

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 

７ 

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 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 

８ 

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

が自主的に行う。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」を実施。 

活動名 三宅島災害復興支援 

活動形態 ｂ、ｄ、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」「三宅

島支援チャリティーコンサート」協賛実施（ 終年）。 

活動名 「企業とNPOの協働フォーラム」開催 10 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 
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寄付･連携先 日本NPOセンター 

活動の概要 2001年より全国の主要NPOと企業の協働フォーラムに特別協賛するととも

に、企画にも参画している。 

 

株式会社足利銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

＜（財）あしぎん国際交流財団＞ 

   地域社会における国際交流の円滑化をはかる。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

＜（財）あしぎん国際交流財団＞ 

   北関東、特に栃木県における国際交流および国際化のための諸事業を行う。 

３．重点分野 〔国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 財務企画本部広報グループ 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〔あしぎんYOU-I運動〕 

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 

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.ashikagabank.co.jp 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 （財）あしぎん国際交流財団の運営 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 地域の外国人留学生、国際交流団体 

１ 

活動の概要 上記留学生および団体への助成金交付。 

 

株式会社アシックス 
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

私たちは、当社が良き企業市民としてより良き社会の実現に努め、また私たち一人ひとりが自ら社会貢

献に努めます。 

３．重点分野 〔健康・医学、スポーツ、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部ＣＳＲ推進チーム スタッフ数 ９名

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲレポート〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 スマトラ沖震災支援 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 ジャパンプラットフォーム、日本赤十字、日本国連HCR協会 

１ 

活動の概要 国内グループ会社からの寄付、社内募金による寄付 

活動名 新潟中越地震支援活動 ２ 

活動形態 ｂ 
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寄付･連携先  

活動の概要 自社商品（衣服等）を被災地のスポーツ店を通じて寄付 

活動名 スペシャルオリンピックス長野大会ボランティア支援活動 

活動形態 ｈ  

寄付･連携先 アシックス労働組合 

３ 

活動の概要 

 

労使共同企画として、２０名のボランティアを募集し派遣 

宿泊費、交通費への支援 

活動名 阪神・淡路大震災１０周年記念商品販売売上からの寄付 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 （財）阪神・淡路大震災復興基金 

４ 

活動の概要 阪神・淡路大震災１０周年記念商品の当社直営店舗売上から寄付 

 

味の素株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

私たち味の素グループは、社会における役割と責任を認識し、「食と健康」を中心とする社会貢献活動を

ク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つとめます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

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、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部（社会貢献担当） スタッフ数 社員３名、派遣社員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 〔社会貢献推進委員会〕 

C．外部専門家の入った組織 〔AIN（Ajinomoto International Cooporation Network foｒ Nutrition

and Health） ＊国際協力活動推進のためのアドバイザリーコミッティー〕  

D．企業財団・公益信託 〔国内：（財）味の素食の文化センター（財）鈴木奨学会 ※2005年4月より

（財）味の素奨学会に名称変更 〕〔海外：タイ、インドネシア、ブラジル、ペルーに財団を設立 〕 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔味の素グループ社会・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 

〔味の素グループの社会貢献活動、ＡＩＮプログラム〕 

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/company/kouken/index.html??top4=kouken 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 『味の素「食と健康」国際ネットワーク』活動 

＝AIN（Ajinomoto International Cooporation Network foｒ Nutriton and 

Health） 

活動形態 a、e（フォーラムの開催）、ｆ 

１ 

寄付･連携先 国内外のＮＧＯ／ＮＰＯ 
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活動の概要 

 

① 味の素「食と健康」国際協力支援プログラム： 

発展途上国の発展の一助となる、「食、栄養、保健」の改善に関わる事業

を実施する国内外のＮＧＯ／ＮPO 等に対し、主に資金的援助を行う。 

②「食・栄養・保健分野における国際協力」フォーラム： 

 支援事業の現地担当者による事例報告、有識者による基調講演、パネル

ディスカッションなどを企画・開催する。 

活動名 協働：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） 

２ 

活動の概要 

 

学校教育の「総合的な学習の時間」を中心として、2001年10月から活動して

いる出前型のプログラム。アジア６カ国の食事体験を通して、小学生を中心

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首都圏を中

心に実施。（2004年度：100回、6,497名参加） 

活動名 食育プログラム「食のガーデン」 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付･連携先 協働：ＩＥＣ国際理解教育情報センター（ＮＰＯ） 

３ 

活動の概要 

 

2004年度「食育」を意識した小学生を対象に実施する体験型プログラム。 

生徒一人ひとりが楽しく自らが作物(野菜)を育てる体験をしながら、食の大

切さと、自然に感謝する気持ちを自ら学ぶ体験プログラムを提案している。 

（2004年度：熊本県内の小学校１６校で実施、1,364名参加）  

＊必要機材を無償で提供。 ＊2005年度：募集人数5,000名、対象エリアを

拡大（北海道、関東、関西、九州地区）し実施。 

活動名 「テレフードキャンペーン２００４」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２００４」に協賛。 

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 ｼｽﾃﾑ委託：（株）ディ・エフ・エフ  寄付先：国内のＮＧＯ、ＮＰＯ 

５ 

活動の概要 

 

当社のホームページ上で行う“１日１クリック１円”の募金活動を実施。 

月次カウント数を毎月当社がマッチング寄付として、ＮＰＯ、ＮＧＯへ贈る。寄

付先は３カ月毎に入れ替え（2004年度寄付：12団体、4317千円）。 

このプログラムは、寄付金を贈るだけでなく、寄付先団体の活動ＰＲにも寄

与しており、新たな会員の入会やボランティア募集にも貢献している。 

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 

６ 

活動の概要 

 

①「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」を継続し

て支援。 

②毎年９月第１水曜日「世界老人給食の日」の普及活動に当社商品を協会

加盟団体へ寄贈。 

７ 活動名 緊急災害支援 

 活動形態 ａ、ｄ 

 寄付･連携先 日本赤十字社、新潟県災害本部 

 活動の概要 

 

①新潟県中越地域地震災害支援として、寄付金他、当社商品（お粥）を新

潟県災害本部と情報交換しながら現地へ送付。 

②日本経団連１%ｸﾗﾌﾞの呼びかけに、従業員2名が被災地へﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加｡

８ 活動名 緊急災害支援 
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 活動形態 ａ 

 寄付･連携先 日本赤十字社（日本経団連を経由）､ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ味の素､ｲﾝﾄﾞ味の素､ＮＧＯ他

 活動の概要 

 

①スマトラ島沖地震津波災害支援のため寄付金支援。 

②当社事業所が有る、タイ、インドの被災地へも寄付を行う。 

③労働組合と協働で社内、グループでの募金活動を行い、会社からマッチ

ング寄付と会わせインドネシア味の素へ送金。 

９ 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、社会福祉施設、ボランティア団体 等 

 活動の概要 

 

当社商品資源を活用し、地域の皆様に活用して頂く目的にサポートギフト 

を実施。（９月：36団体、12月：36団体） 

10 活動名 「AJINOMOTO GROUP CITIZENSHIP DAY ＩＮ ２００４」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

 活動形態 ｈ、ｆ 

 寄付･連携先 国内外 味の素グループ従業員が主体の活動 

 活動の概要 

 

①国内外の従業員、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。（毎年：6～8月に実施、参加人数約2,900名） 

②活動報告の中から「モデル活動賞」を決定し報奨を行う。（2004年度７件）

報奨金は、受賞者の希望する福祉施設等へ、会社から寄付を行います。

 

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 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 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・広報部 スタッフ数 名

５．社員のボランティア活動支援策 

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” １ 

活動形態 ａ、ｂ 
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寄付･連携先 子ども劇場笠岡センター、おもしろ科学工房、東京工業大学柴田研究室、

八代高専「CAPPA団」等、計１３団体 

活動の概要 

 

科学、数学の分野で子ども達の夢、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 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 公募実施したが、本年度は採択大学なしで終わった。 

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 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 オンライン自然科学教育ネットワーク（八王子､神戸実験教室共） 

３ 

活動の概要 

 

子ども達に科学の楽しさを見直してもらいたいと、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 

 

より多くの子ども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 

寄付･連携先 さわやか福祉財団 

８ 

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 NPO AMDA、プロジェクトHOPEジャパン、サラマッポの会 

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。 
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株式会社アドバネクス 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 寄付金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

１ 

活動の概要 日本経団連、商工会議所の要望などを参考に、災害発生時に寄付を実施 

活動名 寄付金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 地元自治体 

２ 

活動の概要 地元の各種活動支援を目的に、寄付を実施（まつり、音楽会、花火大会） 

 

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 

私たちは、世界中のお客様にご満足いただける技術、商品、サービスを提供するために、たえず自己研

鑚に励み、 先端の技術開発を通して社会の発展に貢献することをアドバンテストの使命ととらえ、「先

端技術を先端で支える」を経営理念としています。｢本質を究める｣を行動指針とし、「計測」という技術を

通じて社会に「信頼」を提供し続けることを基本に、「社会」「経済」「環境」の各分野において総合的な観

点をもって活動することにより、社会的責任を果たし、信頼される企業市民でありたいと考えています。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・私たちは、一人ひとりのふるまいが会社の評価につながることを自覚し、社会の信頼を得られるよう行

動します。（６つの行動原則より） 
・私たちは、社会の一員として積極的に社会に貢献するよう努め、企業市民として誇りある行動をとりま

す。（行動基準より） 
ｃｆ．アドバンテスト行動指針他（http://www.advantest.co.jp/about/vision/index.shtml） 

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、災害救援、人権〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ委員会の下部組織である各員会が管轄するそれぞれの担当部署 

Ｂ． 社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ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、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 〔アドバンテスト環境・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.advantest.co.jp/environment/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 マレーシアにおける植林活動 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 （財）国際緑化推進センター（JIFPRO） 

１ 

活動の概要 商業伐採などで激減した熱帯林（フタバガキ）の再生支援を目的に、植林事

業資金を寄附し、現地に社員の植林ボランティアを派遣した。 

活動名 2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会への支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会実行委員会 

２ 

活動の概要 知的障害者の社会参加を支援する「スペシャルオリンピックス」の活動趣旨

に賛同し、同大会実行委員会に寄付を行った。 

３ 活動名 新潟中越地震の被災者に対する義援金 
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活動形態 ａ、ｈ 

寄付･連携先 新潟県ほか 

活動の概要 2004年10月に発生した新潟県中越地震の被害に対する復興支援として、

新潟県や地元企業に対して義援金を贈った。 

活動名 スマトラ沖地震／インド洋大津波に対する義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字ほか各国赤十字、ユニセフ、国連難民高等弁務官事務所 

４ 

活動の概要 2004年12月に発生したスマトラ沖地震／インド洋大津波の被害に対し、社

員から義援金が寄せられ、会社からの寄付と併せて贈った。 

活動名 障害者雇用のための特例子会社設立 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付･連携先 （株）アドバンテストグリーン 

５ 

活動の概要 障害者の雇用機会を創出し、採用・育成していくための特例子会社である

（株）アドバンテストグリーンを2004年10月に設立した。 

活動名 研究機関への支援 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 大規模集積システム設計教育研究センター（略称：VDEC） 

６ 

活動の概要 半導体産業の更なる発展および優秀な技術者の育成に貢献するため、当

社製品（SoCテスタ、EB露光装置）を寄付した。

活動名 教育機関への支援 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 国内15大学 

７ 

活動の概要 計測技術の更なる発展と新たな技術革新の原動力を担う若い技術者の育

成に貢献するため、当社製品を寄付した。 

活動名 「地球に優しい企業活動発表会」への参加 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人市民立ＮＰＯカレッジ 

８ 

活動の概要 環境保全活動を更に発展させるため、産学民官の連携を強化することを目

的に行われた企業活動発表会で、当社の活動を事例として発表した。 

活動名 ビオトープ研究に関する協力 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 群馬大学 

９ 

活動の概要 人間と環境が共生できる環境を保全するため、群馬大学と相互協力し、ビ

オトープの動植物の生息状況などを調査研究し、管理に活用している。 

活動名 中古パソコンの寄付 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 ドイツ、イタリア、韓国など 

１０ 

活動の概要 現地の学校や孤児院に中古パソコンを寄付した。 

活動名 使用済み切手の寄付 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 ジョイセフ 

１１ 

活動の概要 使用済み切手を回収し、寄付を行った（ジョイセフが換金し、再生自動車な

どを途上国に寄付している）。 

活動名 インターンシップの受入れ 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付･連携先 各大学 

１２ 

活動の概要 実際の業務を経験する機会を提供することにより、学生の社会性や職業意

識の形成を助ける。 
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活動名 開発センタの見学 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付･連携先 高校 

１３ 

活動の概要 社会見学の一環として当社の開発センタを案内し、研究・開発業務の様子

を見学してもらった。 

 

株式会社穴吹工務店 
１．社会貢献のミッションや目標 

地域密着を事業方針とし、地域活性化事業、スポーツ・文化支援活動を通して地域社会から愛される企

業を目指す。 

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 広報室・広告宣伝局・販売促進部 スタッフ数 １３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 第11回穴吹工務店レディースカップの共催 

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 さぬき高松まつりへの協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 高松市高松祭振興会 

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 塩江花火大会への協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 塩江温泉感謝祭実行委員会（塩江町観光協会） 

３ 

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 穴吹サーパスカップ瀬戸内少年剣道大会の共催 

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、および１,000人が参加する四国 大級

の剣道大会。 

 

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社） 
１．社会貢献のミッションや目標 

 良き企業市民として、社会とのコミュニケーションを積極的に図り、社会から信用・信頼される企業であ

り続けること。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

 1974年に日本で 初にがん保険を発売した保険会社として、また、がん保険・医療保険など「生きるた

めの保険」を通じて、病気と闘う患者ご本人やそのご家族を応援してきた会社として、これら「がん」「医

療」の分野における社会貢献活動に注力することによって、日本の社会への貢献と還元を果たす。 

３．重点分野 〔 その他 〕 
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４．推進体制 

担当部署名 広報部社会公共活動推進グループ スタッフ数 ６名

D．企業財団・公益信託 〔公益信託アフラックがん遺児奨学基金 〕 

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 

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（ディスクロージャー誌） 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  〔アフラックの社会貢献活動、ＫＩＤＳ誌 〕 

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.aflac.co.jp/corp/mesena/mesena_index.html 

活動名 アフラックペアレンツハウスへの運営支援（財団・ＮＰＯとの協働事業） 

活動形態 ａ、ｇ       

寄付･連携先 （財）がんの子供を守る会、ＮＰＯ法人ファミリーハウス 

１ 

活動の概要 

 

小児がんなどの難病治療のために遠方から上京し専門病院で治療を受け

る子どもとそのご家族を経済的・精神的にサポートする同施設を全面的に

運営支援。 

活動名 「アフラックペアレンツハウス」への物品寄付 

活動形態 ｂ、ｄ      

寄付･連携先 （財）がんの子供を守る会、ＮＰＯ法人ファミリーハウス 

２ 

活動の概要 

 

有志社員、アソシエイツ（保険販売代理店）が、ペアレンツハウスへ生活用

品、テレホンカードなどを寄贈。 

活動名 公益信託アフラックがん遺児奨学基金の設立・運営 

活動形態 ａ、ｆ   

寄付･連携先 株式会社りそな銀行 

３ 

活動の概要 

 

がんにより主たる生計維持者を亡くした高校生を対象に月額25,000円(返還

不要)を給付する奨学金制度。社員やアソシエイツの寄付金により運営。 

活動名 「公益信託アフラックがん遺児奨学基金」街頭募金 

活動形態 ｄ、ｇ    

寄付･連携先 ＡＦＬＡＣ全国アソシエイツ会 

４ 

活動の概要 

 

毎年９月の「がん征圧月間」を中心に、全国約130ヵ所で、社員、アソシエイ

ツが共に街頭に立ち、「アフラックがん遺児奨学基金」への募金の呼びかけ

を行う。 

活動名 ワンハンドレッドクラブ 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ、ｈ      

寄付･連携先 アフラックペアレンツハウス、公益信託アフラックがん遺児奨学基金、ＷＷＦ

(世界自然保護基金日本委員会)、日本自然保護協会、調布市緑の保全基

金 

５ 

活動の概要 

 

有志社員が希望の寄付先を設定し、毎月の給与天引きで１口100円(任意

口数)の募金に参加。会社からも同額マッチングを行う。 

活動名 チャリティーコンサートの開催 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ      

寄付･連携先 がん関連団体 

６ 

活動の概要 

 

がんをはじめとする難病と闘う子どもたちとそのご家族の支援を目的とした

チャリティーコンサートを全国各地で開催。集客や、会場内で行うチャリティ

ー活動は、社員、アソシエイツが主導で行う。 

活動名  災害時の義援金支援 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ、ｈ      

７ 

寄付･連携先 日本赤十字社など 
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活動の概要 

 

甚大な災害が発生した時に、イントラネットを活用した社内募金を行う。有志

社員は給与天引きで、１口100円(任意口数)の募金活動に参加、会社からも

同額マッチングを行う。 

活動名 がんを知る10日展 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ、f      

寄付･連携先 （財）がんの子供を守る会、公益信託アフラックがん遺児奨学基金、NPO法

人ファミリーハウス 

８ 

活動の概要 

 

がんの発生メカニズムや予防、 新治療などの「がん」の総合展を全国各

地で開催。入場料は上記に寄付するほか、期間中の運営は社員ボランティ

アが行う。 

活動名 バレンタイン献血 

活動形態 ｄ、ｆ    

寄付･連携先 日本赤十字社 

９ 

活動の概要 

 

２月は血液が も不足する時期であることから、ＡＦＬＡＣ全国アソシエイツ

会(販売代理店組織)とともに、全国で日赤が行う献血活動に協力。 

活動名 パンボラ 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ      

寄付･連携先 調布市通所授産施設「すまいる」 

10 

活動の概要 

 

毎日昼休みの時間帯に、調布にある自社ビルのロビーを一部開放し、通所

授産施設「すまいる」(知的ハンディキャップのある方が仕事を通じて自立を

目指す福祉施設)のパン工房で焼いたパンの販売場所として提供。 

 

株式会社アルファ・イーコー 
１．社会貢献のミッションや目標 

行政や地域社会との連携を深め、教育や文化、趣味、ボランティア、カウンセリング、国際交流などの分

野で、いつ、どこでも、誰でもが自由に学べる機会を提供し、地域や世代を越えた心の交流を通じて、民

間レベルでの生涯学習活動、社会貢献活動を展開し、道徳観、倫理観の高揚による心豊かな社会づくり

の実現に寄与する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

（１）道徳観、倫理観の高揚 

（２）地域間、世代間の相互交流 

（３）生涯学習の振興 

（４）外国人留学生の支援 

３．重点分野 〔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 ＣＳＲ部 スタッフ数 ３名

Ｅ． 社員によるボランティア組織等〔ＮＰＯ Ｎ・Ｃさくら会〕 

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 

Ｃ． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成〔開催報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 佐倉市小・中学校今春卒業生作文募集 

活動形態 ｂ、ｄ、ｇ 

１ 

寄付･連携先 ＮＰＯ Ｎ・Ｃさくら会 
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活動の概要 卒業を機に保護者への感謝や将来への夢・目標をテーマに作文を募集。 

優秀作品20編を選考し、行政、学校関係者へ贈呈（平成16年度応募約

1,000編）。 

活動名 教育セミナー 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 ＮＰＯ Ｎ・Ｃさくら会 

２ 

活動の概要 地域を拓く真の教育者の育成をめざし、教員の資質向上のための研修を実

施。年２回開催で毎回約30名参加（佐倉市および周辺地域の教員対象） 

活動名 心の生涯学習セミナー 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 ＮＰＯ Ｎ・Ｃさくら会 

３ 

活動の概要 心豊かな人生を送るための心のあり方（心づかい、行い）について、一般市

民を対象に開催、年１回開催で約100名参加（佐倉市および周辺地域の市

民対象）。 

 

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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書〔社会・環境報告書〕 

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。 

活動名 新国立劇場の運営支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 新国立劇場 

３ 

活動の概要 賛助会員として芸術公演活動を支援 

活動名 防災グッズを寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 被災地域の市町村 

４ 

活動の概要 「新潟中越地震」被災地へ、手回し充電器つきラジオを寄贈。 
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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 

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、文化・芸術、環境 〕 

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.ando-corp.co.jp/corp/social.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 大学への講師派遣 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 関東学院大学、福山大学 

１ 

活動の概要 役員、社員を大学に非常勤講師として派遣している（週１回） 

活動名 献血活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 日本赤十字など 

２ 

活動の概要 九州支店の社員がまとまって献血活動を行っている（年２回） 

活動名 芸術文化活動 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 トッパンホール 

３ 

活動の概要 トッパンホール主催のクラシックコンサートに特別協賛 

 

アンリツ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

アンリツグループ企業行動憲章に『良き企業市民として積極的に社会貢献活動を行います。』と謳ってい

ます。 

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 

アンリツがグローバル化を進める中で、各国の法令遵守は勿論、「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所存です。 

社会との関わりとして、つぎの６点を行動規範に謳っています。 

①各国の法令を遵守するとともに現地の文化や習慣に十分配慮し、国際社会との協調に努め、現地

の発展に貢献すること。 

②地域社会との協調に努め、地域発展のために貢献すること。 

③環境保全のために企業が果たすべき役割と社会貢献を自覚し、環境に配慮した製品の開発と生産

を追及し、人と自然が共存できる豊かな社会づくりに貢献すること。 

④寄付を行う場合には、その必要性、妥当性を十分考慮し、関係法令に従って行うこと。 

⑤政治献金、選挙、政治活動に関しては、政治資金規正法、公職選挙法などの関係法令を遵守する

こと。 

⑥市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては断固たる態度・行動をとり、

一切の関係を遮断し、それからの活動を助成するような行為は行わないこと。 

３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育、災害救援〕 
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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推進委員会〕 

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． サスティナビリティ報告書〔アンリツＣＳＲ報告書２００５〕 

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.anritsu.co.jp/J/Corp/csr.asp    

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 愛地球博への寄付 

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 博覧会会場の設営費の一部を負担(寄付)。 

活動名 新潟県中越地震災害義援金の寄付 

活動形態 ａ、ｂ 

寄付･連携先 新潟県中越大地震災害対策本部 

２ 

活動の概要 グループ全体での義援金寄付、社内募金、物資供与、マッチング寄付。 

活動名 スマトラ沖大地震義援金の寄付 

活動形態 ａ、ｂ 

寄付･連携先 日本赤十字社、日本経済団体連合会 

３ 

活動の概要 グループ全体での義援金寄付、社内募金。 

 

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 

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〔環境報告書に一部記載〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 地域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 「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）ダム水源地環境整備センター 

２ 

活動の概要 国交省などが国民に森や湖に親しむ機会を創出し、森林やダムなどの水資

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 ２００５年スペシャルオリンピックス（ＳＯ）への協力 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 ２００５年ＳＯ冬季世界大会実行委員会 

３ 

活動の概要 知的発達障害のある人々の自立と社会への参加を促すとともに、人々の親

睦と国際交流を図ることを目的とした世界的な競技会への協賛。 

４ 活動名 （財）新国立劇場への協賛 
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活動形態 ａ 

寄付･連携先 （財）新国立劇場運営財団 

活動の概要 わが国の現代舞台芸術の飛躍的な充実発展をはかり、国民が広く芸術文

化を享受できる場として、また国際的・文化的な貢献をしていくことを目的と

して開場した標記劇場への協賛。 

活動名 新潟県梅雨前線豪雨被害に対する義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 新潟県 

５ 

活動の概要 新潟県梅雨前線豪雨被害に対する義援金の協力。 

活動名 新潟中越地震災害義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 新潟県 

６ 

活動の概要 新潟中越地震災害に対する義援金の協力。 

活動名 福井県および福井市梅雨前線豪雨被害に対する義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 福井県,福井市 

７ 

活動の概要 福井県梅雨前線豪雨被害に対する義援金の協力。 

活動名 福岡県西方沖地震災害義援金への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 福岡県 

８ 

活動の概要 福岡県西方沖地震災害に対する義援金への協力。 

活動名 スマトラ沖大地震義援金募金への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

９ 

活動の概要 インドネシアスマトラ沖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。 

 

株式会社伊勢丹 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サスティナビリティ報告書〔企業活動レポート〕 

 

株式会社イトーヨーカ堂 
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 
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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 〔企業の社会的責任報告書－社会･環境活動報告書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.itoyokado.co.jp/company/profile/csr/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 子ども図書館 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

 

児童図書の専門家が選んだ約8,000冊の絵本や物語を揃え、専任の司書を

配置し、読みきかせ、工作会なども随時行っています。11店舗で設置。 

活動名 マタニティ・育児相談室 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 

 

保健師、助産師の資格を持った相談員が159店舗において、月2～9回、無

料で相談に応じています。 

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 

 

「小さな手づくりの童話で母と子の心の結びつきを育む」をテーマに、毎年

手つくりの童話を募集し、優秀作品を表彰しています。 

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 

４ 

活動の概要 盲導犬の育成の為、店頭に募金箱を設置し、募金活動に協力しています。 

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 

５ 

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ます。 

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  

６ 

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ます。 

活動名 環境保護運動 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先  

７ 

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見定め、その削減に

取り組んでいる。 

活動名 研修の受入 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

 

地域に密着した店づくりの一環として、地元の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   

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 

 

店舗周辺の高齢者や障害のある方を招待し、店舗設備のご案内をしながら

ご意見をうかがい、今後の店つくりや接客などに生かしている。 
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活動名 社内人権標語の募集 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先  

10 

活動の概要 

 

毎年１回、関連会社を含むグループの社員＋ご家族に対し、人権の意識の

啓発と向上につながる標語を募集。優秀者へ表彰を行う。 

 

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社会の実現を目指す。 

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。 

（環境報告書2004参照） 

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、国際交流･協力〕 

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〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔「ふれあいのネットワーク」〕 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔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.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・アンサンブルを招聘し、1階ロビー等

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、食事お

よ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年から子ども達の環境教育、夏休

み自由研究のお手伝いを伊藤忠グループ社員およびＮＧＯや学生ボランテ

ィアで行っている。 

活動名 「アサヒビールの夕べ」チャリティーオークション・バザー 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン 

３ 

活動の概要 

 

毎年夏に食料カンパニーの主催により行われる「アサヒビールの夕べ」の会

場の一角にてチャリティーオークション・バザーを開催。役員・主管者および

グループ会社からの提供商品を販売し、その売上を寄付。 

４ 活動名 東京都障害者スポーツ大会 
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活動形態 ｂ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先 （社福）それいゆ花の里 

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ボランティアを行

っている。食料カンパニーより飲料約2,000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 

 

東京本社ビル横ＣＩプラザにて行われるフリーマーケットに社員ボランティア

「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 

寄付･連携先 （財）日本自然保護協会 

７ 

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、（社福）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 献血およ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および骨髄バンクドナー登録を実施。 

 

伊藤忠テクノサイエンス株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

１、人材育成/教育支援 

２、社会福祉支援 

３、地域に密着した企業市民としてのボランティア活動 

４、環境配慮を通じた社会貢献 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

私たち伊藤忠テクノサイエンス（CTC）は、CTCグループの『企業理念』を常に念頭に入れつつ、『企業とし

ての社会的責任』を果たす為、｢人材育成/教育｣｢社会福祉｣｢市民活動｣｢文化活動｣等の分野において

人材や知識／情報技術などの資源を活用し、豊かでゆとりのある社会の実現を目指して、社会貢献活

動を積極的に推進する。 

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、災害救援〕 
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４．推進体制 

担当部署名 総務部 社会貢献・環境グループ スタッフ数 ４名

B．社内横断的推進組織 〔総務部 社会貢献・環境グループ 〕 

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 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 補助犬育成支援 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 日本補助犬協会 

１ 

活動の概要 

 

将来、補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）になる仔犬の育成を資金面でサポ

ートし、パピーウォーカー（仔犬飼育ボランティア）や各種ボランティア、育成

団体と共に、積極的に補助犬育成に参加。 

活動名 地域社会への貢献 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 ちよだ企業ボランティア連絡会 

２ 

活動の概要 

 

地域の特性を尊重し、地域社会のニーズを把握したプログラムの企画立案

および地域社会で展開されるボランティア活動のバックアップ 

活動名 集団献血 

活動形態 ｂ、ｄ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

３ 

活動の概要 本社会議室において従業員を対象とした集団献血を実施。 

 

株式会社伊予銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

当行を育てていただいた地域へのご恩返しというスタンスに立って。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

当行の企業理念「潤いと活力ある地域の明日を創る」 

３．重点分野 〔社会福祉、文化･芸術、史跡･伝統文化保全、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部、人事部、広報文化室 スタッフ数 ３名

Ｂ． 社内横断的推進組織〔伊予銀行「小さな親切」の会〕 

Ｄ． 企業財団・公益信託〔（財）伊予銀行社会福祉基金〕 

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.iyobank.co.jp/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 地域文化活動助成制度 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 愛媛県内の伝統文化・伝統芸能団体 

１ 

活動の概要 愛媛県内で伝統文化・伝統芸能などを保存・伝承している団体に年２回助

成金を贈呈している。 

活動名 社会福祉機器の贈呈 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 愛媛県内の福祉施設 

２ 

活動の概要 愛媛県内の福祉施設に年１回、送迎用の自動車などを贈呈している。 
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活動名 母子家庭への奨学金の支給（返還不要） 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 愛媛県内の母子家庭の高校生 

３ 

活動の概要 愛媛県内の母子家庭の高校生に３年間、奨学金を支給（返還不用）。 

 

ウシオ電機株式会社 
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・地域社会の一員として、地域に貢献するとともに、地域社会との共存共栄に努めます。 

・環境保全の取り組みを通じて、持続可能な社会の実現に貢献します。 

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． サスティナビリティ報告書〔ＵＳＨＩＯサスティナビリティレポート２００５〕 

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 小学生モノづくり体験ツアー 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先 中播磨県民局地域振興部 

１ 

活動の概要 地元の小学生を対象とした工場見学体験ツアーを実施。 

環境への取り組みについても紹介。地域モノづくり産業活性化の支援。 

活動名 周辺清掃活動に参加 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 工業団地 

２ 

活動の概要 国内グループ企業が周辺企業との清掃活動に参加。 

花壇の手入れ、緑化植栽、道路・側溝清掃 

 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔 レスポンシブル・ケア報告書 〕 

 

エーザイ株式会社 
３．重点分野 〔健康・医学、学術・研究 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、Ｖ休暇、Ｖ研修 

６．社会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 

Ｄ． ホームページに社会献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.eisai.co.jp/social/esreport/index.html  

７．主な社会献活動メニュー 

活動名  学術振興の推進 １ 

活動形態 ａ   
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寄付･連携先 内藤記念科学振興財団 

活動の概要 

 

人類の疾病の予防と治療に関する自然科学の基礎的研究を奨励し、学術

の振興、人類の福祉に寄与することを目的とした活動を実施している。 

活動名 医療の社会科学研究の推進 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 （財）医療科学研究所 

２ 

活動の概要 

 

医療経済研究を中心とした医療に関わる学際的研究、若手研究者の育

成、研究助成、シンポジウムなどを開催している。 

活動名 医療功労賞 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 読売新聞 

３ 

活動の概要 

 

国内外において困難な医療環境の下、地域住民の健康増進のため長年に

わたり医療・福祉業務に従事された方を表彰している。 

 

ＡＩＧ株式会社 
日本におけるAIGグループ 

（アリコジャパン、AIGスター生命、AIGエジソン生命、AIU保険会社、アメリカンホーム保険会社） 

１．社会貢献のミッションや目標 

AIGグループは米国に本社（持ち株会社）を置き、世界130の国・地域で活動する国際企業であるが、そ

れぞれの国・地域において「良き企業市民」として認知されることは、事業を永続的に展開する上で必須

である。営業開始60年の歴史を持つ日本においても、本業である保険事業を通じて安心と豊かさを提供

するに止まらず、責任ある企業として社会に貢献する活動を行う。 

３．重点分野 〔健康･医学、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 AIG（株）広報部 スタッフ数 （部全体で）９名

B．社内横断的推進組織（グループ内横断的推進組織）〔AIGグループ広報部会 〕 

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 

Ａ． アニュアル・レポートに記載（グループ各社のビジネスレポートに適宜記載） 

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.aig.co.jp   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 墨田区における地域貢献事業（AIGグループ） 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 （財）新日本フィルハーモニー交響楽団 

１ 

活動の概要 

 

AIGが活動拠点のひとつとする東京墨田区エリアにおいて、新日本フィルと

協力して地域の音楽文化・教育振興を目的に2004年より実施。 

活動名 NYシティオペラ来日公演リハーサルに子どもたちを招待（AIGグループ） 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 ニューヨークシティオペラ 

２ 

活動の概要 

 

公演リハーサルに墨田区の中学生他を招待。同オペラは子ども・学生向け

教育活動で定評があり、来日中の教育プログラムの一部をAIGグループが

支援した。 

活動名 ピンクリボン活動支援（AIGスター生命） 

活動形態 ａ    

３ 

寄付･連携先 乳房健康研究会 
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活動の概要 

 

「乳がん」の定期的な検診の促進、早い発見や治療のための啓発を行って

いるNPO法人・乳房健康研究会への寄付を通じて、同会の推進する「ピンク

リボン運動」を応援する。 

活動名 盲導犬育成の支援（アリコジャパン） 

活動形態 ａ     

寄付･連携先 全国盲導犬施設連合会 

４ 

活動の概要 

 

生命保険の販売を通じて盲導犬育成に協力する仕組みで1995年開始。お

客様がアリコの保険に盲導犬扱いで契約された場合、アリコから全国盲導

犬施設連合会に所定の期間中（継続的に）寄付を行う。2004年には30周年

記念事業として特別寄付も行った。 

活動名 エイズストップ基金への寄付（アリコジャパン） 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （財）エイズ予防財団 エイズストップ基金 

５ 

活動の概要 

 

エイズ啓発を目指して活動する「日本エイズストップ基金」の趣旨に賛同し、

特別寄付を行った。 

活動名 長崎県消防学校への機材贈呈 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 長崎県消防学校 

６ 

活動の概要 

 

長崎コールセンター立地２周年を記念し、長崎における救急救命士・救急隊

員の処置技術の更なる向上を期待し、救急救命関係資機材を贈呈した。 

活動名 日本フィル公演の支援（アリコジャパン） 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本フィルハーモニー交響楽団 

７ 

活動の概要 12月の第九コンサート、3月のサンデーコンサートの支援を行った。 

活動名 高校生国際交流プログラム（AIU保険会社） 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

 

日本創業40周年を記念し、青少年育成に寄与するべく1987年から開始。日

本人高校生を、毎夏、奨学金(参加費用無料)でアメリカへ派遣している。 

活動名 スペシャルオリンピックス冬季世界大会への寄付（AIGグループ） 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 国際交流基金 

９ 

活動の概要 大会理念に賛同し、大会成功の一助となるべく寄付を行った。 

 

ＳＡＰジャパン株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 日本赤十字社 

活動形態 ａ      

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 災害・医療支援 

活動名 日本ユニセフ 

活動形態 ａ      

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 難民支援等 
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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およ

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 ２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． サスティナビリティ報告書〔ＣＳＲ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  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 災害支援 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先 地方自治体 

１ 

活動の概要 義援金、医薬品（当社製品）の提供、社員ボランティアの派遣 

活動名 中学生企業訪問受け入れ 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 修学旅行や課外学習の中学生で医薬品に興味のある生徒の希望に答えて

実施。 

 

ＳＭＫ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

ＳＭＫ ｢行動指針｣ 

｢社会への貢献を考え、誇りと自信をもって行動する｣ 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

ＳＭＫグループ企業行動憲章より 

各事業所は現地の習慣および文化を尊重しつつ国際ルールを守り、｢良き企業市民｣として現地の発展

に寄与する経営を行う。 

３．重点分野 〔社会福祉、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 渉外秘書室 スタッフ数 ３名

B．社内横断的推進組織 〔環境室 〕 

D．企業財団・公益信託 〔（財）昭和池田記念財団 〕 

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、マッチングギフト 
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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.smk.co.jp   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 中越地震、インド洋大津波へ義援金を贈る。 

活動形態 ａ、ｆ   

寄付･連携先 新潟県災害対策本部、日本赤十字社 

１ 

活動の概要 

 

当社グループの社員と会社が協力して、中越地震およびインド洋大津波の

被災者に義援金を贈った。 

活動名 献血 

活動形態 ｄ、ｇ   

寄付･連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要 健康診断時、朝礼や社内報等で献血活動をＰＲして推進。 

活動名 ユニセフ外貨コイン募金活動 

活動形態 ａ、ｇ   

寄付･連携先 ユニセフ 

３ 

活動の概要 

 

社内全事業所に募金箱を設置し、海外出張や海外旅行時の外貨残りや日

本円を募金。社内報等でＰＲ。 

活動名 外国人留学生の社内寮への受け入れ 

活動形態 ｃ、ｇ   

寄付･連携先 留学生支援企業協力推進協会 

４ 

活動の概要 外国人留学生３名を当社の寮に受け入れ、留学生の勉強のサポートをす

る。 

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 

活動形態 ｄ、ｇ、ｈ   

寄付･連携先 地域の経営者協議会主催（茨城） 

５ 

活動の概要 海岸のゴミ拾いに当社および関連会社の社員ボランティアが参加。 

活動名 集中豪雨被害に義援金を送る 

活動形態 ａ、ｆ    

寄付･連携先 東京商工会議所 

６ 

活動の概要 新潟、福島、福井での集中豪雨被害に対して義援金を送った。 

活動名 フィリピン洪水被害に対し救援物資を贈る 

活動形態 ｂ、ｆ、ｈ    

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

 

当社の海外事業所のボランティアが被災地を訪問し、救援食料の配給を行

った。 

 

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、国際交流・協力〕 
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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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲレポート 2005年9月9日発行〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 古本楽市 

活動形態 a、d 

寄付･連携先 （社）シャンティ国際ボランティア会 

１ 

活動の概要 社員から古本を集め、100円/冊を販売し、売上を寄付 

 

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 

私たちは企業理念・企業行動憲章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、社会活動の推進を行います。 

※日本経団連１％（ワンパーセント）クラブの法人会員として、経常利益の１％相当額以上を社会貢献活

動に支出するように努めます。 

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、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「社会貢献活動推進会議」を設置 

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、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.fielding.co.jp/cr/commuity/index.htm 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 盲導犬育成募金 

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まっ

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」活動 

活動形態 ｂ     

２ 

寄付･連携先 日本電気（株） 
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活動の概要 

 

使用済み切手、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（株）およ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ために、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 淀川マラソンへの支援 

活動形態 ａ、ｄ    

寄付･連携先 大阪・淀川マラソン実行委員会／ふるさ都夢づくり協議会 

５ 

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５

０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 

６ 

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 

７ 

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。 

 

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、社会に真に有益なものを還元することにより、地元社会との共生のもとに成り立つ

という考え方に従い、積極的な社会貢献活動に従事しております。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

各拠点に所在地域の要請に沿うよう、ガイドラインを定めています。 

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〕 

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、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 里山にツツジ植樹 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 豊岡村敷地 

１ 

活動の概要 従業員と家族100名で参加し、ツツジ450本の苗木を植樹。 

活動名 大学へ「もの造り」支援 

活動形態 ｇ 

２ 

寄付･連携先 全日本フォーミュラ大会 
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活動の概要 学生たちが自分たちで製作した小型レーシングカーを持ち寄り競い合う大

会で、製品を無償提供し技術アドバイスを行う。 

活動名 緑化募金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 磐田市緑化推進協会 

３ 

活動の概要 緑の募金活動。 

活動名 グラウンド無償開放 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 宝塚市スポーツ団体（リトルリーグ） 

４ 

活動の概要 グラウンドを無償開放。 

活動名 清掃ボランティア 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 宝塚市ほか 

５ 

活動の概要 清掃ボランテイアに参加。 

 

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 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、環境、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 ３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休暇、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 

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 

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/profile/p0614.html    

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 寄付金付き年賀ハガキの活用 

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 

 

世界の恵まれない子ども達を支援している団体が行っている｢寄付金付き

ハガキ｣を毎年数万枚購入し、年始の挨拶状などに活用している。

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 

２ 

活動の概要 

 

障害をもった方が福祉作業所・授産施設で作ったお菓子に寄付金を付けて

社員へ数千個販売し、当社はお菓子の販売で集まった寄付額と同額をマッ

チングし、ＮＰＯ団体等へ寄附している。

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   

３ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人ピースウィンズ・ジャパン  
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活動の概要 

 

1997年よりクリスマスの時期に、社内チャリティオークションおよび募金活動

を行い、金品を集めてＮＰＯ団体等へ寄附している。 

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 

４ 

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、参加

人数に合わせたマッチング寄附を行っている。 

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 江東区立中学校 

５ 

活動の概要 

 

1998年より江東区内の中学生を対象に、社会体験学習の一環として当社シ

ョールームで｢未来のIT社会｣を体験してする機会を提供している。

活動名 ＫＩＤＳプロジェクトへの参加 

活動形態 ｈ   

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 ＫＩＤＳ 

６ 

活動の概要 

 

1993年より当イベントに参加している。初めてボランティア活動を行う社員

の研修と位置づけ、事前研修を実施後参加する。 

活動名 手話＆聴導犬講習会 

活動形態 ｃ、ｆ、ｇ    

寄付･連携先 ＮＴＴmimiプロジェクト （社福）日本聴導犬協会

７ 

活動の概要 

 

聴覚障害について理解を深めることを目的として、社員だけでなく、市民に

も参加してもらい手話講習会と聴導犬講習会を実施した。

活動名 NTT DATA CONCERT OF CONCERTS Opus10

活動形態 ｆ、ｇ    

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

 

1996年よりサントリーホールでクラシックコンサートを開催。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3,000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。 

活動名 夏休みこどもＩＴ体験 

活動形態 ｃ、ｆ    

寄付･連携先  

10 

活動の概要 

 

当社ショールームにて夏休み時期に小学生を対象にしたＩＴ体験イベントを

行う。これからの社会を担い、こどもたちに実際にＩＴに触れて体感してもらう

ことを目的として参加費は無料としている。

 

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。 
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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（子どものバランス回復）、マルチメディア教育、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 〔教育･社会教育、環境、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会環境推進部 スタッフ数 24名

Ｂ． 社内横断的推進組織〔社会貢献活動推進部（ＣＳＲ委員会下部組織）〕 

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、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． サスティナビリティ報告書〔NTTドコモ ＣＳＲ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〔ドコモの社会貢献活動の本2005〕 

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/csr/social/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ドコモ ケータイ安全教室（2005年5月より実施） 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先 独自施策 

１ 

活動の概要 関東甲信越地域の小・中・高校を対象に、学校等の教育機関と協力して、

大200校の規模で実施。形式は学校等の授業に、ドコモが直接講師を派

遣し、情報モラル・マナー教育を実施する。 

活動名 ドコモスポーツ教室 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先 大宮アルディージャ、NTTドコモ野球部、（財）日本テニス協会 

２ 

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」 

３ 

活動の概要 テレビ電話体験や画像を加工して、４コママンガの作成等のマルチメディア

体験を通じて、親子のふれあいの機会を作ることを目的にして、1都９県で

開催しました。 

活動名 ドコモ未来ミュージアム 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 未来ミュージアム実行委員会 

４ 

活動の概要 子どもたちの未来や夢を描く力を支援する創作絵画コンクールで、未就学

生から中学生を対象に絵を募集し、優秀作品について表彰しました。 

活動名 こどもどこでもものがたり（2005年4月実施） 

活動形態 ｄ、ｆ 

５ 

寄付･連携先 NPO法人CANVAS 
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活動の概要 子ども達のデジタル表現力の促進、ならびに異文化理解の促進をすること

を通じて i-mode の先進的・ポジティブな利用方法の国際社会へのPRを目

的として、日仏の子どもたちが携帯電話のカメラ機能で撮影した画像でスト

ーリーを作成し、後日日仏間で交換して独自のストーリーを新たに作成しま

した。 

活動名 ドコモの森 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 （社）国土緑化推進機構 

６ 

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26ヵ所で実施しています。なお2012年までに、全国47都道府県全てに設

置予定としており、総面積約160ha、CO2総吸収量約6000ｔを超える見込み

です。 

 

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

社会への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． サスティナビリティ報告書〔企業行動報告書２００５〕 

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.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。 

活動名 紙の博物館への協力 

活動形態 ａ、ｄ 

３ 

寄付･連携先 （財）紙の博物館 
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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、「王子の森自然学校」の開催 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 （社）日本環境教育フォーラム 

４ 

活動の概要 国内社有林の一部を「王子の森」として開放し、見学コースをととのえてい

る。また、自然体験型環境プログラム「王子の森自然学校」を日本環境教育

フォーラムと共同で開催している。 

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 苫小牧工場にアイスホッケーチーム、春日井工場に野球チームを擁し、ス

ポーツの振興に力を注いでいる。 

活動名 ベトナムにおける苗木無償提供 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 ベトナムの植林子会社ＱＰＦＬ社が、現地住民に対し、苗木の無償提供を行

い、地域の緑化に貢献している。 

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 

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 瑞穂市内にある全幼稚園・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ため、当行のイメージキャラ

クターであるパディントンの絵本を瑞穂市を通じて寄贈。 
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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 海津町社会福祉協議会 

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、寄付

金１０万円とともに寄贈。 

活動名 新潟県中越地震・台風 23 号被害・スマトラ沖大地震への義援金拠出活動 

活動形態 ｂ、ｆ  

寄付･連携先 大垣市（新潟県中越地震・台風 23 号被害）日本赤十字社（ｽﾏﾄﾗ沖大地震）

３ 

活動の概要 

 

全行員に義援金拠出を呼びかけ、各被災地に向け大垣市や日本赤十字社

へ義援金を寄託。 

活動名 大垣ハーフマラソンボランティア 

活動形態 ｄ 

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   

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    

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 「献血」ボランティア 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

７ 

活動の概要 全日本女子駅伝の開催場所で献血活動を実施。 

活動名 水門川の清掃活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 水門川クリーン作戦実行委員会 

８ 

活動の概要 

 

市民ボランティア団体である水門川クリーン作戦実行委員会の水門川の清

掃活動へ参加。 

活動名 ベルマークの寄贈 

活動形態 ｂ、ｆ   

寄付･連携先 岐阜盲学校 

９ 

活動の概要 

 

教育環境・設備等の充実に役立てていただく目的で、岐阜盲学校へベルマ

ーク220,000点を寄贈。 

活動名 名古屋シティマラソンボランティア 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 名古屋市 

10 

活動の概要 

 

瑞穂陸上競技場で行われる名古屋シティマラソンにて貴重品預かり所等で

の運営支援にボランティア参加。 
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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、地域社会の活動 〕 

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 ７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． サスティナビリティ報告書に記載 〔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）。 

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２００４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（３回）。 

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（２回）。 

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 

６ 

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 
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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２００４（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 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・ドリーム 

８ 

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 

９ 

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８３名、ボランティア２９名。 

 

大阪トヨペット株式会社 
４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ室 スタッフ数 ４ 名

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ委員会 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ青年海外協力隊休職、社会貢献運動 

 

岡山トヨペット株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職 

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 人道的支援活動 

 

沖電気工業株式会社 
１．社会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､共感を得る社会献活動を実践する｡

２．社会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、本社社会献推進室を中心に、社員と会社が協力して社会

献活動に取り組む。 

３．重点分野  

〔社会福祉、学術･研究、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 コーポレート総務部社会献推進室 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、事業所総務部門内にお手伝いしてもらっている 〕 
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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 

６．社会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 〔環境報告書 〕 

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

Ｄ． ホームページに社会献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： http://www.oki.com/jp/Home/JIS/Profile/PT/index.html 

７．主な社会献活動メニュー 

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 

１ 

活動の概要 

 

第8回（５月）、第9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 長野県小諸市と森林の里親協定を締結 

活動形態 a 

寄付･連携先 長野県小諸市 

２ 

活動の概要 

 

長野県が推進する「森林の里親促進事業」に参加し､小諸市の森の里親に

なる協定書を締結。2005年２月から５年間､小諸市の森林整備に協力する。

活動名 ＯＫＩ山と緑の協力隊 

活動形態 f、h 

寄付･連携先 NPO法人地球緑化センター、群馬森林管理署 

３ 

活動の概要 

 

群馬県松井田町および静岡県中伊豆にて、沖電気グループ社員・家族を対

象とした森林ボランティア活動を実施。 

活動名 竹とんぼ大会 

活動形態 f、h 

寄付･連携先 府中市郷土の森博物館、江戸糸あやつり人形、国際竹とんぼ協会 

４ 

活動の概要 

 

東京都下、６つの児童養護施設の子どもたち25名を招待し、昔より伝わる

竹とんぼを作りや、あやつり人形劇の観賞を行った。 

活動名 ラオス語絵本づくり 

活動形態 f、h  

寄付･連携先 NPO法人ラオスのこども 

５ 

活動の概要 日本語の絵本にラオス語の翻訳を貼り付け、ラオス語絵本を作る活動。 

活動名 NPO活動報告会 

活動形態 g 

寄付･連携先 （財）さわやか福祉財団、（財）日本シルバーボランティアズ 

６ 

活動の概要 

 

沖電気グループの社員募金「OKI愛の100円募金」で支援する団体の活動

報告会。 

活動名 みなとネットの地域献活動 

活動形態 g  

寄付･連携先 みなとネット（港区企業の社会献担当者ネットワーク） 

７ 

活動の概要 

 

港区の企業20社・2団体（2004年度末現在）で組織する「みなとネット」は、港

区地域献イベントとして、2つの活動を実施した。「チャリティ・ウォーク in 港

区」、「キッズ・パフォーマンス・コンテスト」 

活動名 だれでもできる超初心者パソコン講座 

活動形態 g 

寄付･連携先 蕨市および蕨商工会議所 

８ 

活動の概要 

 

蕨市在住・在勤のパソコン初心者を対象に、年賀状作りを通じたパソコン教

室と、日頃のパソコン操作の疑問を受付けるIT何でも相談会を実施。 
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活動名 東京オペラの森支援 

活動形態 a 

寄付･連携先 企業メセナ協議会 

９ 

活動の概要 

 

2005年3月に東京文化会館で行われた「東京オペラの森」を支援した。新し

く東京で制作したオペラを海外に向けて輸出するという、文化・芸術プロジェ

クト。 

活動名 「OKI愛の100円募金」活動 

活動形態 a、b 

寄付･連携先 日赤、ＮＧＯわかちあいプロジェクト、（社福）東京コロニー、各種ボランティ

ア団体。 

10 

活動の概要 

 

沖電気グループ社員の募金で、献血運搬車寄贈、海外難民等への古着支

援に関わる輸送費拠出、テレワークによる障害者就労事業支援および社員

が関わりを持つ団体支援を行っている。 

 

株式会社奥村組 
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、豊かな社会の形成に貢献する。 

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

４．推進体制 

担当部署名 総務部 スタッフ数 名

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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書〔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.okumuragumi.co.jp/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 2005年日本国際博覧会に対する寄付 

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 2005年日本国際博覧会の建設費として寄付。 

活動名 建設工事現場の見学会 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 地域住民や学生等を対象に現場見学会を実施。 

活動名 インターンシップの受け入れ 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 各大学等 

３ 

活動の概要 各校からの要請により、インターシップを希望する学生を受け入れ。 

活動名 大阪フィルハーモニー交響楽団の活動支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （社）大阪フィルハーモニー協会 

４ 

活動の概要 （社）大阪フィルハーモニー協会に対し、寄付を実施。 

活動名 支店周辺の清掃活動 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 年４回、当社職員約30名が北九州市八幡区所在の支店周辺の清掃活動を

実施。 
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活動名 大阪一斉清掃“クリーン大阪２００４”への参加 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 大阪市環境事業局 

６ 

活動の概要 当社職員約30名が大阪市阿倍野区所在の本社周辺の清掃活動を実施。 

 

尾崎商事株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、V情報提供 

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 岡山県商工会議所（岡山、児島）2団体 

１ 

活動の概要  

活動名  

活動形態 ａ 

寄付･連携先 経済同友会 

２ 

活動の概要  

活動名  

活動形態 ａ 

寄付･連携先 岡山県経営者協会 

３ 

活動の概要  

活動名  

活動形態 ａ 

寄付･連携先 岡山県法人会 

４ 

活動の概要  

活動名  

活動形態 ａ、ｂ 

寄付･連携先 AMDA 

５ 

活動の概要  

活動名  

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本ユニセフ協会 

６ 

活動の概要  

活動名  

活動形態 ａ 

寄付･連携先 岡山県共同募金会 

７ 

活動の概要  

活動名  

活動形態 ａ 

寄付･連携先 岡山県緑化推進協会 

８ 

活動の概要  

活動名  

活動形態 ａ 

寄付･連携先 環境生活文化機構 

９ 

活動の概要  
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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、オムロン京都地域協力基金〕 

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2005 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 

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112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。 



 51

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 （社福）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 「障害者スキー」への協賛 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 （社）日本職業スキー教師協会 

９ 

活動の概要 

   

（社）日本職業スキー教師協会、太陽の家京都事業所との協働にて「障害者

スポーツ講演会」、富山県にてスキー講習会を実施。 

活動名 「親守唄・歌会」への協賛 

活動形態   ａ、ｄ 

寄付･連携先 （財）たんぽぽの家 

１０ 

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 

 

オムロン ヘルスケア株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

企業市民宣言の基 

・社員の理解と共感を得られる活動 

・業績に左右されず地道に継続して行える活動 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

社会と共生する優しい企業であるために 

・時代および社会のニーズに応える活動 

・オムロンヘルスケアの技術・知識・人的資源を活かせる活動 

・オムロンヘルスケアのブランドイメージに適合する活動 

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、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 経営統括部人事総務部 スタッフ数 ５名

Ｆ．その他 

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． サスティナビリティ報告書〔企業の公器性報告書 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.omron.co.jp  
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 福井県で発生した福井水害での寄付 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 福井県庁 

１ 

活動の概要 ミネラルウオ-タ「阿蘇の宮水」2,000本の寄付。 

活動名 新潟県中越地震での寄付 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 新潟県川口町 

２ 

活動の概要 ミネラルウオ-タ「阿蘇の宮水」3,000本の寄付。 

活動名 出前授業の実施 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 京都市立の近隣小学校 

３ 

活動の概要 

 

近隣小学校の総合科の授業の講師として生徒へ、身近な体温計や血圧計

の説明を通して、社員の豊富を語り、夢や希望をもつていただく機会を提

供。 

活動名 出前授業の実施 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 京都市の小学校２校、 

４ 

活動の概要 

 

 京都商工会議所主催の環境授業の一貫として、水銀を使わない、電子式

体温計を通して、水銀の弊害について授業を実施。 

 

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現実を通じて社会に貢献する企業をめざし

ます。 

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.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)エイズ予防財団 

１ 

活動の概要 カード利用に対して一定の割合の金額を当社から提携団体に寄付。 

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、（社福）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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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。 

（６）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 コーポ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 〔ＣＳＲ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 〔花王の社会・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.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。2004年

度は35団体、2,400万円の支援。2004年から、設立１年未満の団体を３年間

継続支援するスタートアップ助成も開始。 

活動名 花王・教員フェローシップ 

活動形態 ｇ     

寄付・連携先 ＮＰＯ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名程度、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。2004年は、５回実施。夢・化学21週末実験教室

へコンテンツの提供。 

活動名 花王ファミリーコンサート 

活動形態 ｆ     

４ 

寄付・連携先 自社 
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活動の概要 

 

花王の工場所在地で、大人と子どもが楽しめる演奏家によるレクチャーコン

サートを実施。地元の子ども達を招待したり、入場料を地域に全額寄付。 

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 自社および点字図書館 

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 自社および（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116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

ンクールを共催。 

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 ＮＰＯ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16名の

社員が参加。収益金は、世界９カ国でのＪＶＣの人道支援に使われる。 

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、さわやか福祉財団等 

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、およびファミリーハウス

等を中心に全国500カ所の施設へ、花王製品（洗剤、シャンプー等）を年２回

寄贈。全国の老人世帯対象給食サービスＮＰＯへは、健康油を寄贈 

 

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〔（財）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/ 
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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） 

活動形態 ａ 

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 

１ 

活動の概要 鹿児島県内に住所又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 鹿児島県内に住所または活動の拠点を有し、一定の活動実績があることま

た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、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 地域文化の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 地元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

級を中心に“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 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  

５ 

活動の概要 2004年5月27日に、ごみゼロ（５・３０）クリーン作戦として、店舗周辺および

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  

６ 

活動の概要 2004年10月8日に、創業記念日クリーン作戦として、店舗周辺および公共の

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  

７ 

活動の概要 巡回移動献血への協力として2004年4月21日および同年11月16日に本店

および事務センターにて実施。 

活動名 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  

８ 

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 

活動形態 ｆ 

９ 

寄付・連携先  
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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、工芸品などの作品をロビーに展示。 

 

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 ＣＳＲ推進室 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 

マッチングギフト、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． サスティナビリティ報告書〔ＣＳＲ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/csr/ 

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 わ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 本社およ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。 

活動名 熱帯森林保護団体活動に協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 RFJ（Rainforest Foundation Japan 熱帯森林保護団体） 

７ 

活動の概要 アマゾンの熱帯雨林の保全と、先住民の文化存続のための活動を支援。 

活動名 カンボジアの教育を支える会「ビデオレター交換プロジェクト」に協力 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 ＮＰＯ法人カンボジアの教育を支える会（PACE） 

８ 

活動の概要 日本とカンボジアの子どもたちが、ビデオレターの交換による「顔の見える」

交流を行い、心の距離を縮め、世界観や価値観を広げるきっかけを作る。 

活動名 「FASID/GRIPS国際開発共同プログラム」に協力 

活動形態 ｃ 

寄付・連携先 （財）国際開発高等教育機構（FASID） 

９ 

活動の概要 国際開発援助業務を学ぶアジア・アフリカからの留学生に対して、実地調

査・視察研修の機会を提供する。 

活動名 「教員の民間企業派遣研修」に協力 

活動形態 ｃ 

寄付・連携先 （財）経済広報センター 

10 

活動の概要 小・中・高等学校等の先生方に企業活動を体験していただき、その体験や

見聞を、授業を通じて子どもたちに伝えてもらう。 

 

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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 

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 ケイロウ シニア ヘルスケアへの寄付 

活動形態 ａ 

１ 

寄付・連携先 ケイロウ シニア ヘルスケア “Ｋｅｉｒｏ Ｓｅｎｉｏｒ Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ” 
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活動の概要 

 

ケイロウは在米日系米人対象の非営利老人介護施設で所在はＬＡ。加州

の助成軽減に伴う運営費不足補填の為２万米弗の寄付を要請され応諾｡ 

活動名 2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会への寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会実行委員会 

２ 

活動の概要 

 

世界的な身障者の冬季スポーツ大会を今年2月末に長野県で催行したもの

で、運営費として1，000万円の寄付を要請され応諾したもの｡ 

活動名 （学）國學院大學創立120周年記念事業に対する寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 （学）國學院大學  ※（学）＝学校法人 

３ 

活動の概要 

 

同校創立120周年記念事業として‘02年度に総額1．5億円の寄付要請あり。

これの３回（ 終）分として5，000万円を寄付したもの｡ 

活動名 （学）海陽学園設立寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 （学）海陽学園 

４ 

活動の概要 

 

‘06年４月開校予定の全寮制中高一貫男子校「海陽学園」（愛知県）への設

立資金寄付要請が中部財界からあり、１億円で応諾したもの｡ 

活動名 東北大学創立100周年記念事業への寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 （財）東北大学研究教育振興財団 

５ 

活動の概要 

 

‘07年６月に東北大が創立100周年を記念して基金設立等を計画中で、同

大学総長等から寄付要請があり、3，000万円で応諾したもの｡ 

活動名 （学）東京女子医科大学への寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 （学）東京女子医科大学 

６ 

活動の概要 

 

同学から附属第二病院施設整備費への寄付協力を要請され、300万円で

応諾したもの｡ 

活動名 （学）大乗淑徳学園創立110周年記念事業への寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 （学）大乗淑徳学園 

７ 

活動の概要 

 

同学園が創立110周年を記念して施設拡充整備を計画しており、寄付の要

請があったのに対し、300万円で応諾したもの｡ 

活動名 （財）新国立劇場運営財団への特別維持会員寄付 

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 

 

‘97年の同劇場オープン以来運営支援の為毎年1，000万円の寄付を続け

ていることの‘04年度分寄付。 

活動名 大賀ホール客席寄付 

活動形態 ｂ  

寄付・連携先 長野県北佐久郡軽井沢町 

９ 

活動の概要 

 

ソニー大賀元会長が軽井沢町に音楽ホールを私財で建てて寄贈した際、要

請に応じて客席用椅子652脚を寄付したもの｡ 

活動名 2005年愛知万博会場建設費募金への寄付 

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（536万円）。 
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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ための

援助事業を行う。 

活動名 インド洋大津波義援金 

活動形態 ａ      

寄付・連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要 

 

2004年12月26日に発生した、スマトラ沖大地震／インド洋大津波被災地へ

の義援金 

活動名 新潟中越地震被災地への現物寄付 

活動形態   ｂ   

寄付・連携先 新潟県栃尾市 

３ 

活動の概要 乾電池 寄付 

活動名 グラウンド・テニスコートの施設開放 

活動形態 ｃ   

寄付・連携先  

４ 

活動の概要 

 

少年ソフトボールチーム、近隣の学校や住民へのグラウンド・テニスコート

の施設開放 

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． サスティナビリティ報告書〔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/2004/index.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 なし 

１ 

活動の概要 各地区で昼休み等を利用して、敷地廻りの清掃を実施。 

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 

２ 

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工場を有しており、地域貢献を兼ねている。 

活動名 新潟県中越地震への義援金拠出 ３ 

活動形態 ａ 
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寄付・連携先 新潟県共同募金会 

活動の概要 会社拠出、従業員募金。 

活動名 スマトラ沖地震への義援金拠出 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本赤十字社 

４ 

活動の概要 会社拠出、従業員募金。 

 

株式会社関電工 
５．社員のボランティア活動支援策 

ボランティア、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 

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.kandenko.co.jp/investor/annual_pdf/report_i.pdf 

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、ｇ 

寄付・連携先 福祉作業所のぞみ園 

１ 

活動の概要 知的障害者の物品販売場所の提供による社会参加実現のお手伝い 

活動名 献血の実施および骨髄バンク登録の協力 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 日本赤十字 

２ 

活動の概要 会社の施設を開放し、献血および骨髄バンク登録に協力 

 

関東自動車工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

＜基本理念＞ 

 あらゆる企業活動を通じて、社会や環境との調和に積極的に取り組む 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

＜取り組み方針＞ 

・幅広い主旨に対して、効果的な寄付活動を実施する 

・事業活動を通じて得た技術・ノウハウ等は、地域産業へ適切に提供する 

・自社施設の積極的な開放・見学の受入を行う 

・地域社会と連携した防犯・防災活動を展開する 

３．重点分野 〔社会福祉、環境、地域社会への活動、その他（交通安全）〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務・渉外部 他 スタッフ数 ３名（兼務）

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、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 

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.kanto-aw.co.jp/area/kankyo/report.htm  



 61

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 福祉車の提供 

活動形態 ｂ、ｆ 
寄付･連携先 横須賀市、新潟県 

１ 

活動の概要 

 

・横須賀市：車イス用スロープ付き福祉車の無料貸出し（１台） 

・新潟県（中越地震被災地域）：電動車イスの無料貸出し（５台） 

活動名 クリーン活動 

活動形態 ｄ、ｆ 
寄付･連携先 各拠点の行政、町内会等 

２ 

活動の概要 

 

・会社周辺の公道および会社施設周辺の自主清掃活動 

・地域社会が実施するクリーン活動への参加協力 

活動名 交通安全活動 

活動形態 ｂ、ｄ 
寄付･連携先 各拠点の警察署、交通安全協会、教育委員会 

３ 

活動の概要 

 

・街頭に立ち、交通安全の呼びかけキャンペーン参加 

・新入学自動に交通安全グッズを提供 

活動名 地域が実施するイベント・祭礼等への協賛・協力 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ 
寄付･連携先 各拠点の行政、公共団体、町内会 

４ 

活動の概要 

 

・ペリー祭、開国祭、マラソン大会、犬そり大会、礼祭（金銭寄付、パレード 

 カーの提供、賞品提供、施設・駐車場の開放、社員の参加・派遣） 

・福祉施設の子ども達を社内祭に招待 

・地域消防団の消火訓練への支援（駐車場、水の提供） 

・公園への植樹 

活動名 オイスカ開発協力団への寄付 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 オイスカ 

５ 

活動の概要 定期的に寄付を実施 

活動名 被災地への救援寄付 

活動形態 ａ 
寄付･連携先 新潟県、日本経済団体連合会、日本赤十字社 

６ 

活動の概要 

 

・中越地震への義援金 

・スマトラ沖大地震への義援金 

活動名 工場見学会 

活動形態 ｆ 
寄付･連携先 工場所在地の教育委員会、地域社会 

７ 

活動の概要 

 

小学５年生や一般の希望者を対象に、社会見学の一環として工場見学会

を実施 

 

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 〔健康･医学、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）〕 
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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． サスティナビリティ報告書に記載 〔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み立てで実施。野田（しょうゆ）、勝沼・小諸（ワイ

ン）にて実施。 

活動名 親子の「食」体験－プロ直伝！ 食卓カレッジ 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 

 

親子対象、少人数制の体験講座。レストランを会場に、家族の大切なコミュ

ニケーションの場としての食卓を提案し、楽しい食卓作りを応援する。 

活動名 ＮＧＯ協働プログラム「食！（ショック）な世界発見」 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 シャプラニール、ラオスのこども 

３ 

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に寄附。バングラデシュ、ラオス

を実施。 

活動名 ワールドカルチャーフェスティバル 

活動形態 ｇ   

寄付・連携先 共催：アサヒビール（株）、協力：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、日本民際

交流センター、ハンガー・フリー・ワールド、ラオスのこども 

４ 

活動の概要 

 

チャリティ料理講習会。「食」を通して途上国の文化やＮＧＯ活動にふれ、さ

らには異業種交流で社員の視野拡大をはかる。 

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）栄養改善普及会 

５ 

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：１課所） 

活動形態 ｆ      

寄付・連携先  

６ 

活動の概要 

 

豊な表現を持ち、比較的気軽に実践できる手話をテーマに、社員が障害や

ボ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。 



 63

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  

７ 

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プロ

グラム。地域の福祉作業所のみな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 

８ 

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･書き損じハガキ･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 

活動名 バレンタイン･ホワイトデー募金 

活動形態 ａ   

寄付・連携先 スマトラ島沖地震、きょうされん 

９ 

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。 

活動名 新潟県中越地震義援金募金 

活動形態 ａ     

寄付・連携先 新潟県災害対策本部 

10 

活動の概要 全社員を対象に、義援金の募金呼びかけを実施 

 

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 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． サスティナビリティ報告書に記載 〔社会・環境報告書２００５ 〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 中越地震義援金拠出 

活動形態 ａ、ｂ    

寄付・連携先 新潟県災害対策本部、新潟県歯科医師会 

１ 

活動の概要 義援金の拠出、当社製品（食品）の提供 

活動名 スマトラ沖地震義援金拠出 

活動形態 ａ    

寄付・連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要 義援金の拠出 

活動名 スペシャルオリンピックス長野協賛 

活動形態 ａ、ｄ     

寄付・連携先  

３ 

活動の概要 協賛、ボランティア活動参加 

活動名 サイトウキネンフェスティバル協賛 ４ 

活動形態 ａ    
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寄付・連携先  

活動の概要 協賛 

活動名 地域清掃活動 

活動形態 ｄ   

寄付・連携先  

５ 

活動の概要 社員による地域清掃活動 

 
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。 

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 

５．社員のボランティア活動支援策 

 Ｖ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． サスティナビリティ報告書に記載 〔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。 
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活動名 写真新世紀 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

４ 

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 滅び行く野生動物シリーズ 

活動形態 ｅ 

寄付・連携先  

５ 

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 キヤノンーユニセフ協働企画広告 

活動形態 ｅ 

寄付・連携先  

６ 

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 

７ 

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。 

活動名 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 

８ 

活動の概要 

 

環境をテーマに子ども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２００４ 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｇ、ｈ 

寄付・連携先 NPO、地域行政 

９ 

活動の概要 

 

環境をテーマに子ども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。 

活動名 学校設立支援 

活動形態 ａ   

寄付・連携先 ライナス 

10 

活動の概要 学習障害児（LD）のための学校設立を支援。 

 

キヤノンソフトウェア株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 台風23号および新潟中越地震への義援金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本赤十字社 

１ 

活動の概要 社員からの募金 

活動名 スマトラ沖地震への義援金 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要 社員からの募金 
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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 

「環境保全」「社会福祉」「地域社会」｢教育･学術｣「芸術･文化･スポーツ」「人道･災害」の６分野を中心に

資金･資材の提供や活動に賛同できる団体とのパートナーシップなどを通じて､社会・文化支援活動を推

進しています。 

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、災害救援、人

権 〕 

４．推進体制 

担当部署名 コミュニケーション本部、総務本部 スタッフ数 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 

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 

〔CANON SUSTAINABILITY REPORT(グループ)/CANON TODAY（会社案内）〕 

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 & Culture Support Activities(グループ版) 〕 

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://cweb.canon.jp/about/communication.html 

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。

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 ｆ    

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 

 

伊達公子さんが子ども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      

６ 

寄付・連携先 関東車いすテニス協会 
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活動の概要 同大会の運営への協賛。 

活動名 東京YWCA留学生日本語弁論大会 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 東京YWCA｢留学生の母親｣運動 

７ 

活動の概要 東京YWCA留学生日本語弁論大会の賞品として、デジタルカメラを提供。 

活動名 ニュージェネレーションテニス・ジュニアスカウトキャラバン 

活動形態 ｂ   

寄付・連携先 （社）日本プロテニス協会 

８ 

活動の概要 全国大会での入賞者用賞品提供（デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ）。 

活動名 宮古島自然体験教室 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 子どもゆめ基金（子どもの体験活動助成事業） 

９ 

活動の概要 イベント内でのデジタルカメラ、CP等の貸出。 

活動名 幕張新都心クリーンの日 清掃活動協力 

活動形態 ｄ 

寄付・連携先 幕張新都心まちづくり協議会 

１０ 

活動の概要 

 

幕張新都心まちづくり協議会が進める、幕張新都心地区の清掃活動への協

力。 

 

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 （株）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。 

http://www.kewpie.co.jp/
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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。 

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法人富士山クラブ 

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 （株）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。 

 

九州石油株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

経営理念 

わたしたち九州石油は、お客さま・社員とその家族、そして地域社会をはじめとするわたしたちとつ

ながりのあるすべての方々の幸せな暮らしを願っています。 

石油を軸とした、すぐれた製品・サービスの提供を通じ、その願いを実現していくことが、私たち九州

石油の使命です。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

行動規範 ～関係部分のみ抜粋～ 

  社会への貢献 私たちは、地域社会と末永く良い関係を育んでいきます。 

  環境保全 私たちは、きれいな地球を守るため、環境の保全に取り組みます。 

３．重点分野 〔教育・社会教育、環境、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 総務グループ スタッフ数 ５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.kyushuoil.co.jp/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 読書感想画コンクール 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 西日本新聞社 

１ 

活動の概要 小学生から高校生までを対象にして、子どもたちの豊かな感性を育むことを

狙いとしたイベントに協賛金を処出。 

活動名 九州大学学術研究都市推進協議会に寄付 

活動形態 ａ 

２ 

寄付・連携先 九州大学学術研究都市推進協議会 



 69

活動の概要 九州大学を中心とした学術都市構築のための活動に、500千円の寄付金を

処出。 

活動名 新潟県中越地震の被災者に寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本赤十字社 

３ 

活動の概要 新潟県中越地震の被災者に5,000千円の寄付金を処出。 

活動名 スマトラ島沖大地震の被災者に寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本経団連、日本赤十字社 

４ 

活動の概要 スマトラ沖大地震の被災者に600千円の寄付金を処出。 

活動名 福岡県西方沖地震の被災者に寄付 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本赤十字社 

５ 

活動の概要 福岡県西方沖地震の被災者に3,000千円の寄付金を処出。 

活動名 天草国際トライアスロン大会に協賛 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 International Triathlon Union 

６ 

活動の概要 地域社会への貢献、スポーツ振興支援を目的として、協賛。 

活動名 大分トリニータビーチサッカーフェスティバル2004／STORK CUP 

活動形態 ａ、ｂ、ｇ 

寄付・連携先 大分フットボールクラブ 

７ 

活動の概要 地域社会への貢献、スポーツ振興支援を目的として、協賛。 

活動名 別府大分国際オープンウォータースイムレース 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付・連携先 日本を泳ごう委員会 

８ 

活動の概要 地域社会への貢献、スポーツ振興支援を目的として、協賛。 

 

九州電力株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

九州電力は、「地域とスクラムを組み、真に豊かな社会とは何かを考え、行動します。」との企業理念

のもと、九州全土を結ぶ人と物のネットワークをいかし、お客さまの真に豊かな生活の実現と地域社会

の発展に向け、社会貢献活動を実施している。 

４．推進体制 

担当部署名 各主管部(総務、広報、人事労務、環境) スタッフ数 名

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 

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 〔環境アクションレポート 〕 

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://www1.kyuden.co.jp/company_social-action_index   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 九州ふるさとの森作り 

活動形態  ｆ、ｇ、ｈ 

寄付・連携先  

１ 

活動の概要 

 

人々の生活を支えている森を地域の人たちと一緒に再生させ、地球環境保

全に努めるため、10年間で100万本の植林活動を行う。 
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活動名 九電ふれあいコンサート、九電文化の森コンサート 

活動形態  ａ、ｆ  

寄付・連携先 九州交響楽団 

２ 

活動の概要 

 

九州交響楽団によるクラシックコンサートを開催し、入場料を地元の福祉団

体等へ寄附を行う（ふれあい：親子対象、文化の森：大人対象）。 

活動名 九州電力若手工芸家国内外派遣研修制度 

活動形態  ｆ  

寄付・連携先  

３ 

活動の概要 

 

九州在住の若手工芸家の方を国内外に派遣し、伝統工芸に関する技能を

習得させ、伝統工芸産業の振興を目指す（人選は有識者による面接を実

施）。 

活動名 地域のスポーツ活動支援 

活動形態 ｆ  

寄付・連携先 九州内の自治体 

４ 

活動の概要 

 

地域のスポーツ活動の活発化およびレベル向上を図り、明るく健康的な地

域社会の形成を目指し、地域のスポーツ活動を支援する。 

活動名 配線診断サービス 

活動形態  ｄ 

寄付・連携先  

５ 

活動の概要 

 

地域の寺院や一人暮らしのお年寄り宅、福祉施設等を訪問し、屋内配線の

診断サービスを行う。 

活動名 福岡西方沖地震・被災地に対する支援 

活動形態 ａ、ｃ 

寄付・連携先 福岡市共同募金会 

６ 

活動の概要 

 

平成１７年３月の福岡西方沖地震の被災地に対し義捐金を支出。また、避

難所に隣接する当社施設を食事会場として開放。 

活動名 第２２回全国都市緑化ふくおかフェア（通称：アイランド花どんたく） 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 福岡市 

７ 

活動の概要 

 

平成１７年９月～１１月に開催された標記イベントに対し、寄附金支出等に

よる支援を実施。 

活動名 九州アジア経営塾に対する支援 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付・連携先 ＮＰＯ法人 九州アジア経営塾 

８ 

活動の概要 

 

九州の自律的発展を支えるビジネスリーダーを輩出し、経済活動活性化お

よび社会全体の利益増進に貢献するため、上記団体と協働して事業を展

開。 
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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： http://www.kyoeikasai.co.jp/company/philan/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 バレンタインデーあげたつもり・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、バレンタインデ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プへ、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 マザーランド・アカデミー(NGO) 

２ 

活動の概要 1993年よりクリス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プへ寄贈。 

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カ所となった。 

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。 

活動名 エコーの森 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 林野庁 

５ 

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カ所、7.24ｈ

ａ、22,700本を植樹。1992年より実施。 
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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． サスティナビリティ報告書〔共同印刷株式会社環境報告書２００４〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ジョイセフの活動に参画 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先 ジョイセフ（（財）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。開発途上国の健康向上や生活改善運動に役立てている。 

2004年11月５日集計：交通カード10,500枚、テレホンカード500枚、使用済み

切手紙袋１袋分が集まった。 

活動名 寄付、義援金支援活動 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 日本赤十字社、日本経済団体連合会、ユニセフ（国連児童基金） 

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、スマトラ沖大地震義援金に際

し、義援金の依頼があり賛同し寄付。またユニセフ（国連児童基金）の活動

支援、寄付活動スマトラ沖大地震義援金、エイズ孤児救済募金を行う。 

活動名 写真･映像文化活動の支援 

活動形態 a 

寄付・連携先 （財）東京都歴史文化財団 東京都写真美術館 

３ 

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 愛のポストカード運動 

活動形態 ｂ、ｄ 

寄付・連携先 （社福）日本点字図書館 

４ 

活動の概要 点字図書館の活動に賛同し、全社で通年収集する未使用官製ハガキ、書

き損じハガキを寄付。古いハガキは切手に替えることで事業費の一部に充

当される。 

活動名 自然保護支援 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 （財）日本自然保護協会 

５ 

活動の概要 日本自然保護協会の活動主旨に賛同し、これまで平成４年から平成14年ま

で累計1000万円寄付を行う。平成4年12月に複製画の売上金の一部を原資

とした寄付を当社から日展会員で日本画家の東山魁夷、鈴木竹柏、岩澤重

夫先生に提案。協力を要請し、受諾され今に至る。 

活動名 献血 

活動形態 ｄ 

６ 

寄付・連携先 日本赤十字社 
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活動の概要 昭和45年頃から共同印刷献血会（事務局：人事部労政課）を中心に、特に

血液が不足する夏と冬を主に献血に協力。実施事業所は、本社（2･8月）、

鶴ヶ島・川島工場（5･8月）、五霞工場（10月）、越谷工場（不定期）。平成14

年には、献血運動推進の功績により「献血功労者厚生労働大臣表彰」を受

賞。 

活動名 地域文化活動の援助 

活動形態 a、ｄ 

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」「文の京 一葉物語事業実行

委員会」など。 

活動名 里山保全活動 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ  

寄付・連携先 つるがしま里山サポートクラブへの参加 

８ 

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。2004年４月10日「市民の森」で竹の子堀のイベント開

催。2004年10月２日「飯森川清流復活大作戦」を行う。 

活動名 地域における体験学習の協力 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付・連携先 文京区内小・中学校ほか 

９ 

活動の概要 地域の小･中学校、さらに修学旅行生のご要望に応じて社会科見学の受け

入れを行いました。また「総合的な学習」の場として「体験学習」にも協力す

る。 

活動名 地域コミュニケーション 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ 

寄付・連携先  

10 

活動の概要 和歌山工場は、第1回「吉備工業団地ソフトボール大会」の発起人となり企

画し、4月11日（日）に大会を開催しました。同工業団地にて賛同いただいた

８社の社員とその家族約130名が参加。今後も継続的な活動として運営に

協力していく。 

 

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〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

V休暇、施設開放、 



【か行】 

 74

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〔サスティナビリティレポート〕 

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://kyowa.co.jp/csr/index.html 

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 朝日新聞社主催、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、講演録を希

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、文部科学省他後援 

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。 

 

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、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 ＣＳＲ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ本部 社会ｺﾐｭﾆｹｰｼｮ

ﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ  社会環境室 

スタッフ数 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 

Ｖ休職、Ｖ研修、地域貢献運動、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． サスティナビリティ報告書に記載 〔キリンビール ＣＳＲ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.kirin.co.jp/active/social/activity/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 国連大学キリンフェローシップ 

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 

１ 

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。招待者の計約３５５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）国土緑化推進機構など 

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。2004年度は

琵琶湖東部や筑波山麓において実施(2004年度までに、7ヶ所で実施)。 

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 

５ 

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。 

活動名 花はともだち運動 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、e、ｆ     

寄付・連携先  

６ 

活動の概要 

 

事業所近隣の小学校、福祉施設等に「花苗」を寄贈し、社員ボランティアの

もと植付けを実施し、地域のコミュニケーションに役立てる。 

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  

７ 

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37回

1,824名を招待し、従業員ボランティアは延べ約423名となっている。 

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  

８ 

活動の概要 

 

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。 
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活動名 三菱社会貢献連絡会「観劇の会」 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ   

寄付・連携先 三菱グループ企業 

９ 

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回の頻度でミュージカルな

どの公演を実施。2004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名を招き、ミュージカル公演を開催した。 

活動名 子どもたちの環境学習の支援 

活動形態 ｂ、ｅ、ｆ   

寄付・連携先  

10 

活動の概要 

 

環境セミナーの開催のほか、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。 

 

栗田工業株式会社 
４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔(財)クリタ水・環境科学振興財団〕 

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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書 〔クリタの環境改善活動２００５〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 沖縄県座間味村での渇水対策支援活動 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先  

１ 

活動の概要 

 

異常渇水状態になった同村へ、当社の所有する海水淡水化装置を貸与お

よび運転指導をし、１日当たり約１００㎥の飲料水を供給した。 

活動名 新潟県中越地震での飲料水支援活動 

活動形態 ｂ 

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 

 

被災地の住民の方へ、当社関連会社のミネラルウォーター「水のクリタのう

まい水」を提供した。 

 

株式会社栗本鉄工所 
５．社員のボランティア活動支援策 

V休暇 
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グンゼ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

グンゼは企業活動を通じて社会貢献に努め、企業市民としての責任を果たします。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

社会活動、地域活動を支援、またはこれに参加し、地球との共存に努めます。 

一市民として積極的に社会、地域活動に参加し、社会との友好な関係を築きます。 

３．重点分野 〔社会福祉、健康･医学、スポーツ、教育･社会教育、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 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 〔各事業所、ＣＳＲ推進委員会 〕 

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、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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲ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.gunze.co.jp   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 JICA （財）省エネルギーセンター協働事業 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 JICA （財）省エネルギーセンター 

１ 

活動の概要 当社の事業活動を通じた省エネルギー技術研修（１４名） 

活動名 環境学習支援プログラム 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 ＮＰＯ法人 こども環境活動支援協会（Ｌｅａｆ） 

２ 

活動の概要 中学・高校生へ「衣」に関する４Ｒを伝える 

活動名 民間企業研修支援 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 （財）経済広報センター 

３ 

活動の概要 小・中・高の教諭に対してＣＳＲを伝える 

活動名 起業家ベンチャー授業支援 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 京都・大阪の中高校 

４ 

活動の概要 当社の事業活動を生かした「Ｔシャツ」による起業支援 

活動名 子どもに対する肌着講座 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 各地域の小学校およびＰＴＡ 

５ 

活動の概要 

 

ちゃんとした肌着をつけること、その方法など知識を習得しちゃんとした肌着

をつけること、その方法など知識を習得し、毎日を気持ちよく過ごして頂く取

り組み 

活動名 ボイラー実技・座学講習会、講師派遣 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 日本ボイラー協会 

６ 

活動の概要 ボイラー試験受講者（150名）に対し、実技と座学講習の講師を派遣 

活動名 就業実習インターシップ受入れ ７ 

活動形態 ｇ 
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寄付・連携先 高校、短大 

活動の概要 学生に対し、工場実習体験の場を提供 

活動名 ジョブトレーニングﾞ受入れ 

活動形態 ｇ 

寄付・連携先 おおさか人材雇用開発人権センター 

８ 

活動の概要 就職希望者に対するジョブトレーニングの場を提供 

活動名 2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会 

活動形態 ａ 

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 協賛金支援 

活動名 愛・地球博、EXPOエコマネー実験事業 

活動形態 ａ、ｂ 

寄付・連携先 ＮＰＯ法人 エコデザイン市民社会フォーラム企画 

10 

活動の概要 当社製品「エコ・マジック」を協賛 

 

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、地域反映の担い手になり

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：  http://www.gunmabank.co.jp/   

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。 
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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 

豊か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 

「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 総務本部      総務部 

広報・渉外本部  国際渉外室 

スタッフ数 計１２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 〔総務本部 総務部 広報・渉外本部 国際渉外室 〕 

D．企業財団・公益信託 〔（財）KDDIエンジニアリング・アンド・コンサルティング 〕 

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 

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 〔「ECO by KDDI 環境への取り組み2005」（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.kddi.com/corporate/kddi/kankyo/   （環境活動） 

http://www.kddi.com/corporate/kddi/kokusai_kyoryoku/  （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グ協力、アジア

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、アジ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。 
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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（アジ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、アジ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。 

活動名 「ＫＤＤＩパラボラ館」の運営 

活動形態 ｃ、ｆ 

寄付・連携先  

５ 

活動の概要 

 

衛星通信の仕組みを楽しみながら学ぶことができる施設「ＫＤＤＩパラボラ

館」（山口県）を運営し、一般に開放。 

 

コクヨ株式会社 
４．推進体制 

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 

Ｖ休暇、Ｖ情報提供 

６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載  

〔コクヨグループＣＳＲ報告書2005 http://www.kokuyo.co.jp/com/csr/csr2005.pdf  〕 

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.kokuyo.co.jp/com/csr/report/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新潟中越地震募金活動 

活動形態 ａ   

寄付・連携先 日本赤十字社 

１ 

活動の概要 マッチングギフト方式による寄付活動の実施 

活動名 スマトラ沖地震および津波被災地に対する募金活動 

活動形態 ａ   

寄付・連携先 日赤・ジャパンプラットフォーム・ユニセフ 

２ 

活動の概要  

 

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 

青年海外協力隊休職、その他〔骨髄移植休暇〕 

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.kojima-tns.co.jp 
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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 コーポレートコミュニケーション部 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 

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〕 

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 市民団体ワンダーアート・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 交通遺児の小学生を対象とした自然体験「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 ６ 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ 
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寄付・連携先  

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、ｇ 

寄付・連携先 都内養護施設、母子支援施設、港区養護学校など 

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。 

活動名 ２つのクリスマス・コンサート主催 

（子どものためのワークショップ＆大人のためのジャズコンサート） 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ 

寄付・連携先 NＰＯグローヴィル、市民団体ワンダーアート・プロダクション 

８ 

活動の概要 

   

良質な芸術文化の普及と浸透を目的に、子ども、大人をそれぞれ対象に観客

は新聞等の媒体で公募し、無料ご招待。 

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）。 

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ども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。 

活動名 児童養護施設を対象としたアート・コミュニケーション・プログラム 

「コスモ絵かきっず」 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付・連携先 都内の社会福祉法人 児童養護施設 

市民団体ワンダーアート・プロダクション 

１１ 

活動の概要 

   

家庭内暴力などの理由で両親がありがら家族と離れて施設で生活する子ども

が急増している社会問題に向き合い、子どもたちがアートを通して元気を取り

戻し、自分の可能性に挑戦してもらうためプロのアーティストを講師として、水

彩画や陶芸など年間を通したアートプログラムを展開。 

 

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/corporate/socialsupport/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「KONAMI CUP アジアシリーズ２００５」への特別協賛 

活動形態 ａ 

１ 

寄付・連携先 （社）日本野球機構 
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活動の概要 中国、チャイニーズ、タイペイ、韓国、日本のアジア４大野球リーグの公式国

際大会のオフィシャルスポンサーとして協賛。 

活動名  

活動形態 ａ    

寄付・連携先 （社）日本プロサッカーリーグ 

２ 

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）日本野球機構 

３ 

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 

４ 

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） 

５ 

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 「ジャイアンツカップ全国少年野球大会」への協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 読売新聞社 

活動の概要 読売新聞社主催の全国少年野球大会に協賛し、青少年の健全な育成を支

援。 

寄付・連携先  

６ 

活動の概要  

 

コナミスポーツ株式会社 
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 

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/corporate/socialsupporr/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＪＯＣオフィシャルパートナー活動 

活動形態 ｃ 

寄付・連携先 （財）日本オリンピック委員会（ＪＯＣ） 

１ 

活動の概要 ＪＯＣ強化指定選手ならびにオリンピック選手団の皆様への当社施設の提

供を通じた選手強化のサポート。 

活動名 新潟県中越地震義援活動 

活動形態 ｆ 

寄付・連携先 長野県白馬村、新潟県長岡市 

２ 

活動の概要 被災地の子ども達を当社の子ども向け課外活動の一環である「ネーチャイ

ルド・キャンプ」へ招待し、元気づける活動。 

３ 活動名 新潟県中越地震義援活動 
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活動形態 ｆ 

寄付・連携先 新潟県長岡市 

活動の概要 避難所での被災者の方々への、マッサージ、ストレッチ体操などの提供や

指導、入浴施設の提供。 

 

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 

コニカミノルタはグローバルにイメージング事業を展開する企業として、広く社会から歓迎され、地域社会

から共感をうる社会貢献を継続的に行います。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

特に以下の３つの視点での活動を行います。 

１．企業市民として「信頼･共感」が得られる社会貢献活動を行います。 

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

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、地域社会の活動 〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会貢献分科会 

(ＣＳＲ推進会議の下部組織) 

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 〔ＣＳＲ推進会議、社会貢献分科会 〕 

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、Ｖ表彰、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 

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 〔ＣＳＲ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://konicaminolta.jp/about/contribution/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 写真展/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｡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。 

活動名 フォトギャラリー「コニカミノルタプラザ」の運営 

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。 

活動名 地域自然環境保全活動 

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。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 「高尾の森作りの会」への参加・協賛 ４ 

活動形態 ａ、ｄ  
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寄付・連携先 日本山岳会自然保護委員会 

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。日本山岳会自然保護委

員会「高尾の森づくりの会」では森林の手入れ､植林作業を実施｡ 

活動名 スポーツ振興・育成 

活動形態 ｄ  

寄付・連携先 東京陸上競技協会等 

５ 

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（日野市､八王子市）、東海(豊川市)で実施。 

活動名 天文・科学教育への貢献 

活動形態 ｃ、ｆ  

寄付・連携先 「生涯学習フェスティバルまなびピア愛媛２００４」実行委員会ほか 

６ 

活動の概要 

 

2001年からの文部科学省主催「生涯学習フェスティバルまなびピア」への移

動可能なプラネタリウムによる上映協賛参加など、天文・科学教育に貢献。

活動名 画像科学の研究・文化活動貢献 

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 

７ 

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。 

特に画像科学に関する斬新な発想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。 

活動名 地域清掃活動 

活動形態 ｄ、ｆ  

寄付・連携先 国内の事業拠点地域 

８ 

活動の概要 

 

国内の各事業拠点で、自治体が主催する地域環境保全活動への参加や、

別途自主プログラムにより、地域周辺の美化推進活動を実施している。 

2004年度は、延べ10,442名（グループで）の社員が参加。 

活動名 「ピンクリボン運動」への協賛参加 

活動形態 ａ、ｄ  
寄付･連携先 朝日新聞社、ピンクリボンシンポジウム事務局など 

９ 

活動の概要 

 

乳癌による悲劇撲滅を願いとし、乳癌の早期発見、早期診断、早期治療の

大切さを伝える「シンポジウム」に協賛参加など。 

 

株式会社小松製作所 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会貢献に関する基本的な考え方 

「コマツグループとその社員は、地域社会の一員としての役割を認識して、社会に貢献する。」 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

社会貢献 5 原則 

継続性のあること 

公益性のあること 

自主的に選んだものであること 

社員の納得性のあること 

広告宣伝を意図したものでないこと 

３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ、教育・学術の支援、文化･芸術、地球環境、地域社会の活動、 

災害救援 〕 

４．推進体制 

担当部署名 各部門 (ＣＳＲ室とりまとめ) スタッフ数 －名 

D．企業財団・公益信託 〔（財）日本花の会 〕 
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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、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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔KOMATSU 環境社会報告書２００５ 〕 

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.komatsu.co.jp/CompanyInfo/csr/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 熱帯林再生事業熱帯林再生事業（フタバガキ科樹種＝ラワン） 

活動形態 ｄ、ｅ、ｇ、ｉ   

寄付・連携先 インドネシア、JICA 

１ 

活動の概要 

 

インドネシア各地でのフタバガキ科樹種大量植林を可能とするため、苗木

の量産を可能とする技術開発とその普及。 

活動名 地元地域の他社環境保全活動の指導 

活動形態 ｄ、ｅ、ｇ、ｉ   

寄付・連携先 栃木県小山工業団地内の加盟16社 

２ 

活動の概要 

 

コマツの小山工場がある栃木県小山工業団地内の加盟16社に対し、ゼロ

エミッション活動の指導。 

活動名 事業所フェアの開催、地域イベントへの協力 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｇ      

寄付・連携先 地域コミュニティ 

３ 

活動の概要 

 

近隣住民、協力企業および社員の家族などを招待する事業所フェアの開

催、地域の商工会議所の主催する産業フェア等のイベントへの参加・協力。

活動名 事業所のスポーツ施設の一般への開放 

活動形態 ｃ       

寄付・連携先 地域コミュニティ 

４ 

活動の概要 

 

事業所が所有する体育館・グランド・テニスコートおよび保養施設などの地

元の市民サークルへの開放。 

活動名 本社屋上庭園の一般公開 

活動形態 ｃ      

寄付・連携先 地域コミュニティ 

５ 

活動の概要 

 

本社ビル（東京都港区）の屋上庭園「桜庭園」「西洋風デッキガーデン」の一

般開放。 

活動名 教育・学術の支援 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ     

寄付・連携先 教育、研究機関 

６ 

活動の概要 

 

学術奨励寄付贈呈、講師派遣、小・中学校の社会科見学などの要請に対

応した、工場見学、リサイクル作業見学、建設機械試乗会などの受け入

れ。 

活動名 （財）日本花の会の支援 

活動形態 ａ、ｃ、ｆ      

寄付・連携先 （財）日本花の会 

７ 

活動の概要 

 

・日本花の会を幅広く支援 

・日本花の会は、桜に関する研究、栽培技術の向上、桜の苗の生産、桜の

保全や維持にあたる「桜守」を育てる活動など、桜を通じて美しい自然と豊

かな環境づくりの活動を実施。 

活動名 女子柔道部 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ      

８ 

寄付・連携先 － 
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活動の概要 

 

女子柔道部を創設し、柔道普及と強化、また少年柔道教室を開き、次世代

を担う子どもたちの育成にも協力。 

活動名 災害復旧・人道支援 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｇ 

寄付・連携先 関係する国、機関、赤十字社等 

９ 

活動の概要 

 

新潟県中越地震被災地支援、インドネシア･スマトラ島沖地震・津波の復旧

支援。建設機械の無償提供とオペレーターやサービス員の現地派遣を実

施、日本赤十字社を通じて寄付。 

活動名 アフガニスタン向け対人地雷除去機2機種の開発 

活動形態 ｄ、ｇ  

寄付・連携先 関係する国、機関、NPO 

10 

活動の概要 

 

アフガニスタン向けに、ブルドーザーならびに道路工事用スタビライザーの2

種類の建設機械をベースマシンに使った対人地雷除去機を開発（NEDOプ

ロジェクトに参加）。 

 

五洋建設株式会社 
３．重点分野 〔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． サスティナビリティ報告書〔環境・社会報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 音楽練習場所の提供 

活動形態 ｃ 

寄付・連携先 メンネルコール合唱団 

１ 

活動の概要 土･日などの会社の休日に、合唱団の練習用として本社会議室を提供中。 

活動名 第九演奏音楽会への協賛 

活動形態 ａ 

寄付・連携先  

２ 

活動の概要 広島県内で開催の音楽会を協賛。 

活動名 教員の民間企業研修 

活動形態 ｉ 

寄付・連携先 （財）経済広報センター 

３ 

活動の概要 毎年、教員の夏季研修を受け入れ、企業活動を学んでもらっている。 
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坂口電熱株式会社 
３．重点分野 〔教育･社会教育、地域社会の活動、国際交流･協力、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〔NPO N・C さくら会〕 

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 

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 佐倉市小･中学校今春卒業生作文募集 

活動形態 ｂ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 NPO N・C さくら会 

１ 

活動の概要 卒業を機に保護者への感謝、将来の夢・目標をテーマに作文を募集。優秀

作品を選考し、行政・学校関係へ贈呈。 

活動名 教育者セミナー 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 NPO N・C さくら会 

２ 

活動の概要 地域を拓く真の教育者の育成をめざし、教員の資質向上のための研修を実

施。 

活動名 心の生涯学習セミナー 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 NPO N・C さくら会 

３ 

活動の概要 心豊かな人生を送るための心のあり方（心づかい・行い）について、一般市

民を対象に開催。 

 

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「地域社会の発展に奉仕する」を掲げている。 

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、 

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）佐川がん研究助成金振興財団、（財）佐川国際経済協

力会、（財）佐川留学生奨学会 〕 

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 〔サスティナビリティ〕 

Ｄ． ホームページに社会貢献活動に関する情報を掲載 

ＵＲＬ： 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 美術品の展示 

活動名 （財）佐川がん研究助成金振興財団 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 がんに関する基礎研究や応用治療に対しての研究助成事業 
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活動名 （財）佐川留学生奨学会 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 東南アジア諸国からの外国人留学生にたい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  

４ 

活動の概要 発展途上国への中古トラックの無償寄贈、車両整備技術研修生の育成 

 

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、単に経済的な面のみならず

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り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、これらを組み合わせること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 

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.gogin.co.jp 

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」運動山陰本部会員および地公体等 

１ 

活動の概要 2004 年 6 月 13 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 (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 

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、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 行員およ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い、社会福祉施

設などに車椅子等を寄贈。 
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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   

寄付･連携先  大和の環境をよくする会等 

２ 

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。 

 

山九株式会社 
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 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 日本赤十字社への寄付および献血への協力 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

１ 

活動の概要 日本赤十字社の活動内容に賛同し寄付を行うことと、年２回当社で献血を

実施し、毎回約 100 名程度が献血を行う。 

活動名 日本私立学校振興会・共済事業団への育英会資金の寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 学校法人五島育英会・学校法人成蹊学園など 

２ 

活動の概要 育英会資金を寄付。 

活動名 日本経済団体連合会の呼びかけによるスマトラ沖地震救援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

３ 

活動の概要 スマトラ沖地震への救援資金として、従業員と会社それぞれから合計１千

万円を寄付。 

活動名 山九交通遺児奨学金基金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 北九州市 

４ 

活動の概要 北九州における交通遺児者を対象に奨学金基金を設立し、毎年寄付を行

っている。 

活動名 （財）ニビキ育英会への育英資金の寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （財）ニビキ育英会 

５ 

活動の概要 福岡県在住の母子家庭の大学生、高校生を対象に育英資金を給付してお

り、毎年継続的に寄付を行っている。 

活動名 新日鐵文化財団 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 新日鐵文化財団 

６ 

活動の概要 音楽文化の振興と普及のために資金面で協力。 
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活動名 独立行政法人国際交流基金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 独立行政法人国際交流基金 

７ 

活動の概要 ２００５年スペシャルオリンピック冬季世界大会事業資金。 

 

三共株式会社 
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との共生を重視し、人々の健康と豊かな生活に貢献するとともに、従業員が個

人として自主的に参加し行動する社会貢献活動を支援する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

社会貢献活動のポイント 

・健康と豊かな生活に貢献する活動 ・社員参加型活動 

・NPO、地域社会等との連携 ・適正な範囲での資源の有効活用 

３．重点分野 〔社会福祉、健康･医学、学術･研究、環境、災害救援 〕 

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 ３名

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔環境・社会報告書 〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 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

および、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 

活動名 地球環境保護への協賛 ６ 

活動形態 ａ 
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寄付･連携先 (財)世界自然保護基金ジャパン 

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 

 

サンデン株式会社 

１．社会貢献のミッションや目標 

企業理念：国際社会の一員として、社会と調和し、社会から信頼される良き企業市民として成長して行き

ます。 

３．重点分野 〔社会福祉、地域社会の活動、NPO の基盤形成〕 

４．推進体制 

担当部署名 サンデンファシリティ内（NPO 法人赤城くらぶ） スタッフ数 ３名

Ｆ． その他〔NPO 法人「赤城くらぶ」〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書〔ＣＳＲリポート〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 クリーン・グリーン・エコフォーラム 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ 

寄付･連携先 群馬県、前橋市、NPO 法人数団体 

１ 

活動の概要 群馬県内の各種団体、行政・NPO 法人が集い各種イベントを当社事業場内

で開催。 

活動名 サンデン文化講演会「ジョイフルトーク」 

活動形態 ａ、ｄ、ｅ 

寄付･連携先 伊勢崎市、群馬 TV 

２ 

活動の概要 各界の著名人を講師として招き､伊勢崎市の文化ホールにて講演会を開催｡

活動名 自然環境プログラム 

活動形態 ｃ、ｄ 

寄付･連携先 NPO 法人「赤城くらぶ」 

３ 

活動の概要 サンデンフォレスト内の自然環境に親しむプログラムを学生などに開放。 

活動名 カフェテリアプラン「善意の５ポイント」 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 カフェテリアプラン（選択型福利厚生）の一環として、その中のメニューに「ユ

ネスコ関連」への寄付メニューがある。 

活動名 サンデンフォレスト見学 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 サンデンファシリティ 

５ 

活動の概要 赤城山ろくのサンデン赤城事業所周辺の開放。 
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サントリー株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

「水と生きる」をテーマに、水を守り、育むべく自然保護活動に取り組むことと共に、文化・スポーツ支援を

通じて人々の生活に心の潤いを与える企業となることを目指す。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

創業以来、事業によって得た利益は事業へ再投資するのみならず、お客様・従業員へ、さらには社会へ

も還元するという「利益三分主義」の精神のもと、文化事業・社会貢献活動を行っており、今後も「水と生

きる」サントリーとして、社会に潤いをお届けする活動を展開していく。 

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〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ推進部､文化事業部､環境部､ｽﾎﾟｰﾂﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ推進部 等 スタッフ数 約 100 名

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

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、Ｖ機会提供、その他〔社員のＶ活動に対する金銭的支援〕 

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 〔ＣＳＲ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 

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/company/info/culture/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公演などを通し、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 

 

“生活の中の美”をテーマに、日本古来の美術品を展示する自主企画を展

開する（現在移転準備のため休館中・2007 年春リニューアルオープン）。 

活動名 サントリーミュージアムの運営 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

“アート＆デザイン”をテーマに企画展示を行う「ギャラリー」と、巨大立体映

像を上映する「アイマックスシアター」にて自主企画を展開し、美と感動の空

間を提供する。 

活動名 サントリー音楽財団・文化財団への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

 

音楽・文化の発展に功績のあった個人、団体を顕彰し、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 他 

５ 

活動の概要 

 

音楽や演劇など、芸術に関わる諸団体の支援や協賛を行い、多くの方々に

文化の素晴しさを伝える。 

６ 活動名 社会福祉・教育活動支援 
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活動形態 ａ 

寄付･連携先 社会福祉法人、学校法人 等 

活動の概要 

 

特別養護老人ホームや保育園、学校法人への活動のサポートを通して地

域に根ざした社会貢献活動を行う。 

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） 他 

７ 

活動の概要 

 

「ボランティア活動支援制度」での資金援助、地域住民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を行う。 

活動名 自然保護活動 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

 

国と協働して行う水源かん養林保全活動(熊本､山梨､群馬､京都･大阪)や

野鳥の保護｢愛鳥キャンペーン｣を通じ､持続可能な社会づくりに取り組む｡ 

活動名 スポーツ支援 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

９ 

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の支援活動など、スポーツを通して、人々の体と

心の健康への貢献を目指す。 

活動名 キッズ・ドリームプロジェクト（次世代育成支援） 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１０ 

活動の概要 

 

スポーツ・音楽・美術・環境の分野において、トップレベルで活躍する人々と

触れ合い、実際に体験・体感することで次世代を担う子ども達の夢や、挑戦

する気持ちを応援する。 

 

サンドビック株式会社 
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． サスティナビリティ報告書 

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.sandvik.com/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 学術・研究支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 群馬大学 

１ 

活動の概要 金属材料研究支援 
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三洋電機株式会社 

１．社会貢献のミッションや目標 

 当社の社会貢献活動の専門部署は１９９１年に発足いたしました。企業を取り巻く環境は時代とともに

変化し、社会の期待も商品・サービスなどの経済的責任だけではなく、企業の社会的責任・積極的な社

会貢献活動へと高まりを見せています。当社が社会貢献活動を行う背景には、常にコーポレートスロー

ガン「人と地球が大好きです」経営理念「私たちは世界のひとびとになくてならない存在でありたい」があ

ります。この考え方に基づき、本業を通じた社会貢献活動はもちろん、地域社会の発展・充実、地域社会

との共生を目指した社会貢献活動を継続していきたいと考えています。「世界の人々が豊かな人生を享

受できるように」そんな願いを込めて、社会貢献に取り組んでおります。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

①環境保全 ②社会福祉 ③国際交流 ④芸術文化 ⑤人材育成・教育 ⑥社員のボランティア活動支

援 ⑦地域貢献 ⑧災害救援 をコンテンツに掲げ、積極的、継続的に取り組んでおります。 

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、地域社会の活動、 

国際交流･協力、災害救援、その他 〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務ユニット 文化・スポーツ推進部 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 〔三洋電機中央ボランティア推進委員会/三洋電機地区ボランティア推進 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔 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) 

２ 

活動の概要 

 

毎年時実施されている「白日展」に、「三洋美術賞」「三洋美術奨励賞」を寄

託している。三洋美術賞受賞作品を社内に展示。 

活動名 大泉文化むら「古澤巌バイオリンの夜」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、三洋・アコースティックスペシャル「古澤巌バイ

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 

 

ごみを拾うとともに、ゴミの種類と数を調査し、発生源と対応策を考える国際

的な環境保全活動「ビーチクリーンアップ in 二色浜」を数社で共催。 
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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のお世話をする。 

活動名 ハートフル BOX 

活動形態 ｅ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 様々な NPO 

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、使用済みプリペイドカード・

切手・書き損じハガキ・外貨コインを収集する『ハートフル BOX』を設置。

NPO に寄贈。 

活動名 ボランティアセミナー開催 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 セント・ジョン・アビュランスジャパン協会など 

７ 

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 様々な NPO 

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・機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 地域の子ども達や学校 

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、バドミ

ントンスクールを開催。 

 

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委員会〕 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔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 
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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 

寄付･連携先 おうみ NPO 活動募金 

１ 

活動の概要 ダイレクトチャネル利用による定期預け入れに際して、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 （社福）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 当行独自の取り組み 

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 4,000 人、総入場者数は同 2 万 3,000 人

にのぼる。 
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株式会社四国銀行 

３．重点分野 〔社会福祉、環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 営業統括部 スタッフ数 １名

D．企業財団・公益信託 〔(財)四国銀行福祉基金 〕 

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 

Ｖ登録、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 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 四銀森林サークル間伐ボランティア 

活動形態 ｆ、ｈ    

寄付･連携先 高知市 

１ 

活動の概要 

 

行員のボランティアサークルが高知市市有林を間伐。 

ボランティア保険、昼食費、燃料費等を銀行が支援している。 

活動名 (財)四国銀行福祉基金 

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を助成。 

活動名 公益信託「こうちＮＰＯファンド地域社会づくりファンド」 

活動形態 ｃ、ｄ    

寄付･連携先 ＮＰＯ 

３ 

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。 

 

四国電力株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

四国電力は、「地域と共に生き、地域と共に歩み、地域と共に栄える」ことを基本精神とし、グループが

一丸となってお客さまとの“ふれあい”を大切に、より親しまれ、信頼される企業を目指しています。また、

活力と魅力に満ちた地域づくりへの協力や国際交流を推進しています。 

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、 

史跡･伝統文化保全、地域社会の活動、国際交流･協力、災害救援、人権、NPO の基盤形成〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 スタッフ数 名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団・公益信託 〔よんでん文化振興財団〕 

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休職、青年海外協力隊休職、Ｖ休暇、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 

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 〔よんでん環境保全・社会活動レポート〕 

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.yonden.co.jp/social/index.html 
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静岡瓦斯株式会社 
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 

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.shizuokagas.co.jp 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 小さな親切運動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 小さな親切運動静岡県本部 

１ 

活動の概要 地域の清掃活動。 

活動名 エネルギー環境教育 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 エネルギーや環境に対する教育として、小学生から大人まで年代を問わず

地域の人々に対し、天然ガスや燃料電池の紹介、冷熱実験、エコ生活学習

などを当社社員が講師となって出張授業を実施。 

活動名 食育テーマにした料理教室 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 食育をテーマにした親子料理教室やエコクッキングの実施。 

活動名 奨学寄付金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 静岡大学、静岡県立大学 

４ 

活動の概要 地元大学の学術研究や教育の充実、発展、学生の奨学支援。 

活動名 新潟県豪雨被災者義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 新潟県経営者協会ほか 

５ 

活動の概要 新潟県豪雨被害に対する義援金の協力。 

活動名 新潟県中越地震救援金 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 静岡商工会議所ほか 

６ 

活動の概要 新潟県中越地震被害に対する義援金の協力。 

活動名 イラン地震義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本経団連 

７ 

活動の概要 イラン地震被害に対する義援金の協力。 

活動名 県民オペラへの協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 県民オペラ実行委員会 

８ 

活動の概要 地元県民へオペラに親しむ機会を提供するための協賛。 

９ 活動名 グランシップ＆静岡ガス ニューイヤーコンサート 
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活動形態 ｇ 

寄付･連携先 静岡県文化財団 

活動の概要 多くの方にクラッシック音楽を身近なものとして楽しんでいただくために静岡

県文化財団と協働で開催。演奏は地元オーケストラ、静岡交響楽団。 

 

株式会社静岡銀行 

１．社会貢献のミッションや目標 

 企業理念「地域とともに夢と豊かさを広げます。」のもと、ＣＳＲの実践活動の一つとして、文化やスポー

ツ振興、環境保全活動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 

基本理念：地域とともに夢と豊かさを広げます。 

私たちは、地域の総合金融機関として、質の高いサービスを提供し、人々の暮らしと事業の夢の実現に

貢献します。 

私たちは、地域とともに歩む良き企業として、地域の経済と文化の発展に努めます。 

私たちは、健全性を基本として、時代を先取りする積極的な経営に心掛け、地域社会、お客さま、株主、

従業員の幸福を追求します。 

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、地域社会の活動、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 経営企画部企画グループ広報室 スタッフ数 （兼務）  ４名 

D．企業財団・公益信託 〔公益信託しずぎんふるさと環境保全基金 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

施設開放、 

その他 〔グループ会社「静銀総合サービス（株）」内に設置済の「小さな親切」運動静岡県本部事務局の

運営。「小さな親切」運動は昭和 38 年にスタートし、現在全国 36 都道府県本部を有し、約 280 万人の

方々が参加する民間運動 〕 

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 〔We Love Home Town 「公益信託しずぎん 

ふるさと環境保全基金」助成事業を紹介するパンフレット 〕 

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.shizuokabank.co.jp/   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 しずぎんユーフォニアコンサート 

活動形態  ｆ    

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

 

国内外の一流アーティストによるコンサート、入場料相当額は地域の環境

保全活動にお役立ていただくため「公益信託しずぎんふるさと環境保全基

金」に寄付を行っています。 

活動名 公益信託しずぎんふるさと環境保全基金 

活動形態  ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 

 

平成 16 年度に静岡県内で環境保全活動に取り組む個人や団体 24 先に

300 万円の助成を行いました。平成 5 年の設立以来、助成先は延べ 239

先、助成先の総額は 3,345 万円となっています。 

活動名 しずぎんカルチャーフォーラム 

活動形態  ｆ    

３ 

寄付･連携先  
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活動の概要 各界著名人による文化講演会を開催しています。 

活動名 しずぎんカップ静岡県ユースＵ－11 サッカー大会 

活動形態 ｇ     

寄付･連携先 静岡県サッカー協会、静岡朝日テレビ 

４ 

活動の概要 

 

静岡県内の 11 歳以下のジュニアチームが県下ナンバーワンを目指し毎年

熱戦を繰り広げる本大会に協賛しています。 

活動名 静岡銀行金融講座 

活動形態 ｄ    

寄付･連携先 静岡産業大学 

５ 

活動の概要 

 

平成 14 年度より開講した静岡産業大学国際情報学部の寄付講座で、静岡

銀行の行員が講師を務め、地域金融機関の経営や業務についての講義を

行っています。 

活動名 しずぎんホール・ユーフォニアの施設提供 

活動形態 ｃ     

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 地域社会への施設貸出 

活動名 しずぎんギャラリー・四季の施設提供 

活動形態 ｃ     

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 地域社会への施設貸出 

活動名 「小さな親切」運動 

活動形態 ｉ   

寄付･連携先 「小さな親切」運動本部 

８ 

活動の概要 

 

グループ会社「静銀総合サービス（株）」内に「小さな親切」運動静岡県本部

を設置し、環境保全・美化運動をはじめ、豊かな地域社会づくりに向けたさ

まざまな活動にグループを挙げて取り組んでいます。 

 

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 

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 

「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。 

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。 

「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         １６名

D．企業財団・公益信託 〔資生堂社会福祉事業財団 〕 

Ｆ．その他 〔ＳＨＩＳＥＩＤＯ 社会貢献くらぶ－花椿基金－ 運営委員会 〕 

ＳＨＩＳＥＩＤＯ 社会貢献くらぶ－花椿基金－を創設した。従業員参加型の社会貢献支援組織で会の趣旨

に賛同した会員より毎月の給与から控除した積立金を会員が指定した支援団体へ寄付する組織の運営

全般を会員によるボランティアで運営する。 
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５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、Ｖ表彰、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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲ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.shiseido.co.jp/social/html/    

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＡＤＳＰ（Ａｒｔ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ Ｓｕｐｏｒｔ Ｂｙ Ｓｈｉｓｅｉｄｏ） 

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/ 

活動名 サクセスフルエイジングセミナー 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先 要望する団体（自治体、企業、団体など） 

３ 

活動の概要 

 

ビューティーコンサルタントが中心となって美容セミナーを開催している。高

齢者、障がい者、企業の新入社員などあらゆる世代も女性たちに化粧の

「癒し」の効果を実感いただく。 

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 現代詩花椿賞 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

６ 

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  

７ 

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  

８ 

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。 
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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  

９ 

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。 

活動名 資生堂アートハウス（子どものためのワークショップ） 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先  

10 

活動の概要 

 

夏休み企画として、都会に比べて美術学習の機会も、鑑賞の機会も少ない

地方都市で、一流の講師により楽しく美術を学べる場を提供する。 

活動名 女性企業家支援「資生堂ビューティーファンド」 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先  

１１ 

活動の概要 

 

女性企業家や女性ライフスタイルに関連する事業を展開し、株式公開をめ

ざすベンチャー企業に対して出資する。資金面だけでなく、資生堂グループ

との提携による支援も積極的に推進している。 

 

シチズン時計株式会社 

１．社会貢献のミッションや目標 

シチズン企業行動憲章 第 5 章 

良き企業市民として、地域社会との共生を大切にし、社会貢献活動に努めます。 

社会の一員として、社会に役立つ事業活動を行い、社会とともに歩む“良き企業市民”としての役割を

果たしていきます。 

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。 

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、環境、災害救援〕 

４．推進体制 

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 

退職者Ｖ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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔2005ＣＳＲ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、ｅ    

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

 

日本人およ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・魅力作りに貢献した市民を年１回３組選び、表彰する制度。 

活動名 卓球部のスポーツ振興 

活動形態 ｄ    

２ 

寄付･連携先  
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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。

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 日本陸上競技連盟 

３ 

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分かち合っている。 

活動名 プレジデント社主催 環境フォトコンテスト協賛 

活動形態 ａ    

寄付･連携先  

４ 

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  

５ 

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

を公共の場へ提供している。 

活動名 工場見学・職場訪問の受け入れ 

活動形態 ｅ   

寄付･連携先  

６ 

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。 

活動名 スマトラ沖地震の見舞金 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 日本経団連・赤十字 

７ 

活動の概要  

活動名 新潟中越地震 見舞金の寄付とクロック寄贈 

活動形態 ａ、ｂ 

寄付･連携先 日本経団連・赤十字 

８ 

活動の概要  

 

シティバンク、エヌ・エイ 

（シティグループ・サービス・ジャパン・リミテッド） 

１．社会貢献のミッションや目標 

シティグループ本社としての以下の考え方が日本においても反映されました。 

地域貢献活動にも取り組み、事業を展開している地域に定着している企業として、地域社会が発展する

よう努力いたします。 

３．重点分野 〔教育･社会教育、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 

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  

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 品川総合福祉センター 

１ 

活動の概要 年２回のバザーにおいて、前日の会場設営、当日のバザーのお手伝いをし

ました。 
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活動名 災害に対する寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 新潟県中越地震およびスマトラ沖地震による被災地に対する義捐金。 

 

澁澤倉庫株式会社 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 特定公益増進法人への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

１ 

活動の概要  

活動名 スマトラ島沖大地震義義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要  

活動名 新潟・中越地震災害義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 新潟県共同募金会 

３ 

活動の概要  

 

株式会社シマノ 

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 

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://corporate.shimano.com/publish/content/corporate/jp/ 

shimanocorporatesitejp/social_responsibility/social_activity.html  

 

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、NPO の基盤形成 〕 

４．推進体制 

担当部署名 なし スタッフ数 １名（兼任）

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔清水環境・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.shimz.co.jp/environment/  
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 中越地震での救援活動 

活動形態 ｂ   

寄付･連携先 被災地の団体・法人・個人等 

１ 

活動の概要 

 

飲料水、非常食、非常用簡易トイレ、タオル、乾電池、仮設トイレ他の救援

物資を届けた。 

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 読売新聞東京本社、新潮社 

２ 

活動の概要 

 

読売新聞東京本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 「歴史的な建築の保存ワークショップ」を開催 

活動形態 ｄ、ｇ    

寄付･連携先 文部科学省 

４ 

活動の概要 

 

高校生を対象とした「スプリング・サイエンスキャンプ」のプログラムとして全

国から１０人の高校生を招き、二泊三日の体験学習を行う。 

活動名 ＮＰＯ法人国際建設技術情報研究所の設立支援。 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ    

寄付･連携先 国際建設技術情報研究所 

５ 

活動の概要 建設技術に関する調査研究活動を支援。 

活動名 フォーラム｢２１世紀の創造｣ 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 読売新聞東京本社 

６ 

活動の概要 ノーベル賞受賞者を囲むフォーラム「２１世紀の創造」への協賛。 

活動名 オペラ・音楽会・美術展への協賛 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 日本経済新聞社、読売新聞東京本社など 

７ 

活動の概要 

 

｢オペラ・フェスティバル、ミュンヘン・オペラ｣、「アール・デコ展」などへの協

賛 

活動名 クリーンおおさか ２００４ 

活動形態 ｂ、ｄ    

寄付･連携先 クリーン大阪実行委員会 

８ 

活動の概要 

 

「クリーンおおさか ２００４」に４０名が参加し、大阪市内中心部の遊歩道の

清掃を行った。参加者にＴシャツを支給。 

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、地元植林組合（宮城県白石市） 

９ 

活動の概要 

 

カラマツ、カツラ等の苗木５０００本を植え付け、森林資源と地球環境の保全

運動を行った。 

活動名 道道夕張新得線での空き缶拾い 

活動形態 ｄ、ｅ、ｆ    

寄付･連携先 地元自治体、住民 

10 

活動の概要 

 

作業所でのボランティア活動事例のひとつ。赤岩トンネル企業体の職員・坑

夫・ダンプ運転手等５０名が参加 
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シャープ株式会社 

１．社会貢献のミッションや目標 

「良き企業市民」として活動し、また、研究、教育、環境保全、地域社会奉仕などによる社会貢献活動へ

の支援を行い、地域社会との調和・共存を図ります。（シャープグループ企業行動憲章より） 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・地域における行事への参画・寄付・賛助などによる地域社会への貢献に、積極的に協力するように努

めます。 

・学術研究、環境保全、教育、文化芸術活動等を、積極的に支援するように努めます。 

・各種ボランティア活動へ積極的に参加するように努めます。 

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、国際交流･協力、 

災害救援 〕 

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 〔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 

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 

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 〔シャープ 環境・社会報告書 2005 〕 

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 シャープグリーンクラブによる環境ボランタリー 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先   

１ 

活動の概要 

 

シャープグリーンクラブの一環として、長居公園の清掃活動、若草山の清

掃、萱を植える活動を展開(社員･家族等 1,300 名が参加)。 

活動名 春･夏休みの親子イベント、ソーラーアカデミーの開催 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先 各小・中・高校 

２ 

活動の概要 

 

おもしろ科学実験教室、ソーラーアカデミーによる小･中･高校生や青年会議

所等への環境、新エネルギーについての教育･啓蒙活動 

活動名 環境保全活動 

活動形態 ｄ、ｆ   

寄付･連携先 各地方自治体 

３ 

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。各自治体で開催される

クリーン活動への参加。 

活動名 「シャープの森植樹」ならびにケナフの栽培 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 地方自治体・高知ケナフ普及の会 

４ 

活動の概要 

 

従業員の植林・育樹体験の場として、「シャープの森」作りを開始。また、ケ

ナフの栽培を行い、高知ケナフ普及の会へ提供。 

活動名 当社資料館・工場への見学受け入れ 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

 

夏休み親子見学会、当社資料館への見学者の受け入れ。地域住民の工場

見学の実施。 

６ 活動名 当社設備の開放 
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活動形態 ｃ 

寄付･連携先 地方自治体 

活動の概要 

 

グランド、テニスコート、体育館の県、市、地元への開放。また、地元居住者

会への福利厚生施設（食堂）の開放。 

活動名 障がい者の雇用創出、自立支援  

活動形態 ｅ 

寄付･連携先 シャープ特選工業 

７ 

活動の概要 

 

1950 年に現在の特例子会社「シャープ特選工業」を設立し、また、社内に

「シャープ障がい者雇用促進委員会」を設け、障がいを持つ従業員が働き

やすい職場環境づくりに取り組む 

活動名 災害被災地への支援 

活動形態 ａ、ｂ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

 

スマトラ沖地震、新潟県中越地震被災者・地域への義援金、救援物資の提

供 

 

株式会社商船三井 

１．社会貢献のミッションや目標 

国際社会および地域社会における「良き企業市民」としてより良い社会の実現に向け、積極的な社会貢

献に努める。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

国際協力・海事教育 

海洋･地球環境の保全 

援助物資輸送 など当社事業領域に根ざした分野を中心に活動する。 

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 経営企画部 ＣＳＲ･環境室 スタッフ数 14 名

B．社内横断的推進組織 〔経営企画部 ＣＳＲ･環境室 〕    

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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔環境・社会報告書 〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 スマトラ沖地震およびインド洋津波被害国への支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

１ 

活動の概要 

 

義援金を日本赤十字社へ寄付。また、海外現地法人からタイ、スリランカ、

インドネシア、インドの援助機関へ寄付。 

活動名 スマトラ沖地震およびインド洋津波被害国への支援 

活動形態 ｅ   

寄付･連携先 当社海外現地法人 

２ 

活動の概要 

 

当社自動車専用船、コンテナサービス網を利用した被災地への援助物資輸

送実施 

活動名 新潟県中越地震募金の協力 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

３ 

活動の概要 従業員有志で募金を行い、会社からの義援金マッチングギフトを実施。 
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活動名 南アフリカ共和国への移動図書館用バス輸送に協力 

活動形態 ｅ   

寄付･連携先 「アジア･アフリカと共に歩む会」 

４ 

活動の概要 現地移動図書館に使用される中古バスの無償輸送 

活動名 海岸美化活動 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 自主活動 

５ 

活動の概要 

 

2000 年より継続している海岸清掃活動。グループ会社からも含め 100 名あ

まりが参加。 

活動名 流出油災害ボランティアリーダー養成講習会への参加 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 独立行政法人 海上災害防止センター 

６ 

活動の概要 

 

油流出事故対応の基礎知識を有するボランティアリーダー養成を目的とす

る本講習会への従業員参加を補助・促進している。 

活動名 海洋観測協力 

活動形態 ｅ  

寄付･連携先 各研究機関 

７ 

活動の概要 

 

当社船上に観測機器を設置し、海洋が地球環境に及ぼす影響に関する研

究のためのデータ収集に協力。 

活動名 海事教育 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先 各種教育機関（中学校、高等学校、大学） 

８ 

活動の概要 

 

中高生対象としたターミナル見学・職場訪問受け入れ。 

東京海洋大学との共同研究・講師の派遣、青山学院大学への講師派遣 

活動名 小中学生を対象とした環境教育への参加 

活動形態 ｅ  

寄付･連携先 東京都 

９ 

活動の概要 東京都の小中学生を対象とした環境教育事業へ参加 

活動名 小中学生の職業教育を支援するジュニア・アチーブメントへの参加 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 ジュニア・アチーブメント本部 

10 

活動の概要 小・中・高生の社会・経済の仕組みを学習するその支援。 

活動名 タンザニアでの植林活動協力 

活動形態 ｅ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人タンザニア・ポレポレクラブ 

11 

活動の概要 使用済み切手・テレカの寄付による苗木の購入援助。 

 

新光証券株式会社 

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、地域社会の活動〕 

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 

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 NHK交響楽団年間サプライヤーとして協賛 

活動形態 ａ、ｅ 

寄付･連携先 NHK交響楽団 

１ 

活動の概要 演奏家および演奏活動への支援 
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活動名 全日本テニス選手権大会への協賛 

活動形態 ａ、ｅ 

寄付･連携先 （財）日本テニス協会 

２ 

活動の概要 同選手権大会開催を支援 

活動名 日本国際博覧会への協賛 

活動形態 ａ、ｅ 

寄付･連携先 （財）2005年日本国際博覧会協会 

３ 

活動の概要 日本国際博覧会開催を支援 

活動名 学生のためのビジネスコンテスト KING2004への協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 WAAV（学生シンクタンク） 

４ 

活動の概要 日本最大級のビジネスコンテスト開催を支援 

活動名 エルミタージュ美術館展への協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 東京都歴史文化財団、ロシア国立エルミタージュ美術館 

５ 

活動の概要 江戸東京博物館等における開催を支援 

活動名 第22回全日本大学女子駅伝対校選手権大会への協賛 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 （社）日本学生陸上競技連合 

６ 

活動の概要 同大会開催を支援 

活動名 寄付講座（冠講座）の実施 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 慶応・早稲田・中央・立教大学および成蹊大学院・立教大学院 

７ 

活動の概要 講師を派遣し、金融関係の講座を設置 

 

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、社会貢献活動

への取り組みを強化しています。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

（社会文化貢献活動指針） 

当行は、社会の一員として存続し、より豊かな社会の発展に貢献することが、企業の社会的責任である

と考えます。 

当行は①透明性の高い健全な経営、長期的・安定的な収益の計上を通じた企業価値の増大による社

会の発展への寄与、②社会に支えられている存在として求められる社会・文化への貢献を通じて、企業

の社会的責任を果たします。 

当行は､経営支店を効果的に活用できる分野で､社会文化貢献活動に積極的･継続的に取り組みます｡

当行は、行員の社会文化貢献活動への参加を積極的に支援します。 

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/社会文化貢献推進室 スタッフ数 ６名

B．社内横断的推進組織 〔社会文化貢献活動推進委員会 〕 

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 

Ｖ休暇、マッチングギフト、Ｖ情報提供、施設開放 
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６．社会貢献活動に関する情報開示 

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/csr/community/index.html   

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の活動支援 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ、ｇ    

寄付･連携先 ＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス日本（ＳＯＮ）、ＮＰＯ法人 2005 年スペシ

ャルオリンピックス冬季世界大会・長野 （ＳＯＮＡ） 

１ 

活動の概要 

 

世界大会に出場するアスリート支援のためのクリスマスパーティーの開催、

記者会見やセミナーの会場提供、世界大会への行員ボランティア派遣。 

活動名 New York Philharmonic 2004 日本公演への協賛 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 New York Philharmonic Orchestra 

２ 

活動の概要 アメリカで最も古くから活動しているオーケストラ。日本公演を協賛。 

活動名 新潟県中越地震/スマトラ島沖大地震・津波被災者支援のための寄付 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 日本赤十字社 

３ 

活動の概要 社内募金を実施し、そこで集まった合計を銀行としてマッチング。 

活動名 US-Japan Bridging Foundation への寄付 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 The US Japan Bridging Foundation (日米交流財団) 

４ 

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 Run for the Cure 2004 への協賛 

活動形態 ａ、ｄ   

寄付･連携先 Run for the Cure Foundation 

５ 

活動の概要 

 

乳がんに対する意識を高めるため、チャリティ-ラン/ウォークイベントを開催

している団体への協賛と行員ボランティア派遣、マッチングギフトを実施。 

活動名 社内献血 

活動形態 ｃ  

寄付･連携先 日本赤十字社  

６ 

活動の概要 献血の呼びかけ。当行１階を献血会場として提供した。 

 

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． サスティナビリティ報告書〔グループ環境報告書を作成〕 
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新日鐵化学株式会社 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新潟県中越地震被災地支援 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 （社福）新潟県共同募金会 

１ 

活動の概要 寄付 

活動名 スマトラ沖地震救援金 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要 寄付 

 

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． サスティナビリティ報告書に記載 

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.nsc.co.jp/   

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 

企業行動が人間や環境に及ぼす影響を認識し、地球市民として地球環境との調和をはかり、企業をとり

まく人々との絆を大切にし、快適で豊かな暮らしに貢献するため、積極的に社会貢献活動を推進するとと

もに、広く社会に貢献する企業であり続け、人々から最も指示される総合エネルギー企業の実現を目指

してまいります。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

社会貢献活動の重点分野を以下の３点に定めて行っております。 

１．「環境・エネルギー」に関する活動 

２．「地域社会」に貢献する活動 

３．「従業員の自主的な社会貢献活動」の支援 

３．重点分野 〔環境、地域社会の活動、その他 〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会環境安全部（本年４月より、総務部

内に社会貢献活動推進室を設置した） 

スタッフ数 ３名

B．社内横断的推進組織 〔社会貢献活動方針策定プロジェクト 〕 

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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔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://info.eneos.co.jp/environment/  
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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）国土緑化推進機構 

１ 

活動の概要 

 

ＥＮＥＯＳの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％相当額を寄付。 

活動名 環境教育活動 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ   

寄付･連携先 「こどもエコクラブ（環境省）」 

２ 

活動の概要 製油所において、同クラブ会員の子どもたちに環境教育活動を実施。 

活動名 自然保護支援活動「ＥＮＥＯＳの森」 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ   

寄付･連携先 地方自治体 または （社）国土緑化推進機構 

３ 

活動の概要 

 

地方自治体等とパートナーシップを結び、一定エリアの未整備な森林の保

全を支援する活動。支援エリアを「ＥＮＥＯＳの森」とネーミングし、製油所所

在地を中心に展開。 

活動名 「東京グリーンシップ・アクション」への参加 

活動形態 ａ、ｇ、ｈ   

寄付･連携先 東京都 

４ 

活動の概要 

 

東京都､NPO 等と協働で､町田市「図師小野路歴史環境保全地域」で従業

員ボランティアを募り、里山保全活動を実施。 

活動名 ＥＮＥＯＳ野球教室 

活動形態 ｄ、ｆ     

寄付･連携先 リトルリーグ神奈川連盟ほか 

５ 

活動の概要 

 

当社野球部の現役選手・ＯＢが子ども達に実技指導を行うとともに､指導

者・保護者を対象にトレーニング・体のケアに関する講義も行っている。 

活動名 ＦＣ東京のホームゲームに児童を招待 

活動形態 ｂ   

寄付･連携先 （社）全国社会福祉協議会 

６ 

活動の概要 

 

当社がメインスポンサーをしているＦＣ東京のホームゲームに養護施設等

の児童を招待。 

活動名 製油所見学会 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ      

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

 

各製油所に見学を受け入れ、「石油」、「環境・安全活動」についての理解を

深めてもらっている。 

活動名 地域交流活動 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ    

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

 

各製油所において地域の子どもたちや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（祭り）を開催。 

活動名 ＥＮＥＯＳ子ども科学教室 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ   

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 

 

中央技術研究所にて若手研究員による近隣の小学生を対象とした「科学」

への興味、「石油」についての知識の取得を目的に科学教室を開催。 

活動名 緊急災害支援 

活動形態 ａ      

10 

寄付･連携先 日本赤十字社 
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活動の概要 

 

新潟県中越地震、インドネシア・スマトラ沖地震、福岡県西方沖地震救援の

ため義援金を拠出。 

 

ＪＳＲ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します。また、環境の保全と安全の確保に努め、社会との共生をはかり

ます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

地域と共生し、環境改善に貢献する企業に 

地球の未来のために、レスポンシブル・ケアを実践する企業に 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔2005レスポンシブル・ケアレポート〕 

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 

 

地域社会の環境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 

活動名 社会福祉活動、災害支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 共同募金、赤十字他 

５ 

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 

活動名 国際経済商学学生協会（ＡＩＥＳＥＣ）への協力 

活動形態 ｃ、ｄ、ｅ 

寄付･連携先 国際経済商学学生協会 

６ 

活動の概要 

 

若者の育成のため、国際的なインターンシップ交換事業を推進している 

ＡＩＥＳＥＣに協力し、中国から研修生を２カ月間受入れた 
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ＪＦＥ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 

常に世界最高の技術をもって社会に貢献する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

良き企業市民として、社会との連携と協調を図り、積極的な社会貢献に努める。 

３．重点分野  

〔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〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 スタッフ数 名

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ会議 社会貢献部会（JFEスチール）〕 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔環境報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 各地区でのフェスティバルの開催 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

 

各製鉄所・製造所を開放しフェスティバルを開催、4ｶ所で合計30万人以上

の地域の方々にご来場いただいた。 

活動名 工場見学受入 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 

 

製鉄所内に見学センターを設置しており、地域の小中学生および一般の

方々など合計約5万人の方々に見学いただいた。 

活動名 ものづくり教室 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 教育委員会 

３ 

活動の概要 

 

子ども達にものづくりの楽しさとおもしろさを伝えることを目的に、地域の小

学校5～6年生を対象に、地元教育委員会と共同開催。工場見学、鋳物アク

セサリーつくりなど（知多製造所） 

活動名 芦田川清掃活動 

活動形態 ｈ  

寄付･連携先 国交省、福山市 

４ 

活動の概要) 国交省、福山市主催の芦田川の清掃活動に参加（福山地区） 

活動名 カブトガニ生息地清掃活動 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 カブトガニ博物館 

５ 

活動の概要 岡山県笠岡市のカブトガニ生息地の清掃活動に参加（福山地区） 

活動名 公道クリーン作戦 

活動形態 ｈ  

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 製鉄所近接公道の清掃活動を実施（京浜地区） 

活動名 津製作所 夏祭り 

活動形態 ｇ   

７ 

寄付･連携先  
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活動の概要 

 

工場構内を地域に開放し、工場見学、模擬店、ショーなどを行うことにより、

地域社会との関係を深化させる。 

活動名 津製作所 公道清掃活動 

活動形態 ｇ  

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

 

年5回、各回60～70人程度の社員で製作所近隣の公道およびその近隣の

清掃活動を行う。 

 
株式会社ジェイシティー 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・地域社会の活動として、親会社所有の光が丘ドームを NPO 法人および生涯学習スポーツ団体の一部

へ開放した 

・七夕飾り、カブト虫プレゼント、ホタル観賞会などを設け、地域住民に寄与した 

・日本フィル無料コンサートおよびゴスペルなどの発表会の場所提供 

・ギャラリー開放など 

３．重点分野 〔スポーツ、文化･芸術、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 

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(前田建設工業のホームページで開示) 

ＵＲＬ： http://www.maeda.co.jp 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 施設の開校 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 Boasorte、JrootsFootball 

Academy 

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、当施設を開校した。 

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 

２ 

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 

３ 

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

出展して頂き、販売促進に努めた。また、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） 

４ 

活動の概要 七夕飾りとして、場所、竹を提供し装飾して頂く。また、蛍観賞室を設けて、

地元の子どもには、カブト虫のプレゼントを行った。 
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株式会社ジェイティービー 

１．社会貢献のミッションや目標 

ＪＴＢグループは、かけがえのない自然資源を慈しみ、地球環境保全への最大限の配慮に努めることを

基本理念として、企業活動を誠実に推進することを目指します。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

1)ＪＴＢグループは、企業活動を通じて、社会の人々に自然とのふれあいの機会を積極的に創出すること

により、かけがえのない資源を大切に扱う人々の心の輪を広げることに努めます。 

2)ＪＴＢグループは、原材料の調達から商品開発、生産、販売、使用済み商品･ツールの回収並びに再資

源化の流れのなかで､限りある資源やエネルギーの無駄を無くし､廃棄物の低減､分別に努めます。 

3)ＪＴＢグループは、「クリーンアップキャンペーン」などの環境保護活動を実践し、社会における環境意識

の高揚に寄与します。 

３．重点分野 〔文化･芸術、環境、史跡･伝統文化保全〕 

４．推進体制 

担当部署名 総合企画部広報室 スタッフ数 ６名

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、Ｖ休暇、その他〔ドナー休暇制度〕 

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.jtb.co.jp/soumu/shakai/mecena.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 クリーンアップキャンペーン 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 （財）日本ナショナルトラストなど 

１ 

活動の概要 1985 年に始めました。このキャンペーンは毎年全国約 70 ｶ所で実施され、

気軽なボランティアとして、13 万人を超える方々に参加いただいています。 

活動名 旅行文化講演会 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 作家や俳優、映画監督など各界著名人に、旅先の体験や旅行観を豊かに

語っていただいています（入場無料）。 

 

ＪＰモルガン・チェース銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

地域社会への利益還元：地域社会の建設・再建支援・慈善寄付、社員へのボランティア活動 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

コミュニティーの具体的ニーズに対応するため、それぞれの地域に任されている。 

日本：地域社会のパートナーとして主に、福祉・教育・芸術文化・環境の分野に於いて、寄付ボランティア

活動のほか、社員の啓蒙活動を行う。 

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 

担当部署名 専門部署はなし スタッフ数 名

Ｂ． 社内横断的推進組織 

Ｃ． 外部専門家の入った組織〔フィランソロピー・コミュニティー〕 

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、 

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（ＮＹ本社ベースで） 
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 東京アンサンブルコンサート 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 東京アンサンブル 

１ 

活動の概要 若手音楽家育成を目指す東京アンサンブルの主催するコンサートを特別協

賛。（寄付金、チケット購入など） 

活動名 補助犬サポート 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 日本補助犬協会 

２ 

活動の概要 補助犬候補となる子犬（パピー）の育成プログラムに参加。また、協働して

近隣の小学校を訪問、補助犬紹介を行っている。 

活動名 チャリティーゴルフ 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 地域および障害者のためのゴルフ協会、ゴルフ場、企業 

３ 

活動の概要 障害者とＪＰモルガン社員によるゴルフコンペの開催。 

活動名 あしなが募金 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 あしなが募金 

４ 

活動の概要 年１回､同じビルにオフィスのある他社と協働で､募金の勧誘･受入れを行う｡

活動名 愛育養護学校支援 

活動形態 ａ、ｄ、ｅ、ｇ 

寄付･連携先 愛育養護学校 

５ 

活動の概要 寄付金・バザーへの協力。 

活動名 自販機マッチングプログラム 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 コカコーラ 

６ 

活動の概要 社内自販機での販売に寄付金をセットし、ＪＰモルガン・コカコーラでマッチン

グを行う。 

活動名 アウュアネス・セッション 

活動形態 ｆ、ｉ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 年に数回、NPO ほか社会貢献活動に従事している方を講師に招き、一時

間ほどの講演、Ｑ＆A を行っている（社員の啓蒙）。 

活動名 YMCA チャリティーラン 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 YMCA 

８ 

活動の概要 チャリティーランへの参加。 

活動名 障害者用マップ作成協力 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 港区ボランティアセンター 

９ 

活動の概要 港区の運営する障害者用のマップの作成のため、実地調査を行いとりまと

め、ホームページへの掲載までをサポート。 

活動名 グローバルディスオブサービス（GDS） 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

10 

活動の概要 本社主導が全世界的に 10 月を社会貢献強化集中月間とし、各種の活動を

行う。上記のいくつかも、この活動の一環として行った。 
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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 

寄付･連携先 ＮＨＫ交響楽団 

１ 

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 後援会 法人会員 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 関西フィルハーモニー管弦楽団後援会 

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 

活動名 賛助会員 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 二期会オペラ振興会 

５ 

活動の概要 

 

当会を通じ、日本オペラ会を背負う歌手の育成とオペラ文化の普及、振興

を図る 

 

株式会社ジャステック 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 寄付金の実施 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字センター 

１ 

活動の概要 医療分野の拡充を期しての寄付 

 

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 

当社は、基本理念「エナジーの創造」に基づき、あたたかく、活力ある人間社会の実現をめざして様々

な活動に取り組んでいる。 

この基本理念を実践するため、「スポーツ・文化の振興、社員のボランティア活動支援などを通じて社

会に貢献する」ことが当社の社会貢献活動の基本方針である。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

JOMO 童話賞および JOMO 奨学助成金、JOMO バスケットボールクリニックの２つを軸としたスポーツと

文化の振興、社会福祉、災害支援および地球温暖化防止を重点分野とする。その中で、児童と障害者を

対象とした活動により積極的に取り組む。 
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３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ、文化･芸術、環境、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ推進部 スタッフ数 １１名(内専任５名)

Ｂ． 社内横断的推進組織 

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 

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 

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〔社会・環境報告書 ２００５〕 

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/csr/society/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 JOMO 童話賞／JOMO 童話基金 

活動形態 ａ、ｂ、ｆ 

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

LP ガス JOMO 会など 

１ 

活動の概要 創作童話の一般公募と入賞作品集「童話の花束」の発行を毎年実施。「童

話の花束」は福祉施設等へ寄贈するほか、グループ特約店等へ販売し、売

上金を「JOMO 童話基金」として全国社会福祉協議会（全社協）へ寄付。全

社協は児童福祉施設の児童の自立支援のため、奨学金として活用する。 

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：（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。2005 年度からは元オリンピック選手など専任

スタッフを擁し、大幅に回数、内容とも充実させて展開している。 

活動名 アテネパラリンピック日本選手団応援クリック募金 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 NPO 法人日本パラリンピック支援機構 

３ 

活動の概要 パラリンピックに出場する日本選手団の支援のため、インターネットのＨＰ上

でクリック募金を実施し、件数に応じた金額を NPO に寄付。 

活動名 2005 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会･長野への燃料協賛 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付･連携先 NPO 法人 2005 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会・長野 

４ 

活動の概要 長野で行われた標記大会の開催前後を含め、約半年間にわたり、オフィシ

ャルカーへの燃料協賛を行った。 

活動名 2005 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会・長野支援クリック募金 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 NPO 法人 2005 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会・長野 

５ 

活動の概要 インターネットのＨＰ上でクリック募金を実施し、クリックの件数に応じた金額

を NPO に寄付するとともに、大会の認知度向上を図った。 

活動名 チャリティ古本市 

活動形態 ｂ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 CCWA 国際精神里親運動部（現チャイルド・ファンド・ジャパン）、キッコーマ

ン、キーコーヒー 

６ 

活動の概要 エチオピアの水支援プロジェクトのために､チャリティ古本市を実施。キッコ

ーマン(株)の食に関するイベントとの並行開催により､参加者拡大を図った。

７ 活動名 アカマツ林保全活動 
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活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

活動の概要 新潟県中条町（現胎内市）の関連会社事業所敷地内および隣接する町立

公園においてアカマツ林保全活動に社員 22 名が参加し、植林等を実施し

た。 

活動名 理科教室 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 埼玉県戸田市立新曽小学校 

８ 

活動の概要 上記小学校６年生の児童約 100 名を戸田市の研究施設に招き、環境技術

を中心とした理科教室を開催した。講師はすべて社員ボランティアが担当

し、クイズや実験等を行った。 

活動名 栃木盲導犬センター清掃ボランティア活動 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 （財）栃木盲導犬センター 

９ 

活動の概要 社員・家族のボランティアによる施設の清掃活動を春と秋の年２回実施。訪

問時には、社内に設置した募金箱に寄せられた寄付金の贈呈も行う。 

活動名 チャリティ英会話 

活動形態 ｃ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 日本民際交流センター 

10 

活動の概要 タイ･ラオスの子どもに奨学金を送るダルニー奨学金支援のため、米国人ボ

ランティアの協力を得てチャリティ英会話を開催。受講料は講師の厚意によ

り全額奨学金となる。 

 

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 を行う。 

４．推進体制 

担当部署名 給与厚生グループ 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 「台風 23 号災害」 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 岐阜県・地公体 

１ 

活動の概要 社員に対しての募金活動。 

活動名 「中越地震災害」 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要 社員に対しての募金活動。 
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活動名 「緑の山再生プロジェクト」植樹ボランテイア 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 岐阜県・岐阜市地元自治体 

３ 

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 あかり祭・ぎふ灯火ウォーク 

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 

４ 

活動の概要 岐阜市観光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 「日本モーツアルト音楽コンクール」への協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 岐阜県 

５ 

活動の概要 日本モーツアルト音楽コンクールは、岐阜県が主催する若手演奏家のため

のコンクールで、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 「テリーフォクス・ラン」 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 テリーフォクス・ラン in ぎふ実行委員会 

６ 

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 

７ 

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 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 岐阜市 

８ 

活動の概要 地元「金華山」の登山道のゴミを拾い集めながらの軽い登山をします。 

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 

９ 

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 

10 

活動の概要 毎年入場料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、V 表彰、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 １ 

活動形態 ａ、ｄ 



【さ行】 

 124

寄付･連携先 (財)常陽藝文センター 

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。文化普および

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。 

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 年度末基金残高 167 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 16 年度は 21 先に対し、240

万円の助成金を贈呈。 

活動名 常陽ボランティア倶楽部 

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、行員個々人のボランティア活動を企業として支援するため設立。

会員数約 3,100 名。ボランティア清掃、留学生との交流会、マラソン大会運

営など、福祉･環境･国際交流･地域振興等各分野で活動。 

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 特別老人ホーム、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 

６ 

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、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 

７ 

活動の概要 地元のスポーツ振興の一助として、平成２年より継続して｢水戸国際陸上競

技大会｣に協賛。 

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 

８ 

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 

９ 

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、地域活

動に貢献。 
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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３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。 

４．推進体制 

担当部署名 ＩＲ・広報部、レスポンシブルケア室、総務部 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推進連絡会 〕 

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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲ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.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。 

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。 
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活動名 スマトラ沖地震被災者へ防疫薬、防虫蚊帳を提供 

活動形態 ａ、ｂ  

寄付･連携先 ジャパン・プラットフォーム 

７ 

活動の概要 

 

防疫薬（害虫駆除用殺虫剤）および防虫剤処理蚊帳を無償で提供。グルー

プ会社の役員、社員等にも義援を呼びかけ、会社拠出分と合わせて寄付。

活動名 ＷＨＯが進めるマラリア防圧作戦への参加 

活動形態 ａ、ｂ、ｅ、ｇ    

寄付･連携先 国連基金、世界エイズ･結核・マラリア対策基金（世界基金） 

８ 

活動の概要 

 

世界保健機構（ＷＨＯ）が進めるマラリア防圧作戦のパートナーとして、防虫

剤処理蚊帳の製造技術をタンザニア企業に無償供与。蚊帳の普及活動を

推進。 

活動名 アフリカにおける教育支援 

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 

９ 

活動の概要 

 

アフリカの将来に向けた発展や今後の自立への支援策として、ＮＰＯの協

力の下に、小学校の校舎および付帯施設を建設する計画。 

 

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 

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 アジア発展途上 17 カ国 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。当該国リーダー育成、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 住友商事ヤングシンフォニー 

活動形態 ａ、ｆ 

２ 

寄付･連携先 寄／連：ジュニアフィルハーモニックオーケストラ 
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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・ﾗｵｽ・ｽﾘﾗﾝｶ・ｱﾌﾘｶ他)／国内の児童養護施設 

３ 

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 

４ 

活動の概要 

 

ボランティア活動初心者の職員向けに、ボ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､各種ジャンルの講座開設｡

活動名 雑巾プロジェクト 

活動形態 ｂ、ｅ、ｆ    

寄付･連携先 障害者授産施設／特別養護老人ホーム 

５ 

活動の概要 

 

社員から新品タオルを集め、障害者授産施設で雑巾に加工（工賃支払い）

し、その雑巾を特別養護老人ホームに寄贈（e：障害者自立支援）。 

活動名 あしなが育英会支援 

活動形態 ａ、ｆ  

寄付･連携先 あしなが育英会 

６ 

活動の概要 

 

・当社が支援しているジュニアフィル公演チケット社内販売収益に会社がマ

ッチングし、同会に寄付 

・同会催事へ当社関連商品寄贈 

活動名 邦画への日本語字幕つけ 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

 

聴覚に障害がある方等にも封切り時から観賞頂けるよう、当社が制作にか

かわる邦画には制作段階で日本語字幕を挿入し、封切り上映する。 

活動名 地域環境美化活動 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ   

寄付･連携先 アサヒビール 

８ 

活動の概要 

 

隅田川の上・下流に位置する両社役職員が隅田川クルーズをしながら環境

関連のレクチャーをうけ、下船後、周辺をクリーンアップする。 

 

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 １６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 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 

３ 

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。 

活動名 保育園のビオトープ作りへの参加 

活動形態 ａ、ｄ  

寄付･連携先 静岡県内の保育園 

４ 

活動の概要 

 

静岡支店において地元ＮＰＯとも協力し、保育園のビオトープ作りに参加。

社員一同が苗木購入代金も寄付。 

活動名 牛乳パックを原料にした手漉きハガキを使った絵手紙教室 

活動形態 ｄ、ｇ   

寄付･連携先 姫路市内の障害施設 

５ 

活動の概要 

 

姫路支店では市内の障害者作業所の作る手漉きハガキの原料となる牛乳

パックを社員が協力して集め提供するとともに販促につながるよう絵手紙教

室を開催。 

活動名 小児科専門病院への寄付 

活動形態 ａ、ｄ  

寄付･連携先 Ｇｒｅａｔ Ｏｒｍｏｎｄ Ｓｔｒｅｅｔ Ｈｏｓｐｉｔａｌ ｆｏｒ Ｃｈｉｌｄｒｅｎ ＮＨＳ Ｔｒｕｓｔ 

６ 

活動の概要 

 

ロンドン支店で職員参加のオークションを行い、売上金を市内の小児科専

門病院に寄付した。 

活動名 使用済み事務机の寄付 

活動形態 ｂ   

寄付･連携先 Ｂａｎｇｋｏｋ Ｐｈｅｔｃｈａｒａｗｕｉｔ Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ Ｓｃｈｏｏｌ 

７ 

活動の概要 

 

バンコク駐在員事務所では、事務机の新調により不要になった古い事務机

を地元の小学校に寄贈した。 

活動名 知的障害者施設で作られるパンの販売協力 

活動形態 ａ、ｃ、ｇ   

寄付･連携先 調布市の知的障害授産施設 

８ 

活動の概要 

 

弊社の拠点ビルの一つである府中ビルで、昼食用の一部として調布市の知

的障害授産施設の障害者の方々に自ら作ったパンを販売する場を提供。 
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住友生命保険相互会社 

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 

担当部署名 広報室 スタッフ数 ４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った場合に、実費を補給する。ただし限度あり。）〕 

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 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  〔住友生命の社会・文化貢献活動 〕 

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.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 

 

全国の支社および本社の各部・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、全国認知症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

15,000 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。この他平

成 16 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

を行っている。 

４ 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） 
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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 

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。 

活動名 全国縦断チャリティコンサート 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ    

寄付･連携先 地域の社会福祉協議会やＮＰＯ。 

６ 

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。 

 

住友電気工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会的責任を自覚し、よりよい社会、環境づくりに貢献する。（住友電工グループ経営理念より） 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

より良い社会の実現に向けて、社会の一員としての自覚をもって行動するとともに、広く社会に貢献する

（住友電工グループ企業行動憲章より）。 

３．重点分野 〔社会福祉、学術･研究、文化･芸術、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 ２名

Ｄ． 企業財団・公益信託 〔（財）住友財団〕 

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 〔ＳＥＩ ＣＳＲ報告書２００５〕 

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.sei.co.jp/csr/2005/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 障害者スポーツ世界大会支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 NPO 法人 2005 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会 

１ 

活動の概要 2005 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会の開催を支援する。 

活動名 東アジア文化交流支援 ２ 

活動形態 ａ 
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寄付･連携先 NPO 法人大阪ワッソ文化交流協会 

活動の概要 古代以来の大阪を舞台とした東アジアの文化交流を促進し、大阪の交流拠

点としての活動を支援する。 

活動名 日欧文化交流活動 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 EU・ジャパンフェスト日本委員会 

３ 

活動の概要 文化芸術の創造的活動を支援することにより、日本・EU 間の相互理解と文

化交流の促進を図る。 

 

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（兼務）

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･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.sumibe.co.jp    

７．主な社会貢献活動メニュー 

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 

１ 

活動の概要 技術開発・研究支援 

 

住友林業株式会社 

１．社会貢献のミッションや目標 

社会の一員として、地球環境保全に貢献する「良き企業市民」として行動する。 

（住友林業倫理行動指針より要約） 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

地域社会に有形無形の貢献を行うことは、良き企業市民として当然のことであり、事業活動を通じて、あ

るいはボランティア活動による社会貢献を通じて、積極的に地域社会との共存共栄を図っていきます。 

（住友林業倫理行動指針より抜粋） 

３．重点分野 〔環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 環境経営部 スタッフ数 ３名（兼任）

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ情報提供  （2005 年～ Ｖ登録、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.sfc.co.jp/information/society/index.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 富士山「まなびの森」自然林復元活動 

活動形態 ｃ、ｆ 

１ 

寄付･連携先 自社プログラム（調査に関して、日本野鳥の会、東京農工大に委託） 
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活動の概要 

 

1996 年に台風被害に遭った富士山南麓国有林において、1998 年より自然

林復元活動を実施。19 回、33,000 本余りの植林を行い、現在は、下刈り等

の育林作業を施している。また、ボランティアセンターを各団体の環境教育

に公開している。 

活動名 住友の森エコシステム「フォレスターハウス」 

活動形態 ｃ、ｄ 

寄付･連携先 なし 

２ 

活動の概要 

 

1993 年、愛媛県別子山村（現 新居浜市）に「フォレスターハウス」を建設。

林業や自然観察に関する情報、当社の環境保全活動に関する情報を広く

一般に公開している。 

活動名 早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンターへの寄付 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター 

３ 

活動の概要 

 

同センターが主催する東京都八王子市「高尾の森プロジェクト」（森林ボラン

ティア活動）に、余剰資材となっていたヘルメットを寄付。早稲田大学の授

業・演習、同センターが実施した中越地震の災害ボランティアにも活用され

た。 

活動名 「多摩川水源森林隊」への支援 （2005 年度～） 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 東京都水道局「多摩川水源森林隊」 

４ 

活動の概要 

 

荒廃の恐れがある東京都の水源、多摩川上流域での東京都水道局が主催

する森林ボランティア「多摩川水源森林隊」を社内に紹介。参加する社員ボ

ランティアに費用面での補助を行う。 

 

セイコー株式会社 

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〔2005 経済・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.seiko.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 ｄ、ｅ 

寄付･連携先 NPO 法人 2005 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会・長野 

１ 

活動の概要 公式スポンサーとして、機材の提供、スタッフ派遣を行った。 
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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 

社会貢献理念のもと、次の活動方針を定めている。 

(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 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． サスティナビリティ報告書〔サステナビリティレポート ２００５〕 

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、アジア諸国からの留学生に、

奨学金を支給したり、情報の提供をしている。 

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附 

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 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社として協賛している。 

活動名 原田泰治画伯のピエゾグラフを寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 諏訪市 

４ 

活動の概要 原田泰治画伯の代表作品３４点のピエゾグラフ作品を諏訪市に寄贈し、芸

術文化の啓蒙、振興に役立ててもらう。 

活動名 会社（工場）見学、工場実習等の受け入れ 

活動形態 ｆ 

５ 

寄付･連携先 官公庁、地域団体、学校、企業 
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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、社会貢献の観点から各事業所で実施。 

活動名 地域祭り、イベントへの参加、協賛 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 地域自治体など 

６ 

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 Ｋids ISO プログラム 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 国際芸術協会機構 

７ 

活動の概要 子どものための環境教育支援プログラムの推進 

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 

８ 

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および

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 スペシャルオリンピックス支援 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先 NPO 法人 2005 年スペシャルオリンピックス冬季世界大会・長野 

９ 

活動の概要 オフィシャルスポンサーとして運営・器材・資金面の援助を行うとともに、社

員がボランティアで参加。 

活動名 災害被災地への支援 

活動形態 ａ、ｂ 

寄付･連携先 日本赤十字社、県の災害対策本部 

１０ 

活動の概要 新潟県中越地震やインドネシア・スマトラ沖地震に際し、義捐金や物資支援

を実施。 

 
株式会社西友 

１．社会貢献のミッションや目標 

地域の変化するニーズに合わせて、鮮度の良い食品や質の高い必需品をお求めやすい価格で提供す

る。人々が最も働きたい、一番に買い物をしたいお店になる。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・西友は事業に関わる地域において自然環境、地域文化、社会、経済の調和のとれた発民に貢献します

・西友はすべての人が快適にご利用いただけるよう、地域に開かれた店舗を目指し、また地域への貢献

活動を積極的に行います。 

・西友は行政と透明で健全な関係を築き、また、市民社会を脅かす反社会勢力、人権抑圧を進める組織

および個人と取引を行わないことを確認します。（西友ＣＳＲ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 企業コミュニケーション部社会環境グル

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〔ＣＳＲ委員会 ＣＳＲプロジェクト〕 

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、Ｖ休暇 
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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〔西友 サステナビリティ・レポート 2005〕 

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」の開催 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 環境学習研究会（NGO） 

１ 

活動の概要 西友グループ約 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。2004 年度の参加者は 16,000 人です。 

活動名 「子ども環境会議―エコ・ニコサミット 2004」の開催 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 （財）グリーンクロスジャパン 

２ 

活動の概要 全国の子どもたちが未来の地球のために出来ることを話しあう子ども環境

会議を開催。 

活動名 環境学習会の実施支援 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 環境学習研究会（NGO） 

３ 

活動の概要 環境学習研究会の行う学習会への支援、プログラムの提案等。 

活動名 新潟県中越地震への支援、募金活動 

活動形態 ｂ、ｅ 

寄付･連携先 新潟県庁 

４ 

活動の概要 被災地へのミネラルウォーター、タオル、トイレットペーパー、作業用手袋な

どの支援物資をお届け、店頭への募金箱の設置。 

活動名 イラン中部地震への義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本経済団体連合会、日本赤十字社 

５ 

活動の概要 日本赤十字社を通じ被災地への寄付を行いました。 

活動名 スマトラ沖地震への募金活動 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

６ 

活動の概要 店頭に募金箱を設置し、お客様の寄付金をお預かりする。 

（マッチングギフトではなく、募金箱設置協力のみ） 

活動名 兵庫県京都府台風被害への募金活動 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 兵庫県 京都府 ほか 

７ 

活動の概要 店頭へ募金箱を設置し、お客様の寄付金をお預かりする。 

（マッチングギフトではなく、募金箱設置協力のみ） 

活動名 盲導犬育成募金活動 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 全国盲導犬施設連合会 

８ 

活動の概要 店頭へに募金箱を設置し、お客様の寄付金をお預かりする。 

（マッチングギフトではなく、募金箱設置協力のみ） 

活動名 盲導犬育成のための活動へ寄付 

活動形態 ａ 

９ 

寄付･連携先 全国盲導犬施設連合会 
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活動の概要 店頭で毎月実施する「お客様満足度調査（ストアトラック）」へのご協力に対

し、１件につき 50 円を寄付。 

 

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 

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔環境・社会報告書 2005〕 

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 

寄付･連携先 日本経団連自然保護基金／日本経団連自然保護協議会 

１ 

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。 

５ 活動名 若手芸術家の支援 
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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 

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。 

 

積水ハウス株式会社 

１．社会貢献のミッションや目標 

・「人間愛」人間は夫々かけがえのない貴重な存在であるという認識の下に、相手の幸せを願い その喜

びをわが喜びとする奉仕の心を以って何事も誠実に実践する事である。（企業理念より） 

・環境問題への取り組み並びに「良き企業市民」としての社会貢献活動を積極的に推進する。（企業行動

指針より） 

・企業市民として文化・芸術の支援、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に努め、社会の発展に寄与する。（企業倫理要項より） 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

地球環境をまもりつつ全てのヒトが人間らしい豊かな暮らしを実現できるよう、地域の文化と豊かさを育

み、住まいと暮らし、そして住文化に密着する住宅企業らしさを生かし、社会還元、協力と参画に努める。

例えば、本業を通じた住文化、生活ノウハウの向上を目指す。住文化、教育への貢献など。 

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、災害救援、人権〕 

４．推進体制 

担当部署名 法務部ＣＳＲ室 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 〔ＣＳＲ委員会、事業所ＣＳＲ推進委員会、社会貢献部会 〕 

C．外部専門家の入った組織 〔ＣＳＲ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、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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔サステナビリティレポート２００５ 〕 

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.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/social/contribution/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 SELP 製品ノベルティグッズの採用による障がい者自立支援 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 NPO 法人トゥギャザー 

１ 

活動の概要 

 

障がい者の授産施設や作業所で作られた「SELP 製品」を自社の販促ノベ

ルティグッズに採用し、障がい者の就労機会拡大と自立を応援。 

活動名 「ふれあいトゥギャザーさわやかフェスタ」への社員ボランティア参加 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 NPO 法人トゥギャザー 

２ 

活動の概要 

 

本社ビルで開催される障がい者自立支援イベントへの社員のボランティア

参加を支援 

活動名 「住まいの夢工場」（体験型学習施設）での小中学生対象とした住まい教育 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 小中学校 

３ 

活動の概要 

 

小中学生を中心に家庭科や総合学習の授業として住まいの夢工場（全国６

ヶ所）の案内を行い、教育貢献活動を実施。 

活動名 「納得工房」（研究所内体験型学習施設）での大学カリキュラムの受入れ 

活動形態 ｆ 

４ 

寄付･連携先 大学 
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活動の概要 

 

社員研修として実施している「住まい体験学習」を学生向けにアレンジして

学生を受入れ。参加を単位取得の条件にしている大学もある。 

活動名 各工場での夏祭り開催、チャリティーバザー収益金寄付 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 地域住民、社会福祉協議会など 

５ 

活動の概要 

 

毎年、各工場で夏祭りを開催、社員にだけでなく、周辺住民の方々も招いて

いる。バザーの収益金を地元の社会福祉協議会などへ寄付。 

活動名 ビオガーデン～５本の樹計画～ 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 環境 NPO シェアリングアース協会 

６ 

活動の概要 

 

「里山」を手本に、日本の気候風土、地域に合った自生、在来樹木をセレク

トし、鳥や蝶をよび、生物多様性保全につながる庭づくりをお客様に提案。 

活動名 チャリティーフリーマーケット収益金の寄付 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付･連携先 （社福）ノーマライゼーション協会 

７ 

活動の概要 

 

ノーマライゼーション協会主催のチャリティーフリーマーケットに本社（大阪）

および主に関西圏の事業所が参加、収益金を同協会に寄付。 

活動名 災害時などの社内での義援金募集活動および寄付 

活動形態 ａ、ｈ 

寄付･連携先 赤十字社など 

８ 

活動の概要 災害時に社内で義援金を募集し、赤十字社などに寄付。 

活動名 すまい・まちづくりに関する NPO「西山文庫」への協力 

活動形態 ａ、ｃ、ｇ 

寄付･連携先 NPO 法人西山夘三記念 すまい・まちづくり文庫 

９ 

活動の概要 

 

建築学者で京都大学名誉教授の故西山夘三氏が生涯にわたり収集、創作

した研究資料１０万点を当社「総合住宅研究所」内で公開。 

活動名 住まいの図書館（新宿、関西学研都市） 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

10 

活動の概要 

 

住まいや建築一般、造園、インテリアなどの書籍・雑誌を揃え、一般に公開

し、市民、学生、研究者、専門家が活用。 

 

株式会社セブン-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   第 11 条 環境面の社会貢献   

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、NPO の基盤形成 〕 

４．推進体制 

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 〕   
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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． サスティナビリティ報告書に記載 〔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 〔みどりの風 ほか〕 

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 

活動名 セブン-イレブンみどりの基金 

活動形態 ｄ、ｅ、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 

１ 

活動の概要 

 

全国セブン-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、ｆ、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おいて、全国のセブン-イレブンが募金

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 ａ、ｄ、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、意識を高めてもらうことが目的。 

活動名 スチューデントシティ 

活動形態 ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｉ   

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、子どもたちが売り手と掻いての

それぞれを体験することで経済を学んでいく活動を支援。 

活動名 ｾﾌﾞﾝｰ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、ｇ、ｉ   

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 

 

本格的ブロードウェイミュージカルを通じて、子どもたちに夢を与えるプログ

ラムを提供。セブン-イレブン店舗ではオトクなチケット（価格や座席の位置）

を独占発売。 

活動名 長野オリンピック記念長野マラソン 

活動形態 ｆ、ｇ、ｉ   

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 6,000 人が世界のトップランナーと同時にスタートする市

民マラソン大会に協賛。ゴール地点ではセブン-イレブン店舗も出店し物販

を行っている。 

活動名 全日本ｸﾗﾌﾞ卓球選手権大会 「セブン-イレブン・カップ」 

活動形態 ｆ、ｇ、ｉ   

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「卓球」を支援。クラブ卓球全国大会を「セブ

ン-イレブン・カップ」とし生涯スポーツである「卓球」の普及に協力。 
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活動名 セブン-イレブンデー 全国一斉清掃活動 

活動形態 ｆ、ｇ    

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２回、全国のセブン-イレブン加盟店と社員が一体とな

り、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 富士山清掃 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ    

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ｌクラブと協働し、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、ｈ    

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 

10 

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、主催しているイベントや応援

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 

社会的使命と責任を明確に認識し、安心と信頼を築くことに努力を惜しみません。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

私たちの会社が社会の一員として存続させて頂く以上は、社会の発展に対して事業分野とは全く別の貢

献をすることが責務であると考えます。人が豊かさやゆとりを感じられる芸術・文化活動を支援すること

や、様々な社会福祉活動を支援することに、グループ全体で鋭意取り組んでいきます。 

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、国際交流･協力、 

災害救援 〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ推進委員会事務局 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 〔ＣＳＲ推進委員会 〕 

D．企業財団・公益信託 〔（財）岡崎嘉平太国際奨学金財団 〕 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔環境報告書、ＣＳＲ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.ana.co.jp/pr   

http://www.ana.co.jp/ana-info/ana/environment_j_2004/index.html 

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 全国の病院などの施設 

１ 

活動の概要 

 

社員作成のすずらんの押し花しおりを、北海道から各地の空港を経由して

全国の病院などにお届けし、お見舞いをした。 

活動名 赤い羽根共同募金 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｇ  

２ 

寄付･連携先 （社福） 中央共同募金会 
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活動の概要 

 

全国に社員がメッセージと赤い羽根を届け、募金活動のほか、赤い羽根の

機体塗装を通じてＰＲにも協力している。 

活動名 航空教室 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ  

寄付･連携先 小学生、中学生 

３ 

活動の概要 

 

パイロット、客室乗務員、整備士などの社員が小学生、中学生を対象とした

航空教室を開催している。 

活動名 工場見学 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ  

寄付･連携先 ステークホルダーの皆様 

４ 

活動の概要 

 

機体整備工場の現場を見学いただき、安全性への取り組みに関するコミュ

ニケーションの促進を図っている。 

活動名 ユニセフ外国コイン募金（Change for Good） 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ  

寄付･連携先 ユニセフ（UNICEF） 

５ 

活動の概要 

 

お客様から機内にて、外国コインを募るユニセフの募金活動に参加してい

る。 

活動名 「私の青空」国際環境絵本コンクール 

活動形態 ｅ、ｆ  

寄付･連携先  

６ 

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し、優秀作を製本、出版し、航

空機内・各支店で無償配布しているほか、教育機関などにも寄贈している。

活動名 「私の青空」植林活動 

活動形態 ａ、ｄ、ｅ、ｇ  

寄付･連携先 一部、自治体および他企業との連携あり 

７ 

活動の概要 

 

就航空港周辺の地域社会と共に 10 ヵ年計画で植林または育林の森づくり

を行っている。 

活動名 「私の青空」サンゴ再生活動 

活動形態 ａ、ｄ、ｅ、ｇ  

寄付･連携先 チーム美（ちゅ）らサンゴ 

８ 

活動の概要 

 

活動参加企業と共に沖縄の海に陸上で養殖したサンゴを植え付け、再生さ

せる活動を行っている。 

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 

９ 

活動の概要 

 

社内に募金箱を設置し、募金に参加したほか、客室乗務員が「緑の羽根」を

着用し、活動の推進に貢献している。 

 

綜合警備保障株式会社 

１．社会貢献のミッションや目標 

ALSOK グループは、基幹事業である警備サービスそのものが極めて公共性の高い事業を展開している

ことを念頭に置き、常に経営理念の「ありがとうの心」を基本とする社会的責任を果たすための各種取り

組みを展開していきます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

ALSOK グループは、『綜警憲章』の経営指針のひとつに、「社会公共への貢献」という項目を掲げてお

り、その内容を「奉仕の精神をもって安全に関する公の施策に協力するほか、社会に貢献する活動を積

極的に行う」こととしています。 
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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、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、総務部等 スタッフ数 名

B．社内横断的推進組織 〔ＡＬＳＯＫありがとう運動〕 

D．企業財団・公益信託 〔(財)村井順記念財団〕 

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 

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： https://securew3.sv.alsok.co.jp/~sokkoho/home/society/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ALSOKありがとう運動 

活動形態 ａ、ｂ  

寄付･連携先 (財)ﾕﾆｾﾌ協会、UNHCR、NPO、身障者･高齢者在宅ｻｰﾋﾞｽ、国体等 

１ 

活動の概要 

 

1967 年設立し、事業利益ではなく ALSOK グループ社員等の会費にて運営

され、災害義援金、難民支援活動、福祉車両寄贈等の活動。 

活動名 ALSOKあんしん教室 

活動形態 ｄ、ｆ    

寄付･連携先 私立、公立を問わず、全国各地の小学生･保護者、各市町村の教育委員会

２ 

活動の概要 

 

全国各地の小学校において、社員が講師となって、防犯をテーマにロール

プレイニング形式の授業を無償で行う活動。 

活動名 ALSOK女子儀仗隊ビバーチェ  

活動形態 ｄ  

寄付･連携先 青梅ﾏﾗｿﾝ大会、ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ、箱根大名行列、ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、音楽祭り等 

３ 

活動の概要 

 

女子社員によって編成されたマーチングバンドで、全国各地で開催されるイ

ベント、セレモニー等の場でパレードやマーチング演奏を披露。 

活動名 ALSOKボランティア活動 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ、ｈ     

寄付･連携先 小学校･幼稚園、各市町村、警察署、NPO 法人、町内会、赤十字社等 

４ 

活動の概要 

 

創立 40 周年記念行事の一環として、学童通学路ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、防犯ｾﾐﾅｰ、ｺﾞﾐ

拾い、ﾘｻｲｸﾙ運動、企業献血、柔道指導等、全国の事業所ごとに活動。 

活動名 （財）村井順記念財団 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ   

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

 

創業者村井順の没後 12 年、創立 35 周年を記念して、神奈川県内の工学

系大学に在学する学生を対象に、返還不要の奨学金を支給する活動。 

活動名 財団への資金援助 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ   

寄付･連携先 （財）ディフェンスリサーチセンター、（財）都市防犯研究センター 

６ 

活動の概要 

 

我国の安全保障に幅広い見地から調査･研究･提言、また都市における犯

罪の予防に関する調査･研究を行う財団への継続的な資金援助活動。 

活動名 スポーツ振興 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ、ｈ     

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

 

子どもたちに柔道の楽しさを教える柔道教室を開催したり、柔道・ﾚｽﾘﾝｸﾞ・ｱ

ｲｽｽｹｰﾄ選手をｵﾘﾝﾋﾟｯｸへ派遣し、彼らの活躍を通じてｽﾎﾟｰﾂ振興を支援。 
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双日株式会社 

１．社会貢献のミッションや目標 

当社は 2004 年 4 月 1 日総合商社ニチメンと日商岩井が合併して出来ました。 

合併前の両個社の活動についてはホームページの環境報告書内の社会貢献活動の欄をご参照くださ

い。今後の双日グループにおける活動については検討を重ねています。 

３．重点分野 〔スポーツ、文化･芸術、国際交流･協力〕 

４．推進体制  2004 年度は体制未構築 

担当部署名 コンプライアンス部（2005 年 4 月 1 日～) スタッフ数 ７（内兼務３）名

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． サスティナビリティ報告書〔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.sojitz.com 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新潟中越地震募金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 新潟県（災害対策本部） 

１ 

活動の概要 グループ役職員からの募金 221 万 8,760 円 

双日(株)から 500 万円の義援寄付と救援物資（トイレットペーパー840 ダー

ス）。 

活動名 スマトラ沖地震募金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社等 

２ 

活動の概要 グループ役職員からの募金 122 万 1,736 円 

双日(株)から 385 万円の義援金寄付と救援物資総額 300 万円。 

 
ソニー株式会社・ソニーグループ 

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答えることを

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 

担当部署名 ＣＳＲ部 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、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． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲレポート 2005〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  

〔For the Community 「ソニーグループの社会貢献活動」〕 

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.sony.co.jp/community   
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 （財）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 

 

子どもたちに本物のオーケストラを体験してもらうことを目的に、Sony Music 

Foundation 主催で、ニューヨーク・フィルハーモニックの来日中に子どもの

ためのコンサートを開催。当日は、子どもたちとその保護者、約 1,800 人が

来場した。 

活動名 ソニー・ムービー・ワークス 

活動形態 ｆ、ｈ   

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

次世代を担う若者たちの創造性育成を育むことを目的に、中学生・高校生

を対象に映像作品作りを支援するプログラム。社員ボランティアが映像作品

作りを手助けするチューターとして参加。 

活動名 ＱＲＩＯサイエンスプログラム 

活動形態 ｄ、ｅ  

寄付･連携先 （社）日本ユネスコ協会連盟 

４ 

活動の概要 

 

子どもたちの科学に対する好奇心と、新しい創造に向う探究心を育むことを

目的とした教育プログラムで、ソニーの二足歩行型ロボット「ＱＲＩＯ（キュリ

オ）」が、サイエンスメッセンジャーとして参加しているほか、ソニーグループ

社員が講師として参加。 

活動名 Someone Needs You 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ  

寄付･連携先  

５ 

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。23 カ国で 15,000 人以上の社員がさまざまなボランティ

ア活動を行った。 

活動名 ニューヨーク近代美術館（ＭＯＭＡ）への支援 

活動形態 ａ、ｂ  

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

 

ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカでは、ニューヨーク市の近代美術館

（ＭＯＭＡ）に対し、継続的な支援を行っています。また、2004 年に行われた

修復工事に際しては、音響・映像にかかわる最新の機材を提供。 

活動名 ソニー・サイエンス・エデュケーション賞 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

 

マレーシアの中高生を対象に、科学教育の推進を目指し、プログラムへの

参加を通じて科学に興味をもち、また生徒たちの創造性を高めることを目的

に開催。2004 年は第５回目の開催。 

活動名 緊急災害支援 ８ 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ  
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寄付･連携先  

活動の概要 

 

大規模な災害による被災者支援。スマトラ島沖地震・インド洋津波の被災者

支援では、世界各地のグループ会社で支援を実施した。その他、新潟県中

越地震、台風 23 号被害の被災者支援も実施した。 

 

ソニー生命保険株式会社 

１．社会貢献のミッションや目標 

当社では生命保険事業を永続的に営み「遠い約束」を履行するためには、社会から受け入れられ、愛さ

れ、信頼される存在でなければならないと考え、One Love & One Trust をスローガンにコミュニティ活動

を推奨している。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

生命保険事業の根幹となる地域のコミュニティとの関係を強化する上で、社員の多くがボランティア活

動に自然に参加することは大変重要である。 

これからは社員一人一人がいかに本業以外でもお金だけでなく汗を出して社会に貢献していくかを真

剣に考えて実行していく事が重要であり、ひいては本人の働きがいや生きがいなどの自己実現にもつな

げてもらいたい。 

３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ 〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会貢献推進室 スタッフ数 ４名

B．社内横断的推進組織 〔 ボランティア推進連絡会 〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔 ボランティア有志の会 〕 

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、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.sonylife.co.jp/corp/gdc/prpdf/05koisha.pdf.  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 大分国際車いすマラソン 

活動形態 ｄ、ｇ、ｈ  

寄付･連携先 大分県社会福祉協議会 

１ 

活動の概要 大分国際車いすマラソンへの社員ボランティア参加と有志の会からの寄

付。 

活動名 ふれあい夏祭り 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ、ｈ  

寄付･連携先 阪神高齢者・障害者支援ネットワーク 

２ 

活動の概要 

 

95 年阪神淡路大震災で被災した高齢者のコミュニティ形成を図るために、

社員の毎月の募金を原資にして、屋台の運営・ステージでの歌やダンスを

行い元気づける。 

活動名 ふれあい温泉ツアー 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ、ｈ  

寄付･連携先 阪神高齢者・障害者支援ネットワーク 

３ 

活動の概要 

 

上記 2 と同様の主旨。日頃温泉に行きたいが、なかなかそのチャンスがな

い高齢者に対し、一対一のボランティアをつけて楽しんでもらう自主的プロ

グラム。 

活動名 アイメイト協会への寄付 ４ 

活動形態 ａ、ｆ、ｈ   
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寄付･連携先 （財）アイメイト協会 

活動の概要 

 

盲導犬の普及を通じて視覚障害者の社会復帰を支援するために年２回集

中的に天引き募金を実施。社員の募金と同額を会社がマッチングギフトを

行った。 

活動名 全国レディステニス大会の開催 

活動形態 ｂ、ｄ、ｇ、ｈ   

寄付･連携先 （財）日本テニス協会  朝日新聞社 

５ 

活動の概要 

 

一般人へのテニスを通じたスポーツの振興を目的とした大会への協賛。 

この開催にあたって各地区の社員のボランティア参加を促した。 

活動名 スペシャルオリンッピクス冬季世界大会 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ、ｈ   

寄付･連携先 スペシャルオリンピックス日本 

６ 

活動の概要 

 

SO 冬季世界大会が長野で開催されるにあたり社員のボランティア参加を

促す。 

 

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 １４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． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲコミュニケーションレポート２００５ 〕 

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、「いっしょに未来をつくろうよ」 〕 

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     

１ 

寄付･連携先 28 団体（ＷＷＦジャパンなど） 
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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、ｃ、ｅ、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。 

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 ａ、ｂ、ｆ    

寄付･連携先 全国各市町村の小学校新入学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、ｈ  

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 ａ、ｃ、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

活動を行っている。 

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

いる。 

活動名 人形劇プロジェクト・稲むらの火 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ   

寄付･連携先 人形劇センター静岡 

10 

活動の概要 

 

防災教育の一環として、「人形劇プロジェクト・稲むらの火」の活動を進めて

おり、ちきゅうくらぶ社会貢献ファンドが支援している。 
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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 ３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 〕 

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 

活動形態  ａ 

寄付･連携先 公益信託大成建設自然・歴史環境基金 

２ 

活動の概要 

 

自然環境の保全や歴史環境の維持等の研究および活動を行っている団体に

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 （社福）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 

６ 

寄付･連携先  
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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。 

 

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。 

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。 
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大豊工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

ねらい 

社会貢献活動の一環として社員のボランティア活動を支援する。 

1）よき企業市民として社会に信頼され親しまれる会社にする 

2）活動を通して人間としての幅を広げ生きがいに結びつける 

3）高齢化社会に向けボランティア活動等意義ある余暇の過ごし方を見つける 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

方針 

1）諸団体、他企業などと連携の取れたボランティア活動の推進 

2）当社の特長を生かしたボランティア活動の推進 

3）自立（決定の自由と自己責任）を促す活動の推進 

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 総務部総務室 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 〔ボランティア委員会〕 

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、施設開放 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 障害者交流ダーツ大会 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 とよたダーツクラブ、豊田市社会福祉協議会 

１ 

活動の概要 障害者施設の方々と、社員ボランティアとの交流大会。 

活動名 新潟県中越地震義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 中日新聞事業団 

２ 

活動の概要 協力社会含めた社内募金および会社からの義援金。 

活動名 国際協力活動支援拠出金の協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本経団連国際センター 

３ 

活動の概要  

活動名 スマトラ島沖地震義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

４ 

活動の概要 協力会社含めた社内募金。 

活動名 大豊祭 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 バザー売上金を福祉施設へ寄付。 

活動名 松竹梅、クリスマス寄せ植え鉢の寄贈 

活動形態 ｂ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 社員ボランティアによる寄せ植えの制作、福祉施設への寄贈。 

活動名 大豊工業トライボロジー研究財団への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 大豊工業トライボロジー研究財団 

７ 

活動の概要 トライボロジーに関する研究助成費として。 
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大陽日酸株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

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。 

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 ５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 

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〕 

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.tn-sanso.co.jp 

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。 

活動名 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。 

活動名 科学技術館への液体窒素提供 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 （財）日本科学技術振興財団科学技術館 

３ 

活動の概要 科学技術館の実験ショーに毎月液体窒素を提供。 

活動名 千葉グランドおよびテニスコートの一般貸出 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 当社の施設であるグランドおよびテニスコートを低廉な費用で一般へ開放。

 

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 

７．主な社会貢献活動メニュー 

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 

１ 

活動の概要 活動資金寄付。 

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 (財)日本フィルハーモニー交響楽団 

２ 

活動の概要 交響楽団活動支援。 

活動名 ２００５年日本博覧会協会会場建設費募金 ３ 

活動形態 ａ     



 153

寄付･連携先 2005年日本博覧会協会 

活動の概要 会場建設費募金。 

活動名 スマトラ沖地震義援金 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 日本経団連・日本赤十字社 

４ 

活動の概要 スマトラ沖地震義援金。 

活動名 新潟中越地震災害義援金 

活動形態 ａ     

寄付･連携先 日本経団連・日本赤十字社 

５ 

活動の概要 新潟中越地震災害義援金。 

 

株式会社高島屋 
１．社会貢献のミッションや目標 

経営理念、経営指針に基づき、企業の社会的責任の重点分野である環境保全および社会福祉分野で

の活動を推進。 

１．環境保全活動の推進２．社会福祉活動の推進３．社員の環境保全・社会貢献意識の醸成 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

【経営指針として】 企業市民として継続的に社会に貢献します。 

１．地球の環境保全に努めます。 ２．地域との交流をはかります。 

３．文化・芸術の発展に貢献します。 ４．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、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 本社環境・社会貢献室 スタッフ数 ６名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

B．社内横断的推進組織〔環境・社会貢献委員会〕 

D．企業財団・公益信託〔公益信託 タカシマヤ文化基金、公益信託 高島屋国際スカラーシップ基金〕

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、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． サスティナビリティ報告書に記載 〔タカシマヤＣＳＲレポート２００５〕 

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.takashimaya.co.jp/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 中越地震支援 

活動形態 ｃ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 新潟県小千谷市、川口町の保育園・幼稚園・小学校および学童保育施設 

１ 

活動の概要 

 

立川店店頭でお客様からおもちゃを募り、公認サンタクロースと社員が2004

年12月20日に新潟県小千谷市、川口町の子どもたちを訪問して、クリスマ

スプレゼントとしてお届けし、楽しいひと時を過ごしました。 

活動名 浅間山噴火災害支援 

活動形態 e、ｆ     

寄付･連携先 長野県長野原町北軽井沢地区農家 

２ 

活動の概要 

 

高崎店は2004年９月の浅間山の噴火で降灰被害を受けたキャベツを直接

仕入れ、「は～い（灰）キャベツでーす！」と名づけて販売し、キャベツ農家

の皆様を支援しました。その後、関東９店舗でも販売しました。 

活動名 タイ地雷除去支援 ３ 

活動形態 ａ、ｆ   
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寄付･連携先 ＮＰＯ法人 人道目的の地雷除去支援の会（ＪＡＨＤＳ） 

活動の概要 

 

クリスマス時にミニサンタ人形を販売しその売上げの一部をジャッズに寄贈

し、タイ王国での地雷除去活動のための支援金として役立てられています

（全店舗）。 

活動名 ＷＦＰ国連世界食糧計画支援 

活動形態 ａ、ｆ   

寄付･連携先 ＷＦＰ国連世界食糧計画（本部：ローマ） 

４ 

活動の概要 

 

横浜店では１９９６年より、バングラデシュで飢餓に苦しむ人々への食糧支

援を行っているＷＦＰ国連世界食糧計画に対して、お客様からの募金と同

時に各種チャリティイベントやＷＦＰ写真展を開催し、毎年支援しています。 

活動名 バーンロムサイ支援 

活動形態 ｅ、ｇ    

寄付･連携先 タイ・チェンマイ市の感染孤児生活施設「バーンロムサイ」 

５ 

活動の概要 

 

名取美和さんが代表を務めるタイ・チェンマイ市郊外に設立された、ＨＩＶ感

染孤児たちのための生活施設「バーンロムサイ」で子どもたちが描いた絵の

版画やポストカードなどを２００４年１２月、東京店において販売するとともに

「バーンロムサイ」の活動も紹介しました。 

活動名 収集ボランティア活動 

活動形態 ｂ、ｄ、ｇ   

寄付･連携先 ＮＰＯ法人日本国際ボランティアセンター（ＪＶＣ）のカンボジア基金および日

本キリスト教海外医療協力会（ＪＯＣＳ） 

６ 

活動の概要 

 

毎年、社内で集められた使用済み切手・プリペイドカード・書き損じハガキな

どを、ＮＧＯ団体に寄付し、カンボジア復興支援やアジアの医療に恵まれな

い地域への医療従事者派遣の活動を支援しています（全店舗）。 

活動名 琵琶湖畔の美化活動 

活動形態 d、ｇ、ｈ    

寄付･連携先 北之庄沢を守る会 

７ 

活動の概要 

 

２００４年５月に今回で３回目になる琵琶湖畔近江八幡市で、清掃活動を行

う「北之庄沢を守る会」のボランティア活動に家族を含め社員２１名が参加

し、雑草刈りやゴミの撤去などを行いました。 

活動名 新入社員による琵琶湖畔での植樹 

活動形態 ｄ、ｇ、ｈ   

寄付･連携先 びわこ地球市民の森 

８ 

活動の概要 

 

２００４年４月に今回で２回目になる琵琶湖畔での植樹に、新入社員を含め

社員３０名がボランティア参加しました。 

活動名 オイスカ「子どもの森計画」の植林活動を支援 

活動形態 ａ、ｇ   

寄付･連携先 （財）オイスカ 

９ 

活動の概要 

 

1998年よりエコロジーバッグ「タカシマヤバッグ」の売上金の一部を、（財）オ

イスカの「タカシマヤ子どもの森基金」に寄贈し、基金運用益で「アジア・太

平洋地域における子どもの森計画」に役立てられ、植林活動と環境教育を

組み合わせた学校単位の森づくり活動を支援しています。 

活動名 養護学校で「身だしなみ教室」実施 

活動形態 ｄ、ｇ    

寄付･連携先 大阪府立吹田養護学校ＰＴＡ 

10 

活動の概要 

 

2005年２月、大阪店紳士服販売部社員が吹田養護学校の卒業予定の男子

生徒の皆さんを対象に、ネクタイの結び方やワイシャツ、靴下の選び方など

新社会人に役立つ服装マナーなどの「身だしなみ教室」を開催しました。 
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株式会社タクマ 
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.takuma.co.jp/environmental-report/2005/report-2005.html  

 

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

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）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、マッチングギフト、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 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、今回は欧州において、８月～

11月の間に７公演を実施した。 

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 「ピーターパンこども基金」の活動趣旨に賛同し、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」に協賛。 

活動名 よみうり健康講座 

活動形態  ｆ    

寄付･連携先 読売文化センター 

４ 

活動の概要 生活習慣病を中心とした疾病に対する啓蒙活動の一環として、同講座に協

賛している。 

活動名 新国立劇場の運営協賛 

活動形態  a 

５ 

寄付･連携先 （財）新国立劇場運営財団 
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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

している。 

活動名 「ＮＰＯファミリーハウス」への寄付 

活動形態  a 

寄付･連携先 「ＮＰＯファミリーハウス」 

６ 

活動の概要 病気の子どもとその家族のために、宿泊施設を提供するＮＰＯに寄付。 

活動名 タケダヤングフォーラム 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 朝日新聞 

７ 

活動の概要 将来、医療の道を志す若者に対して、医学についての情報を提供する場と

しての同フォーラムに協賛している。 

 

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さまを初めとする

社会の皆さまから「心より愛される武富士」を目指し、企業市民としてより良き社会の実現に貢献します。

また、公正な企業行動と社会との調和を心がけ、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月に社会貢献室を設置し、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、バレーボールを通じた活動に加え、全国の営業所周辺で定期的に行う清掃活動や福祉施設の

子どもたちへの支援など、社員参加やより身近な活動のメニューを増やし、「私たちができる社会貢献活

動」の「継続」を目指します。 

３．重点分野 〔社会福祉、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 社会貢献室 スタッフ数 １名

５．社員のボランティア活動支援策 

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． サスティナビリティ報告書に記載 

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.takefuji.co.jp   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 武富士クリーン運動 

活動形態  ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

 

毎月第3水曜日を「クリーンデー」と定め、始業前の30分間、全国の営業所

周辺で清掃活動を行っています。 

活動名 盲導犬育成事業への支援 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 （財）日本盲導犬協会他、全国の盲導犬育成団体 

２ 

活動の概要 

 

盲導犬育成団体への寄付活動を通じて、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     

３ 

寄付･連携先 自治体、共同募金会、日本赤十字など 
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活動の概要 

 

大規模災害の発生した被災地に対して、一日も早い復旧を願い義援金の

寄付と被災地域にお住まいのお客様への救済措置を行いまいした。 

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」の運営とバレーボ

ールを通じた社会貢献活動の実施 

活動形態  ｆ    

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

 

日本の女子バレーボールの普及振興と「東洋の魔女」の復活に貢献したい

と願い、チーム運営に取り組んでいます。また、バンブー選手によるバレー

ボール教室の開催やシッティングバレーボールチームへの支援なども行っ

ています。 

活動名 社会福祉施設の子どもたちへの支援 

活動形態 ｂ   

寄付･連携先 東京善意銀行 他 

５ 

活動の概要 

 

日米野球、Ｖリーグなどのスポーツ試合観戦や愛知万博などのイベントに

福祉施設の子どもたちを招待しています。 

活動名 あしながＰウォーク１０ 

活動形態 ａ、ｈ     

寄付･連携先 あしながＰウォーク１０実行委員会 

６ 

活動の概要 

 

あしなが育英会から奨学金を受けている遺児学生が行うボランティアウォー

クイベントに寄付金を提供するとともに社員と家族が参加しています。 

 

田中貴金属工業株式会社 
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.tanaka.co.jp/  

 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔 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）〕 

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、生活に役立つ講話、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 （社福）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 
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活動名 医薬品の寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 （社福）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、衛生用品等を寄贈。 

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、環境問題への取り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 

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.tamura-ss.co.jp/   

 

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 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。 
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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、 

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・環境活動推進専門委員会〕 

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/index.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16年度で第56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16年度で第15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16年度で第12回を迎えた。 

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。 
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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行います。 

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行います。 

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行います。 

５.国内外の災禍に対し、被災地域救済のための支援活動を行います。 

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 スタッフ数 ２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、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． サスティナビリティ報告書に記載 〔環境・社会貢献報告書 〕 

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://daiei.co.jp/kouken/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

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 

１ 

活動の概要 

 

新潟豪雨・福井豪雨被災者救援募金、新潟中越地震募金、スマトラ島沖地

震募金を実施。店頭でのお客様に対し呼びかけを実施し、寄贈する。 

活動名 高齢者疑似体験の実施 

活動形態 ｉ  

寄付･連携先 （社）長寿社会文化協会 

２ 

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や体得やＣＳ向上

を目的に実施。高齢者にやさしい環境・社会作りに役立てる。 

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、体験実習の要請に対し、各店舗で受入を実施している。 

活動名 身体障害者補助犬ふれあい教室 

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、住友生命様と協

働で育成団体運営による補助犬ふれあい教室を弊社店頭で実施している。

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 河川等のクリーンアップ事務局 

５ 

活動の概要 

 

ＮＰＯ団体が主催するクリーン活動に弊社従業員とその家族がボランティア

参加し、クリーン活動を実施している。 

活動名 三宅島手作り硝子「夢あじさい」の出張販売 ６ 

活動形態 ｄ   
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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、港区など 

活動の概要 

 

弊社店舗での販売のほかに三宅島支援チャリティコンサートや三宅島島民

ふれあい集会、三田納涼カーニバルなどでの出張販売を実施している。 

活動名 当選年賀ハガキの回収と寄贈 

活動形態 ｂ   

寄付･連携先 聴導犬育成の会 

７ 

活動の概要 書き損じおよび各店（事業所）宛の当選年賀ハガキを回収し、寄贈してい

る。 

 

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.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   

寄付･連携先 ダイキン工業現代美術振興財団 

１ 

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 新潟県中越地震への義捐金および救援物資の対応 

活動形態 ａ、ｂ 

寄付･連携先 （社福）新潟県共同募金会 

２ 

活動の概要 

 

新潟県中越地震に対し、復興の一助として、義捐金1,000万円と救援物資

（業務用空気清浄機10台）を寄付。 

活動名 福井大水害義捐金への協力 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （社）関西経済連合会 

３ 

活動の概要 福井大水害に対し、復興の一助として300万円を寄付。 

活動名 第12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 

４ 

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 2005年日本国際博覧会（愛・地球博）への寄付 

活動形態 ａ、ｂ 

寄付･連携先 （財）2005年日本国際博覧会協会 

５ 

活動の概要 大阪万博以来35年ぶりに開催される総合的な国際博覧会。 

活動名 (財)日本室内楽振興財団主催「第5回大阪国際室内楽コンクール＆フェス

タ」への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （財）日本室内楽振興財団 

６ 

活動の概要 

 

室内楽に取り組む優秀な音楽家を広く世界に求め優れた演奏を顕彰し、人

材を育成するもの。国際間の文化交流を目的として3年ごとに開催。 

活動名 ‘05食博覧会・大阪への寄付 ７ 

活動形態 ａ、ｄ 
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寄付･連携先 食博覧会実行委員会事務局 

活動の概要 

 

関西の食関連産業の復興と新しい食文化の発展、地域活性化や国際交流

の促進に寄与することを目的として開催。 

活動名 2004年大阪ワッソ文化交流協会事業への協力 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 大阪ワッソ文化交流協会 

８ 

活動の概要 

 

四天王寺で、往時の衣装で再現した巡行などを実施し、アジア相互の友好

と国際交流の促進、大阪の活性化に寄与するもの。 

活動名 ロボカップ2005大阪世界大会への寄付 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 ロボカップ大阪大会開催委員会 

９ 

活動の概要 

 

ロボットによるサッカーの実現をテーマに、ロボット工学や人口知能の研究

を促進するための国際プロジェクト。 

活動名 フランダース芸術祭：Taste of Flandersへの協賛 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 （財）ベルギーフランドル交流センター 

10 

活動の概要 

 

ベルギーフランドル交流センターが創立30周年を迎える記念事業として、ベ

ルギー・日本のさらなる交流につながる様な、様々な行事を開催。 

 

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 
１．社会貢献のミッションや目標 

＜経営理念＞地域社会に奉仕し、顧客に信頼され親しまれる第三銀行 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

＜第三銀行 環境方針＞ 

第三銀行は、私たちを生み育てていただいた地域社会と共に循環型社会を形成し、次なる世代が緑豊

かな地球を受け継いでいけるように努めてまいります。 

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〕 

４．推進体制 

担当部署名 総合企画部広報課 スタッフ数 １名

Ｄ． 企業財団・公益信託 〔（財）三銀ふるさと文化財団、（財）三銀熊野育英会〕 

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 〔地域とともに第三銀行〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 女性制服をリサイクルした「軍手」を三重県に寄贈 １ 

活動形態 ｂ 
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寄付･連携先 三重県を始めとした県内地方公共団体へ寄贈 

活動の概要 平成17年4月女性制服廃止に伴い、廃止した女性職員の制服を「軍手」とし

てリサイクルし、地公体へ寄贈した。 

活動名 （財）三銀ふるさと文化財団 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 地域文化活動貢献者・個人2名、1団体を毎年表彰 

２ 

活動の概要 平成2年1月に設立以来、毎年「三銀ふるさと三重文化賞」による顕彰事業

と「定期コンサート」の開催を通じて地域文化の発展に貢献。 

活動名 （財）三銀熊野育英会 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 当行発祥の地である熊野市と南牟婁郡の学生 

３ 

活動の概要 昭和43年に設立以来37年間で延べ186名に奨学金を支給し、前途ある人材

の育成を応援。 

活動名 「熊野古道定期」にかかる寄付金の贈呈 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 東紀州地域活性化事業推進協議会を通じて市民活動団体へ 

４ 

活動の概要 地域社会への貢献策の１つとして取り扱いした「熊野古道定期」の残高に応

じた寄付金を平成17年7月「世界遺産伊勢路フォーラム」の席上で寄贈。 

活動名 第三銀行杯三重県少年サッカー選手権大会 

活動形態 ｅ 

寄付･連携先 三重県内少年サッカーチーム 

５ 

活動の概要 平成４年より毎年、三重県少年サッカー選手権大会を後援し、地域のスポ

ーツ活動の支援を積極的に行っている。 

活動名 第三銀行杯三重県ミニバスケットボール選抜大会 

活動形態 ｅ 

寄付･連携先 三重県内ミニバスケットボールチーム 

６ 

活動の概要 平成９年より毎年、三重県ミニバスケットボール選抜大会を後援し、地域の

スポーツ活動の支援を積極的に行っている。 

 
大同生命保険株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

「Ｔｒｙ＆Ｄｉｓｃｏｖｅｒ（挑戦と発見）による価値の創造を通じて、人と社会に貢献するグループを目指します」

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

１．よりよい商品･サービスの提供 ２．コンプライアンスの徹底 

３．人権の尊重 ４．コミュケーション 

５．地域･社会への貢献 ６．地球環境の保護 

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 人事総務部 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 〔 大同生命厚生事業団、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、退職者Ｖ支援、Ｖ情報提供、Ｖ機会提供、その他 
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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 〔 Ｔ＆Ｄ保険グループＣＳＲ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 〔大同生命社会貢献の会活動報告書〕 

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.daido-life.co.jp/kouken/index.html   

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、ｄ、ｅ、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、障害者の社会参加促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の寄付活動 

活動形態 ａ、ｆ、ｈ   

寄付･連携先 各都道府県の社会福祉協議会 

２ 

活動の概要 

 

主に全国各地にある知的発達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。 

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 日本キリスト教海外医療協力会、大阪ボランティア協会 

３ 

活動の概要 

 

全国各地にある当社事務所内に収集箱を設置して、各団体の社会貢献活

動を支援している。 

活動名 身体障害者の一日外出支援ボランティア 

活動形態 ａ、ｆ、ｈ   

寄付･連携先 （社福）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ココノケア活動に取り組む団体に売上げ金を寄付。 

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）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に取り組んで

いる団体に寄付 

活動名 スマトラ沖地震・大津波災害救援募金活動 

活動形態 ａ、ｂ      

寄付･連携先 日本赤十字社、アジア協会アジア友の会 

７ 

活動の概要 例年の通常募金活動以外に特別救援募金活動に取り組んだ。 

活動名 アジア地域への学校建設および教育支援 

活動形態 ａ、ｂ 

寄付･連携先 日本民際交流センターほか 

８ 

活動の概要 

 

ラオスに小学校２校、ベトナムに小学校１校を建設した。教育資材（ラオス、

ミャンマー、カンボジア、タイ）。 
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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． サスティナビリティ報告書に記載 

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.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 
１．社会貢献のミッションや目標 

われわれは、良き企業市民として地域社会との関わりを深め、 

コミュニケーション活動や文化活動を通じて社会貢献に努める。 

３．重点分野 〔文化･芸術〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＩＣＣ本部 スタッフ数 約20名

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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲ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.dnp.co.jp/art/index.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

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 ｆ  

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 銀座、堂島、須賀川市にギャラリーを開設し、定期的に企画展を開催。 

活動名 印刷技術による血管再生法の開発 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ   

寄付･連携先 東京医科歯科大学 

２ 

活動の概要 

 

心筋梗塞や床ずれなどの治療に役立つ血管再生法を共同研究、成功。 

東京医科歯科大学内に同テーマの寄附講座も開設。 

活動名 地域美化活動 

活動形態 ｄ、ｆ   

寄付･連携先  

３ 

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）。 

４ 活動名 地域産業支援 
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活動形態 ｂ、ｇ   

寄付･連携先 栃木県上都賀郡西方町 

活動の概要 

 

西方町で生産している苺のジャムやジュースのラベルデザインを協力。 

また、ＤＮＰ内での社内販売も実施。 

活動名 献血活動 

活動形態 ｄ、ｇ   

寄付･連携先 日本赤十字社および各地域赤十字血液センターなど 

５ 

活動の概要 

 

各事業場単位で年１回以上の頻度で実施。１５年以上継続している事業場

あり。 

活動名 大学への講師派遣 

活動形態 ｄ、ｇ   

寄付･連携先 尚美学園大学 

６ 

活動の概要 

 

新しいメディアの研究を進めている尚美学園大学に、印刷技術における情

報技術の講義を行う社員を派遣。 

活動名 スペシャルオリンピックスへの協賛 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 NPO法人 2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会実行委員会 

７ 

活動の概要 ２００５年スペシャルオリンピックス冬季世界大会への協賛・寄付。 

活動名 ルーブル美術館オフィシャルサイト制作支援 

活動形態 ｂ、ｇ   

寄付･連携先 ルーブル美術館 

８ 

活動の概要 

 

以前よりルーブル美術館とは親交・連携があり、オフィシャルサイトの日本

語版の制作において協力した。 

活動名 オペラ「ウイーン国立歌劇場」への協賛 

活動形態 ａ  

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 日本経済新聞社などが主催するオペラ「ウイーン国立歌劇場」への協賛。 

活動名 「ピカソ展」への協賛 

活動形態 ａ   

寄付･連携先  

10 

活動の概要 産経新聞社などが主催する「ピカソ展」への協賛。 

 

大日本塗料株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

（社福）「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 

１ 

寄付･連携先 （社福）無憂園 
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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 （社福）イエス団 （光保育園） 

２ 

活動の概要 地元社会福祉法人が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、社会からの共感と敬愛

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.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軽自動車を３年間無償

で貸与している。 

活動名 クリーンアップ活動 

活動形態 ｄ、ｆ   

寄付･連携先 自主プログラム 

２ 

活動の概要 

 

１９９９年より、毎月第二金曜日早朝（７：３０～）時に、通勤路および会社周

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 

活動形態 ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 池田市内ボランティア団体 

３ 

活動の概要 

 

春秋の年２回、地元企業サラリーマンおよび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、労働組合 

４ 

活動の概要 

 

労使協働で、従業員より家庭の不要品を回収し、バザー会場にて販売。売

上金を全額「手をつなぐ親の会」へ寄付。 

活動名 サウンドピクニック ｉｎ 猪名川 ５ 

活動形態 ａ、ｃ   
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寄付･連携先 財）いけだ市民文化振興財団 

活動の概要 

 

本社工場に隣接した、グラウンドで開催される野外ジャズ音楽会への協賛。

当社従業員駐車場の無償貸与を実施している。 

活動名 池田市民マラソン大会 

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 

 

本社工場に隣接した、グラウンドで開催されるマラソン大会へ協賛。 

当社の陸上部員も市民ランナーと一緒に参加、ふれあい活動や当社従業

員駐車場の無償貸与を実施している。 

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 事業場地元行政 

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）への協賛および当社施

設・車両の無償貸与を行い、行事運営の支援、協力を図っている。 

活動名 各工場行事の開催、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（さくら祭り、つつじ祭り、夏祭り等）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・楽しんでいただく。 

 

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 新潟中越地震 震災救援活動 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ    

寄付･連携先 新潟県他被災市町村 

１ 

活動の概要 金銭的寄付および被災地への食料、資機材の提供 

活動名 スマトラ沖地震 津波被害に対する援助 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要 

 

スマトラ沖地震による津波被害地への緊急援助活動として、日本赤十字社

を通して援助資金の寄付を行った。 
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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 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、大和証券グループ津波復興基金 〕 

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 

活動名 寄付金 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 大和証券ヘルス財団 

１ 

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、総額3,000万円を助成。 

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。2004年度は、ボランテ

ィア団体などに対して206件、総額4,700万円を助成。 

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－制度

（奨学生）を設けている。 

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・巨木中央協議会 

４ 

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、書き損じハガキ等を収集し、寄付を行う。 

活動名 高尾山での林間教室 

活動形態 ｄ、ｇ 

５ 

寄付･連携先 林野庁 
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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 寄付金 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 新潟ボランティアセンター他 

６ 

活動の概要 

 

新潟・中越地震への寄付、・スマトラ沖地震、およびインド洋津波による被災

地支援。その他（ペットボトルキャップ収集、使用済み切手、使用済みテレホ

ンカード、使用済みプリペイドカード、外国コイン、外国紙幣、カレンダー、ベ

ルマーク。※収集後換金し、寄付等を行っている）。 

活動名 九十九里浜海岸のクリーンアップ活動 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付･連携先  

７ 

活動の内容 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175名で実施。 

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 

８ 

活動の内容 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、

値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 手話教室 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ、ｉ 

寄付･連携先  

９ 

活動の内容 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 スチューデント・カンパニー・プログラム（SCP）への支援 

活動形態 ｃ、ｄ 

寄付･連携先 ジュニア・アチーブメント 

10 

活動の概要 

 

ジュニア・アチーブメントの実技体験型経済教育プログラム SCPのサポー

ト。このプログラムを導入している京都立命館高等学校の授業へ社員が参

加。 

活動名 ファイナンス・パークへの支援 

活動形態 ｅ 

寄付･連携先 ジュニア・アチーブメント 

11 

活動の概要 

 

ジュニア・アチーブメントの実技体験型経済教育プログラム ファイナンス・

パークへの協賛。品川区城南中学校で開催され、ブースを提供。 

活動名 大和証券グループ津波復興基金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 公益信託 アジアコミュニティトラスト 

12 

活動の概要 

 

2004年12月に発生したスマトラ沖地震とインド洋津波による被災地の復興

策として、インドネシア、スリランカ、インドの被災３カ国の民間団体を対象

に、2005年から10年間にわたる支援を開始。 

活動名 社員の社会活動支援 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先  

13 

活動の概要 ボランティア情報を全社員が閲覧できるイントラネットに掲載。 
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大和ハウス工業株式会社 
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

＜社会貢献活動理念＞ 

大和ハウスグループは、環境･社会との共生を念頭におき、起業市民としてさまざまな社会貢献活動を

継続的に行い、社会全般の発展と生活環境の向上に貢献する。 

３．重点分野 〔社会福祉、健康･医学、スポーツ、教育･社会教育、環境、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ推進室 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 

Ｖ休暇、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． サスティナビリティ報告書〔ＣＳＲ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.daiwahouse.co.jp 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ゴルフ・ジュニア育成 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 奈良県五條市内の小・中学校 

１ 

活動の概要 五條市内の小・中学生を対象に毎年夏休み前５日間、シプレＣＣ（(株)奈良

エース）、シプレ所属プロによる育成会を開催。 

活動名 就労体験・実習大体験 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 地元の小・中・高校生・専門学生・短大生・大学生 

２ 

活動の概要 ・事務所・ホテル・ホームセンターなどで就労体験（全43件、小･中･高校生）。 

・実習体験、約30名（石川高専・技術専門校生・短大生・都内私大生・米子高

専）。 

活動名 料理教室の開催 

活動形態 ｃ、ｄ 

寄付･連携先 滋賀県の老人ホーム、北九州の航空自衛隊 

３ 

活動の概要 ・長浜ロイヤルホテルで県内の老人ホームを訪ね、西洋料理普及のための

料理教育などを開催。 

・北九州八幡ロイヤルホテルで航空自衛隊調理士の実習講習。 

活動名 中田島砂丘の清掃と子ガメ放流 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 地元NPO 

４ 

活動の概要 静岡県浜松市中田島砂丘の清掃と専門家のレクチャー、子ガメ放流（142名

参加）。 

活動名 第５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 

５ 

活動の概要 「あべの文楽」公演への協賛。 

活動名 地域清掃への協力、事業所周辺の清掃活動 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 大和ハウス工業59事業所およびグループ会社11社で、月１回以上の頻度

の事業所周辺の清掃活動を実施。 
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株式会社ＷＤＩ 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新潟県中越地震 災害義援金 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 日本赤十字社 

１ 

活動の概要 社内募金、チャリティコンサート実施 

活動名 スマトラ島沖地震 災害義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要 社内募金 

活動名 JF愛の募金活動 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本フードサービス協会 

３ 

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） 

 

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  スタッフ数 ５名

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔社会責任報告書〕 

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

７．主な社会貢献活動メニュー 

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   

１ 

寄付･連携先 福島県須賀川市 
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活動の概要 

 

当社の工場所在地（当時）に程近い福島県須賀川市との共催で地域密着

型のチャリティコンサートを2004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 在宅福祉移送サービスカー寄贈 

活動形態 ｂ    

寄付･連携先 中央共同募金会、全国社会福祉協議会 

２ 

活動の概要 

 

全国の施設・団体に車椅子昇降リフト付の移送サービスカーを寄贈していま

す。当社創立60周年記念事業の一環として1985年より継続しており、2004

年3月現在で累計106台を寄贈しました。 

 

株式会社中国銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

新中期経営計画『誠実と変革』Integrity＆Innovation（平成１７年４月～平成２０年３月）にて、ＣＳＲの取り

組み方針を以下の通り定め、その中で社会貢献について活動することにした。（下記２も同様） 

ＣＳＲで求められるステークホルダー 

・当行にとってのステークホルダーを現在および将来の「株主」「地域とお客様」「従業員」と認識する。 

・当行のスローガンである「あなたにあたたかく」の「あなた」は、これら複数のステークホルダーを象徴す

る。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

ＣＳＲ活動の方向性 

・単発的に対応していたＣＳＲ的活動を、経営トップを委員長としたＣＳＲ委員会活動により統一的に発展

させる。 

・地域金融機関として本業により地域貢献する。 

・「良き企業市民」であることを意識して行動する。 

・メセナ（援助）・フィランソロピー（慈善活動）について再考する。 

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、人権、その他(地域振興) 〕 

４．推進体制 

担当部署名 総合企画部 スタッフ数 １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）岡山経済研究所、（財）吉備路文学館〕 

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.chugin.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 人的支援による地元経済振興 

活動形態 ｄ、ｆ     

寄付･連携先 産業振興財団等 

１ 

活動の概要 

 

地元経済振興のため、ベンチャー企業支援組織や経営改善中の融資先

に、従業員を無償出向派遣。 

活動名 シンクタンク運営 

活動形態 ａ、ｄ  

寄付･連携先 （財）岡山経済研究所 

２ 

活動の概要 

 

地元での経済調査機能提供のため（財）岡山経済研究所を運営。経済調査

に加え中小企業の新入社員研修など幅広く活動。 
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活動名 文学館運営 

活動形態 ａ、ｃ   

寄付･連携先 （財）吉備路文学館 

３ 

活動の概要 

 

地元ゆかりの文学資料等精神文化の継承を目的として、吉備路文学館運

営。文学に関する講演会開催、庭園を幼稚園遠足に無償開放等活動。 

活動名 地元スポーツ支援 

活動形態 ａ、ｅ   

寄付･連携先 市民型プロスポーツクラブチーム 

４ 

活動の概要 

 

岡山国体を前に盛り上がっている地元スポーツ支援として、地元の市民型

プロスポーツクラブチームを有償の広告宣伝媒体として採用。 

活動名 地元芸術文化支援 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 地元管弦楽団等 

５ 

活動の概要 

 

地元のプロオーケストラの運営費として、定期的に寄付を実施。また海外の

有名オーケストラコンサート招聘にあたり、寄付を実施。 

活動名 災害支援 

活動形態 ａ、ｂ    

寄付･連携先 義援金募金、店舗近隣 

６ 

活動の概要 

 

大規模自然災害に義援金寄付。また、当行営業店自体が被災する恐れが

ある場合は、当行が備え付けている土嚢等防災資材を近隣に提供。 

 

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「地域の発展に貢献します」に基づき、「良き企業市民」として地域社会の健全な発展に向け

た社会貢献活動に積極的に取り組みます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

社会貢献活動を単なる善意と考えず、社会への投資として捉え、地域社会のニーズに即した活動を推進

する。特に、地域の社会的課題のうち「環境保全」「社会福祉」「教育」の３分野に重点を置き、当社の特

色を活かすとともに、地域に根ざした活動に積極的に取り組む。 

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企画担当 

および 広報コミュニケーション担当 

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、Ｖ研修、地域貢献運動、Ｖ情報提供、Ｖ機会提供、 

施設開放、その他 〔エネルギア・ボランティア人材バンク〕 

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 〔 ２００５エネルギアＣＳＲ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/company/social/ 

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」 １ 

活動形態 ａ、ｆ  
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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 

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 エネルギア自然環境塾in南原峡 

活動形態 ｇ    

寄付･連携先 連携先：（財）オイスカ広島支局、広島県森林インストラクター協会 

２ 

活動の概要 

 

約７０名の親子を対象に、森林の機能や保全の大切さを学んでもらうため、

植樹や鳥の巣箱作りとそれを利用した観察会等を２回にわたって実施。 

活動名 「里山ビオトープ二俣瀬」の整備協力 

活動形態 ｄ   

寄付･連携先 連携先：里山ビオトープ二俣瀬を作る会 

３ 

活動の概要 

 

山口県宇部市にある「里山ビオトープ二俣瀬」の自然の生態系を維持する

ため、下草刈りや水路の葦刈り等の作業を実施（当社からのべ74人参加） 

活動名 アダプトプログラム制度に基づく公園・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、道路や河川・公園の定

期的な清掃・美化活動を実施（中国地方８ｶ所、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    

寄付･連携先 連携先：社会福祉協議会等 

５ 

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・・101施設、高齢者宅・・207世帯を対象） 

活動名 高齢者向けパソコン教室の実施 

活動形態 ｄ、ｆ    

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

 

地域の情報化促進の支援のため、高齢者の方々等を対象にパソコン講座

を開催し、イベントチラシの作成やインターネットの体験をしていただいた。 

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（59施設に寄贈）。

活動名 点字図書のテキストデータの作成・寄贈寄贈 

活動形態 ｂ、ｆ   

寄付･連携先 寄付先：広島県立盲学校 

８ 

活動の概要 

 

点字図書作成のための書籍のテキストデータ化をワープロ入力により行

い、４冊（約720頁）分を広島県立盲学校へ寄贈した。 

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 連携先：各学校 

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った。（約238回、10,672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

ンティアを行う。（登録者：83名、活動件数：27件） 
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株式会社中電工 
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 

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２００５ 〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 創立６０周年 おかげさま キャンペーン 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

 

キャンペーンの一環として、各地域において社会貢献活動を実施するもの

で、具体的には、街路灯等の点検・清掃や公共施設等の設備点検・清掃な

どを行った。 

活動名 社内募金活動（新潟県中越地震義援金） 

活動形態 ｉ 

寄付･連携先 中国新聞社会福祉事業団 

２ 

活動の概要 

 

新潟県中越地震において、被災者支援のため、社員に対し義援金募集を

行い、「社員有志一同」として寄贈した。 

 

千代田化工建設株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 地域清掃 

活動形態 ｄ  

寄付･連携先 本社が属する自治体 

１ 

活動の概要 地域住民による町内清掃に当社社員がボランティアで参加する。 

活動名 会社見学 

活動形態 ｆ     

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 小学校、高等学校の生徒に会社の概要、建設現場などの説明をする。 

活動名 神奈川県教員、民間企業研修 

活動形態 ｆ     

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

教員の方に会社概要などを説明し、実際の業務についてテーマを設定して

体験してもらう。 

活動名 インターシップ 

活動形態 ｃ、ｆ   

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 大学生に職業体験をしてもらう。 

活動名 海外現場での職業訓練 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 海外現場のオマーンにおいて、雇用者に対し職業訓練を行う。 
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株式会社ツムラ 
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 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 中国植林ボランティア活動 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 オイスカ 

１ 

活動の概要 長江三峡ダム建設に伴う河川水土流出防止のための植林。 

活動名 静岡藤枝市まち美化里親制度への登録、活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 藤枝市 

２ 

活動の概要 公共施設を清掃、美化していく活動で社員がその活動に参加する。 

活動名 霞ヶ浦浄化活動 

活動形態 ｂ、ｄ 

寄付･連携先 霞ヶ浦浄化活動市民団体（アサザ基金） 

３ 

活動の概要 工場内の池で育てた「アサザ」の苗を霞ヶ浦に移植する。 

 

ＴＩＳ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会貢献活動を積極的に行います。また、従業員が自発的にボランティアを行うことを推奨します。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

コンプライアンス行動規範 

３．重点分野 〔教育･社会教育、環境、災害救援 〕 

４．推進体制 

担当部署名 グループサービスセンター スタッフ数 ２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 

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.tis.co.jp/about/relation.html  

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「イーエルダー」が展開

する「リユースＰＣ寄贈プログラム」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。 
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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 

 

アジ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。 

 

帝人株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

グループ「企業行動規範」の項目の１つとして「社会への貢献」が掲げられ、以下の通り明言している。 

帝人グループは、社会との共存・共栄を図るという観点から、事業活動を通じて、また、文化・体育活動

や天災・災害などの緊急時での防災・救援活動への支援などを通じて、良き企業市民として社会貢献を

行う。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

 上記の「企業行動規範」を日常の事業活動の中で具体化するため、グループ「企業行動基準」を定めて

いるが、その項目に「社会貢献、地域貢献、その他公共活動に関する行動基準」があり、以下の通り明

記している。 

 帝人グループは、優れた製品や、良いサ－ビスを提供することによって社会に貢献しています。それの

みではなく、良き企業市民としての責任を果たすという視点での諸活動を積極的に進めます。また、この

ような活動が活発に行われるような企業文化の醸成に努めます。また、グループ全体としての社会貢献

活動を一層強化展開していきます。 

 社会貢献、地域貢献、またその他の公共活動は強制されたり、法令にもとづいて行うものではなく、企

業や社員が自発的に行うものです。帝人グループは、社員がこのような活動に取り組めるように社内の

体制を整備し、社員の活動を奨励します。 

 帝人グループにはボランティア休暇、骨髄提供者に対する配慮、帝人奨学会などの制度があります。 

 また、すでに福利厚生施設の地域社会への開放、スポーツスクールへの指導員派遣、環境クリーン行

事への参加、身障者支援活動などの活動を展開してきていますが、今後もこのような活動を着実に実

施、支援していきます。 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ室 スタッフ数 １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 

Ｖ休職、青年海外協力隊休職、Ｖ休暇、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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲ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/japanese/about/about04_03.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 技術系大学院生に対する帝人久村奨学金の貸与 １ 

活動形態 ａ   
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寄付･連携先 （財）帝人奨学会 

活動の概要 

 

日本で初めて化学繊維（レーヨン）の製造技術を確立し、化繊工業の発展

の礎を築いた、久村清太氏の功績を讃え、当会の奨学金を「久村奨学金」

および奨学生を「久村奨学生」と命名。1953年以来、1,356名（2003年までの

実績）の奨学生を支援し、科学技術者の育成に貢献している。 

活動名 オランダ「ヘルダーオーケストラ」の支援 

活動形態 ａ   

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 

 

テイジン・トワロン社が、国際的に活躍するオランダの「ヘルダーオーケスト

ラ」のメインスポンサーになり、地域の芸術・文化の普及や保存に貢献。 

活動名 日本車椅子バスケットボール大会の支援 

活動形態 a、ｂ、ｄ    

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

日本車椅子バスケットボール大会の協賛をし、また、ボランティアとして社員

を派遣している。 

活動名 ２００４年度「こどもエコクラブパートナーシッププログラム」への参加 

活動形態 ｃ、ｄ  

寄付･連携先 環境省「こどもエコクラブ」 

４ 

活動の概要 

 

小・中学生の環境学習・活動を支援するプログラムとして繊維・ペットボトル

リサイクル工場の見学会を実施した。 

活動名 クリーン駅伝 

活動形態 ｄ、ｆ    

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

 

帝人ファイバーの陸上部が主催で、毎年、徳山―須佐間の100km駅伝と

缶・瓶・PETボトル等の回収を実施している。 

 

株式会社テイソウ 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「新潟県中部地震」被災地支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （社福）新潟県共同募金会 

１ 

活動の概要  

活動名 「スマトラ島沖地震」義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要  

活動名 スペシャルオリンピック冬期世界大会  

活動形態 ｈ      

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 ボランティアとして活動＝会場運営、ラウンジ係等。 

活動名 慶応義塾大学「国際医学研究会」第２７次派遣団 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 同大学医学部 国際医学研究会 

４ 

活動の概要  

活動名 富岡八幡宮 崇敬会 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 同上 

５ 

活動の概要  
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活動名 周辺清掃 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 営業日、毎日１０～１５分の清掃。町内会一斉清掃参加（年２回）。 

 

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、事業を展開するすべての国・地域において、ＤＨＬの社員、地域や一般社会の社会的・環境的な

ニーズに常に気を配り、責任ある企業市民であり続けます。 

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もの、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 コーポレートリレーションズ スタッフ数 ２名

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 

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.dhl.co.jp/dhl/contribution.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 水辺の安全を守る活動支援 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｇ    

寄付･連携先 日本ライフセービング協会 

１ 

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、水辺事故ゼロを目指した教育、支援活動をサポート。子ど

もたちがライフセービング活動を体験する催しも実施。 

活動名 福祉施設に福祉車両を寄贈 

活動形態 ｂ   

寄付･連携先 東京都江東区「深川愛の園」「三井陽光苑」、名古屋市「「もりの家」「港区デ

イサービスセンター」 

２ 

活動の概要 

 

地域への社会貢献の一環として、東京都江東区および名古屋市の福祉施

設計4ｶ所の福祉車両を寄贈。 

活動名 アフガニスタンの子どもたちへ文房具を無償輸送 

活動形態 b   

寄付･連携先 国際支援NGO「ピース ウィンズ・ジャパン」

３ 

活動の概要 

 

アフガニスタンの子どもたちへの支援プロジェクトに協力し、企業から寄付さ

れた約250kgの文房具を無償でアフガニスタン北部のサリプル州へ輸送。今

回の輸送の無償提供は今年3月にアフリカ、シエラレオネの難民キャンプの

子どもたちに文具を送ったのに続き、2回目。 

活動名 途上国の子どもたちへのギフト輸送をサポート 

活動形態 ｂ   

寄付･連携先 国際援助団体「フォスタープラン」 

４ 

活動の概要 

 

約40カ国の途上国の子どもたちへギフトを送る『増量ギフト・キャンペーン』

に協力。DHLの「JUMBO BOX」90箱の輸送サービスを無償提供。 
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電源開発株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

活動の基本方針は、Ｊ－ＰＯＷＥＲグループ企業理念の中で示した「利益を成長の源泉とし、その成果を

社会と共に分かち合う」です。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

電源開発企業行動規範： 

「良き企業市民」として、海外を含め、積極的に社会貢献活動に取り組むとともに、地域社会の発展に貢

献します。 

３．重点分野 〔環境、地域社会の活動 〕 

４．推進体制 

担当部署名  スタッフ数 名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔Ｊ－ＰＯＷＥＲフォレストクラブ 〕 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔２００５環境経営レポート 〕 

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.jpower.co.jp/company_info/environment/index.html  

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 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 事業所のある地域で、地域市民クラシック音楽会を開催。 

活動名 ミニコンサート 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 福祉施設でクラシックのミニコンサートを実施。 

活動名 「科学教室」の実施 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ  

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

事業所のある地域の小学生、中学生、高校生を対象に、発電の仕組みや

電気の性質について説明を行った。 

活動名 環境保全活動 

活動形態 ｂ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 国の定める「環境月間」 

４ 

活動の概要 海浜・近隣地域清掃、植樹・植栽・プランター設置・花苗配布、森林ボランテ

ィア。 

活動名 海外研修生受け入れ 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

 

海外の電力に係る技術者を対象とした研修を実施。2004年度はアジア地域

を中心に13カ国34人。 
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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 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 〔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表彰、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、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． サスティナビリティ報告書に記載 〔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 

 

・タイの障害者自らが車いすを生産する工場「Ｔｈａｉ Ｗｈｅｅｌ」の生産支援とア

ジアの障害児への車いす寄贈活動（2004年生産台数：1657台、2004寄贈台

数：284台）  ＜内訳＞タイ：142台、アフガニスタン100台、カンボジア29台、

インドネシア13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（56台） 

活動名 アジア車いす交流センター（WAFCA） 「障害児教育支援プログラム」 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 ＷＡＦＣＡ・日本民際交流センター 

２ 

活動の概要 

 

アジアの子 どもたちを奨 学 金 で支 援 する"日 本 民 際 交 流 センター"と

協働し、タイ東北地方２県にて、30 人の子どもに対し、車いすと奨学金

を寄贈。また、同地域の学校のバリアフリー設備の支援（４校）、地域主体の

障害児支援セミナーを開催（各県 1 回 計２回）するなど、寄 贈 した子 ども

たちの家庭や学校を訪問しながらフォローアップ活動を推進。 
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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 

寄付･連携先 大分県、（社福）「太陽の家」 

３ 

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 デンソー夏休みモノづくりスクール 

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月の第３日曜日、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。デンソー社員ボランティアの指導で約１５００名が工

作体験。 

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。刈谷少年発明クラブ、西尾市少年少女発明クラブ、大安町

子ども発明クラブ、安城市少年少女発明クラブ 

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（4～10月、5講座1ｺｰｽ、45名参加）、西尾・幸田ｺｰｽ（5～

11月、5講座1ｺｰｽ、21名参加）、安城ｺｰｽ（7月、2泊3日、26名参加）の３ｺｰｽ

を開催。 

活動名 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 

７ 

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4

回、延べ1490人が衣料を提供。延べ325名の社員が衣料回収・箱詰作業に

ボ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 

８ 

活動の概要 

 

・社内で不要となった中古パソコンをＮＰＯ法人 イーエルダーの協力を得

て、機能テスト、外装クリーニングなどの再生作業（福祉施設に委託）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。また、

パ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グ

ループ４社と協働で立ち上げたボ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． 

９ 

寄付･連携先 各事業所周辺 社会福祉協議会 
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活動の概要 

 

地域の様々なボ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

などのコーディネートを行い、社員のボランティア活動をサポート。社員のボ

ランティアグループ「デンソーハートフルクラブ」の会員は、約1,300名を数え

る。 

活動名 デンソーグループハートフルデー 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 スペシャルオリンピックス日本・愛知 など 

１０ 

活動の概要 

 

04年12月の創立５５周年を機に、グループ各社が任意の日を「ハートフルデ

ー」と設定し、社員参加による社会貢献活動を推進する運動を開始。 

04年12月に、オープニングイベントとして、知的発達障害のある方たちの「ス

ペシャルオリンピックス冬季世界大会・長野」（05年２月開催）を支援するトー

チラン（聖火リレー）やチャリティコンサートを本社で開催。 

 

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 ＣＳＲ室 社会貢献部 スタッフ数 専任７名， 兼務８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 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、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 

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 早稲田大学寄附講座「富士山環境再生実践講座」 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先 早稲田大学 

２ 

活動の概要 

 

次代を担う大学生を対象に、エコツーリズム・コミュニケーションの専門家を

育成するため、「富士山環境再生」をテーマに寄付講座を実施。 
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活動名 社員エコツアーインストラクター養成プロジェクト 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先 富士山クラブ(2005年度から、富士山エコネット) 

３ 

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「伝えるコツ」セミナー実施 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先 日本ＮＰＯセンター、シャプラニール、ＣＳＯネットワーク、ＫＥＣ、たかとりコミ

ュニティセンター、日本経団連１％クラブ 

４ 

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、制作したテキスト「伝えるコツ」を用い、社員が講師となってセミナーを

実施。 

活動名 学生広告論文電通賞 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

５ 

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。2004年度は57

回目。 

活動名 日中マーケティング研究交流プロジェクト 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先 北京大学、中国人民大学、精華大学、上海大学、復旦大学、中国伝媒大学

６ 

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 慶應義塾大学寄付講座  

活動形態 f     

寄付･連携先 慶應義塾大学 

７ 

活動の概要 

 

メディアビジネスに関する電通のノウハウを社会に還元することを目的に、

電通と慶應義塾大学が共同で開発したプロジェクト。 

活動名 社外研修生受入制度/海外研修生受入制度 

活動形態 ｆ     

寄付･連携先  

８ 

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。 

○ 海外研修生受入制度：日本経団連のＥＴＰ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  

９ 

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」約90点を自治体、東京人権啓発企業連絡会加盟社に貸出ししている。 

 

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。 
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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 

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/philanthropy.html  

 

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 

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.toare.co.jp/index.htm  

７．主な社会貢献活動メニュー 

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 

１ 

活動の概要 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 

２ 

活動の概要 アースデイ（4月22日）に千代田区立の８小学校への環境関連図書の寄贈。

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 

３ 

活動の概要 

 

地域社会に対する環境問題への啓発の取り組みとして、３年生から６年生

の児童を対象としたエコカレンダーの寄贈。 

 

株式会社トーエネック 
１．社会貢献のミッションや目標 

株式会社トーエネックは、社業を通じて関係する全ての人によって、環境の世紀にふさわしい地球環境

づくりに努める。 

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： 安全環境部 

地域社会の活動： 総務部 

スタッフ数 約１０名（兼務）

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休職、青年海外協力隊休職、地域貢献運動 

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 〔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.toenec.co.jp/  （トップページ⇒環境への取り組み） 
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 青年海外協力隊 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 ＪＩＣＡ（国際協力事業団） 

１ 

活動の概要 

 

ケニア共和国コースト州国立博物館（キべべオ・プロジェクト）の運営能力改

善・コミュニティー生活向上への働きかけ。 

活動名 青年海外協力隊 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 ＪＩＣＡ（国際協力事業団） 

２ 

活動の概要 

 

バングラデシュ人民共和国ラッシャヒ技術訓練センターでインストラクターへ

の実技指導。 

活動名 地域貢献活動 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

事業場周辺の道路や公共施設の清掃活動 

地方自治体の清掃活動やイベントへの参加 

 

東亜建設工業株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サスティナビリティ報告書〔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.toa-const.co.jp/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新潟県中越地震災害義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 新潟県 

１ 

活動の概要  

活動名 スマトラ沖大地震義援金募金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要  

活動名 ２００５年ＦＩＳＡ世界ボート選手権大会企業寄付金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （社）日本ボート協会 

３ 

活動の概要 国際ボート連盟（ＦＩＳＡ）による、長良川国際レガッタコースにおいてのボー

ト選手権大会への協賛。 

 

東亞合成株式会社 
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、 

その他〔社会貢献委員会によるボランティア基金の拠出の決定〕 

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〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 千年の森活動 １ 

活動形態 ｄ  
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寄付･連携先 徳島県 

活動の概要 植林。 

活動名 吉野川源流クリーン作戦 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 

 

吉野川のごみ拾い、寺川村民（ご老人）のみなさんへの手打ちうどん振る舞

い。 

活動名 さわやかウオーク 

活動形態 ｄ   

寄付･連携先 名古屋市南区社会福祉協議会 

３ 

活動の概要 身障者の方のレクリエーション活動の運営の手伝い・介護。 

 

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   練馬区および大泉学園駅の商店街活性化への協力。 

 

東海カーボン株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

施設開放 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 災害被災地支援 

活動形態 ａ     

寄付･連携先 日本赤十字社他 

１ 

活動の概要 新潟中越地震、スマトラ沖大地震の被災地支援募金への応募 

活動名 文化・芸術協賛 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 新日本フィルハーモニー交響楽団 

２ 

活動の概要 賛助会員として協賛。 

３ 活動名 環境への取り組み 
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活動形態 ａ     

寄付･連携先 2005年日本国際博覧会、県市町村、地域団体、自治会など 

活動の概要 愛・地球博への寄付。地域の植樹祭や清掃活動などへの寄付・活動支援 

活動名 共同募金や地域の祭りなどイベントへの寄付や支援 

活動形態 ａ     

寄付･連携先 日本赤十字社・共同募金会、地方公共団体や地区自治会など 

４ 

活動の概要 募金への応募、イベントへの賞品やグランド・コート等施設の提供 

活動名 科学・学術振興 

活動形態 ａ     

寄付･連携先 国際科学復興財団 

５ 

活動の概要 募金への応募 

 

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、Ｖ登録、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． サスティナビリティ報告書に記載 〔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 ａ、ｇ、ｈ   

寄付･連携先 小牧市交響楽団 

１ 

活動の概要 

 

年１回、近隣住民の方々を中心にクラシックコンサートに招待し、地域の文

化振興に貢献する。 

活動名 東海ゴムカップ 

活動形態 ａ、ｇ、ｈ   

寄付･連携先 小牧FC 

２ 

活動の概要 

 

スポーツを通して青少年の健全な育成を図るため、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。 

 

東海東京証券株式会社 
３．重点分野 〔教育・社会教育、文化･芸術〕 

 

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、社員と会社が一体と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 〔環境、地域社会の活動、災害救援、その他（障害者自立支援）〕 

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 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔 社員ボランティア要員登録制度 〕 

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、Ｖ情報提供、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．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 ＮＰＯ法人 日本救援衣料センター 

１ 

活動の概要 

 

社員や事業地域に救援衣料・輸送費募金を行い、上記ＮＰＯを通じて海外

へ寄贈する活動。 

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ボランティア団体 

２ 

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

先を決め相手先の希望に応じる。金額に上限あり。負担金は会社と組合で

折半。 

活動名 バス送迎協力 

活動形態 ｄ、ｅ   

寄付･連携先 事業所地域 

３ 

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ボランティア団

体の行事等で依頼を受けた時、社有バ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   

寄付･連携先 事業所近隣の障害者通所施設 

４ 

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。施設の収益活動・通所者の社会参加の機会提供、社員の障害への理

解促進をねらう。 

活動名 スマトラ沖地震被害への寄付 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 日赤・ＪＰＦ・タイ国・インド国・海外事業体 

５ 

活動の概要 

 

海外事業体と連携し、寄付した。社内募金活動も実施。 

活動名 新潟県中越地震被害への寄付 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 新潟県共同募金会、日本赤十字新潟支部 

６ 

活動の概要 被災地への寄付金拠出、社内募金実施。 

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、同町社会福祉協議会、同町教育委員会 他 

７ 

活動の概要 

 

地域交流を目的としたイベントを毎年開催。東海豪雨直後、被災住民を励

ます目的でスタート。収益金は全額を寄付。 

活動名 トヨタグループＶネット災害ボランティア体験イベント企画･運営 

活動形態 ｇ、ｈ    

寄付･連携先 トヨタグループ各社、豊田市社会福祉協議会、ＮＰＯ 他 

８ 

活動の概要 

 

災害時の支援本部運営、ボランティア活動をシミュレーションで実体験する

研修を企画・運営。各社社員、一般市民、社協ボランティア等が参加。 

活動名 児童センターイベントへの協力 

活動形態 ｂ、ｄ    

９ 

寄付･連携先 大口町児童センター（３施設） 



 191

活動の概要 

 

各施設で毎年開催するイベントに参画し、備品・消耗品の提供の他、運営

にもスタッフ・ボランティアを派遣。 

活動名 地域福祉施設の清掃 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先 労働組合 

10 

活動の概要 

 

地域の障害者支援施設などの清掃活動、労働組合と共に有志を募り年１

回実施。 

 

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）社員個人が行うﾎﾞ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〕 

Ｆ．その他 〔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、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． サスティナビリティ報告書に記載 〔ミレアグループＣＳＲ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：  ｔｔｔｐ://ｗｗｗ.tokiomarine-nichido.co.ｊｐ/ｊ0209/html/gaiyou.ｈｔｍｌ  

７．主な社会貢献活動メニュー 

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 

１ 

活動の概要 

 

「日本の青少年の健全育成」と「水泳日本ニッポンの復活」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年目を迎える。主に「ジュニ

アスイマーの育成」をサポートしており「ジュニアオリンピック水泳競技大会」

の運営費援助を行っている。 

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 

２ 

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。 
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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 

３ 

活動の概要 

 

1999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、青少年育成を目的に、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 スペシャルオリンピックス冬季世界大会・長野 

活動形態 ａ、ｃ、ｆ、ｇ、ｈ   

寄付･連携先 スペシャルオリンピックス日本 

４ 

活動の概要 

 

スポーツトレーニングを通じ知的発達障害者の社会参加を支援するスペシ

ャルオピックスの冬季世界大会に協賛し、支店事務スペースを開放しポスタ

ー、ビデオ上映等ＳＯ関連の各種情宣活動を実施した。大会期間中は通訳

ボランティアや運営ボランティアとして社員・ＯＢ等が参加した。 

活動名 愛知万博プロジェクト 

活動形態 ａ、ｆ、ｈ   

寄付･連携先 愛知県、三重県、岐阜県 

５ 

活動の概要 

 

前売入場券を愛知万博開催地の近隣県に所在する児童養護施設に寄付を

実施すると共に万博入場日には児童を引率するボランティアを社員が実施

する。 

活動名 青少年スポーツ交流プロジェクト 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ、ｈ    

寄付･連携先 東京都の児童養護施設、世田谷区・目黒区の小中学校 

６ 

活動の概要 

 

・本店サッカー部が1995年から児童養護施設児童を当社多摩グランドに招

待し、サッカークリニックおよび交流会を実施。 

・本店バレー部は2002年度から当社石神井体育館で女児養護施設対抗バ

レーボールリーグ戦の大会運営をサポートしている。 

・本店バスケットボール部は2002年から世田谷区、目黒区のミニバスケット

チームにクリニックを実施しており、両区の行政・教育委員会等と協働でバ

スケットフェスティバルを年に１回開催している。 

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年より社員が活動しているNPO等の団体を資金面で支援しており、

2004年度には12団体への支援を行った。 

活動名 ﾁｬﾘﾃｨｰﾌﾞｯｸﾌｪｱ 

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、チャリティーイベントを毎年開催している。

これらのイベントの売り上げに会社からの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。 

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円を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、テレカ等の回収  

活動形態 ｅ、ｉ   

10 

寄付･連携先 日本民際交流センター、各地ボランティアセンター 
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活動の概要 

 

全国各地の部店において使用済の切手、テレカ、書き損じハガキを収集し

て、上記寄付先に送付し、国際協力、社会福祉の活動に役立てている。 

 

東京ガス株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

私たち東京ガスは、社会の一員として心豊かなくらしづくりに貢献するため様々な活動に取り組み、一人

ひとりとの「コミュニケーション」を通して、社会との共生を目指します。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

①地域社会に向けた社会貢献プログラムを「くらしコミュニケーション」とし、「東京ガスらしさ」を表す３つ

のキーワード（「くらし」･「環境」・「次世代」）を活動の基本とし、一人ひとりとの相互理解と関係の強化

を図ります。 

②東京ガスグループ内コミュニケーションを活発にし、それぞれの事業活動を通じた社会貢献をさらに推

進します。 

③社会の一員としての意識向上を目的に、東京ガスグループ社員の社会参加をサポートし、ボランティ

アマインド育成を推進します。 

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 〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報部 社会文化センター スタッフ数 ４名

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休職、Ｖ休暇、Ｖ登録、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 

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 〔東京ガスＣＳＲ報告書２００５〕 

Ｃ． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔くらしのしばでできること〕 

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-gas.co.jp/scenter/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 エコ･クッキング 

活動形態 ｄ、ｆ   

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

 

難しく考えがちな環境問題を「身近な題材で、体験的に楽しく考えよう」とい

うコンセプトのもと、買い物から料理、片付けに至るまで、環境に配慮した食

生活を提案するもの。 

活動名 どんぐりプロジェクト 

活動形態 ｄ、ｆ   

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 「ドングリの会」 

２ 

活動の概要 

 

どんぐりを「拾う」「育てる」「山に移植する」という一連のサイクルをベース

に、様々な自然体験プログラムを組み合わせた環境教育活動で、暮らしと

森の関わりを多くの人々に知らせることで、一人ひとりの環境行動につなげ

ていくことを目的とするもの。 

活動名 ミセスのためのミニ大学 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

１９８４年にスタートし、“暮らしを考える”ことをテーマに開催が続いている主

婦層を対象とした講座。評論家の大宅映子さんをコーディネーターに、各分

野の第一人者である多彩な講師をお招きしている。 
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活動名 小・中学生陶芸コンクール 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

 

土のかたまりに“創造”という命を吹き込み、一つの作品を作り上げる体験

を通して、ものづくりの楽しさや達成感を感じてもらうことで、子どもたちの豊

かな感性の育成に貢献することを目的とするもの。 

活動名 EARTH VISION 地球環境映像祭への協賛 

活動形態 ｇ   

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

 

環境をテーマとした優れた映像を通じて、より多くの方に地球環境を考えて

いただく目的で、日本をはじめアジア・オセアニア各国・地域から地球環境

に関する映像を募集し、審査を通過した優れた作品を上映する「EARTH

VISION 地球環境映像祭」に特別協賛。 

活動名 サッカークリニック＆世代別サッカー大会 

活動形態 ｇ   

寄付･連携先 東京フットボールクラブ 

６ 

活動の概要 

 

スポーツの体験を通じた心豊かな暮らしづくりをめざし、FC東京のコーチが

子どもたちの指導にあたる「サッカークリニック」および主婦や社会人など幅

広い層を対象としたサッカー大会を実施。 

活動名 学校教育支援活動 

活動形態 ｄ、ｆ   

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

 

子どもたちに「環境･エネルギーの大切さをしっかり伝えたい」との考えのも

と、総合的な学習の時間などを利用して、当社社員が講師となって出張授

業を実施。 

活動名 企業ＰＲ館の運営 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

 

ガスやエネルギー、環境について楽しく学び、正しい知識を身につけられる

機会を提供することを目的に「ガスの科学館」「環境エネルギー館」「ガスミュ

ージアム」を運営。 

 

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、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 社長室ＣＳＲ推進部ブランド担当 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商学財団、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〕 
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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 

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

Ｃ． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔各イベントパンフレットに情報を掲載〕 

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.tokyu-group.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 Ｂｕｎｎｋａｍｕｒａ オフィシャルサプライヤー 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 東急文化村 

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の「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 東京国際映画祭への協賛 

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（10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 

 

毎年春と秋に２回、東急多摩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。 

活動名 フラワリング運動（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・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：札幌・弘前・仙台・群馬・長野・東京・大阪・広島・博多 

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 地域住民のみなさま 

７ 

活動の概要 

 

全国各地の東急会が、それぞれの地域での無料ご招待の映画鑑賞会やコ

ンサートを実施。 

※開催地：岩手･仙台・福島・千葉・東京・和歌山・松江・福岡・大分・長崎・

熊本・鹿児島・沖縄・タイ・シンガポール 

８ 活動名 東急ワールドミュージックスペシャル ｉｎ Ｂｕｎｋａｍｕｒａ 
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活動形態 ｆ 

寄付･連携先 地域のみなさま 

活動の概要 

 

世界の音楽紹介する無料ご招待のコンサートをシリーズで開催。2004年は

「アルゼンチン タンゴ」を取り上げた 

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 

９ 

活動の概要 

 

クラシックの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。2004年は「ヨハン シュトラウスⅠ･Ⅱ」を取り上げた 

活動名 東急沿線エコウォーク 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 地域のみなさま 

10 

活動の概要 

 

東急線沿線の魅力あるスポットを巡り、歴史や自然環境に触れ親しむウォ

ーキングイベント。2004年は横浜みなとみらい地区で実施 

 

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〕   

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、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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔環境行動レポート２００４〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  

〔尾瀬の環境保全活動を紹介した「尾瀬と東京電力」等、個別の活動を紹介したものはあるが、

社会貢献全体を網羅したパンフレット・冊子等はなし〕 

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 横浜国際総合競技場でのリユースカップ導入への協力 

活動形態 ａ、ｇ   

寄付･連携先 横浜市、（財）横浜市スポーツ振興事業団 

１ 

活動の概要 

 

横浜市国際総合競技場へのリユースカップ導入事業へ参加・協力。この事

業により、年間約3.2ｔのゴミと約14.7ｔのＣＯ２削減が可能。 
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活動名 自然観察会（TEPCOペアウォッチング） 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ    

寄付･連携先 一般公募、教職員、小学校など 

２ 

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。また、自然観察の結果に

ついて作品コンテストも実施。 

活動名 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） 

３ 

活動の概要 

 

学生の環境保全活動を社会に情報発信する場として、学生ＮＧＯとともにコ

ンテストを開催し、全面的にサポート。 

活動名 ＣＯ２ダイエット宣言 

活動形態 ｂ、ｇ    

寄付･連携先 全国の小・中学校など 

４ 

活動の概要 

 

省エネ宣言をしていただくと、参加人数に応じ全国の小学校などに苗木が寄

贈されるキャンペーン。16年度は16,208人・約3,000tのＣＯ２削減を宣言。 

活動名 エネルギー講座 

活動形態 ｄ    

寄付･連携先 全国の小学校など 

５ 

活動の概要 

 

次世代へのエネルギー教育支援活動の一環として、電気・環境・エネルギー

を題材に、社員による出前授業を実施。 

活動名 防犯等の寄贈活動 

活動形態 ｂ    

寄付･連携先 全国の市区町村など 

６ 

活動の概要 昭和30年代より各市区町村へ継続的に実施。 

活動名 環境学習ブックの政策・配布 

活動形態 ｅ    

寄付･連携先 全国の小学校など 

７ 

活動の概要 

 

「総合的な学習の時間」へのお手伝いとして、環境学習ブックを配布。平成16

年度は983校に配布。 

活動名 足尾に緑を取り戻す植林プロジェクトへの支援 

活動形態 ｄ、ｈ    

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 「足尾に緑を育てる会」 

８ 

活動の概要 

 

かつての鉱毒被害で緑を失った栃木県西部の足尾の山々に、100万本の木

を植える植林プロジェクト。1996年からこれまでに約26,700本を植林。 

活動名 尾瀬の自然保護活動 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 

 

木道や公衆トイレの維持管理、荒廃した湿原の回復作業、尾瀬入山者に対

する尾瀬の自然の成り立ちや保護の必要性に関する普及啓発活動など。 

活動名 尾瀬戸倉山林ブナボランティア 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先 群馬県立尾瀬高校、国際森林ＮＧＯオイスカなど 

10 

活動の概要 

 

一般のボランティアを募集し、尾瀬戸倉山林（社有地）でブナの植林、植林し

たブナの保育作業である下草狩りを実施。 
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東京トヨタ自動車株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 アイバンク募金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （財）日本アイバンク協会 

１ 

活動の概要 全社告知したうえで、各店舗・本社各部署に募金箱を設置し、寄付を募る。 

 

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 緑の募金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 寄付先：東京緑化推進委員会 

１ 

活動の概要 店頭での募金活動。 

活動名 福祉車両寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 連携先：（財）東京善意銀行（現（社福）東京善意銀行） 

寄付先：東京都の福祉施設 

２ 

活動の概要 東京都の福祉施設に、福祉車両を寄贈。 

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 連携先：トヨタ自動車（株） 寄付先：東京都の幼稚園・保育園 

３ 

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。 

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 連携先：トヨタ自動車（株） 寄付先：東京都の自治体 

４ 

活動の概要   トヨタ自動車と共同し、地域緑化を目的に東京都の自治体へ苗木を寄贈。 

活動名 団体献血 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 連携先・寄付先：日本赤十字社 

５ 

活動の概要  社員による団体献血。 

活動名 職場見学・体験実習受入れ 

活動形態 ｆ 

６ 

寄付･連携先 連携先：東京都の小学校・中学校 
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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 東京トヨペットふれあいねっとコンサート 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 連携先：東京都の各自治体 

７ 

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。 

 

株式会社東京三菱銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

持続可能な社会実現のために、可能な限り、本業を通じて貢献する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

以下を中心に活動を行っている。 

・ 青少年の育成支援 

・ アジアの人材教育 

・ 地域貢献活動 

・ 行員ボランティア活動（資金提供より行員参加を重視） 

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、NPOの基盤形成〕 

４．推進体制 

担当部署名 総合企画室ＣＳＲ室 スタッフ数 12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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲ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.tm.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、ｆ、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。 

各社の社員がボランティアとして参加。 

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留学生16名に対して、奨学金を支給するとともに、行

員との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。 
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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

送る活動。現在は2巡目で、10年計画で実施中 

活動名 国内拠点における地域社会に対する貢献活動 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

 

各拠点がそれぞれ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、よりよい地球環境の実現につとめ、良き企業市民として、社会の発展に貢献します。 

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務めます。 

（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、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 社会・産業部  企画・社会貢献担当 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 〔ＣＳＲ推進委員会、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、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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲ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 〔社会貢献キャンペーン結果報告冊子〕

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.toshiba.co.jp/social/jp/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「東芝グループ社会貢献2004 人と、地球の、明日のために」キャンペーン 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ、ｆ、ｇ、ｈ、ｉ 

寄付･連携先 地域団体 

１ 

活動の概要 

 

東芝グループ創立記念日である7月1日を中心に6・７月を重点期間とするキ

ャンペーンを展開。各拠点でさまざまな地域貢献活動を集中的に実施。 

活動名 森の科学探検隊 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付･連携先 （財）日本自然保護協会 

２ 

活動の概要 

 

親子20組を招待する1泊2日の環境教育プログラムを実施。子どもたちが貴

重な自然に触れ、親子で本物の自然を体験し、自然について学ぶ機会を提

供。 

３ 活動名 スプリング・サイエンスキャンプ 



 201

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 （財）日本科学技術振興財団 

活動の概要 

 

高校生を対象とした企業の研究機関等における科学技術研究を体験する2

泊3日のプログラム。従業員が講師として講義・実験を実施。高校生の科学

への興味・関心の向上に寄与。 

活動名 東芝科学館での科学技術教育 

活動形態 ｃ、ｆ、ｇ 

寄付･連携先 ガリレオ工房、 ティーチング キッズ、 かわさきアトム工房 

４ 

活動の概要 

 

「人と科学のふれあい」をテーマに、 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 ｂ、ｆ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 全米科学教師協会 

５ 

活動の概要 

 

全米科学教師協会との協働で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。これまでの参加者は

20万人以上。 

活動名 バスケットボール・サマースクール 

活動形態 ｆ、ｈ 

寄付･連携先 近隣中学校 

６ 

活動の概要 

 

当社小向工場体育館にて、近隣の中学校４校を対象に東芝男子バスケット

ボール部によるバスケットボールクリニックを毎年夏に実施。2004年度は

200名の中学生が参加。 

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 

７ 

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24回

目を迎えた音楽文化振興プログラム。2004年度はドイツのフランクフルト放

送交響楽団を招聘、ソリストにギタリスト村治佳織とバイオリニスト諏訪内晶

子を迎え、全国主要都市７会場10回の公演に約19,000人が来場。 

活動名 従業員による環境教育・環境講演の実施 

活動形態 ｄ、ｈ 

寄付･連携先 小・中学校、各自治区 

８ 

活動の概要 

 

従業員による小・中学生、各地域・団体へ訪問授業・訪問講演を実施。当社

の環境への取り組みや環境保全における企業の役割について紹介。 

活動名 東芝インターンシッププログラム 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先 世界各国の大学、大学院 

９ 

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3７カ国から445名を受け入れている。2004年度

は10カ国、20名。 

活動名 障害者作業所製品の販売会 

活動形態 ｃ、ｇ、ｈ  

寄付･連携先 （社福）オリーブの樹、（社福）パステルファーム 

10 

活動の概要 

 

お昼休みに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。2004年度の販売実績は45万円。 
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東陶機器株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

TOTO グループは水まわりを中心とした、豊かで快適な生活文化を創造することで、社会の発展に貢献

する企業を目指し、よき企業市民として、経営資源を有効に活用して社会貢献･地域共生活動を行い、よ

り良い社会を築き支え、社会と共生します。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

1. 地域や各国の生活環境・文化・歴史を尊重し、地域社会の活性化や維持・発展に寄与する貢献活動

を行い、地域と共生します。 

2.「地球環境」「社会福祉」「生活文化」に寄与する貢献活動を行います。 

3. 建築・デザイン・水まわり・生活文化に関する情報発信・交流を行います。 

4. TOTOグループ社員一人ひとりが社会を構成する市民として、広く社会貢献に参加できる風土をつく

り、その活動を支援します。 

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 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・地域共生部会〕 

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、 

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 

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。 

６ 活動名 選抜女子駅伝北九州大会 
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活動形態 ａ 

寄付･連携先 福岡陸上競技協会ほか 

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 

地域貢献運動、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・芸術支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 音楽財団 

１ 

活動の概要 活動支援。 

活動名 地域社会貢献 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 地方自治体 

２ 

活動の概要 まちづくり。 

活動名 地域社会貢献 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 地方自治体、工場協議会、学校 

３ 

活動の概要 施設開放、体験学習。 

 

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 

東北電力企業グループ全体として、地域社会への貢献活動を通して、地域社会との信頼関係の構築に

努める。また、活動の指針については、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 

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』 １ 

活動形態 ｆ   
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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 

活動の概要 

 

地元に根ざ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県および新潟県で開催。 

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 

２ 

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 親子のためのやさしいクラシックコンサート』 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先 仙台フィルハーモニー管弦楽団 

３ 

活動の概要 

 

親子を対象に開催。聴き覚えのある楽曲の演奏に加え、楽器の紹介や子ど

もの指揮者体験など親子でクラシックを学べる内容とした。 

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 

４ 

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 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 

５ 

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への参加』 

活動形態 ｄ   

寄付･連携先  

６ 

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。 

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社会福祉協議会等 

７ 

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 

８ 

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 『気仙沼地区エネルギー懇談会の「エコ・ポイント活動」への協力』 

活動形態 ｇ    

寄付･連携先 気仙沼地区エネルギー懇談会 

９ 

活動の概要 

 

気仙沼地区エネルギー懇談会とともに「エコ・ポイント活動」を展開し、植樹・

植栽等の環境保全活動を主催するとともに、他団体主催の活動にも参加。 

活動名 『食事サービス配達ボランティアへの協力』 

活動形態 ｄ   

寄付･連携先 地元の社会福祉協議会 

10 

活動の概要 

 

地元社会福祉協議会が実施する一人暮らし高齢者への食事サービス事業

に協力し、高齢者宅への配達ボランティアを実施。 
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東レ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

よき企業市民として、適切な配分によって、科学技術、芸術文化、社会福祉、スポーツなどの振興プログ

ラムを自主的に推進します。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

１．企業理念「新しい価値の創造を通じて社会に貢献します」に基づき、地域社会・国際社会の中で、よき

企業市民として、それらの社会の持続的発展に貢献すると共に、社員の社会貢献活動を継続的に支

援します。 

２．科学技術の振興を柱として、地域の社会福祉向上、伝統文化を通じた国際交流支援、スポーツ振興

などのプログラムを独自に推進していきます。 

３．ボランティア活動など社員の社会参加を促進するため、会社表彰制度などで風土の醸成を図り、地

域に根差した支援活動を行います。 

４．マーケティング活動や広報・宣伝活動を行う際も、その実施内容について、常に社会貢献の観点から

見直し、実行します。 

５．連結経常利益の１％程度を目安に、社会貢献活動に資金等を拠出していきます。 

３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ、学術･研究、文化･芸術〕 

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）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、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に記載 〔ＣＳＲレポート２００５－環境・社会活動報告－〕 

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.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救出 

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。 

活動名 「フィレンツェ －芸術都市の誕生展」協賛 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 日本経済新聞社 

２ 

活動の概要 

 

芸術都市「フィレンツェ」の芸術を生み出す力、その魅力の源泉を探る展覧

会にへの協賛。 

活動名 上海クァルテット東京公演協賛 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 テレビマンユニオン 

３ 

活動の概要 

 

米国で活躍する弦楽四重奏団が行った、ベートベンの弦楽四重奏全曲演

奏の来日公演への協賛。 

活動名 糸あやつり劇団・結城座の公演に協賛 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 結城座 

４ 

活動の概要 

 

国の記録選択無形民族文化財、ならびに東京都の無形文化財に認定され

ている日本唯一の糸あやつり人形の劇団の公演への協賛。 

活動名 「ウーマンズ・スイム・フェスティバル」への協賛 ５ 

活動形態 ａ        



【た行】 

 206

寄付･連携先 （株）エッチ・ツーオー企画 

活動の概要 

 

（社）日本マスターズ水泳協会が主催する女性のための水泳大会への協

賛。 

活動名 地域住民のスポーツ振興支援 

活動形態 ｃ、ｄ     

寄付･連携先 工場所在地の地域住民 

６ 

活動の概要 地域の小・中学生向けにバレーボール教室や剣道教室等を開催。また、地

域住民に対し、グランドやテニスコートを開放。 

活動名 農業用水・消防用水・親水援助 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 静岡県三島市 

７ 

活動の概要 工場で汲み上げている地下水を農業用や消防用等として供給。 

活動名 サイエンスキャンプの受け入れ 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 （財）日本科学技術振興財団 

８ 

活動の概要 

 

本財団が運営する科学技術体験合宿プログラムで、当社の地球環境研究

所に高校生・高専生を受け入れたもの。 

活動名 スマトラ沖大地震およびインド洋津波被害に対する支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 インドネシア（教育省）、タイ（国王財団）、マレーシア（ペナン州知事）、

（社）日本経済団体連合会 

９ 

活動の概要 

 

インドネシア・タイ・マレーシアの関係会社とともに、当社の事業展開にも深

く関わってきた同地域に対し、社会復興を支援するため支援金を拠出。 

活動名 福井豪雨および新潟県中越地震による災害に対する支援 

活動形態 ａ、ｂ、ｈ  

寄付･連携先 日本赤十字社、災害対策本部等 

10 

活動の概要 

 

当社とも関わりのある同地域に対し、災害復興のための支援金の拠出。ま

た、エコノミー症候群防止用ストッキングを寄付。 

 

株式会社東和銀行 
４．推進体制 

担当部署名 総合企画部 地域社会貢献事務局 スタッフ数 ２名

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 

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。 

２ 活動名 東和よいこ劇場 
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活動形態 ｆ 

寄付･連携先 開催地の教育委員会、ホール等施設、劇団角笛 

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｡

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 （社福）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。 

 

株式会社トクヤマ 

１．社会貢献のミッションや目標 

基本理念の一つとして、「社会と共鳴する経営」をかかげている。 

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、災害救援〕 

４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔（財）徳山科学技術振興財団〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔もちつきぞうさん〕 
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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． サスティナビリティ報告書に記載 〔社会・環境報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 御影文庫：小中学校への図書寄贈 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 （株）トクヤマ 総務グループ  

１ 

活動の概要 周南市（旧徳山・新南陽・鹿野・熊毛）の小中学校52校へ図書購入資金を寄

付、今年で28年目 

活動名 児童育成活動協力支援 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 （株）トクヤマ 総務グループ  

２ 

活動の概要 子ども会活動への協力支援として、周辺の28自治会への寄付を10年以上

実施 

活動名 文化・体育活動協力支援 

活動形態 ａ、ｂ   

寄付･連携先 （株）トクヤマ 総務グループ  

３ 

活動の概要 自治会運動会・体育協会への寄付、市主催の行事（祭りなど）への参加 

活動名 ボランティアグループ「もちつきざうそん」福祉施設慰問（２施設） 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｅ   

寄付･連携先 （株）トクヤマ 人事グループ 

４ 

活動の概要 精神・肢体障害施設へもちつき、クリスマス会参加。参加者約２０名。財源

はグループがチャリティ活動で捻出 

活動名 施設の開放 

活動形態 ｃ     

寄付･連携先 （株）トクヤマ 人事グループ 

５ 

活動の概要 ①体育館 ②グランド ③講堂、会議室（徳曹会館）の解放 

活動名 豊かな水源の森保全活動支援事業「まちと森と水の交流会」 

活動形態 ｄ、ｇ   

寄付･連携先 （株）トクヤマ 工場管理部 

６ 

活動の概要 

 
参加者130人。１回／年。良質で安定的な水の供給を目的に、木々の生長

を妨げる雑草除去、枝うち、間伐、植栽を行う。 

活動名 クリーンアップ作戦（クリーンネットワーク清掃ボランティア） 

活動形態 ｄ、ｇ    

寄付･連携先 （株）トクヤマ 環境安全部 

７ 

活動の概要 

 
参加者50人／回。毎月第一水曜日、昼休みに製造所周辺の市道700ｍの

清掃を実施。 

 

戸田建設株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新潟県中越大地震に伴う寄付 

活動形態 ａ 

１ 

寄付･連携先 新潟県 
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活動の概要 新潟県中越大震災による被災者への義捐金。 

活動名 スマトラ沖大地震義捐金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社・日本経済団体連合会 

２ 

活動の概要 スマトラ沖大地震の津波などによる被災者の救済。 

活動名 震災10年神戸からの発信事業への寄付金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 神戸市 

３ 

活動の概要 災害への備えと復興の経験を役立て、今後の教訓として情報発信。 

活動名 中央通り「はな街道」 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 はな街道実行委員会 

４ 

活動の概要 日本橋中央通りの花壇の花の植替えを支持し、地域の美化活動へ貢献。 

 

凸版印刷株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

当社の本業である「印刷」を通じて、文化の伝承・発展への寄与、感動の共有といった文化貢献を図ると

ともに、当社事業所ごとでの地域社会とのコミュニケーション活動やボランティア活動、被災地支援等、

幅広く社会貢献を行うこと。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

印刷博物館、クラシック音楽専用ホール「トッパンホール」の運営方針を定めているほか、文化・教育活

動への積極的な支援を行うこと、地域社会との共生を図ることを当社のＣＳＲ活動の重点テーマとして確

認し、ＣＳＲレポートに掲載。 

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 法務本部コンプライアンス部 スタッフ数 ２名

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ推進メンバー会議〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔TOPPAN  ＣＳＲレポート2005〕 

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.toppan.co.jp/csr/  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新潟中越地震 義捐金寄付 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 新潟県災害対策本部 

１ 

活動の概要 会社として、上記に対し、義捐金を寄付。 

活動名 新潟中越地震 義捐金寄付 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 新潟県災害対策本部 

２ 

活動の概要 社員有志によって「新潟中越地震 被災地支援の会」を組織し、社員による

募金を寄付。 

活動名 スポーツ施設開放 

活動形態 ｃ   

寄付･連携先 当社事業所、工場近隣の住民の方 

３ 

活動の概要 埼玉県野火止市、東京都板橋区の工場にある体育館の開放。 
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活動名 音楽ホールの無料コンサート 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先 近隣住民の方、音楽愛好家の方 

４ 

活動の概要 当社運営の音楽ホール「TOPPAN HALL」にて無料コンサーを開催。 

活動名 ボランティア休務制度 

活動形態 ｈ   

寄付･連携先 マレーシア、サバ州 コタキナバル 

５ 

活動の概要 青年海外協力隊の一員として環境保全プロジェクトに参加。 

活動名 コンクール協賛 

活動形態 ｇ    

寄付･連携先 毎日新聞社、全国学校図書館協議会 

６ 

活動の概要 「読書感想画中央コンクール」に協賛。 

 

トヨタ自動車株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

・持続可能な社会づくりに貢献するため、次の世代を担う人材の育成と社会的課題の解決に積極的に取

り組んでいく 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

〔社会貢献活動基本理念〕 

<目的> 

トヨタ自動車株式会社と関連子会社は、豊かな社会の実現と、その持続的発展のため、積極的に

社会貢献活動を推進します。 

<取り組み姿勢> 

トヨタは社会の幅広い層と力をあわせ、持てる資源を有効に活用しながら、次の世代を担う人材の

育成と、社会的課題の解決に向けた社会貢献活動に取り組みます。  

<社員の参加> 

トヨタは、社員が一市民として主体的に行う社会貢献活動を支援します。 

<情報開示> 

トヨタは､社会貢献活動の成果を開示し､広く社会と共有し､社会の発展に寄与することを目指しま

す｡ 

<グローバル展開> 

トヨタは、社会貢献活動基本方針をグローバルに共有し、各国・各地域の実情に合わせた社会貢

献活動を展開します。 

３．重点分野 〔教育･社会教育、文化･芸術、環境、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 スタッフ数 ３４名

B．社内横断的推進組織 〔 社会貢献活動委員会、社会貢献活動ステアリングコミッティ 〕 

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

活動名 科学のびっくり箱！なぜなにレクチャー 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ   

寄付･連携先 トヨタ技術会 

１ 

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 トヨタコレオグラフィアワード 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先 世田谷パブリックシアター 

２ 

活動の概要 

 

次代を担う振付家の発掘・育成のためコンテンポラリーダンス等の舞踊分

野における顕彰事業を実施。 

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 ＮＰＯ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開館。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あわせ地域へ開放。 

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資する環境技術の開発、環境教育の提供を

行っている国内外の研究機関、NGO等の非営利団体を支援。 

活動名 砂漠化防止のための植林活動 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付･連携先 中国科学院、河北省林業局、ＮＰＯ地球緑化センター 

６ 

活動の概要 

 

近年、急速に砂漠化が進む中国において、砂漠化防止のための植林活動

と再砂漠化防止のための仕組みづくりに協力するプログラム。 

活動名 トヨタ白川郷自然学校 

活動形態 ｆ、ｇ 

寄付･連携先 NPO白川郷自然共生フォーラム 

７ 

活動の概要 

 

岐阜県白川郷に自然学校を設置し、自然体験、環境技術、伝統文化の3つ

の体験学習を軸にした環境教育プログラムを提供。 

活動名 トヨタモビリタでの交通安全啓発活動 

活動形態 ｆ、ｈ   

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

 

富士スピードウェイ内に設置した交通安全教育施設「モビリタ」において、交

通安全意識の啓発、安全運転技術の向上を目指したプログラムを展開。 

活動名 地雷除去活動への支援 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 人道目的の地雷除去の会 

９ 

活動の概要 

 

タイ・カンボジアの元戦闘地域で地雷除去に取り組んでいるＮＰＯに対し、

資金、車両の提供に加え、智恵・ノウハウの提供を実施。 

活動名 トヨタ・クリーンネット 

活動形態 ｄ、ｈ、ｉ   

10 

寄付･連携先  
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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。毎年、1万人超の社員が参加。 

 

株式会社豊田自動織機 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会貢献：各国、各地域の文化や慣習を尊重し、経済・社会の発展に貢献する。 

環境保全・品質第一：企業活動を通じて住みよい地球と豊かな社会づくりに取り組むとともに、クリーンで

安全な優れた品質の商品を提供する。 

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、地域社会がより豊かで住みよい社会になるよう、良き企

業市民としての役割を果たしていきます。 

そのために、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、一方従

業員はボランティア活動などを通じて自らを社会に役立てるように努力します。 

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、その他 〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部 ハートフルＧ スタッフ数 ６ 名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔（株）豊田自動織 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． サスティナビリティ報告書に記載 〔社会環境報告書2005 〕 

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 ５ 

活動形態 ｃ  
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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 

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。 

活動名 “産業技術記念館”の運営協力 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 産業技術記念館 

６ 

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）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。 

 

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」 

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、人権、NPOの基盤形成、

その他〕 

４．推進体制 

担当部署名 人事・総務部 総務企画室 スタッフ数 ４名

Ｄ． 企業財団・公益信託〔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 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「こどもエコクラブ全国フェスティバルＩＮみはま・はんだ」 

活動形態 ａ 

１ 

寄付･連携先 「こどもエコクラブ全国フェスティバルＩＮみはま・はんだ」実行委員会 



【た行】 

 214

活動の概要 環境省の主催で毎年子どもへの環境問題への啓発を目的に開かれるフェ

スティバルに協賛。 

活動名 「水と緑の惑星保全機構」主催コンサート 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 水と緑の惑星保全機構 

２ 

活動の概要 環境省と文部科学省の後援の受けている「水と緑の惑星保全機構」のコン

サートを支援協賛。 

活動名 東海車椅子ツインバスケットボール大会 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 「東海車椅子ツインバスケットボール大会」委員会 

３ 

活動の概要 東海地方における障害者の方の車椅子バスケットボール大会に協賛。 

活動名 インド洋大津波・スマトラ沖大地震 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

４ 

活動の概要 昨年末に発生したインドネシアの巨大地震と津波被害への義援金拠出。 

活動名 博覧会新世紀・名古屋城博 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 「新世紀・名古屋城博」開催委員会 

５ 

活動の概要 名古屋城の金シャチを、地上に降ろして見物できる博覧会に協賛。 

 

トヨタ紡織株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

１．よき企業市民として社会との調和ある成長を目指す。 

 （３）地域社会の一員としての役割を自覚し、よい社会づくりに貢献。 

    ～基本理念～より 

３．重点分野 〔教育･社会教育、環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務広報部 スタッフ数 ３名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔 トヨタ紡織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、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.toyota-boshoku.co.jp/jp/about/corporation/kigyoushimin.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 （財）豊秋奨学会 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 学生、中国人留学生、研究者 

１ 

活動の概要 

 

社会有用の人材の育成と学術の振興に寄与することを目的に設立され、学

生、中国人留学生や研究者を対象に奨学金と助成金を支給。 

活動名 ダウン症児らとの交流プログラム 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｇ、ｈ 

２ 

寄付･連携先 ダウン症とその他の染色体しょうがい児・者親の会エンジェル、とよた学生

プロジェクト、（社福）豊田市社会福祉協議会 
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活動の概要 

 

ダウン症児とその親、地元の学生ボランティア団体、社員ボランティアが、１

泊２日でクルーザー乗船やバーベキュー、レクレーションをしながら交流を

深める。 

活動名 障害者との体験プログラム 

活動形態 ｆ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 自立生活センター ユートピア若宮の会 

３ 

活動の概要 

 

障害者と社員ボランティア、市民が年１回、体験を通じて交流するプログラ

ム。今年の体験はそば打ち。 

活動名 新潟中越地震への対応 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 会社寄付先：中日新聞社会事業団 経由 日本赤十字社 

社員募金先：日本赤十字社 

物資届け先：長岡市役所 

連携先：（社福）豊田市社会福祉協議会 

４ 

活動の概要 

 

新潟中越地震の被災者に対して、会社から寄付を実施。また、社員から募

金と、現地で必要とされている物資を集めた。物資については、豊田市民か

ら集めたものとあわせ、当社のトラックで現地へと輸送した。 

活動名 聴覚障害者バスケットボールクリニック 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 日本デフバスケットボール協会 

５ 

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を開催。また、当社バ

スケットボール部との交流試合も同時に行った。 

活動名 いもほり大会 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 刈谷市東陽町子ども会、当社労働組合 

６ 

活動の概要 地域の子ども会と社員が参加し、いもほりやレクレーションを楽しんだ。 

活動名 救援衣料回収活動 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 認定ＮＰＯ法人 日本救援衣料センター 

７ 

活動の概要 

 

社員や市民から回収した、不要になった衣料を、神戸の日本救援衣料セン

ターを通じて、衣料不足に悩む国々へ送付する。 

活動名 ボランティアネットワークシステム「スマイルゆうネット」 

活動形態 ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 地元企業・団体 

８ 

活動の概要 

 

各団体の社会貢献窓口で、ボランティア情報・社会貢献情報を共有し合うネ

ットワークシステム。活動者・参加者が、様々な情報の中から、自分に合っ

た活動を選ぶことができる。 

活動名 福祉コンサート 

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、地元企業 

９ 

活動の概要 

 

年一回、刈谷市を中心とする障害者施設や団体の方を名古屋フィルハーモ

ニー交響楽団のコンサートに招待し、気軽に音楽を楽しんでもらう企画。554

名が参加。 

活動名 絵画クラブ 

活動形態 ｂ、ｈ 

寄付･連携先 ＡＲ絵画クラブ 

10 

活動の概要 

 

地域の福祉イベントや敬老会等で、クラブ員が来場者の似顔絵を描くのを

ボランティアで行っている。 
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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 本社および事業所（全国約50ｶ所）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 （社福）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 

活動形態 ａ 

寄付・連携先 地域・行事・祭礼の運営支援 

５ 

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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長瀬産業株式会社 
３．重点分野 〔学術･研究、環境〕 

４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔（財）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 

 

生化学と有機化学等の分野に係る研究開発およ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 東京大学大学院農学生命科学研究科への寄付 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 東京大学 

３ 

活動の概要 新規酵素に関する研究に対して奨学金を寄付する。 

活動名 公益信託 日本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 日本経団連自然保護基金 

４ 

活動の概要 

 

アジア太平洋地域を主とする開発途上地域およ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 新潟県中越地震災害義捐金 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 （社福）新潟県共同募金会 

５ 

活動の概要 

 

新潟中越地震の被災地域に対する各種援助活動のための資金を寄付す

る。 

活動名 スマトラ島沖地震救援事業資金 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 日本赤十字 

６ 

活動の概要 

 

スマトラ沖大地震の被災地域に対する各種援助活動のための資金を寄付

する。 

活動名 （財）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 

 

国民の体力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。 

 



【な行】 

 218

長野計器株式会社 
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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書〔2005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.naganokeiki.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冬季世界大会」の「運転ボランティア」 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 長野県経営者協会・ＳＯ日本委員会 

１ 

活動の概要 「スペシャルオリンピックス冬季世界大会」が長野県で開催の際、ゲストを車

で送迎する「運転ボランティア」として大会運営を支えた。 

活動名 「丸窓電車」を資料館として復元 

活動形態 ｃ、ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 昭和２年の電車を復元し、当社工場の入口に展示。地域の歴史の証とし、

一般の人々にも無料で公開している。 

活動名 「学童保育施設」として当社の施設を開放 

活動形態 ｃ、ｇ 

寄付･連携先 上田市 

３ 

活動の概要 「児童館」と同等施設である学童保育施設の上田市からの要請に対し、当

社施設を開放。 

活動名 中国人留学生に対し、当社の社宅を開放 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 信州大学 

４ 

活動の概要 信州大学繊維学部（上田市）への中国人留学生に対し、当社社宅を開放。 

活動名 新潟県中越地震に対する義援金を寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 上田市役所 

５ 

活動の概要 2004年10月23日に発生した新潟県中越地震に対し、隣県の企業として、全

グループ会社社員より寄付を募った。 

活動名 丸子電子機器工場グランドを地元少年野球チームの練習場に提供 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 長野県丸子町 

６ 

活動の概要 練習場の確保に困っていた、地元少年野球チームに毎週練習場として、丸

子電子機器工場グランドを開放。 

活動名 千曲川クリーンボランティア 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 上田市 

７ 

活動の概要 上田市内を流れる千曲川の河川敷の清掃作業 

活動名 多摩川環境美化活動 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 東京都大田区 

８ 

活動の概要 大田区内を流れる多摩川河川敷の清掃作業。 

活動名 経営講演会の開催 ９ 

活動形態 ｆ 
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寄付･連携先 なし 

活動の概要 当社の顧客でありますリコーエレメックス中村髙社長のリコーグループにお

ける経営講演会を地域の方にも開放し、講演会を開催。 

活動名 書き損じハガキ・使用済切手の回収ボランティア 

活動形態 ｅ、ｇ 

寄付･連携先 （財）オイスカ 

10 

活動の概要 社員に呼びかけ、書き損じのハガキ・使用済の切手を回収し、（財）オイスカ

を通じて植林などの費用に充当。 

活動名 丸子電子機器工場のバリアフリー化 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 なし 

11 

活動の概要 当社丸子電子機器工場内における、身障者の雇用および、身障者の工場

見学に対応ができるよう工場内の段差を無くし、また身障者の方が働きや

すい、見学しやすい工場となっています。 

活動名 丸子電子機器工場の緑化活動推進 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 なし 

12 

活動の概要 平成元年10月に建設された当社丸子電子機器工場は、約21,000本の自然

林を生かした工場として稼動しています。更に、工場敷地内には毎年四季

折々の樹木を植え、自然環境に配慮した工場を目指しています。 

 

名古屋鉄道株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

［基本理念］ 

名鉄は、環境問題を地球規模で考え、地域・個人レベルで行動し、環境にやさしい企業をめざします。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

［行動指針］ 

①環境対応技術の積極的導入   ②輸送体系の整備   ③環境保全意識の向上と地域環境貢献 

３．重点分野 〔環境〕 

４．推進体制 アクション・エコ推進員会 

担当部署名 経営企画部 スタッフ数 ―名

B．社内横断的推進組織 〔アクション・エコ推進委員会〕 

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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔環境報告書「アクション エコ 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.meitetsu.jp/profile/kankyo/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 名鉄エコ・ビジョン 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 - 

１ 

活動の概要 環境対策に全社をあげて取り組むため、行動計画「名鉄エコ・ビジョン」を策

定。現在、この計画に沿って、さまざまな環境対策に取り組んでいます。 
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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 日本ユニセフ協会への寄付 

活動形態 ｃ 

７ 

寄付･連携先 日本ユニセフ協会 
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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。 

 

株式会社ナムコ 
１．社会貢献のミッションや目標 

現在作成中 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

現在作成中 

３．重点分野 〔現在検討中〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務･コンプライアンスグループ スタッフ数 ３名

B．社内横断的推進組織 〔総務･コンプライアンスグループ〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

 青年海外協力隊休職 

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.namco.co.jp/an/contribution/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 科学技術に関する研究・調査 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 ニューテクノロジー振興財団 

１ 

活動の概要 当該財団が推進する“ゲームの処方箋事業”や“マイクロマウス事業”を支

援。 

活動名 科学技術に関する支援 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 日本科学技術振興財団 

２ 

活動の概要 科学技術館の運営協力および科学技術の向上に関する助成。 

活動名 リハビリ効果に関する調査 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 九州大学 

３ 

活動の概要 

 

当社が開発したゲーム機を使用して、身体障害者や高齢者のリハビリの効

果を高める研究・調査。 

活動名 発展途上国における自然保護基金 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 日本経団連 

４ 

活動の概要 特に発展途上国に特化しての自然保護活動。 

活動名 犯罪被害者の支援 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 被害者支援都民センター 

５ 

活動の概要 犯罪被害者に対する相談窓口の設置や資金援助に対する支援。 

活動名 地域総合スポーツの応援 

活動形態 ｅ   

６ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 ピボットフット 
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活動の概要 

 

大田区において、スポーツを使って地域活動や青少年の育成の活動を行っ

ているＮＰＯ団体を応援。年２回の大会にも協賛。 

活動名 総合的な福祉活動 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 日本赤十字社 

７ 

活動の概要 福祉活動の総合的な窓口として活動を助成。 

活動名 災害義援金 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 日本経済団体連合会、東京商工会議所 

８ 

活動の概要 被災地に対して義援金を拠出。 

活動名 愛・地球博の支援 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 日本国際博覧会協会 

９ 

活動の概要 『愛・地球博』の建設協力金を支出。 

活動名 平和祈念事業支援 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 大田区文化振興協会 

10 

活動の概要 大田区が主催している文化事業の「平和祈念事業」への助成。 

 

株式会社南都銀行 
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

経営理念「地域の発展に尽くします。」 

３．重点分野 〔環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 総合企画部 スタッフ数 ３名

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.nanto.bank.co.jp/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 植樹活動 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 「創立７０周年記念事業」の一つとして明日香村（奈良県高市郡）において、

行員ボランティアによる植樹活動を行い定期的に草刈を実施。 

活動名 チャリティー募金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 奈良県社会福祉協議会 

２ 

活動の概要 創立７０周年記念コンサートの入場者の募金に当行からも一定額を拠出

し、寄贈。 

活動名 新潟県中越地震被災者に義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社奈良県支部 

３ 

活動の概要 当行およびグループ法人の役職員から募った募金に、当行からの拠出金を

加えて寄付。 

活動名 チャリティー基金 ４ 

活動形態 ａ 



 223

寄付･連携先 奈良県社会福祉協議会 

活動の概要 <ナント>萬葉チャリティーウォークの参加人数に応じた寄付金を当行より拠

出し、寄贈。 

活動名 少年刑務所への書籍の寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 奈良少年刑務所 

５ 

活動の概要 行員から募った書籍を奈良少年刑務所に寄贈し、情操教育に活用。 

 

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分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 名

B．社内横断的推進組織 〔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 

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.nikon.co.jp/main/jpn/profile/enviroment/index.htm  

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ｶ所に設置し、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 

活動形態 ｄ    

寄付･連携先  

３ 

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

掃作業に参加し、環境保全活動を行っている。 

活動名  

活動形態 ａ    

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 社会福祉関連の活動をしている団体に対する寄付 
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ニチアス株式会社 

３．重点分野 〔社会福祉、健康･医学、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 

Ｖ休暇 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新潟県、福井県豪雨被災地支援のための義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 新潟県、福井県 

１ 

活動の概要 新潟県および福井県の集中豪雨被害に対する義援金の協力 

活動名 奨学寄付、学術支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 複数大学への奨学寄付 

２ 

活動の概要 各種研究助成に対する寄付 

活動名 石綿による健康影響調査支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 産業医科大学 

３ 

活動の概要 石綿による健康影響調査研究に対する研究助成 

活動名 ユニセフ（国際連合児童基金）に対する寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （財）日本ユニセフ協会 

４ 

活動の概要 ユニセフ活動に対する寄付 

活動名 「スマトラ沖大地震・インド洋大津波」被災国支援のための義援金 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 日本赤十字社 

５ 

活動の概要 スマトラ沖大地震・インド洋大津波被害に対する義援金の協力 

活動名 「２００５スペシャルオリンピックス冬季世界大会・長野」開催支援 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 NPO法人 2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会実行委員会 

６ 

活動の概要 知的発達障害のある人々のための世界的な競技会開催支援のための寄

付 

活動名 「新潟中越地震」被災地支援のための義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 新潟県 

７ 

活動の概要 「新潟中越地震」被害に対する義援金の協力 

活動名 工場周辺清掃活動 

活動形態 ｄ、ｆ  

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 各工場にて定期的に実施。駅に近い工場では駅前周辺の放置自転車の取

り締まり活動に協力 

活動名 献血活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 日本赤十字社など 

９ 

活動の概要 各事業所において集団献血の実施 
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株式会社ニチレイ 
１．社会貢献のミッションや目標 

企業経営理念の「５．ステークホルダーのために」の「（5）社会に」： ニチレイグループは、地域社会に企

業市民として、参加し、事業活動を通じて、社会の発展に貢献するとともに、ハンディキャップを持つ人々

への支援や文化活動への参加と支援を継続的に行います。 

３．重点分野 〔健康･医学、スポーツ〕 

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 

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〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新潟県中越地震被災者への義援物資の提供 

活動形態 ｂ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先 長岡市 

１ 

活動の概要 当社の常温食品・アセロラ飲料を、新潟県災害対策本部を通じて、長岡市

に提供。 

活動名 インドネシア・スマトラ島沖地震へ被災者救援・復興支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本ユニセフ協会 

２ 

活動の概要 日本ユニセフ協会を通じて、１,000万円の義援金を寄付。日本ユニセフ協会

の「スマトラ沖地震・津波緊急募金」において活用され、子どもと女性を主な

対象とした健康の確保、教育環境の整備・復興分野において使用された。 

活動名  

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 当社研修センターの一部をNPOへ開放。 

活動名 2005年スペシャルオリンピックス冬季大会への協賛 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 スペシャルオリンピックス運営事務局 

４ 

活動の概要 長野で開催されたスペシャルオリンピックス冬季大会運営資金の協賛のほ

か、当社の福利厚生施設である志賀高原ロッヂを選手の宿舎として、利用

いただいた。 

活動名 泳力検定制度の応援 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 （財）日本水泳連盟 

５ 

活動の概要 （財）日本水泳連盟が認定する泳力検定制度を応援。 

「食」と「スポーツ」を通じて皆様の健康的な生活を支えていきたいという思

いから応援。 

活動名 小学生対象の料理教室への協力（食育支援） 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 三鷹市在住栄養士会 

６ 

活動の概要 三鷹市在住の栄養士会が、地域活動の一環として毎年開催している「夏の

子ども料理教室」に協賛。 
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株式会社日建設計 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 技術研修生の受け入れ・教育 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 国内外の企業・大学より技術研修生を一定期間受け入れ、実務研修する。

活動名 大学・学術団体などへの講師派遣 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 講演会、セミナー・シンポジウムへの講師の派遣。大学への非常勤講師の

派遣。 

活動名 新潟・中越地震災害義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

３ 

活動の概要 社内オークション売上金（110万円）を寄付。 

活動名 富士見・飯田橋駅周辺地区帰宅困難者対策地域協力会の立ち上げ 

活動形態 ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 千代田区 総合災害対策室 防災課 

４ 

活動の概要 千代田区富士見・飯田橋駅周辺地区における大地震時の帰宅困難者対策

のための企業および町会による協力会設立の呼びかけ、および事務局。 

 

日鉱金属株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サスティナビリティ報告書〔環境報告書〕 

 

日鉱金属加工株式会社 
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． サスティナビリティ報告書〔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、環境月間にあわせ、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 寒川町の産業PRに協力する趣旨から、当社の製品を出品。 

活動名 蘇州日本人学校設立への協力 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 蘇州日本人学校運営委員会 

３ 

活動の概要 中国蘇州市における日本人学校設立の趣旨に賛同し、寄付を行った。 
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株式会社日興コーディアルグループ・日興コーディアル証券株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

良き企業市民として、人と自然と社会に貢献します。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

企業市民の一員として、より良き社会の実現に努めます。一人ひとりが自ら社会貢献について考え、

様々な活動に積極的に参加し持続的な社会貢献を行います。 

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 ＣＳＲ室 スタッフ数 ２名

Ｂ． 社内横断的推進組織〔ＣＳＲ委員会〕 

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〕 

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． サスティナビリティ報告書〔ＣＳＲレポート２００５〕 

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、ｇ 

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て、国内

の自然・環境保護活動を行う団体や個人を支援。 

活動名 日興コーディアルグループ「金融知力奨学生制度」 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ、ｇ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 金融知力普及協会 

２ 

活動の概要 金融や経済を自ら学びたい意欲を持つ大学生や専門学校生を対象に、金

融知力通信講座プログラムの受講料全額を援助。 

活動名 スマトラ沖大地震・津波の被害に対する支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字ほか 

３ 

活動の概要 日興コーディアル証券販売の「インド・アドバンテージ・ファンド」の収益から

2,000万円を寄付したほか、マッチングギフト方式で約1,270万円を寄付。 

活動名 大学への講座提供 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｆ、 

寄付･連携先 武蔵野大学ほか 2004年度実績23講座 

４ 

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。 

活動名 中高生や一般の方の職場体験や企業訪問の受け入れ 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 中高生の職場体験を受け入れ、社員による分かり易い解説や株式取引の

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。 

活動名 産学連携による共同研究 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 一橋大学、立命館大学 

６ 

活動の概要 個人の投資行動を研究し、サービス向上や高い投資満足度が得られるよう

な金融商品の開発に役立てる。 
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活動名 環境保全活動（ＮＰＯ支援） 

活動形態 ｂ、ｅ、ｇ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 「おおつきエコビレッジ」 

７ 

活動の概要 大月市東部の鳥沢地区での環境保全活動に参加。都市農山村交流事業を

進めて地域の活性化を図る。 

活動名 日興コーディアル証券 営業店の環境保全活動への参加 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 熊本支店、徳島支店、山形支店、名古屋支店などで、地域の環境保全活動

に積極的に参加。 

 
株式会社日鉱マテリアルズ 
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〔環境報告書〕 

 
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、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 広報･ＣＳＲ部 社会貢献チーム スタッフ数 ３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）〕
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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 〔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  

〔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：  http://www.nissan-global.com/JP/COMPANY/CITIZENSHIP/index.html  

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の図書館等に寄贈する。2004年に21周年を迎

え、これまでにプロ作家を多数輩出。累計出版作品数は35冊、寄贈数はの

べ12万冊にのぼる。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中の作品もあり、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 

 

毎年春休みに、こどもの城（東京・青山）で行う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。クルマの

素材を再利用した展示物や、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」と呼ばれる同賞を、1992年よりメインスポンサーとして支援。 

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。 
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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。 

 

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 

「企業行動規範および社員行動指針」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〕 

D．企業財団・公益信託 〔（財）食生活研究会〕 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔社会・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.nisshin.com/activity/environment/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＮＰＯ 国連ＷＦＰ協会の評議会会員として加盟 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 ＮＰＯ国連ＷＦＰ協会 

１ 

活動の概要 ＮＰＯ 国連ＷＦＰ協会の評議会会員として加盟し事業を協賛。 

 

日清紡績株式会社 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 災害支援 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 各関係団体 

１ 

活動の概要 新潟県中越地震、スマトラ沖地震に対する義援金 

活動名 学術・研究 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 各大学等研究機関 

２ 

活動の概要 研究助成寄付、奨学寄付等 

活動名 環境 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 日本経団連自然保護基金 

３ 

活動の概要  
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ニッセイ同和損害保険株式会社 
２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

企業理念「ＮＩＳＳＡＹ ＤＯＷＡ 未来宣言 “幸せへの挑戦”」 

顧客の幸せ・株主の幸せ・代理店の幸せ・社員の幸せ・社会の幸せ・地球の幸せ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 国際医療福祉大学奨学金制度 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 国際医療福祉大学 

１ 

活動の概要 

 

奨学金として年間2,000万円の寄付。大学から推薦された学生に返還義務

のない奨学金を卒業まで給付。 

活動名 自主企画公演の開催（ＰＨＸホール） 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 

 

ホール開館以来毎年自主企画公演を開催しており、2004年度においても20

公演を開催した。 

活動名 「エヴォリューションシリーズ」の開催（ＰＨＸホール） 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

開館以来継続して行っているシリーズで、企画を応募頂き、審査により選ば

れた演奏家にホールを無料で提供するシリーズ。2004年度4公演開催。 

活動名 災害救助法適用地域への義援金募集 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

 

災害救助法適用地域の人々を支援するための義援金を役職員から募集。 

役職員からの募集金と同額を会社から拠出。 

 

日邦産業株式会社 
３．重点分野 〔環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ推進室 スタッフ数 １名

５．社員のボランティア活動支援策 

V休暇 

 

株式会社ＮＩＰＰＯコーポレーション 
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 〔環境報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 地域活動 

活動形態 ｄ、ｅ 

寄付･連携先 北海道帯広市札内小学校 

１ 

活動の概要 運動会前の小学校のグランド整地および転圧を無償で行った。 

活動名 地域活動 

活動形態 ｄ 

２ 

寄付･連携先 北海道警 
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活動の概要 「秋の交通安全活動」に参加し、地元警察署駐在員と共に旗振り活動を行

い、交通安全をアピールした。 

活動名 環境保全 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 東京都江戸川区 

３ 

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（江戸川区のボランティア団体に登録）。 

活動名 環境保全 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 国交省 

４ 

活動の概要 河川敷の草刈 

活動名 災害救援 

活動形態 ｂ、ｄ、ｅ 

寄付･連携先 国交省、小千谷市 

５ 

活動の概要 中越災害において、翌朝より、段差修正、陥没ヶ所の復旧作業を行った。 

活動名 地域活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 新潟県佐渡市 

６ 

活動の概要 町内で開催の佐渡国際トライアスロン大会をサポートする地域ボランティア

として参加。 

活動名 環境保全 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 珠洲建設業協会 

７ 

活動の概要 「道の日」の道路清掃活動にボランティア参加（１０年以上継続参加）。 

活動名 環境保全 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 長野市 

８ 

活動の概要 国道１８号線歩道両側清掃（延長１ｋｍ）。 

活動名 環境保全 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 福井県福井市 

９ 

活動の概要 平成14年より、６月の環境月間に行われる福井県下一斉のクリーンアップ

作戦に参加。当社工場付近の堤防、サイクリング道路の清掃活動を実施。  

活動名 災害救援 

活動形態 ｄ、ｅ 

寄付･連携先 京都府大江町 

１０ 

活動の概要 台風23号で府道に堆積した泥を、区民からの要望で、無償で除去作業にあ

たった。 

活動名 災害救援 

活動形態 ｄ、ｅ 

寄付･連携先 京都府大江町 

１１ 

活動の概要 台風23号で事業所近隣道路に堆積したアスファルトガラ、泥などを無償で

除去作業にあたった。 

活動名 地域活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 高松市 

１２ 

活動の概要 高松まつりの総踊りで踊り子達の誘導等を行っている。（４年連続毎年参

加） 
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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、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． サスティナビリティ報告書に記載 〔コーポレート・レスポンシビリティー・レポート2005〕 

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小学校と保護者および地域のメンターをブロードバンドのイン

トラネットで結び、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。（プロジェクト期間２００２年４月～２００４年３月） 

活動名 KidSmart(幼児教育支援) プログラム 

活動形態 ｂ(PC, 知育S/W, 家具、マニュアル)、ｅ(研修、コンサルティング)ｆ、ｈ   

寄付･連携先 千葉県・兵庫県を中心に全国の保育園・所、幼稚園、養護学校など計４０５

の団体に寄贈・支援。（2004年末現在、2005年以降も継続中） 

２ 

活動の概要 

 

就学前の幼児が自然にコンピューターに親しめる環境を提供し、対話や日

常の遊びと連携させて自ら考え創造する能力を養うことを目的に、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、幼児教育の専門家の指導のもと保育士や教師と

共に新しい教育法を学ぶ研修や、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社員ボランティ

ア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。 
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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 ・科学技術館（東京・北の丸）他5科学館 

４ 

活動の概要 

 

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。子ども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。三鷹市小学校の「科学クラブ」への展開や、大和市教育委員会「子

ども科学教室」、「青少年のための科学の祭典」などでも実施。 

活動名 日本ＩＢＭ科学賞 

活動形態 ａ、ｂ、ｆ 

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5名表彰し、賞金な

どを授与して育成支援し、わが国における学術研究の振興を図る。 

活動名 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 日本ＩＢＭグループ社員・定年退職者が住む地域の非営利団体や学校など

６ 

活動の概要 

 

日本ＩＢＭグループ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活動機会（募集情報）などの情報を提

供し、日本ＩＢＭグループ社員・定年退職者がさらに効果的・効率的なボラン

ティア活動が行えるよう支援するプログラム。また、日本ＩＢＭグループ社員

や定年退職者が継続的なボランティア活動を行う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PC製品などの寄贈や資金援助も行

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 

活動形態 ｂ、ｆ、ｉ 

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 

７ 

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 

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ｶ所 

８ 

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。 

活動名 障害のある学生（主に聴覚障害）のためのアクセシブルな授業支援プロジェ

クト（ＪＯＩＮプロジェクト） 

活動形態 ｂ（ＰＣ、Ｓ／Ｗ、テクノロジー・サービス）、ｆ  

寄付･連携先 長野大学 

９ 

活動の概要 

 

聴覚障害のある学生の授業中の情報保障を支援するため、講義中の教員

のスピーチ内容を文字変換し、スクリーン投影することを可能にする技術を

提供。また、スピーチ内容のコンテンツを学内のサーバーからインターネット

通じて提供できるようにし、上肢障害などでノートをとることができない障害

のある学生の授業や復習を支援する。 

活動名 Ｗｅｂ Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ （ＷＡＴ）プログラム 10 

活動形態 ａ、ｂ（ＰＣ、Ｓ／Ｗ）、ｆ、ｈ 
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寄付･連携先 ＮＰＯ法人 自立の魂 

活動の概要 

 

高齢者および障害者がインターネットを利用しやすくすることを目的にＩＢＭ

が開発したＷｅｂ Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＷＡＴ）を用いて高齢者や障

害者がインターネットに容易にアクセスできるように支援。日本では、重複

障害（上肢障害と視覚障害をもった方）を対象に展開。 

 

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 

企業理念“人々がより良い生活をするためのお手伝いをする”の下に、本業を通してばかりでなく、社会

貢献活動を通して社会に利をもたらす。特に、ディストリビューターとパートナーを組んでボランティア活

動を推進する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

アムウェイ社全世界共通のテーマ「支援を必要とする子どもたちをサポートする」の下に、日本独自の活

動プログラムを推進し、社会貢献活動の80％を「One by Oneこども基金」に注力する。 

３．重点分野 〔社会福祉、その他（子ども支援）〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会貢献部 スタッフ数 ７名

Ｅ． 社員によるボランティア組織等〔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 

Ｖ研修、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 

Ｃ． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成〔One by Oneこども基金リーフレット〕 

〔アムウェイクリーンアップ報告書〕 

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.1by1.jp(One by Oneこども基金) 

     http://www.nature-center.org(アムウェイネーチャーセンター) 

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 ナショナルゲーム 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 スペシャル オリンピックス日本 

１ 

活動の概要 スペシャルオリンピックスの通常活動の支援以外に、２年毎に開催される 

ナショナルゲームに、社員、ディストリビューター200名がボランティアで参加

しアスリート交流会を運営。 

活動名 アファン「心の森」プロジェクト 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 C.W.ニコルアファンの森財団 

２ 

活動の概要 アファンの森に、視覚障害児や児童養護施設の子ども達を招き、森や自然

のセラピー効果をとり入れた宿泊型プログラムを開発・導入。 

活動名 KONISHIKIプログラム 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 KONISHIKIキッズファンデーション 

３ 

活動の概要 KONISHIKIさんがホスト役になって、養護施設などで暮らす子どもたちに夢

と勇気を届けるふれあいイベント。 

活動名 One by One アワード（第３回） 

活動形態 ｆ 

４ 

寄付･連携先  
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活動の概要 さまざまな障害に負けずがんばっている子ども達を表彰する「キッズ個人

賞」と、障害を支援する団体を表彰する「NPO奨励賞」から成る。 

活動名 One by Oneこども基金 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 当社の販売している食品群の全品に10円基金を上乗せし、会社もマッチン

グし、こども基金プログラムの活動運営、寄付にあてている。 

活動名 アムウェイクリーンアップ 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 ゴミを拾うだけでなく、参加者にそれを分別、分析してもらい、地球環境を考

えてもらうのが目的。17,000人がこれまでに参加。 

活動名 渋谷北谷公園クリーンアップ 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 毎月、部門ごとにローテーションで社屋のある渋谷の北谷公園の落書き消

しと清掃。全社員参加を目標。 

 

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」旨を規定。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

「地域・社会と連携して、健全で豊かな社会の実現に努めます」 

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 

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ委員会〕 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔環境・社会活動報告〕 

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.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、ｆ  

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、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 （財）住友財団を通じての社会貢献 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 （財）住友財団 

２ 

活動の概要 

 

基礎科学研究助成、環境研究助成、文化財維持修復事業助成、アジアに

おける日本研究助成。 

活動名 住友グループ広報委員会を通じての社会貢献 

活動形態 ｄ、ｇ 

３ 

寄付･連携先 住友グループ広報委員会 
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活動の概要 

 

一筆啓上手紙コンクール支援、全国盲学校弁論大会特別協賛、インターカ

レッジ・ネゴシエーション・コンベンション後援、海外広報誌発行等。 

活動名 板硝子協会を通じての活動 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 板硝子協会 

４ 

活動の概要 

 

国際ガラス会議への参画、国連防災会議への参加、中越地震におけるガラ

ス被害調査等、消費者との情報ネットワーク構築。 

活動名 障害者施設との協働、交流 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 知的障害者授産施設「みずなぎ学園」 

５ 

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。その他ボランティア活動も実施。

活動名 地域美化活動 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

 

各工場で定期的に工場周辺の道路清掃等を実施（例：舞鶴事業所では、清

掃のほか、当社が植樹した桜並木の美化運動を展開）。 

活動名 工場施設開放、工場見学の実施 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 各工場において、会社施設（グランド、社員クラブ等）を地域に開放。地元小

中学校生の工場見学を受け入れ。 

活動名 事業所親睦行事への招待 

活動形態 ｃ  

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 各工場で開催する工場祭、サイト祭、納涼盆踊り大会等に地域の方々をご

招待。 

活動名 学術・文化支援 

活動形態  ａ 

寄付･連携先 大学・学会、日本国際博覧会協会、オリンピック実行委員会等 

９ 

活動の概要 国内外大学の学術研究、愛知万博、オリンピック支援等のための寄付 

活動名 国内外の災害に対する支援 

活動形態  ａ 

寄付･連携先 新潟県共同募金、日本経団連等 

10 

活動の概要 新潟県中越地震災害義援金、スマトラ沖大地震義援金等 

 

日本ＳＧＩ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

当社は、豊かな社会作りのために、積極的な産官学の共同研究を強力に支援しています。 

防災、地震科学などの研究成果を災害救助活動に役立てる「レスキュー・ロボット」、そしてブロードバン

ドを基盤としたユビキタス情報化社会の創造など、豊かな社会作りへの貢献に取り組んでいます。 

３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育、災害救援〕 

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 

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.sgi.co.jp/company_info/community.html 
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日本オーチス・エレベータ株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、マッチングギフト 

 

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、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 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． サスティナビリティ報告書に記載 〔2004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時代にあっては、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。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、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、私

たちは保険会社が果たすべき社会的責任の大きな柱と認識して環境問題に取り組んでいます。 

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、 

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 社長室ＣＳＲ室 スタッフ数 ４名

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)日本興亜福祉財団〕 

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、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.nipponkoa.co.jp/company/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 社員推薦による日本興亜おもいやり倶楽部からの寄付 

活動形態 ａ、ｆ      

寄付･連携先 ボランティア団体、ＮＰＯなど４０団体へ寄付 

１ 

活動の概要 

 

社員が推薦するボランティア団体、ＮＰＯへ、マッチングギフト（寄付総額の

５０％を会社負担）として寄付を行うもの 

活動名 小さな親切ありがとう運動 

活動形態 ａ、ｆ      

寄付･連携先 （財）日本社会福祉弘済会、（財）緑の地球防衛基金への寄付 

２ 

活動の概要 社員から集めた使用済切手、磁気カードを基金とした寄付 

活動名 日本興亜の森林（もり） 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ      

寄付･連携先 林野庁中部森林管理署、長野県、ＮＰＯ法人 花咲き村 ほか 

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、行政、ＮＰＯとの協働によ

る森林保全活動 

活動名 日本興亜おもいやりプログラム 

活動形態 ａ、ｇ      

寄付･連携先 （財）日本国際交流センター 

４ 

活動の概要 先進的な活動を行っているＮＰＯへの協働支援 

活動名 環境研究会の支援 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ      

寄付･連携先 東京大学生産技術研究所 

５ 

活動の概要 環境に関する研究会、ワークショップへの支援および講師の派遣 

６ 活動名 環境シンポジウム開催の支援 
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活動形態 ａ、ｄ、ｇ     

寄付･連携先 環境立国推進協議会 

活動の概要 「エコプロダクツ２００４」における環境シンポジウムの開催支援 

活動名 サステナブル社会教育応援プロジェクト 

活動形態 ａ、ｇ      

寄付･連携先 （株）ダイヤモンド社 

７ 

活動の概要 社会・環境教育図書「世界を変えるお金の使い方」を全国40,000校に寄贈 

活動名 環境情報誌の発行 

活動形態 ｆ、ｉ   

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 環境情報の提供 

活動名 環境セミナーの開催 

活動形態 ｆ、ｉ   

寄付･連携先 東京大学生産技術研究所 

９ 

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、ｆ      

寄付･連携先 高齢者福祉にかかわる各種団体への支援・寄付 

10 

活動の概要 痴呆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 

 

日本工営株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

当社は、「誠意をもってことにあたり、技術を軸に社会に貢献する。」を経営理念に掲げ、2001年５月に制

定した企業行動指針に基づいて事業を展開している。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

（上述の企業行動指針のうち、「社会全般に対する指針」から関連部分を抜粋）

地域・世界への貢献 

グローバルな視野をもちつつ国や地域の歴史・文化を尊重し、地域特性に応じた技術サービス

や製品の提供により地域・世界へ貢献します。 また、良き企業市民として、人々の暮らしが平和

で豊かになるよう積極的に社会貢献活動を行います。 

地球環境への配慮 

自然環境と生活環境の調和したより豊かな人間環境の創造をめざし、環境保全と資源の有効活

用に努めます。 

安全への配慮 

企業活動のあらゆる場面で人の安全を最優先します。 

３．重点分野 〔教育･社会教育、環境、国際交流･協力、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 法務・広報部 スタッフ数 6名

D．企業財団・公益信託 〔公益信託久保田豊基金〕 

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  〔株主向け季刊広報誌に適宜記載〕 

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.n-koei.co.jp/profile/policy.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 公益信託基金への支援 

活動形態 ａ   

１ 

寄付･連携先 公益信託久保田豊基金 
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活動の概要 

 

久保田豊基金は、開発途上国から来日し、産業技術を学ぶ留学生に助成

金を給付している。当社は、1984年の設立以来、継続的に同基金の活動を

支援している。 

活動名 「教員の民間企業研修」の受け入れ 

活動形態 ｇ   

寄付･連携先 （財）経済広報センター 

２ 

活動の概要 

 

東京都の小・中・高等学校の教員に対し、企業活動の正しい理解を深め、

その体験を授業や学校運営に活用することを目的に実施されている活動で

ある。当社は2004年度には東京都教育委員会所属の教員６名を受け入

れ、研修を実施した。 

活動名 国内外の自然災害被災地への寄付 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 各国政府、自治体等 

３ 

活動の概要 

 

スマトラ沖地震・津波災害などの被災地支援を目的とした社内募金を支援

した。 

 

株式会社日本航空 
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 〔日航財団 〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔ボランティアJ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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲ報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ふれあいの翼 

活動形態 ｂ、ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 全国5ヶ所の児童養護施設 

１ 

活動の概要 

 

児童養護施設の６年生をJAL便で東京旅行に招待。東京滞在中は社員ボ

ランティアが1対1で児童に付き添い、都内観光や、JAL施設見学を実施。 

活動名 スペシャルオリンピックスへの協力 

活動形態 ｂ、ｃ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 NPO法人 スペシャルオリンピックス冬季世界大会長野実行委員会（GOC）

２ 

活動の概要 

 

GOCへの社員派遣（1名。2003年12月～2005年3月）。成田地区設置のウエ

ルカムセンターへのボランティア社員の派遣。 

活動名 絵本を届ける運動 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ、ｈ、ｉ   

寄付･連携先 （社）シャンティ国際ボランティア会 

３ 

活動の概要 

 

同会の展開する同名プログラムに賛同。社内でボランティアプログラムを実

施。2004年度は141冊の絵本に取り組む。 

活動名 乳がん早期発見啓発キャンペーン（ピンクリボンキャンペーン）への参加 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ、ｉ 

寄付･連携先 連携：エスティーローダー･グループ･オブ・カンパニーズ（株） 

４ 

活動の概要 

 

10月のピンクリボンキャンペーンにあわせてJALビルにおいて社員向けに

啓発イベントを実施。乳がんの専門家による講話を実施。 

活動名 ユニセフへの協力 ５ 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ（機体塗装・ユニセフカード販売）、ｇ、ｉ   
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寄付･連携先 日本ユニセフ協会 

活動の概要 

 

①外貨募金への協力 ②機内募金活動 ③機体へのユニセフロゴ塗装 ④

ユニセフカード販売 

活動名 美術展への協力 

活動形態 ｂ、ｇ 

寄付･連携先 各美術展主催者 

６ 

活動の概要 

 

美術展に出品される絵画などの輸送協力を実施。2004年度は62の美術展

への協力を実施。 

活動名 ＫＩＤＳ接遇講座への協力 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ    

寄付･連携先 NPO法人 ＫＩＤＳ 

７ 

活動の概要 

 

同会の展開する｢高校生プロジェクト｣に賛同、児童養護施設の高校生向け

の接遇講座に協力。 

活動名 フェアトレードを知る会 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 （社）シャンティ国際ボランティア会、ＪＥＮ、ＮＰＯ法人日本国際ボランティア

センター、シャプラニール、ピースウインズジャパン 

８ 

活動の概要 2005年３月、上記５団体を招き、フェアトレードの物品販売会を開催。 

活動名 国際協力団体への協力 

活動形態 ｂ、ｇ  

寄付･連携先 WFP、国連HCR、難民支援協会 

９ 

活動の概要 

 

上記団体主催のプログラムに対し、受賞者､スタッフ、難民の移動に対して

航空券を提供。 

活動名 スカラシッププログラム 

活動形態 ｂ、ｇ    

寄付･連携先 日航財団 

10 

活動の概要 

 

国際理解の増進を目的とした日航財団の本企画に対し、アジア・オセアニ

アから招待される36名の学生に航空券を提供。 

 

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  

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成   

〔環境報告書 ※2005年度版より「地域社会とのコミュニケーションと社会貢献」の項目追加〕 

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

http://www.jae.co.jp/
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 弘前市に対する寄付 （実施：2005年4月 2005年度予算。 従って、本調査

の「支出調査」の項目の「寄付金」には含めず） 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 青森県弘前市 

１ 

活動の概要 

 

当社生産子会社（弘前航空電子）の創立25周年にあたり、永年ご指導、ご

支援頂いている弘前市に、教育関連事業に資するべく寄付を実施。 

活動名 昭島市環境配慮事業者ネットワークの設立 

活動形態 ｄ  

寄付･連携先 東京都昭島市、市内の製造業者 

２ 

活動の概要 

 

「環境負荷の低減」「環境配慮活動の向上」「地域社会の持続的発展」を目

的として、昭島市の呼びかけで市内製造業者の環境情報交換会（当社を含

む９社）が母体となり、市内企業等16団体により設立。 

活動名 天竜川水系健康診断（水質調査） 

活動形態 ｄ  

寄付･連携先 （財）長野県テクノ財団伊那テクノバレー地域センター リサイクルシステム

研究会 

３ 

活動の概要 

 

天竜川本流および天竜川へ流れ込む各支流など約50ｶ所を２時間間隔で２

４時間にわたり観測する水質調査に参加 

※昨年度の本取り組みは、（社）日本河川協会主催の日本水大賞におい

て、「天竜川水系全域における水質調査と河川美化への取り組み」が評価

され2004年度”奨励賞”を受賞 

活動名 事業所周辺の清掃等のクリーン活動 

活動形態 ｄ  

寄付･連携先 地域社会 

４ 

活動の概要 

 

当社関連各社において、それぞれ地域と連携して各事業所周辺の道路や

地域の公園周辺等のゴミ拾いを実施。 

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、ｆ 

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。 

活動名 スポーツ施設の開放  

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

６ 

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 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 

７ 

活動の概要 

 

当社生産子会社（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。 

 

日本サムスン株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

【Group Vision】  

人間美・道徳性に基づき、企業市民としての役割を積極的に果たし、「共に、より良い社会」を創造する。

４．推進体制 

担当部署名 戦略企画室 Social Relations Team スタッフ数 名

Ｅ．社員によるボランティア組織等 



【な行】 

 244

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 

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.samsung.com/jp/aboutsamsung/socialcommitment/index.htm   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 JAHDS 支援 （地雷除去活動支援） 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｆ、ｇ  

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 人道目的の地雷除去支援の会 （JAHDS） 

１ 

活動の概要 資金援助、学生による現場視察ツアー実施、広報イベント実施。 

活動名 国際大学 学習機材寄贈 

活動形態 ｂ   

寄付･連携先 学校法人国際大学 

２ 

活動の概要 液晶モニター、液晶TV、DVD、Digital Audio Playerなど計324台寄贈。 

活動名 クリスマス・チャリティー・コンサート 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 東京フィルハーモニー交響楽団 

３ 

活動の概要 クリスマス・チャリティー・コンサートの協賛（売上の一部をUNICEFに寄付）。

活動名 関東国際高等学校サムスン奨学金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 関東国際高等学校 

４ 

活動の概要 韓国語コース学生３名（各学年１名）に年間授業料を支援（奨学金）。 

 

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にも参加を呼びかけ、春と秋の２回協力する。 

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 

２ 

活動の概要 

 

社員から寄せた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

の１年分の奨学金となる。 

活動名 社員による不用品の寄付 

活動形態 ｂ、ｄ   

寄付･連携先 ドナルド・マクドナルド・ハウスせたがや、みどり愛育園、すずらんの家、か

つしか風の子クラブ、ファミリーハウス、アウソスジャパン、ワールド・ビジョ

ン・ジャパン（ファミン２００４）など 

３ 

活動の概要 新品･中古の引出物､本､おもちゃ､衣類などを社員に募り､各団体へ寄付｡ 

活動名 使用済み切手／プリペイドカードなどの寄付 

活動形態 ｄ   

寄付･連携先 ジョイセフ 

４ 

活動の概要 使用済み切手やプリペイドカードを回収し寄付。 
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活動名 補助犬セミナーの実施（社内） 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先 日本補助犬協会 

５ 

活動の概要 社員を対象とした補助犬セミナーを実施。 

活動名 スペシャルオリンピックス日本・東京のイベントに参加 

活動形態 ｄ、ｈ    

寄付･連携先 スペシャルオリンピックス日本・東京 

６ 

活動の概要 イベントに参加する社員の参加費を補助。 

活動名 新潟・福井・福島の豪雨災害被災地へのタオル寄付および義援金 

活動形態 ａ、ｂ   

寄付･連携先 ちよだボランティアセンター 

７ 

活動の概要 

 

社員から寄せられた新品／中古のタオルと義援金をちよだボランティアセン

ターを通じて寄付。 

活動名 新潟県中越地震の義援金 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 新潟県共同募金会 

８ 

活動の概要 

 

社員から寄せられた義援金を寄付（２００５年にマッチングギフトを適用し、

同額を会社からも寄付）。 

活動名 社内で不用となった事務用品の寄付 

活動形態 ｂ   

寄付･連携先 ドナルド・マクドナルド・ハウスせたがや、日本民際交流センターなど 

９ 

活動の概要 社内で不用となった事務用品を寄付。 

 

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（株）総務部広報室ほか スタッフ数 兼任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 〔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． サスティナビリティ報告書に記載 〔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 １ 

活動形態 ａ  
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寄付･連携先 静岡新聞社、SBS静岡放送、静岡県立美術館 

活動の概要 

 

1991年より日本製紙が協賛。世界で活躍する音楽家を招き、親しみやすく

良質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。 

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指して「藤原賞」「藤

原セミナー」の事業を行っている同財団を財政的に支援。 

活動名 「シラネアオイを守る会」活動への参加 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 「シラネアオイを守る会」（群馬県立尾瀬高等学校、群馬県利根郡片品村） 

３ 

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高山植物シラネ

アオイの保護活動にグループ社員の有志が参加。 

活動名 ロン・ティボー国際音楽コンクール ガラ･コンサートへの協賛 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 フジテレビ 

４ 

活動の概要 

 

国際的にも評価の高いコンクールのガラ･コンサートに、2003年２月の東京

公演から協賛。2005年２月の東京公演からは視覚障害者を招待。 

活動名 桜の苗木づくりに育種技術を応用 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

 

日本製紙の独自の育種技術を用いて、2004年５月から、歴史的・文化的・

学術的に価値があり、公共性の高い桜の名木の苗木を無償で育成。 

活動名 熊日学生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 

６ 

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学生音楽コンクールに、

2002年から日本製紙が協賛。コンクールでは「日本製紙賞」を贈呈する。 

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 

７ 

活動の概要 

 

日本製紙の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 わりばし回収リサイクル事業 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 仙台市 

８ 

活動の概要 

 

日本製紙の岩沼工場が仙台市とタイアップして2004年８月から開始。わり

ばし回収ボックスを設置、同工場が巡回回収して紙の原料として再利用。 

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 

９ 

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川 水質調査 （オーストラリア） 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ 

10 

寄付･連携先  
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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、社会と共生する良

き企業市民でありたいと願って、様々な分野で社会公共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 

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 ７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.社員によるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ組織等 〔 “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研修、地域貢献運動、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113万本を超える。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、昭和54年から、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17年までの42年間に644万人

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。 

５ 活動名 児童・少年の健全育成助成(日本生命財団) 
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活動形態 ｂ 

寄付･連携先  

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）

や地域の子育て活動に取り組む民間の団体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、高齢者の健康・福祉のための総合施設

で、厚生労働省の「ふるさと２１健康長寿のまちづくり事業」の認定を受けてい

る。 

活動名 高齢社会助成(日本生命財団) 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  

７ 

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などを目指し、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、16診療科、病床数350床を擁する総合病院として質の高い

医療を提供し、臨床研修指定病院として医療人材の育成を行っている。 

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周年を迎えた。 

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。 

 

日本ゼオン株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

当社は「大地の永遠と人類の繁栄に貢献するゼオン」という企業理念のもと、ゼオン７条という行動規範

を定め、この中で、社会貢献については、独創的技術で社会に貢献することをうたっています。 また、化

学会社として、レシポンシブル・ケア活動を積極的に継続的に行っています。 

社会貢献活動としましては、「スピード・対話・社会貢献」を標語とし、地域に根ざした活動を行っていま

す。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

当社は、ゼオン７条・コンプライアンス行動指針を定め、当社および当社グループの役員・従業員が企業

人・市民として良識ある行動をすることを強く求めています。これらの積極的な活動によって、広く社会か

ら認知され、「誇れるゼオン」を一人ひとりが実感することがゼオングループに働くもの共通のゴールであ

ると考えます。 

３．重点分野 〔学術･研究、環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ推進室 スタッフ数 １名

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ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 

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 〔レスポンシブル・ケア活動報告書〕 

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.zeon.co.jp/environment/rspbrpt.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 徳山工場「和楽踊り大会」開催 

活動形態 ｂ、ｃ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 周南市民 

１ 

活動の概要 

 

地域住民を招待した従業員創意の夏祭りを30年継続開催。毎年2,000名超

の来場者あり、いまや地域の風物詩となる。 

活動名 工場見学会（各工場） 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 地元住民・学生・小中高校生 

２ 

活動の概要 

 

近隣住民・子どもたちに当社の生産活動を理解してもらう。学生には社会人

としての勤労・職業観を身につけてもらう。 

活動名 スマトラ沖大地震義捐募金・新潟県中越地震義捐金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社・日本経団連、北日本新聞社 

３ 

活動の概要 

 

スマトラ沖大地震では、会社としての寄付とともに、役員・従業員からの募

金を集めて寄付を行った。 

活動名 水島工場従業員ボランティア活動支援 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 倉敷市ほか多数 

４ 

活動の概要 従業員のボランティア活動を会社が認知し、従業員が地域・社会と共生す

る体制の支援。 

活動名 環境保全活動 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 小矢部川漁業共同組合 

５ 

活動の概要 サケ放流事業への協力、サケ放流イベントへの参加 

活動名 インターンシップ受け入れ 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 倉敷工業高校 

６ 

活動の概要 地元の高校生を２週間程度生産現場に受け入れ体験学習させるプログラ

ムへの支援。 

活動名 ２００５年ＦＩＳＡ世界ボート選手権大会への寄付 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 ＦＩＳＡ 

７ 

活動の概要 同選手権大会が日本で開催されることに際しての支援。 

 

日本たばこ産業株式会社 
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試算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、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。 
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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、 

NPOの基盤形成〕 

４．推進体制 

担当部署名 パブリックリレーション部 社会貢献室 スタッフ数 ６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〕 

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、地域貢献運動、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． サスティナビリティ報告書に記載 〔JT環境報告書、会社案内〕 

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〕 

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 

 

非営利法人（ＮＰＯ）が地域社会の核となって行う「青少年の育成」につなが

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 アジア地域からの留学生 

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 ＪＴシチズンシップ・イベント 

活動形態 ｆ、h 

寄付･連携先 ワンダー・アート・プロダクション 

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 これからが期待される音大生によるアフタヌーン 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

てもらえるように企画する、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。 
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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 ｆ、ｄ 

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 

寄付･連携先 （セミナー：演奏会の一部）長野県飯田市等 

９ 

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 

当社は、一企業市民として、多面的に社会に貢献することを当社のＣＳＲ活動の重要なテーマの一つとし

て位置づけ、様々な方々とのコラボレーションを通じた社会への一層の貢献に取り組んでいきます。 

３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ、文化･芸術、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 ６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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔日本テレコム ＣＳＲレポート２００５〕 

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/corporate/csr/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 アフリカ・モーリタニア救援活動の支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 NPO法人 セーブ・アフリカ 

１ 

活動の概要 

 

1995年から現地での通信機の設置などを継続的に支援し、村同士の情報

交換や救急医療の迅速化へ貢献しています。 

活動名 文化・自然遺産保全活動の支援 ２ 

活動形態 ａ 
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寄付･連携先 （財）日本ナショナルトラスト 

活動の概要 

 

1996年から、（財）日本ナショナルトラストの支援を通じて、後世に継承する

にふさわしい文化・自然遺産の保存と利用の促進に取り組んでいます。 

活動名 クラシック音楽の振興 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 NHK交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団 

３ 

活動の概要 

 

NHK交響楽団と東京フィルハーモニー交響楽団に協賛し、クラシック音楽の

普及を継続的に支援しています。 

活動名 中古パソコンの非営利団体への寄贈 

活動形態 ｂ、ｇ 

寄付･連携先 NPO法人 イー・エルダー 

４ 

活動の概要 

 

2005年1月の本社移転に伴って生じた中古パソコンを有効活用するため、

NPO法人 イー・エルダーを通じて、1992の非営利団体に計286台を寄贈。 

活動名 南極のライブ放送プロジェクトで得られた体験を小学校で公演 

活動形態  ｄ 

寄付･連携先 福島県内の小学校 

５ 

活動の概要 

 

南極ライブ放送プロジェクトに参画し、8カ月にわたって南極に滞在した社員

が、その時の経験について160名の小学生と父兄の皆様に紹介しました。 

活動名 ネットワーク・オペレーション・センターでの科学教室の開催 

活動形態 ｃ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 科学技術館「サイエンス友の会」、（社）電子情報通信学会 

６ 

活動の概要 

 

小中学生と保護者の方々を対象に、通信ネットワークを24時間365日体制

で監視しているネットワーク・オペレーション・センターで科学教室を開催。 

活動名 新潟県中越地震の被災地の支援活動 

活動形態 ａ、ｂ、ｈ 

寄付･連携先 新潟県、山古志村、ＮＨＫ交響楽団 

７ 

活動の概要 

 

当社サービスの料金減免、会社および社員からの義援金の拠出、電話用

プリペイドカードの提供、社員ボランティア支援、チャリティコンサートの斡旋

等を行いました。 

活動名 スマトラ沖地震・津波、福岡県西方沖地震の被災地の支援活動 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

８ 

活動の概要 

 

スマトラ沖地震・津波の際は会社および社員より義援金を拠出し、福岡県西

方沖地震では会社として義援金を拠出しました。 

活動名 乳がん早期発見の啓発活動への参加 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 ピンクリボンフェスティバル運営委員会 

９ 

活動の概要 

 

乳がん早期発見の啓発のための「ピンクリボンキャンペーン」の趣旨に賛同

し、ピンクリボンや自己検診カードの配布等を行いました。 

活動名 2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会の支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 NPO法人 2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会実行委員会 

１０ 

活動の概要 

 

知的発達障害者の方々の自立と社会参画を促進する場として、長野県で

開催された「スペシャルオリンピックス冬季世界大会」を支援しました。 
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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、チャリティー番組、事業を企画して募金を集め、車椅

子、入浴車を寄付している。また、環境方針を特定して、積極的にエコ活動を進めている。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・２４時間テレビによるチャリティー活動 

・日テレ・エコ事務局のもつ、日テレ環境方針の設定 

３．重点分野 〔社会福祉〕 

４．推進体制 

担当部署名 ２４時間テレビチャリティ委員会/日テレエコ事務局 スタッフ数 ２４時間・８名

エコ・７名

Ｂ． 社内横断的推進組織〔上記担当部署〕 

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 

 

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、ＮＥＣ米国財団〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 

〔ＮＥＣボラボラくらぶ、ＮＥＣサイバースターズ、ＮＥＣコンサートクラブなど〕 

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、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． サスティナビリティ報告書に記載 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成  

〔①人と社会と地球のために（日英両語：英語名 Community Involvement for a Better World）  

②Newsletter〕 

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  

１ 

寄付･連携先 世界各地のＮＰＯ/ＮＧＯ 
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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小学校で、様々な科学実を

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 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｆ、ｈ    

寄付･連携先 （ＮＰＯ法人）ＥＴＩＣ． 

５ 

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 しなやかネット、ドリームナビゲーター・ヨコハマ、ネットワークアシスト高岡 

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のきっかけづくりと障がい

者や高齢者へのIT活用促進を目的に開催。2002年から実施。 

活動名 ＮＥＣ子育てママのためのＩＴ講座 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ、ｈ    

寄付･連携先 全国各地の子育てＮＰＯ 

８ 

活動の概要 

 

子育て中のお母さんたちが就労を目指してパソコンの使い方を学ぶための

講座を全国各地で展開。子育てグループとの協働で保育付き。 

活動名 ＮＥＣコミュニティコンサート 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ、ｈ    

寄付･連携先 日本各地のオーケストラ 

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て

企画・開催するコンサート。1991年から開催。 

活動名 国際的な車いすテニスへの支援 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｇ、ｈ    

寄付･連携先 国際テニス連盟（ＩＴＦ）等 

１０ 

活動の概要 

 

ＩＴＦ主催の「ＮＥＣ車いすテニスツアー」と世界選手権「ＮＥＣ車いすテニスマ

スターズ」を1992年から支援。世界各地の社員がボランティアでサポート。 
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日本電信電話株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

「企業も社会の一員である」をスローガンに、地域の皆さまと一体になって活動を行っています。共に感

動し、共に成長しながら、より良い未来をめざす「良き企業市民」として、社会への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 

活動原則 

①地域と一体となって活動 ②継続性重視 ③社員参加 ④社員のボランティア支援 ⑤脱企業宣伝 

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、 

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 

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のではなく、社会にも貢献すべきである。 

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 新潟県ほか共同募金会 

１ 

活動の概要 新潟県、福井県に対して地震、大雨への災害義援金として。 

活動名 災害義援金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要 スマトラ沖地震へ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 

３ 

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を買い入れる、そ

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 

４ 

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 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 理化学研究所 

５ 

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。 
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日本発条株式会社 
３．重点分野 〔社会福祉、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 総合福祉・事務センター スタッフ数 １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：www.nhkspg.co.jp 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 事業所周辺のゴミ拾いウォーク 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

 

当社 横浜事業所の周辺（金沢工業団地）をウォーキングしながら、ゴミ拾

いを実施。 

活動名 太鼓部（社内の文体クラブ）による老人ホーム訪問 

活動形態 ｄ    

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 

 

当社の太鼓部の活動として、老人ホーム訪問、地域の祭りなどのイベントに

参加して、演奏を行っている。 

活動名 神奈川フィルハーモニー管弦楽団の支援 

活動形態 ａ     

寄付･連携先 （財）神奈川フィルハーモニー管弦楽団 

３ 

活動の概要 

 

上記の楽団を「応援する会」の趣旨に賛同し、毎年法人会員の年会費を納

付している。 

活動名 社有のグランド、体育館、駐車場の社外開放 

活動形態 ｃ     

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

 

当社、各事業所のグランド、体育館を一般開放している。また、地域のお祭

りなどの際に駐車場を貸している。 

活動名 日本聴導犬協会に寄付 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 （社福）日本聴導犬協会 

５ 

活動の概要 

 

当社、駒ヶ根工場の納涼祭でチャリティバザーを行い、売上金を上記団体

へ寄付している。 

 

日本ハム株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

日本ハムグループは、自然の恵みに感謝し、美しい地球を次世代に残すことは私たちの責任であると考

え、企業活動のあらゆる面で継続的に環境保全に取り組みます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

環境憲章 

３．重点分野 〔環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 環境室 スタッフ数 ７名

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇 
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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.nipponham.co.jp/eco/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 募金 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 国連食糧農業機関 

１ 

活動の概要 ＦＡＯ 飢餓撲滅草の根募金(テレフード募金)。 

活動名 寄付 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会 

２ 

活動の概要 2005年スペシャルオリンピックス冬季世界大会寄付。 

活動名 寄付 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 日本赤十字社 

３ 

活動の概要 スマトラ沖地震救援金。 

活動名 新潟中越地震への社員派遣 

活動形態 ｄ     

寄付･連携先 長岡市役所 

４ 

活動の概要 被災地に留まり、救援物資の受け取りと寄付。 

活動名 ユニセフカップマラソンへの協賛と運営補助 

活動形態 ａ、ｄ   

寄付･連携先 ユニセフ 

５ 

活動の概要 チャリティー支援とフードショップの開設。 

活動名 みんなの森林活動 

活動形態 ｄ    

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 林野庁の「法人の森林（分収育林）」制度に基づく、従業員と家族の参加に

よる森林保護活動。 

 

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 
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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〔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。1984年から世界各地で音楽文化をサポート。 

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。1978年から開催し、現在では世界90カ国と地域か

ら応募。 

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

オなどのユニバーサルデザインへの取り組み。 

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）。 

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  

６ 

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。 

 

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 

１ 活動名 「コラボさいたま2004」出展および協賛 
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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 

活動の概要 開催日 2004年11月5日～7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。 

活動名 スマトラ島沖地震被害者への義援金 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 （社）日本経済団体連合会 

３ 

活動の概要 義援金。 

活動名 一関夏まつり花火寄贈 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 一関市 

４ 

活動の概要 花火大会。 

活動名 岩手県共同募金歳末たすけあい募金 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 岩手県 

５ 

活動の概要 歳末たすけあい募金。 

活動名 ひまわり協賛金 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 栃木県野木町観光協会 

６ 

活動の概要 ひまわり協賛。 

活動名 太田市民のまつり「天領さん」への寄付 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 天領さん実行委員会 

７ 

活動の概要 寄付。 

活動名 共同募金 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 島根県共同募金 

８ 

活動の概要 寄付。 

活動名 社会福祉事業 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 （社）川俣町社福祉協議会 

９ 

活動の概要 社会福祉事業のため。 

活動名 第31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 

10 

活動の概要 町民マラソン大会（5㎞、10㎞、20㎞）。 

 

日本無線株式会社 
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休暇 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新潟県中越地震 

活動形態 ａ 

１ 

寄付･連携先  
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活動の概要 新潟県および長岡市へ寄付した。また、震災直後、通信不能地域に無線機

の貸出を行った。 

 

日本油脂株式会社 
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 教育 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 早稲田大学 

１ 

活動の概要 創立125周年記念事業寄付。 

活動名 教育 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 小樽商科大学 

２ 

活動の概要 ビジネススクール開設寄付。 

活動名 災害被災害地支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 共同募金 

３ 

活動の概要 新潟県中越地震災害義援金。 

活動名 災害被災害地支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

４ 

活動の概要 スマトラ沖大地震義援金。 

 

日本ユニシス株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

企業行動憲章前文：日本ユニシスグループは、良き企業市民として、事業活動を通じて社会の持続的発

展に貢献します。そのために、誠実かつ倫理的に行動するとともに、広く社会との対話を行うことにより、

透明性の高い経営を行います。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

企業行動憲章６章：環境への取り組み 

日本ユニシスグループは、「ＩＴが地球のためにできること」を基本理念とし、地球環境保全への取り組

みを経営上の重要課題として捉え、お客さまの企業価値を高めるＩＴソリューションを提供するととも

に、環境に配慮した事業活動を着実に推進します。 

企業行動憲章第10章：社会との調和 

日本ユニシスグループは、良き企業市民として、社会貢献、文化・芸術・スポーツ活動の支援を積極的

に行います。 

３．重点分野 〔スポーツ、教育･社会教育、文化･芸術、環境、その他〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ部門（ＣＳＲ推進室） スタッフ数 23名

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ委員会〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔豊洲キレイにし隊！〕 

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、施設開放 
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６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲ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.unsisys.co.jp/csr/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 豊洲キレイにし隊！ 

活動形態 ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 

 

社員有志による清掃活動。昼休みを利用して月に一度のペースで、本社が

ある江東区都よす地域の清掃活動を行っている。 

活動名 コンサート会場での視覚障害者の方の誘導サポート 

活動形態 ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 

 

協賛コンサートに、視覚障害者とそのガイドの方々をご招待し、社員が会場

内外でサポートするボランティア活動を行っている。 

活動名 日本盲導犬協会募金のためのチャリティーコンサート 

活動形態 ａ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 （財）日本盲導犬協会 

３ 

活動の概要 

 

社内に募金箱を設置しているほか、社内チャリティーコンサートを実施した。

活動の啓発のため、社内で「盲導犬教室」も実施した。 

活動名 バドミントンクリニック 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 江東区亀戸スポーツセンター、有明スポーツセンター他 

４ 

活動の概要 

 

バドミントン競技の発展と青少年の健全な育成のため、オリンピック出場選

手や全日本選抜選手らを、学生のためのバドミントン教室に派遣している。

活動名 小中高等学校向けICT推進プログラム（中古パソコンの寄贈） 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 ICT教育推進プログラム協議会 

５ 

活動の概要 

 

小、中、高等、特殊学校に「使用済みＰＣ」を一定の基準のもとに再生し、

「リサイクルＰＣ」として活用するプログラム。2004年度実績は100台。 

活動名 中・高校生の企業訪問に協力 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

 

ＩＣタグのデモや大型マシンオペレーションなど。働くことの意義とITサービス

ビジネスの面白さを体感してもらうプログラム。2004年度実績は６校。 

活動名 教員の民間企業研修に協力 

活動形態 ｃ、ｇ 

寄付･連携先 （財）経済広報センター 

７ 

活動の概要 

 

教員の企業研修に協力している。企業活動の流れを体験できるプログラ

ム。Ｅラーニング教材の体験、インストラクショナル・デザイン技法など。 

活動名 ヴァイオリニスト川畠成道氏の年間スポンサー 

活動形態 ａ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 アース（株） （川畠成道音楽事務所） 

８ 

活動の概要 

 

視覚障害を持ちながらも一流の音楽家であり続け、通常のコンサートの他

に、国内外で平和・弱者に光を当てるチャリティコンサートを行う川畠氏の姿

勢に共感し、年間スポンサーとしてその活動を支援している。 

活動名 「元気の出るコンサート」協賛 ９ 

活動形態 ａ 
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寄付･連携先 江東区地域振興会 

活動の概要 

 

江東区内の中学生連合吹奏楽団が東京シティ・フィルハーモニック管弦楽

団のレッスンを受け一緒のステージで共演する公演を、協賛している。 

活動名 日本赤十字社の献血への協力 

活動形態 ｂ、ｈ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

10 

活動の概要 100名以上の社員が協力した。 

 

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、マッチングギフト、地域貢献運動、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 全国移植者スポーツ大会 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 NPO法人 日本移植者協議会 

１ 

活動の概要 移植を受けた人たちが元気にスポーツをする姿を通して、移植医療に対す

る理解を広める大会への協賛。 

活動名 ギフト オブ ライフ作品展：移植を受けた子どもたちの作品展 

活動形態 ｇ    

寄付･連携先 NPO法人 日本移植者協議会 

２ 

活動の概要 臓器移植を受けた子どもたちの作品を展示して、一般への移植医療や臓器

移植に対する理解を広める啓発活動。 

活動名 朝日「ぼくとわたしの健康」作文コンクール 

活動形態 ｇ    

寄付･連携先 朝日学生新聞社 

３ 

活動の概要 全国の小学生を対象に、「健康」（体の健康・心の健康）についての作文を

募集し、優秀作品を表彰する。 

活動名 医師と歩こう健康日本２１推進フェスタ２００４ 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 健康日本２１推進全国連絡協議会 ほか 

４ 

活動の概要 ウォーキング活動を通して健康への関心を高める啓発活動への協賛。 

活動名 東京シティロードレース２００４ 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 東京新聞 

５ 

活動の概要 一般男女に加え、車いすや視覚障害者、移植者、知的障害者も参加するロ

ードレースへの協賛。 

 

株式会社野村総合研究所 
３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ推進室 スタッフ数 ４名

D．企業財団・公益信託 〔野村マネジメントスクール〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 情報発信の推進 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ   

１ 

寄付･連携先  
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活動の概要 ＮＲＩの自主研究活動の無料公開 

活動名 外部委員会支援 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ    

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 官庁をはじめとした諸機関による委員会への参加による各種政策支援 

活動名 大学等への支援 

活動形態 ｄ    

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 大学の活動支援 

活動名 学生・課外授業等支援 

活動形態 ｄ   

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 大学生・高校生等の企業訪問受け入れ 

活動名 （財）野村マネジメントスクール支援 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ     

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 日本の経営者育成支援 

 

野村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 

「私たちの姿」より 

豊かな社会を創造するためには経済だけでなく社会を見つめる豊かな精神が必要である。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

「野村証券グループ倫理規程」より 

11．野村証券グループは、企業市民の一員として、社会の様々な活動に積極的かつ持続的に参加し、

貢献していくものとする。 

３．重点分野 〔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 広報部 ＣＳＲ課 スタッフ数 3名

Ｂ．社内横断的推進組織 〔B&D委員会〕 

Ｄ．企業財団・公益信託 〔（財）学術振興野村基金､（財）東京国際研究クラブ､野村資本市場研究所､

（財）野村証券国際文化財団、（財）野村マネジメント・スクール〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔Nomura America Foundation（米国）〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

マッチングギフト（海外拠点のみ） 

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 〔ＣＳＲレポート2005〕 

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.nomura.com/jp/    

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 日経STOCKリーグ 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先 日本経済新聞社 

１ 

活動の概要 ポートフォリオ学習およびレポート作成を目的に中学・高校・大学生を対象

とした催しへの単独特別協賛およびレポート審査への参加等、全面的な支

援を実施しています。 
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活動名 大学向け証券教育講座 

活動形態 ｄ  

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 2004年度は、全国各地110以上の大学でグループの役職員のべ400名以上

が講義を行い、20,000人以上の学生が履修しました。 

活動名 地域コミュニティにおける証券学習講座 

活動形態 ｄ   

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 生涯学習として地域コミュニティや職場における証券学習講座の提供を

2004年度より開始し、参加者数は40,000人以上に上ります。 

活動名 クエストエデュケーションプログラムへの協賛 

活動形態 ｄ、ｇ  

寄付･連携先 教育と探求者 

４ 

活動の概要 中校生が職場や企業活動への理解を深めることを目的とした教育プログラ

ムへの協賛、社員講師の派遣支援を行っています。 

活動名 経済学習のためのWebサイト「man@bow（学ぼう）」の日本経済新聞との共

同運営 

活動形態 ｄ  

寄付･連携先 日本経済新聞（共同運営） 

５ 

活動の概要 広く一般の方々に経済・金融に対する関心、理解を深めていただくために経

済学習サイトを運営しています。 

活動名 小中学生向け教材の開発と寄贈 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 2005 年 2 月に中学生向け教材「やさしい金融学」を制作し、全国約 11,000

の中学校および 2,400 の公立図書館に寄贈しました。 

活動名 産学連携、その他学術支援活動 

活動形態 ｄ、ｇ    

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 東京大学、京都大学、一橋大学、オックスフォード大学、コロムビア大学な

ど様々な教育機関との産学連携により研究を支援しています。 

活動名 各海外拠点での福祉活動 

活動形態 ｄ  

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 米国Nomura America Foundation、英国におけるマッチングギフト制度、そ

の他海外拠点スタッフによるボランティア活動を行っています。 

活動名 文化・芸術支援活動 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 （財）野村証券国際文化財団、PMF（パシフィック・ミュージック・フェスティバ

ル）などを通じた芸術支援活動を行っています。 

活動名 災害支援・その他の支援活動 

活動形態 ａ   

寄付･連携先  

10 

活動の概要 義援金募金（新潟県中越地震、スマトラ沖大地震）、ユニセフ外国コイン募

金への協力、スペシャルオリンピックへの協賛等を実施しています。 
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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」です。この

方針のもと、グループの存在価値をいっそう高めるため、“バンダイらしい”社会貢献活動に積極的に取

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、

具体的な検討を行っています。 

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 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する。 

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いる。 

活動名 おもちゃ図書館の活動支援 

活動形態 ａ、ｂ    

寄付･連携先 （財）おもちゃ図書館財団 

３ 

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じて「おもちゃ図

書館」の活動を支援している。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。 

活動名 １． 子供地球基金への寄付 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ    

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 子供地球基金 

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ＮＰＯ法人 「子供地球基金」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供地球基

金の活動を紹介するなどの支援活動を行う。 
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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る。 

活動名 劇団飛行船の支援 

活動形態 ｅ    

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

 

バンダイは、国内外で、児童演劇の手法として、また子ども達への情操教

育の１つとして高い評価を受けているマスクプレイミュージカル（ぬいぐるみ

舞台劇）事業を運営する「劇団飛行船」の活動を2004年11月より支援してい

る。2005年3月には新潟中越地震の被災地域で約2,400名の親子を招待し

て公演を行い、好評をいただいた。 

 

萬有製薬株式会社 
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 

 

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理念「より多くの人と感動を」を社会貢献の分野でも実現していくために、文化・芸術

活動支援に加えて、地域社会や国際社会へも貢献していく。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

パイオニアの持つ技術やノウハウを、エンタテインメント創造企業として多くの人と楽しさを共有できるよ

う、音・映像、環境、もの作り、スポーツなどの分野で展開・活用していく。 

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 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 〔 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、Ｖ登録、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.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、1972年に公益法人となった同会を全面的に支援。

音楽教育を中心に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 ２ 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ、ｉ 
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寄付･連携先 当社内ボランティア活動 

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。 

活動名 森林保全 パイオニアの森 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 埼玉県農林公社 

４ 

活動の概要 

 

2005年３月から、埼玉県農林公社と連携して、森の森林保全に経済的にも

労力としても協力している。森林の保全にあたっては、社員を募り、また社

員に対しても環境啓発活動を行っている。 

活動名 ものづくり教室 ほか教育活動 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 小学校、日本科学技術振興財団 

５ 

活動の概要 

 

ものづくりの楽しさを学んでもうらおうと、小学校や公民館にてものづくり教

室を開催している。ＤＶＤプレーヤーやスピーカーの仕組みの説明のあと、

実際に製作してもらう教室を開催。ほか、高校生向けに光技術の講義を社

員が行うなどの教育活動を行っている。 

活動名 交響楽団活動支援 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ 

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 

６ 

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 オペラ振興 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 (財)オペラ振興会 

７ 

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。 

 

株式会社パレスホテル 
１．社会貢献のミッションや目標 

“お客様はもとより環境にもやさしいホテル”を目指して、特に環境問題に力を入れており、生ゴミのリサ

イクルシステムの確立、「中水道」設備による厨房排水の再利用などを行っているが、今後も地球温暖化

防止に積極的に取り組む。 

３．重点分野 〔環境〕 

４．推進体制 

Ｆ． その他〔専門の組織は設置していないが、それぞれ関係部署にて行う〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「新潟中越地震」の被災者に対する義援金拠出 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社新潟県支部 

１ 

活動の概要 パレスホテルチェーン各社の従業員互助会、役員および各会社より被災者

に対する義援金を拠出し、まとめて送金。 
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活動名 慶應義塾大学医学部国際医学研究会第28次派遣団への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 慶應義塾大学医学部 

２ 

活動の概要 同大学国際医学研究会がブラジル、ペルーにおいて医学研修、医療協力を

行うため派遣する第28次派遣団への寄付。 

活動名 資源リサイクル見学者の受入れ 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 全国の環境問題に関心のある企業および個人 

３ 

活動の概要 当社はいち早く生ゴミのリサイクル化に取り組んでおり、生ゴミを醗酵処理

し、肥料を作っているが、その施設の見学者（修学旅行生を含め）を受け入

れている。 

活動名 地域清掃 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 平成６年４月より今日まで、毎週土曜日（雨の日は翌日曜日）に当社周辺地

域の清掃を行っている。 

活動名 海外・国内からのインターシップ導入 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 海外・国内の学生 

５ 

活動の概要 海外から学生２名を約10ｶ月間、寮を提供して、また国内の大学からは４名

の研修生を受け入れた。 

活動名 各種学校からの委託生、実習生の受け入れ 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 各種学校 

６ 

活動の概要 委託生制度により各種学校から働きながら学ぶ学生に寮を提供、実務指導。

また実修生制度により年間を通し、各校から研修生を受け入れ実習・指導。 

 

株式会社東日本銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

地域社会の繁栄に貢献し、豊か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。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

理教室ほか）。 

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

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： http://www.higashi-nipponbank.co.jp 

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。
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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。 

活動名 ふれあい絵画教室 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

３ 

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〕 
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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 

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〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔社会環境報告書環境ダイジェスト〕 

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.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。 

 

日立化成工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

基本理念 

 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。 

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 

 良き企業市民として、より良い社会を実現するため、社会貢献活動を積極的に推進します。 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ室コンプライアンスグループ スタッフ数 １名

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔日立化成グループ社会的責任報告書２００５〕 

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-chem.co.jp/japanese/company/index.html 
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ２００５日本国際博覧会への寄付 

活動形態 ａ  

寄付･連携先  

１ 

活動の概要  

活動名 日立製作所主催３財団への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日立教育振興財団、日立みらい財団、日立環境財団 

２ 

活動の概要 財団への寄付金拠出。 

活動名 海外教育関係財団への寄付 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 日立ファウンデーション 

３ 

活動の概要 上記財団への寄付金拠出。 

 

日立キャピタル株式会社 

１．社会貢献のミッションや目標 

当社の経営理念の一つである「人間尊重」を、社会貢献活動の基本理念としています。また、「当社が今

日あるのは、社員はもとよりお客様、お取引先ならびに株主の皆様をはじめとした広範な社会のご支援

の賜物である」との立場に立ち行っております。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

1. お客様・お取引先・株主など、当社取り巻く社会への責任 

2. 地域社会の一員としての責任 

3. 社員の生きがい創造・社会参加意識の向上 

4. 社内外における企業イメージの向上などを指針として、「環境」「福祉」「教育」の3分野を中心に活動し

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 教育部 スタッフ数 １名

Ｅ． 社員によるボランティア組織等〔法人の森林 エコクラブ〕 

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 

Ａ． アニュアル・レポートに記載〔株主通信（事業報告書）〕 

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-capital.co.jp/hcc/ir/community/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「法人の森林」整備活動支援 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 社員ボランティアクラブ “法人の森林エコクラブ” 

１ 

活動の概要 1992年リオ会議の年に第1号で参画した「法人の森林」を活用し、整備・植

林・育林・環境教育などを行っている。 

活動名 富士山「まなびの森」育林活動 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 住友林業 

２ 

活動の概要 社員環境ボランティアクラブが住友林業と協働で行っている富士山自然林

復元活動。 
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活動名 湘南鵠沼海岸ビーチクリーンナップ 

活動形態 ｈ 

寄付･連携先 藤沢市 

３ 

活動の概要 藤沢市と神奈川県海岸美化財団が行うﾋﾞｰﾁｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ活動に年２回参画。 

活動名 新潟県中越大地震 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 新潟県共同募金会 

４ 

活動の概要 社員ボランティアクラブによるグループ全社員向けの募金活動と、会社によ

るマッチングギフト方式による寄付。 

活動名 インド洋スマトラ沖大津波 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社、日本ユニセフ協会 

５ 

活動の概要 同上 

活動名 スペシャルオリンピックス 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 2005年スペシャルオリンピック冬期世界大会実行委員会 

６ 

活動の概要  

活動名 日本経団連自然保護基金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 同上 

７ 

活動の概要  

活動名 （社福）東京コロニーアートビリティ大賞 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 同上 

８ 

活動の概要 障害者の自立を支援するアートビリティ大賞に「日立キャピタル特別賞」を

提供、発表の機会を創出。 

活動名 勤労者マルチライフ支援事業 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 （財）さわやか福祉財団 

９ 

活動の概要 社員に対し、定年前に社会参加をすすめることにより多様な価値観や生き

方を学んでもらう活動。 

 

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 ＣＳＲ推進室 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 

D．企業財団・公益信託〔（財）材料科学研究助成基金〕 

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 

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 苅田町民ふれあいマラソン大会 

活動形態 ｄ、ｆ    

寄付･連携先 苅田町民ふれあいマラソン大会実行委員会 

１ 

活動の概要 

 

地域住民の健康増進と青少年の健全育成および生涯スポーツの振興等に

寄与することを目的とした町民参加型マラソン大会に協賛し、大会運営に人

的・物的支援をしている。 

活動名 和彊杯（真岡市）バレーボール大会 

活動形態 ｄ、ｆ   

寄付･連携先 真岡市バレーボール連盟 

２ 

活動の概要 

 

当社の社是である「和則彊」を優勝杯に冠した真岡市の小学生、中学生、

高校生が参加するバレーボール大会に協賛している。 

2004年度は近隣地域のみならず震災復興中の新潟県からも参加があり、

地域住民との交流の場ともなっている。 

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 

３ 

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 ｃ、ｄ、ｆ   

寄付･連携先 安来市教育委員会 

４ 

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 

５ 

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・物的支援をしている。 

活動名 桑名工場ママさんバレーボール大会 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ   

寄付･連携先 日立金属（株）、桑員家庭婦人連盟委員会 

６ 

活動の概要 

 

当社が主催する地域のママさんバレーボール大会は、実力に応じて３ブロ

ックに分かれており、毎年優勝するチャンスがあるので、大変白熱した人気

ある大会となっている。 

活動名 若松区中学生軟式野球大会 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 全日本軟式野球連盟若松支部 

７ 

活動の概要 

 

当社は北九州市若松区の中学生軟式野球大会を後援している。大会は当

社グラウンドで試合が行われ、選手の家族とともに、従業員がボランティア

として参加し大会を盛り上げている。 

 



【は行】 

 274

株式会社日立国際電気 
１．社会貢献のミッションや目標 

「人権を尊重し、法令、国際ルールとその精神を遵守し、持続可能な社会の創造に貢献しつつ発展して

いくことを目的として」企業行動基準を定めました。 

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います。（「企業行動基準」行動原則 6.） 

３．重点分野 〔環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 ＣＳＲ推進本部 スタッフ数 １名

Ｂ． 社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ推進本部会議〕 

Ｃ． 外部専門家の入った組織 〔倫理問題調査委員会〕 

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 〔社会・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 〔ＣＳＲ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.h-kokusai.com/corporate/er/er2005_09.pdf  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 米国における教育・地域発展支援、ボランティア活動支援事業への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日立ファウンデーション 

１ 

活動の概要 上記財団の活動を寄付金により支援。 

活動名 日立４財団への寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日立科学技術財団、国際奨学財団、環境財団、みらい財団 

２ 

活動の概要 我が国の科学技術の振興のため、若い研究者を対象とした研究助成事業

を行う財団の活動を寄付金により支援。 

活動名 「おわら風の盆」に協賛 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 富山民謡おわら保存会 

３ 

活動の概要 富山県の伝統芸能でもある「おわら風の盆」に協賛、寄付金、広告料などに

より援助、併せて当社工場のある東京羽村市でのイベントも支援。 

活動名 八尾町曳山祭に協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 八尾町西新町/上新町地区 

４ 

活動の概要 当社富山工場近隣であり、独身寮が立地する地域社会との融和のため、毎

年「八尾町曳山祭」寄付。協賛を行い地域交流を図っている。 

活動名 地元野球チームへのグランド無償開放 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 当社富山工場のグラウンドを地元の野球チームに随時開放し、地域住民の

体育振興に貢献している 

活動名 高校教師向け実技研修会に講師派遣 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 富山県教育委員会 

６ 

活動の概要 県立工業高校で開催された「高等学校産業教育実技研修会（工業科）」に

講師を派遣。機械加工（フライス盤作業）につき講義。 
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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 ６名

A．事業所毎の社会貢献担当者（兼任） 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔日立グループＣＳＲ報告書2005〕 

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/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 日立ボランティア・セミナー 

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 

１ 

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。2004年度は、教育、福祉、環境などをテーマに４回実施。 

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 連携先： ＮＰＯ法人 日本ＮＰＯセンター 

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｡2004年度は、Ｎ

ＰＯ法人 バイリンガル・バイカルチュラルろう教育センターなど９団体を支援。

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。2004年度は、教育、環境を

テーマとする講座を実施。 

活動名 教育分野への支援プログラム 

活動形態 ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

 

日立グループの持つ知識や技術といったリソースを社会へ還元することを

目的として、教育現場のニーズに合った、日立らしさを活かした教育プログ

ラムを、従業員ボランティアが学校や地域社会で提供していく。現在、「ユニ

バーサルデザイン」と「IT教育」の２テーマで推進中。
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活動名 日立日米欧教諭交流プログラム 

（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 EU日立科学技術フォーラム 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

６ 

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できるか」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および日立の研究者が､欧

州の社会問題に関し討議、提言を行う。2004年度は、ストックホルムで開

催。 

活動名 日立－CFR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  

７ 

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｡ 

活動名 福祉機器関連のサポートプログラム 

活動形態 ｂ、ｆ 

寄付･連携先 寄付先：横浜市総合リハビリテーションセンター、福井県難病支援センター

など、合計5団体 

８ 

活動の概要 

 

キーボードの操作が苦手な方や、画面に表示されている文字が見えづらい

方のためのパソコン支援ソフト「心友」を組み込んだパソコン5台を、福祉機

器の展示場等に寄贈した。

 

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」を揚げ、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 〕 
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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 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 

１ 

活動の概要 半導体ナノ粒子をバイオ関連試薬として利用できるアプリケーションの開発

を進めるための研究助成。 

活動名 東京学芸大学  奨学寄付金 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 東京学芸大学  任都栗研究室 

２ 

活動の概要 教育システム（電子黒板等）の研究助成。 

活動名 新潟県中越地震 見舞金 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 （社福）新潟県共同募金会 

３ 

活動の概要 新潟県中越地震によって被災された方々のお見舞い、および被災地の復

旧支援。 

活動名 スマトラ沖大地震義援金募金寄付 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 日本赤十字社 

４ 

活動の概要 スマトラ沖大地震によって被災された方々のお見舞い、および被災地の復

旧支援。 

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 

５ 

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を開発するための研究助成。

活動名 地域住民を中心とした社会福祉活動 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 （社福）横浜市戸塚区社会福祉協議会 

６ 

活動の概要 在宅福祉サービスによる生活の支援、地域の福祉活動支援、ボランティア

活動の支援。 

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 

７ 

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 

８ 

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／ハマロードサポータ 

活動形態 ｄ    

寄付･連携先 横浜市 

９ 

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。街の緑化保全活動に参加し、街路脇の除草作業を

行う。 

10 活動名 日立ソフト音楽隊 
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活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

活動の概要 当社の音楽隊が演奏会を行い、市民に開放。 

 

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ド〕 

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２００４への参加 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先 ＮＰＯ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および社員家族 

２ 

活動の概要 

 

地域住民およ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および社員家族 

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および社員家族 

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法人ほか一般、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 地元および近郊の小学校、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。 

 

ＢＡＳＦジャパン株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

私たちは経済的な成功を環境保護そして社会的責任と結びつけて考えます。そうすることで私たち自身

の、そして次の世代の人たちにとってのよりよい未来の形成に貢献します。 

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 
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３．重点分野 〔教育･社会教育、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 夏休み化学実験教室 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 夏休みに、小学生を対象とした化学実験教室を開催。また、日本化学工業

協会主催の化学実験教室に参加。 

 

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（インタ－ンシップの充実）〕 

４．推進体制  

担当部署名 人事 スタッフ数 1名

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 学術活動支援 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 HITOC 

１ 

活動の概要 長年にわたり協力支援中 

活動名 学生プログラマ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 長年にわたり協力支援中 

活動名 インターンシップ 

活動形態 ｃ、ｄ    

寄付･連携先 国内5大学 

３ 

活動の概要 学生の体験学習の場を無償で提供 

 

フィリップ モリス ジャパン株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

良き企業市民として、社会貢献活動や芸術・文化支援を通じて私たちの社員が住み・働く地域社会に貢

献する 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

地域社会において人々の暮らしに真に意味のある違いを創りだし、それを持続させるための人道的、社

会的活動に対する支援を行う。市民社会の担い手として注目されるＮＰＯ（民間非営利組織）などとパー

トナーシップ関係を築き、今日の日本の地域社会が抱える様々な課題に対する持続可能な解決策を見

出す取り組みを推進。価値ある文化、芸術活動に対して継続的な支援を行う。特定の個人、営利目的の

団体、 政治的活動、宗教団体、互助会、スポーツ競技会などに対する支援は行わない。 

３．重点分野 〔地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 コーポレート アフェアーズ スタッフ数  3名

５．社員のボランティア活動支援策 

マッチングギフト 

７．主な社会貢献活動メニュー 

１ 活動名 フィリップ モリス ジャパン市民活動～住民活動助成プログラム 
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活動形態 ｆ    

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 市民社会創造ファンド 

活動の概要 

 

公募による助成プログラム。地域社会の課題を解決し、地域に暮らす人た

ちが共に安心して生活を送れるようなコミュニティづくりを目的とした非営利

団体の活動を支援。 

活動名 ＮＰＯブラッシュアップセミナー 

活動形態 a、ｇ  

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 日本ＮＰＯセンター 

2 

 

活動の概要 ＮＰＯのための組織力向上プロジェクトとして、ＮＰＯブラッシュアップセミナ

ーに協賛。 

活動名 人と社会を考えるシンポジウム 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先  

3 

活動の概要 

 

PMJとＮＰＯとの対話促進/ＮＰＯ間の対話の促進。ベストプラクティスにスポ

ットライトをあてることによるＮＰＯの学びの場を提供。 

活動名 NGOスキルディベロップメントの修了書プログラム 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 テンプル大学 

4 

活動の概要 

 

ＮＰＯ/NGO従事者が必要とされている基本の知識とスキルを高める「NGO

スキルディベロップメントの修了書プログラム」を支援。 

活動名 DV被害者への支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 ネットワーク虹 

5 

活動の概要 全国共通DVホットライン事業に対し、ホットラインの通話料金などにかかる

費用を助成。 

活動名 DV被害者への支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 全国女性シェルターネット 

6 

活動の概要 全国女性シェルターネットが毎年開催する全国シェルターシンポジウムを継

続的に支援。 

活動名 生活困窮者への食糧支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 セコンド ハーベスト ジャパン 

7 

活動の概要 食料運搬に使用する車両購入費用の一部を助成 

活動名 ビーチ クリーンアップ 

活動形態 ｄ、ｆ  

寄付･連携先  

8 

活動の概要 社員ボランティアが海岸を清掃 

活動名 在外古美術品保存修復プロジェクト：フィリップ モリス ジャパン K.K. カレン

ダー基金 

活動形態 ｇ  

寄付･連携先 （財）文化財保護・芸術研究助成財団 

9 

活動の概要 海外の美術館等に所蔵されている日本の古美術品を修復するための募金

キャンペーン。 

活動名 高松宮殿下記念世界文化賞 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 （財）日本美術協会 

10 

活動の概要 プログラム・冊子などの製作費用を支援 
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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、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 

ＵＲＬ： http://www.fujikyu.co.jp 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 富士山清掃登山 

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 富士山をきれいにする会 

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 第二項 

 「私たちは常に人・社会・環境の調和を目指し、豊かな社会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 

社会貢献方針 

 ・私たちは、科学技術やのりもの文化の発展、交通安全の普及に貢献します。 

 ・私たちは、ものづくりの楽しさ、大切さや尊さを知る人づくりに貢献します。 

 ・私たちは、一人ひとりもよき市民として社会に貢献することを互いに応援します。 

３．重点分野 〔学術・研究、教育・社会教育、地域社会の活動、その他〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務部総務グループ､ＣＳＲ環境推進室 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 〔ＣＳＲ委員会〕 

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 〔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/about/csr/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 中越震災・スマトラ震災支援寄付 １ 

活動形態 ａ、ｂ、ｈ 
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寄付･連携先 日本赤十字社 ほか 

活動の概要 震災被災地への義援金（従業員からの募金活動＋会社寄付）および自社

製品（発動発電機）の寄付を行った。 

活動名 交通安全活動 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 各地警察署、ＮＰＯその他 

２ 

活動の概要 交通安全の普及を目指し、各事業所において交通指導や、警察者等が行う

イベントへの協力、交通安全ＮＰＯに対する寄付を行っている。また社内で

の講習会開催、安全運転マニュアルの配布を行った。 

活動名 自動車文化の振興・発展 

活動形態 ｄ、ｅ、ｆ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 スバルビジターセンターにおいて、自動車の歴史・技術・環境に関する資料

の展示を行っている。また、モータースポーツに積極的に参加し、自動車文

化の発展を担うマニュファクチュアラとして寄与している。 

活動名 ものづくりを担う人材育成支援 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 ものづくりを担う人材育成支援のため、小学生の社会科見学をはじめとする

工場見学を年間約８万人受入れている他、ホームページでの「スバルバー

チャルランド工場見学」や、学生に職場体験をしていただくインターンシップ

など、幅広い活動を行っている。 

活動名 スポーツによる地域貢献 

活動形態 ａ、ｃ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 各地自治体 他 

５ 

活動の概要 当社、野球部、陸上部による地域少年スポーツクラブ等に対する競技指導

や、厚生施設のスイミングプールを利用した水泳大会の開催、自治体の協

力による「スバル少年野球大会」「スバルマラソン」の協賛など様々な取り組

みを行っている。 

活動名 地域交流イベントの開催・参加 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 各工場では地域住民の皆様をお招きして、感謝祭や納涼祭を盛大に催す

ほか、地域のお祭には社員有志が製作した御神輿を担いで参加するなど、

積極的に地域交流を図っている。 

活動名 鉄道記念館の開設 

活動形態 ｃ、ｆ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 当社鉄道車両事業撤退に伴い、鉄道の歴史を刻むために設立。当社で製

造した車両の展示や、写真や資料の保存・展示を行っている。 

活動名 愛・地球博へのロボット出展（科学技術の発展への寄与） 

活動形態 ｅ 

寄付･連携先 NEDO、日本国際博覧会協会 

８ 

活動の概要 「次世代ロボット実用化プロジェクト」によるロボット実証実験への参画とし

て、愛・地球博に屋外清掃ロボットを出展している。 

活動名 従業員に対するボランティア活動の情報、機会の提供 

活動形態 ｈ 

９ 

寄付･連携先  
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活動の概要 ボランティア団体から情報提供を受け、これを「ボランティアコーナー」で従

業員や来客と公開している。また、本格的なボランティア活動には参加しに

くい従業員が気軽に参加できるよう同コーナーでは、使用済切手やベルマ

ークの回収などを行っている。 

活動名 地域清掃活動 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先  

１０ 

活動の概要 各工場周辺の清掃活動を継続的に行っているほか、群馬製作所では、地

域のシンボルである金山の草刈清掃活動を、従業員ボランティア、地域ボ

ランティアと協同で実施している。 

 

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 

わたしたちは世界の一員として、お客様、地域社会、国家、国際社会などに支えられています。優れた

商品やシステム、サービスの提供を通じ、富士ゼロックスならではの卓越した価値を提供することが、わ

たしたちの第一義的な社会に対する責任であると認識しています。 

しかし、企業が社会的な存在であることを考えるとき、従来の企業の手の届く、あるいは目に見える範

囲の社会的責任の認識から、一歩踏み出して、より良い社会をつくりあげるために、長期的な、グローバ

ルな、あるいはローカルな視点から、経営資源を自発的に活用して、より積極的な役割を果たしたいと考

えています。社員の深い共感と自発的なコミットメントをベースに、広く社会を支えるためのさまざまな活

動を行い、富士ゼロックスらしい貢献を継続していきます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・会社主導型、社員主体型、会社と社員の協業型。この３つの調和ある活動を目指します。 

・本業における経営リソース(機材、サービス、人材、施設、ノウハウ、ドキュメント関連)を活用します。

・FX らしさ(先駆性、方法のユニークさ)を追求します。 

・社員の自覚、共感に支えられた内発的な活動を促進します。 

・ＮＰＯや他企業、地域社会との連携による活動を広げます。 

・学術・教育、芸術・文化・スポーツ、環境、社会福祉を重点分野とします。 

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〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会貢献推進室 スタッフ数 4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休暇、Ｖ表彰、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 

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 

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.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 

 

子どもの感性を活かした環境教育プログラム(Kids ISO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。 
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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。 

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を

深める理念のもと、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った。 
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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づくりを行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。 

 

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、 

人権〕 

４．推進体制 

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、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． サスティナビリティ報告書に記載 

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://jp.fujitsu.com/about/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パーソンの相互理解の向上をはかるため、ハワイ

州教育局認可の非営利教育法人として設立。日米を中心としたマネジメント

の思想と手法について教育と研究を行う。 

活動名 （財）情報処理教育研修助成財団（FINIPED）の運営 

活動形態 ｅ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 情報処理に関する国内外の人材育成支援を目的に1972年に設立。民間各

界約130社賛助のもと、JAIMSならびに国内・海外の大学で教育・研修を受

ける学生への援助事業を行う。 

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  

３ 

活動の概要 

 

創立50周年を機に設立した、アジア太平洋諸国の学生・ビジネスパーソンを

対象とした奨学金制度。日米中の経営、文化を学習し、異なる価値観への

理解を深める機会を提供することを目的とする。 

活動名 数学オリンピック財団への活動支援 

活動形態 ａ、ｂ、ｇ   

寄付･連携先 数学オリンピック財団 

４ 

活動の概要 同財団は国際数学オリンピック大会への日本代表選手の選抜・派遣に関わ

る事業を展開。当社はその活動を支援し、数学的創造性を生かして将来の

社会の発展を担う人材の発掘・育成に寄与している。 
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活動名 富士通レディース２００４ 

活動形態 ｅ   

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

 

プロアマチャリティゴルフ（25回）およびプロトーナメント（21回）の主催。 

プロアマチャリティゴ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。 

活動名 音楽公演協賛活動 

活動形態 ｅ  

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

 

富士通コンサートシリーズ、つくばコンサート、富士通読売日響コンサート、

富士通コンコード・ジャズ・フェスティバル（北米・日本）、富士通スペシャル

「ジャズ・エリート」等へ協賛し、文化芸術活動を支援。 

活動名 工場フェスタ２００４開催 

活動形態 ｃ、ｄ、ｅ、ｆ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 

 

川崎工場、那須工場、あきる野テクノロジーセンター等にて屋内外における

展示、フリーマーケット、露店、コンサート等のイベントを実施し、地域社会

へ貢献し、ともに発展することを目的に開催。 

 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔環境報告書〕 

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２００４ 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （社）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）。 

 

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     

寄付･連携先 オイスカ 

３ 

活動の概要 海外研修生への支援。 
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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。 

活動名 日本赤十字社 

活動形態 ａ、ｈ 

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、献血。 

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、地元ｽﾎﾟｰﾂ大会協賛、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 新潟中越地震、スマトラ島沖地震被災地へ義援金を送付。 

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 名古屋フィルハーモニー交響楽団への協賛、地元文化祭への協賛。 

活動名 交通安全指導 

活動形態 ｄ、ｈ    

寄付･連携先 地元自治体 

10 

活動の概要 学童の通学時間帯の交通立哨。 

 

武州ガス株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

経営理念、企業倫理憲章に記載 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

経営理念、企業倫理憲章に記載 

３．重点分野 〔文化･芸術、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 

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(含 環境報告書、環境･社会報告書、ＣＳＲ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.bushugas.co.jp 

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。 

２ 活動名 本社周辺の清掃活動 
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活動形態 ｄ    

寄付･連携先  

活動の概要 毎週火曜日の就業前に、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）。 

 

ブラザー工業株式会社 
５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、Ｖ登録 

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 

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.brother.co.jp/jp/aboutbrother/socienvi/co_socienvi_ove.html 

 

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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔Benesse Report 2005 (2005年10月末発行予定) 〕 

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 ｃ 

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。ベネッセから

は現在活動場所提供、運営は独立。 

活動名 岡山県内の教育振興 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 福武教育振興財団 

２ 

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。ベネッセか

らは現在活動場所提供、運営は独立。 

活動名 岡山県内の文化振興 

活動形態 ｃ 

３ 

寄付･連携先 福武文化振興財団 
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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。ベネッセからは現

在活動場所提供、運営は独立。 

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。 

 

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 

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 
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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。 

 

株式会社ホリプロ 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新潟地震復興支援としての寄付 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 中央共同募金会 

１ 

活動の概要 

 

当社タレント石原さとみと当社社長が、共同募金新潟支部激励のため現地

訪問し寄付。 

 



 291

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 １３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、ブレインサイエンス振興財団〕 

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、 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． サスティ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  

〔 社会活動年次レポート『Hondaの社会活動2005』 〕  

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。

2004年度は239回開催（関東・鈴鹿・浜松・熊本・栃木）。 

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。２００４年度は２６０

園を訪問実施。（関東・鈴鹿・浜松・熊本・栃木） 

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。2004年度は2,028

組（2,340人）が応募。 

活動名 中国砂漠植林「喜びの森」計画 

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、2004年度は62

名参加）。 

活動名 国内植林活動 

活動形態  ｇ 

寄付･連携先 CCC自然･文化創造工場関東事業部（埼玉）、プレンティアの森（浜松）、(財)

阿蘇グリーンストック（熊本） 

５ 

活動の概要 事業所が立地する地域が恩恵を受ける水源の森を対象とした森林整備事業

への支援。従業員やＯＢが参加して植林や徐伐などの作業を行うボランティ

ア活動を年２～３回実施。 

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 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 

７ 

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の支援

と、HondaのＯＢボランティアによる技術指導。 

活動名 Honda「発見・体験学習」 

活動形態  ｆ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 子どもたちが何かを発見する過程で自分の持つ力に気づき、プレゼンテーシ

ョンの準備を通して仲間とコミュニケーションをとりながら、自分たちの可能性

や創造性を広げていく、滞在型探求学習プログラム。 

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。 

活動名 「箱根駅伝」（東京箱根間往復大学駅伝競走）への協賛 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ 

寄付･連携先 関東学生陸上競技連盟、箱根町 

10 

活動の概要 大会協賛のほか、燃料電池車を含む競技関係車輌の提供およびそのドライ

バー派遣による大会運営サポート、往路ゴール付近での観戦者への豚汁と

ASIMOグッズ配布、箱根町への募金活動、沿道の販売店を開放したトイレや

飲み物のサービス、等を実施。 
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前田建設工業株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会貢献活動 

私たちは、社会の一員として経営資源を有効に活用して、社会貢献活動を積極的に推進します。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

１）自らが取り組むべき社会的な課題について、経営資源や専門応力を投入して、その解決に貢献

します。（後略） 

２）役職員の自発的な社会参加を支援します。（後略） 

（「MAEDA 経営規範」より抜粋） 

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 

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ推進WG〕 

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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲ報告書〕 

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 Architecture 

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・奨学生は約700名。 

活動名 (財)前田記念工学振興財団 

活動形態 ａ、ｄ   

寄付･連携先 (財)前田記念工学振興財団 

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開放し、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 ｃ、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および社内報等を通じて障害者アートの

活用を図りながら、自立を支援してきた。 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 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ 

６ 

寄付･連携先 原宿表参道元氣祭実行委員会 
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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イ

ベントをバックアップ。企業ブースの売上は全額、社会貢献として寄付。 

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

係に全額寄付している。 

活動名 教員の民間企業研修 

活動形態 ｇ   

寄付･連携先 （財）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）。 

 

松下エコシステムズ株式会社 
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、マッチングギフト 

 

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 １７名

A．事業所毎の社会貢献担当者 

D．企業財団 〔（財）松下教育研究財団、（財）松下国際財団、（財）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〕 
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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 〔松下グループ 社会・環境報告〕 

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://panasonic.co.jp/ccd/   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 KWN（キッド・ウィットネス・ニュース・プログラム） 

活動形態 ｂ､ｇ   

寄付･連携先 （財）松下教育研究財団 

１ 

活動の概要 

   

小・中学生を対象に、ビデオ制作を通じて創造性・コミュニケーション能力・チ

ームワークを養う。世界各国の子どもたちが参加し、グローバルに展開する教

育支援プログラム。 

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 

２ 

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 世界自然・野生生物映像祭支援 

活動形態 ｇ   

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 地球映像ネットワーク 

３ 

活動の概要 

   

世界の優れた自然・野生生物の映画を通じて、子ども達に環境の大切さを学

んでもらう目的で映画祭他の活動を1999年より支援。 

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 ふれあいフェスタ 

活動形態 ｃ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 （社福）聴力障害者情報文化センター、約２０のＮＰＯ・市民団体 

５ 

活動の概要 

   

「パナソニックセンター東京」の施設を一般に開放し、聴覚に障害をもつ人たち

と一緒に芸術・文化活動を楽しむプログラム。 

活動名 学校林整備事業プロジェクト 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 （財）オイスカ 

６ 

活動の概要 

   

荒廃した学校林を整備し、総合的学習での環境教育フィールドとして活用。NGO・

学校・地域・社員も参加しての地域コミュニケーション型環境プログラム。 

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 

７ 

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）日本伝統工芸会、（社）日本伝統工芸会近畿支部 

８ 

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。 
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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 

９ 

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 

10 

活動の概要 

   

松下グループ従業員とその家族､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決定。 

 

マツダ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

企業活動を通じて、地域の経済・産業の活性化に寄与する「良き企業市民」として、地域との連帯・共生

に務め、豊かなまちづくりに貢献する。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・地域のニーズに即した活動を行う ・従業員のボランティア活動を重視し、支援する 

・マツダグループ各社との連携を図る ・従業員と地域とのふれあい機会を増やす 

・活動は継続性のあるものにする 

３．重点分野 〔社会福祉、学術･研究、教育･社会教育、環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 業務管理本部 総務部コミュニティＧｒ 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 

D．企業財団 〔マツダ財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

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、 

その他〔マツダスペシャリストバンク、マツダボランティアセンター〕 

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 〔社会・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 〔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.mazda.co.jp/brief/        http://www.mazda.co.jp/spbank/ 

             http://www.mazda.co.jp/mnl/     

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 マツダスペシャリストバンク 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ    

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 マツダグループの社員・ＯＢの中で、専門的な知識や技能・特技を有する人

を登録し、地域からの派遣要請に無償にて応えている。 

活動名 マツダミュージアムの公開 

活動形態 ｃ、ｆ    

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 マツダのクルマづくりについて紹介している企業見学施設を一般公開してい

る。夏休みには、小学生対象のイベントも開催している。 

活動名 労使協働施設訪問・地域清掃ボランティア活動 ３ 

活動形態 ｄ、ｆ、ｈ    
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寄付･連携先  

活動の概要 労使一体となって、地域の施設への訪問・交流活動および地域の清掃活動

を年間通して行っている。 

活動名 福祉機器寄贈ハガキ・テレカ収集キャンペーン 

活動形態 ｂ、ｆ    

寄付･連携先 近隣の社会福祉協議会 

４ 

活動の概要 書き損じハガキや使用済みテレカなどをマツダグループ企業から収集し、換

金後購入した福祉機器を毎年近隣の社会福祉協議会に寄贈している。 

活動名 会社周辺清掃活動 

活動形態 ｆ、ｈ    

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 毎月第4水曜日を「会社周辺清掃日」とし、会社各門の周辺道路の清掃を昼

休みなどに社員ボランティアにより実施。 

活動名 マツダコミュニティ駅伝大会 

活動形態 ｃ、ｆ    

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 広島本社工場の敷地内にコースを設け、社員と地域のチームが健脚を競う

駅伝大会を毎年3月に開催している。 

活動名 マツダ招待少年サッカー大会 

活動形態 ｃ、ｇ    

寄付･連携先 防府市サッカー協会 

７ 

活動の概要 防府市内外の少年サッカーチームを招待し、防府工場敷地内のグランドを

開放して大会を開催している。 

活動名 寄付 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 （財）広島国際センター 

８ 

活動の概要 広島に滞在する留学生を対象に、毎年奨学金により資金援助を行ってい

る。 

活動名 寄付 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 世界遺産厳島神社復旧支援実行委員会 

９ 

活動の概要 世界遺産厳島神社復旧支援活動への協賛を行った。 

活動名 寄付 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 Rajaprajanugroh Foundation under the Royal Patronage 

10 

活動の概要 スマトラ沖大地震・インド洋大津波災害への義援金寄付を行った。 

 



【ま～わ行】 

 298

マブチモーター株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

「国際社会への貢献とその継続的拡大」を経営理念に掲げ、その実現のために競争力を強化し、顧客に

満足してもらえる企業づくりを目指す。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

①製品による貢献 

 より良い製品をより安く供給することにより、豊かな社会と人々の快適な生活の実現に寄与すること。 

②人材育成による貢献 

 人を も重要な経営資源と位置付け、仕事を通じて人を活かし、社会に役立つ人を育てること。 

③事業の継続による貢献 

 地球環境と人々の健康を犠牲にすることのない企業活動を行うこと。広く諸外国において雇用機会の

提供と技術移転を行い、それらの国の経済発展と国際的な経済格差の平準化に貢献すること。 

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〕 

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：  www.mabuchi-motor.co.jp/ja_JP/environ/e_0400.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ロボット競技大会の協賛 

活動形態 ａ、ｂ   

寄付･連携先 （株）NHKエンタープライズ２１ 

１ 

活動の概要 

 

次代を担う若い人たちが、発想することの楽しさやものづくりのすばらしさを

体験できるイベントに協賛。高専ロボコン、ＡＢＵロボコン 

活動名 科学技術に関する知識の普及・啓蒙活動支援 

活動形態 ａ、ｂ   

寄付･連携先 （財）日本科学技術振興財団 科学技術館 

２ 

活動の概要 

 

展示ブース「モーターズワールド」にて日常生活の中でたくさん利用されて

いるモーターの紹介ならびにモーターの構造・動作原理をかわりやすく紹

介。また、夏休み時期のイベントにモーターを提供。 

活動名 職場献血 

活動形態 ｄ   

寄付･連携先 千葉県 赤十字血液センター 

３ 

活動の概要 本社と技術センターの2カ所にて年４回の献血を実施。 

活動名 テニスコート施設の開放 

活動形態 ｃ  

寄付･連携先 近隣中学校 

４ 

活動の概要 近隣中学校のクラブ活動支援として、テニスコート施設を開放。 

利用時間：280時間/年 

活動名 松戸少年少女発明クラブへの支援 

活動形態 ｂ   

寄付･連携先 （財）発明協会 

５ 

活動の概要 

 

地域の児童・生徒に対して科学技術に関する興味、関心を追求する体験の

場の提供に賛同し、工作の材料として使用するモーターを提供。 
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丸紅株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

社是「正・新・和」の精神に則り、国際社会における企業市民としての責任を自覚し、積極的な社会貢献

活動を行う。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

全世界的視野に立ち、「社会福祉」「国際交流」「地域貢献」「地球環境」「文化支援」の５分野を重点分野

とし、企業としての社会貢献活動を積極的に推進するとともに、役員・社員によるボランティア活動も積極

的に支援する。 

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、災害救援、人権、 

NPOの基盤形成 〕 

４．推進体制 

担当部署名   総務部 総務課 スタッフ数 ４名

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ委員会〕 

D．企業財団・公益信託 〔丸紅基金、丸紅奨学基金〕 

Ｆ．その他 〔ボランティア推進チームを総務部総務課内に設置〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、Ｖ登録、マッチングギフト（05年7月より導入）、地域貢献運動、Ｖ情報提供、 

その他 〔ちよだボランティアチケット制度（05年7月より導入）〕 

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 〔 Marubeni CSR Repot 2005 〕 

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/com/f_enrhoushin.html    

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 インドネシア・スマトラ沖大地震災害被災地への支援 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 大使館・日本赤十字社 

１ 

活動の概要 

 

被災したインド洋周辺の各国に対し支援した。個人からの義捐金も含め、グ

ループ合計で約2,700万円の支援を実施した。 

活動名 新潟県中越地震被災地への支援 

活動形態 ａ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先 新潟県災害対策本部・栃尾市・見附市・川口町 他織物組合等 

２ 

活動の概要 

 

地震発生直後に被災地への支援を決定し、救援物資および義捐金を拠

出、支援総額は1,000万円。また復興支援ボランティアとして社員も派遣。 

活動名 国際交流 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 留学生支援企業協力推進協会 

３ 

活動の概要 

 

東京近郊に在住の留学生および家族25名を事業会社が運営するテーマパ

ークに招待した。 

活動名 中高生の企業訪問の受け入れ 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先 －  

４ 

活動の概要 

 

総合商社の仕事や役割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った。 

活動名 単身者用社宅への留学生受入れ 

活動形態 ｃ、e   

寄付･連携先 留学生支援企業協力推進協会 

５ 

活動の概要 当社保有の単身者用社宅に留学生を受入れている。 
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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、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・みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 

６ 

活動の概要 

 

同コンクール開催にあたっては企画段階から参加し、作品の選考、表彰式

の設営等、積極的に支援している。 

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 

７ 

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、海外被災地へ寄付している。 

活動名 （社福）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 

８ 

活動の概要 丸紅（株）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1億円を助成している。 

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」 

９ 

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っている。 

 

マンパワー・ジャパン株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

マンパワーＣＳＲミッション（グローバル） 

マンパワーのＣＳＲミッションとは、仕事や雇用の分野において、自らの業種にかかわる、あるいはその

周辺の市場を含め、クライアント、アプリカント、政府、組合、非政府組織と協調しながら、リーダーシップ

をとってその役割を果たしていくこと。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン（マンパワーのＣＳＲストラテジー・グローバル） 

・マンパワーのＣＳＲミッションと一体となって、人々や地域に雇用機会を提供し、またそれを実践すること

によって、我々のビジネスを永続させ、社会的責任のあるビジネスプラクティスを確立する。 

・マンパワーのＣＳＲミッションと一体となって、それに関する仕事や雇用の分野で、リーダーシップをもっ

てその役割を果たす。 

３．重点分野 〔その他（雇用）〕 

４．推進体制 

担当部署名 グローバルコミュニケーション スタッフ数 １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 
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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（第三回目） 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 （財）２００５年日本国際博覧会 

１ 

活動の概要 ２００５年日本国際博覧会（愛知万博）会場設備募金 

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 

 

ミズノ株式会社 

１．社会貢献のミッションや目標 

より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社会に貢献する 

※上記はミズノの経営理念です。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

明文化されたものはありませんが、ミズノの経営理念「より良いスポーツ品とスポーツの振興を通じて社

会に貢献する」を忠実にまもるとともに、ミズノの特徴を生かしながら積極的に社会活動を実施します。ま

た、自らの役目を全うしていこうと個人やいろいろな部署でも社会活動に取り組んでいます。 

３．重点分野 〔社会福祉、健康･医学、スポーツ、環境、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 法務部グローバルＣＳＲ室 スタッフ数 ７名

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）ミズノスポーツ振興会、（財）ミズノ国際スポーツ交流財団〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

その他 〔繰越年次有給休暇使用制度〕 

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 〔ＣＳＲ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.mizuno.co.jp/csr/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 新潟県中越地震被災者支援 １ 

活動形態 ｂ、ｆ   
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寄付･連携先  

活動の概要 自社製品を現地のロータリークラブを通じて寄付 

活動名 スマトラ沖大地震 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付･連携先 （社）日本経済団体連合会・日本商工会議所・（社）経済同友会 

２ 

活動の概要 上記団体を通じ義援金募金活動へ協力 

 

株式会社みずほフィナンシャルグループ 
１．社会貢献のミッションや目標 

 ｢みずほ｣の利益と社会の利益とを調和させつつ事業活動を行い、地域の発展に貢献する｢良き企業市

民｣としての役割を果たします。さらに、時代とともに変化する社会に対応するため、社会とコミュニケーシ

ョンを蜜にして謙虚に耳を傾け、私たちの活動が社会の常識と期待に沿うよう努めます。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

みずほフィナンシャルグループは、当社および主要グループ会社が協働して取り組む社会貢献プログ

ラムを企画、立案し、主要グループ会社の参画を取りまとめ、社会貢献活動の重点分野について取み組

みを進めます。 

社会貢献活動については、｢地域社会への貢献｣｢地域からの理解｣｢独創性｣等を総合的に勘案し、意

義が認められるものについて実施していきます。 

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、 

国際交流･協力、災害救援、その他〕 

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ＣＳＲ

推進室 

スタッフ数 ３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  

〔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、米国みずほ財団【米国】、対外経済貿易大学（瑞穂基金）【中国】、 

Mizuho & Wing Hang Bank Scholarship and Charitable Funds【香港】、瑞穂愛心基金会【台湾】、 

みずほアジア人材育成基金【タイ】〕 

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/activity/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、（株）損害保険ジャパン、明治安田生命保険(相)、第

一生命保険（相）、 

１ 

活動の概要 

 

交通事故損害保険付黄色いワッペンを全国親入学小学一年生に贈呈する

交通安全事業。昭和40年より40年以上継続。贈呈枚数は累計約5千枚。 

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、明治安田生命保険(相）、丸紅（株） 

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9回実施。入賞者は表彰。 
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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、新日本フィルハーモニー交響楽団 

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ッシック音楽の普

及を目的として、平成2年より継続実施。毎回新成人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 自主プログラム 

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イスプレー空間に、

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。 

活動名 チャリティーウオーク（ニューヨーク）に社員等参加 

活動形態 ｄ      

寄付･連携先 マーチ・オブ・ダイムス（新生児先天性障害防止等を図る活動に資金提供す

る非営利団体） 

５ 

活動の概要 

 

ニューヨーク勤務のみずほフィナンシャルグループの社員と家族約250人が

10キロのコースを歩いた。また寄付金を募り当イベントに協力。 

活動名 世界のお巡りさんコンサート 

活動形態 ｇ      

寄付･連携先 世界のお巡りさん実行委員会 

６ 

活動の概要 

 

国際交流・芸術文化振興のために世界各国の警察音楽隊が演奏を通じて

交流する｢世界のお巡りさんコンサート｣に協賛。 

活動名 みずほ社会貢献ファンド制度 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ、ｉ   

寄付･連携先 日本赤十字、災害義援金受付窓口、ＮＰＯ、みずほ福祉助成財団等 

７ 

活動の概要 

 

2002年に設立。役職員の積立募金による、災害時の義援金寄付、社員の

ボランティア活動支援、財団への寄付等を実施。 

活動名 米国みずほ財団 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 ニューヨーク市、カリフォルニア州の非営利団体 

８ 

活動の概要 

 

1989年に米国コミュニティ支援を目的として設立。04年度は24件約45万ドル

を寄付。また従業員ボランティア活動に対して寄付等も実施。 

活動名 みずほアジア人材育成基金 

活動形態 ａ、ｆ     

寄付･連携先 タイ教育省 

９ 

活動の概要 

 

当基金はアジアの青少年育成・麻薬撲滅・スポーツ振興を目的に1998年に

設立。上記活動の他、累計約１60名タイ大学生への奨学金、スポーツ用具

等の贈呈を行っている。 
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三井化学株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔レスポンシブルケア報告書〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 第2回触媒科学国際シンポジウム/触媒科学賞 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先 後援：千葉県、袖ヶ浦市、市原市、木更津市、茂原市 

協賛：日本化学会、高分子学会、触媒学会、石油学会、有機合成化学協会

    化学工学会 

１ 

活動の概要 

 

「精密合成を目指したグリーン触媒 前線」をテーマに2001年ノーベル化学

賞受賞者シャープレス教授など一線級の学者の講演を8件。参加者、国内

外の研究者1,200名参加。触媒科学賞とは化学・化学産業の持続的発展に

寄与するために若手研究者を表彰、受賞者には賞金。 

活動名 国際化学オリンピック 

活動形態 ｇ  

寄付･連携先 日本化学会 

２ 

活動の概要 

 

国際化学オリンピックに参加する高校生とサポートする大学教授らに対して

金銭的な支援をすると共に、国際シンポジウムに招待し、 新の学問に触

れる機会をつくる。 

活動名 化学ふしぎ探検教室 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

研究所の近隣の小学5､6年生向けに夏休みに化学教室を開催し、研究所

の見学もしてもらう。化学教室は若手社員の運営する委員会で検討され、

運営される。 

活動名 工場見学（大阪工場） 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 高石市教育委員会 

４ 

活動の概要 

 

工場見学と簡単な実験教室を開催、小学生社会科カリキュラムとして組み

込まれている。毎年600名程度の参加がある。 

活動名 ハーブ園造成（名古屋工場） 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 名古屋市南区役所まちづくり推進室 

５ 

活動の概要 

 

工場正門付近に約100㎡のハーブ園を造成し、外からも見えるようフェンス

も張替えた。区役所で発行した区内の史跡散歩道を紹介した冊子のなかに

も紹介されている 
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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 2005（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。2004年度128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（2004年度は17ヵ所）で献血を実施。うち11ヵ所で骨髄ドナー登

録会を同時開催。全国で656名が献血、52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 

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 

住友商事、三井物産、三菱商事 

３ 

活動の概要 

 

関東・東海・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。 



【ま～わ行】 

 306

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５拠点、名古屋、大阪の当社ビルで、昼休みに障害者作業所製品の展

示販売会を定期開催。2004年度販売実績314万円。 

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ＮＰ

Ｏ・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・ＮＧＯ １０１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（2004年度実績

740万円） 

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。2004年度実績214万円 

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 日本編物文化協会、日本ヴォーグ社、国際ボランティア連絡会議、ワールド・ビ

ジョン・ジャパン、ＪＥＮ、商船三井、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1,781枚、ベスト24枚、マフラー299

本、帽子375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 チャリティーイベント 

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、ジャパン・ジャカルタ・ネットワーク 

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（４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。2004年度は666冊協力。 
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株式会社三井住友銀行 
１．社会貢献のミッションや目標 

社会の健全な発展に貢献する企業を目指し、「良き企業市民」として社会貢献に努めています。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

特に「福祉活動」「国際協力」に重点を置き、これらの分野で専門的な活動を行っている民間非営利組織

（ＮＰＯ）との連携を図りながら、広く内外社会の発展に貢献する活動に取り組んでいます。また、社員一

人ひとりが社会に関心を持ち、自らの見識を深めながら、積極的に課題解決に取り組んでいくことが大

切であるとの考えから、「社員のボランティア活動」を積極的に支援しています。 

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 社会貢献室 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 〔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/info/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 

５ 

寄付･連携先  
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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 

寄付･連携先  

６ 

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および国際交流を目的に、ア

ジアの留学生への奨学金支給や開発途上国に関する研究機関・研究者への

助成を実施。 

活動名 大規模災害時の義援金受付口座開設 

活動形態 e、g 

寄付･連携先 中央共同募金会、日本ユニセフ協会 

９ 

活動の概要 兵庫県・京都府等台風被害、新潟県中越大震災、スマトラ沖地震津波被害発

生時に、振込手数料無料の口座を開設し、顧客・社員より広く義援金を受付。

 
三井生命保険株式会社 
３．重点分野 〔健康･医学、教育･社会教育、環境〕 

４．推進体制 

担当部署名 調査広報グループ スタッフ数 ３名

６．社会貢献活動に関する情報開示 

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.mitsui-seimei.co.jp/ 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 苗木プレゼント 

活動形態  ｆ    

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 全国の公共団体、学校・幼稚園、民間会社・団体および一般家庭に対して、

苗木を配布している。 

活動名 寄付金付ノベルティの制作 

活動形態 ｈ   

寄付･連携先 明美ちゃん基金 

２ 

活動の概要 

 

当社従業員向けに寄付金付の暑中見舞等を制作して、寄せられた寄付金

を難病に苦しむ子どもたちを救う「明美ちゃん基金」に活かしている。 

活動名 シンポジウムの開催 

活動形態 ｇ  

寄付･連携先 ミシガン大学 

３ 

活動の概要 

 

ミシガン大学ビジネススクールに「三井生命金融研究センター」を設置し、シ

ンポジウムを開催している。 
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三井造船株式会社 
６．社会貢献活動に関する情報開示 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔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 

 

市内の種々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

学生への指導等実施。 

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 毎年恒例となっている渋川海岸の清掃活動で、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 市原市の臨海部企業で構成する協議会を窓口として、地元小学生を対象

に工場見学を実施。 

４ 

活動の概要  

活動名 白金小学校交通ハザードマップ作成 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

 

地元小学校区内通学路にてパトロールを実施し、通学路の危険要素を示し

たマップを作成し注意喚起。 

活動名 地球温暖化防止親子見学会 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

 

八都県市地球温暖化防止キャンペーンとして、県内在住の親子を対象に事

業所の地球温暖化防止への取り組みを紹介。 

 

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・共有」「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 

・ 事業を通じ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 〔文化･芸術、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 総務部総務グループ スタッフ数 ３名

B．社内横断的推進組織 〔環境推進委員会・社会貢献検討小委員会〕 
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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． サスティナビリティ報告書に記載 〔三井不動産グループの環境への取り組み２００５〕 

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/development/index.html  

 http://www.mitsuifudosan.co.jp/home/effort/communication/index.himl  

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 

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 「名橋『日本橋』を洗う会」 

活動形態 ａ、ｄ  

寄付･連携先 名橋『日本橋』保存会 

３ 

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 ２００５スペシャルオリンピックス冬季世界大会 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 ２００５スペシャルオリンピックス冬季世界大会実行委員会 

４ 

活動の概要 

 

知的発達障害のあるアスリートが目標と可能性に向かってベストを尽くす国

際競技大会。当社はその大会理念に賛同し、協賛。 

 

三井物産株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

良き企業市民として地域社会や国際社会との調和を図り、ステークホルダーとの信頼関係を築き企業価

値の持続的向上を図ると共に、豊かで住み良い地域社会や国際社会の実現のため積極的な社会貢献

を推進し、持続可能な社会の創造に努める。   【役職員行動規範項目10より抜粋】 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

【基本理念】 

三井物産の経営理念に沿って、地域社会、国際社会との調和を図りながら、ステークホルダーとの友好

関係を築き、大切な地球と、そこに住む人びとの夢溢れる未来作りのために積極的に貢献する。 

【行動方針】 

1. 社会貢献活動の重点領域を次の通り定め、「三井物産らしい社会貢献」を目指して、グローバル連結

ベースでの浸透を図る。⇒「国際交流（地域貢献）」、「教育（人材育成）」、「環境」 

2. 寄付行為等の経済的な貢献のみならず、従業員の参画も視野に入れた社会貢献活動を目指す。 

3. 社会貢献活動に関して社内外へ積極的に情報を発信し、そのフィードバックを受けて継続的な活動

内容の改善を図る。 

３．重点分野 〔教育･社会教育、環境、国際交流･協力〕 
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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

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ推進委員会内 社会貢献部会〕 

D．企業財団・公益信託 〔貿易奨励会〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 〔三井物産 VIVAの会〕 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔ＣＳＲ リポート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.mitsui.co.jp/activity/index.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 将門塚保存会へ神輿を寄贈 

活動形態 ｂ   

寄付･連携先 将門塚保存会等 

１ 

活動の概要 

 

地域社会との交流、史跡旧蹟の保存、伝統文化の継承による町おこしの一

環として、史跡将門塚保存会に神輿を寄贈しました。 

活動名 児童鑑賞教育および美術教育者訓練プログラムを企画開催 

活動形態 ｇ   

寄付･連携先 国公立美術館・日本経済新聞社等 

２ 

活動の概要 

 

「フィレンツェ芸術都市の誕生展」協賛時に、子ども/一般向けのギャラリー

トーク、美術館や教育関係者を対象とする鑑賞教育ワークショップ等を企画

開催。 

活動名 リトルリーグ支援 

活動形態 ａ、ｄ  

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

児童が野球を通じてチームワークとフェアプレーの精神を身に付け、善良で

礼儀正しく育つことを目標に、1970年から日本のリトルリーグ支援を寄付・

役員派遣他、継続実施しています。 

活動名 J リーグ選手協会主催サッカースクールを協賛 

活動形態 ｇ   

寄付･連携先 各都道府県社会福祉協議会・Jリーグ選手協会・協賛各社 

４ 

活動の概要 

 

児童養護施設の小学生を対象にJリーグ選手を迎え、関東、関西、東海、九

州にてサッカー教室を開催しています。 

活動名 全国各地でコンサート提供 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 青少年文化センター 

５ 

活動の概要 

 

児童数が少なく地域的に交通不便で芸術鑑賞機会に恵まれない小規模校

を中心に、全国でクラシック音楽や邦楽コンサートを提供しています。 

活動名 森林体験教室「森と自然とふれあおう！ツアー」を開催 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先 千代田区教育委員会・さがみ湖ピクニックランド他 

６ 

活動の概要 

 

2004年11月に小学生と保護者を神奈川・さがみ湖ピクニックランドに招待し

て開催。間伐など自然とのふれあいを通して森の大切さ、自然保護につい

て理解する機会と環境教育の一環。 

活動名 災害時における支援活動 

活動形態 ａ    

７ 

寄付･連携先  
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活動の概要 

 

2004 年に発生した新潟中越地震およびスマトラ沖津波災害への支援とし

て、国内外事務所での義援金寄付に加え、社員募金も実施 

活動名 スペシャルオリンピックス冬季世界大会を支援 

活動形態 ａ    

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

 

米国物産と三井物産本店にて2005年2月に長野で開催された「スペシャル

オリンピックス冬季世界大会」を協賛。米国三井物産ではボランティアチー

ムを結成し、ニューヨーク代表団の選手とその家族、コーチに日本の文化・

習慣を知ってもらう目的で「日本文化講習会」を開催し、また選手団を空港

まで送迎する等積極的にサポートした。 

活動名 障害者への支援 

活動形態 ｂ    

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 

 

障害者共同作業所を支援し、作品の展示・販売協力、弊社協賛コンサート

への招待、備蓄非常食の無償配布を行った。 

活動名 丸の内元気文化プロジェクト 

活動形態 ｇ    

寄付･連携先 文化庁・東京国立近代美術館（MOMAT） 

10 

活動の概要 

 

官民が一体となり、日本経済の中心としてのみならず文化発信地の動きを

高めるべく文部科学省が大手町･丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議

会と協同して推進するプロジェクト。この一貫として、当社近隣のMOMATと

協同し、常設展示品を活用してビジネスマンと小学5年生を対象とした鑑賞

プログラムを開催した。 

 

三井ホーム株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

わが国の住文化、住生活の進歩向上に寄与し、人々の幸福増進のために役立つ企業でありつづける。

（経営基本理念より） 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

（企業活動の規範・社員の行動規範） 

・法令と企業倫理の遵守 

・環境・安全の配慮 

・お客様第一主義 

３．重点分野 〔史跡・伝統文化保全、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 

V休暇 

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〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 奨学金制度 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 ノーザン・ブリティッシュ・コロンビア大学（カナダＢ．Ｃ．州） 

１ 

活動の概要 森林学、自然環境学などを学ぶ学生のための奨学金制度を1994年に設立

し、寄付による森林のプロ育成の手助けをしています。 

活動名 使用済み切手・プリペイドカード収集 

活動形態 ｂ 

２ 

寄付･連携先  
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活動の概要 全国拠点から使用済み切手やプリペイドカード類を収集し、ボランティア団

体などに寄付しています。 

活動名 かながわｅｃｏネットワークへの参加 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 かながわｅｃｏネットワーク 

３ 

活動の概要 神奈川・静岡営業本部が参加し、神奈川エリアの「持続可能な社会」構築の

パートナーとして、環境配慮活動を推進。 

 

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に「社会貢献と企業の繁栄」を掲げており、これは企業の繁栄は社会に役立つ事

業活動を行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 広報室 スタッフ数  名

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 〔三越 環境・社会活動レポート（年１回発行）〕 

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.mitsukoshi.co.jp/corp_info/eco/report/index.html  

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 知的障害児施設ノビロ学園、ＪＳＤ（日本サービス流通労働組合）、他 

１ 

活動の概要 

 

毎年年末に全社規模で行っている募金活動です。集まった募金を、ＪＳＤを

通じ全額寄附していますが、2004年度は上記始め７団体に寄附しました。 

活動名 災害被災地支援（全店舗・事業所） 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要 

 

スマトラ沖地震、福岡県西方沖地震、新潟県中越地震に対して全社の店頭

および社内で募金活動を行い、集まった募金を全額寄附しました。 

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附。 

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 

４ 

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綴り、その詩か

ら感じたことを著名人やアーティストが「ハート」をモチーフに表現したコラボ

レーションの展示会。 
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活動名 クリスマスチャリティー（福岡店） 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付･連携先 ＷＷＦジャパン 

５ 

活動の概要 

 

イタリア・ローマのトレビの泉にヒントを得た「願いの泉」を設置して、募金を

呼びかけ、集まった募金は全額寄附。 

活動名 植樹式（札幌店） 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ 

寄付･連携先 札幌市 

６ 

活動の概要 台風18号の被害により札幌の街路樹が多く倒れましたので、有志のお客様

と共に銀杏の木を寄附し、北１条通りの歩道へ植樹しました。 

活動名 野生動物保護（通信販売事業部） 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付･連携先 ＷＷＦジャパン 

７ 

活動の概要 新聞折込のチラシに掲載した商品の売上の１％を寄附。 

活動名 あやちゃんの絵画展（名古屋星ヶ丘店） 

活動形態 ｃ、ｇ 

寄付･連携先 骨髄バンク 

８ 

活動の概要 白血病で亡くなった小学女児あやちゃんの絵画展および骨髄バンクのパネ

ル展示。 

活動名 松山市市民大清掃（松山店） 

活動形態 ｄ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 松山市 

９ 

活動の概要 「松山市市民大清掃」に参加し公共の場所のゴミ拾いなどの清掃を実施。 

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。これに併

せてこれまで開催した現代日本を代表する美術展の一部を展示し日本文化

を紹介。 

 

三菱化学株式会社 
４．推進体制 

担当部署名 総務部 スタッフ数 ３名

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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔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：  www.m-kagaku.co.jp  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 地域清掃 

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  
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活動の概要 グランド、体育館、テニスコート、社宅、駐車場などの開放。社員によるスポ

ーツ指導（各事業所、支社、研究所）。 

活動名 地域行事（祭り、運動会）への参加・共催 

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、運動会などの地域行事に参加・協賛（各事業所、研究所）

一部の事業所では、事業所のお祭りを周辺地域住民に開放。 

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・科学に対して、少しでも多くの子ども達に興味をもってもらえるよう、

事象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 

 

事業所周辺のシニア（５０歳以上）を対象にパソコン教室を開催。夏休みに

は子ども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 

 

日本国内の大学および研究機関等で、化学を中心とした研究に携わる研

究者に対する助成。 

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とも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。 

 

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。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

我が社は、社会の一員として、より良い社会の実現に向けて積極的に社会貢献活動を行う。また、社員

による自発的な社会貢献活動を支援する。 

３．重点分野 〔社会福祉、教育･社会教育、文化･芸術、環境、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 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔サステナビリティレポート〕 

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.mitsubishicorp.com/jp/mm/social/index.html  
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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63家庭150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    

寄付･連携先 大分県身体障害者体育協会 

３ 

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

および海外の身体障害者（約30の国と地域から約400名が参加）が車いす

マラソンを通じて社会に参加する意欲を喚起するとともに、広く県民が身体

障害者についての関心と理解を深めることを目的としている。三菱商事で

は1991年から本大会の趣旨に賛同し、社員ボランティアの派遣、協賛を行

っている。 

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 

 

全学学部生および社会人を対象に「地球環境と科学技術」のテーマで開講

している寄附講座。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。 
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活動名 身障者情報処理教育 

活動形態 ａ、ｄ    

寄付･連携先 （社福）太陽の家、（社福）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、ＳＥ養成プログラムへの

支援を継続実施し、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、一方、東京コロニーへも協力し、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。 

 

三菱ＵＦＪ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 １１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、（財）ＵＦＪ信託文化財団 〕 

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.tr.mufg.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 「ＭＵＦＧ体験教室」 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 ＭＵＦＧグループで児童養護施設・母子生活支援施設の子どもたちを招待し

て、日常とは違う体験をしてもらう。 

活動名 献血 

活動形態 ｇ    

３ 

寄付･連携先 日本赤十字 
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活動の概要 献血を400mlまたは200ml行う。 

活動名 書き損じハガキ回収運動 

活動形態 ｂ    

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 ＭＵＦＧグループで、民間の国際協力団体等へ寄付を実施。 

 

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 ５名

A．事業所毎の社会貢献担当者 （専任担当者はいないが担当部署がある） 

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)ﾀﾞｲﾔ高齢社会研究財団、(財)三菱経済研究所〕 

※上記団体は三菱ｸﾞﾙｰﾌﾟとして出捐・設立した企業財団 

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、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． サスティナビリティ報告書に記載 〔社会・環境報告書 ＣＳＲ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.mhi.co.jp/env/commu/commu01.html 

           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 

 

小・中・高校の校外学習無料受け入れを実施するとともに、小学生を対象に

工作・実験教室等のイベントを実施。 

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（三菱グループ10社が参加） 

２ 

活動の概要 

 

三菱グループ有志各社共催で関東近郊の児童養護施設や母子生活支援

施設の子どもたちを人形劇「エルマーと16ぴきのりゅう」に招待。 

活動名 新潟復興支援チャリティイベント「GENKI! STEP!! JUMP!!!」 

活動形態 ｇ    

寄付･連携先 NPO法人日本ﾋﾞｰﾁ文化振興会、三菱自動車工業(株)他 

３ 

活動の概要 

 

新潟中越地震被災地支援を目的としたチャリティイベントを開催。イベントの

収益金を新潟県共同募金会に寄附した。 

活動名 マッチングギフト 

活動形態 ｇ     

４ 

寄付･連携先 三菱重工労働組合、(財)東京善意銀行 
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活動の概要 

 

社員から募った寄金に会社が同額を上乗せし、関東地区45カ所の福祉施

設に弊社の技術を取り入れた形状記憶スプーン・フォークを贈呈した。 

活動名 少年少女ドッジボール大会 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

 

地域交流を目的に弊社工場内グランドにて地域の子どもたちによるドッジボ

ール大会を毎年春と秋に開催。毎回1,000人を超える子どもたちが参加して

いる。 

活動名 児童養護施設への「野球教育」ならびに「野球大会」開催 

活動形態 ｆ   

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 

 

弊社硬式野球部では、野球を通じた地域への貢献をテーマに社会貢献活

動に取り組んでおり、地域の児童養護施設の子どもたちを対象とした野球

指導や野球大会を開催した。 

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 

７ 

活動の概要 

 

夏休み期間中、神戸市内小学生高学年を対象とした工場見学・参加型の

科学実験ショーを開催。 

活動名 三菱重工高砂絵画コンクール展 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 

 

高砂市内の小学生を対象に絵画コンクールを実施。入選作品は、弊社施設

や地域のショッピングセンター、公共交通機関等に展示。 

活動名 工場周辺環境美化活動 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 

 

全国の支社・事業所において、工場周辺や近隣地域でのゴミ収集や草取り

等クリーンアップ活動に取り組んでいる。 

活動名 リサイクル巣箱コンテスト 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先 広島市植物公園 

10 

活動の概要 

 

工場内で発生する廃木材を利用したリサイクル巣箱コンテストを実施。応募

作品の一部は広島市植物公園に寄贈し、公園内樹木に設置されている。 

 

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 社会環境推進室 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 〔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）〕 
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５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、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 

その他 〔ソーシャルラーニング制度・活動費補助〕 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔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 〔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 丸の内ストリートギャラリー 

活動形態 ｆ    

寄付･連携先 （財）彫刻の森美術館 

１ 

活動の概要 芸術性豊かな潤いのある街づくりを目指して1972年より、丸の内を南北に

走る仲通りの私有歩道部に彫刻を展示。 

活動名 丸の内カフェ運営 

活動形態 ｃ、ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 東京都千代田区丸の内地区に、誰でも自由に出入りできるフリースペース

を運営。 

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、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 社会福祉協議会（墨田区、文京区､神奈川県） 

３ 

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・横浜で計３回実施。社員ボランティアで運営。 

活動名 キラキラっとアートコンクール（障害児童絵画コンクール＆展覧会） 

活動形態 ｃ、ｆ、ｈ 

寄付･連携先 （社福）東京コロニー・アートビリティ、愛知県赤十字血液センター、名古屋

市社会福祉協議会 

４ 

活動の概要 障害児童を対象とした絵画コンクール｡全応募作品をインターネット上に公

開｡優秀作品60点は東京､横浜､名古屋で原画展開催｡プロへの機会支援｡ 

活動名 丸の内さえずり館の運営 

活動形態 ｃ、ｆ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 日本野鳥の会 

５ 

活動の概要 野鳥に関する情報の他、持続可能な社会のために「共生」をテーマに環境

情報の提供、コミュニケーション広場を運営。 

活動名 アルティアム（ギャラリー）運営 

活動形態 ｃ、ｆ、ｈ   

寄付･連携先  

６ 

活動の概要 1989年から文化支援事業の一環として、ジャンルを問わない様々な現代の

芸術活動を紹介。 

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 

７ 

活動の概要 日本の歴史あるオーケストラを支援。 

活動名 東京ミレナリオ協賛 

活動形態 ａ、ｈ   

寄付･連携先 東京ミレナリオ実行委員会 

８ 

活動の概要 東京ミレナリオ開催支援、および来場者誘導、記念写真撮影ボランティア。 
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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 総務部社会貢献推進グループ 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 〔社会貢献活動委員会〕 

D．企業財団・公益信託  〔米国三菱電機財団、タイ三菱電機財団〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等 

〔遊話ダイヤ・サークル（手話）、三菱電機稲沢ボランティア会、三菱電機中津川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、マッチングギフト、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 〔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 

（04年度73団体に5,100万円（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 

 

世界から大学生が集まり、国籍を越えてシャッフルされたチームで合宿生活を

しながらロボットを作り、競い合うロボットコンテスト。2002年より協賛活動を行

っている。 

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 

寄付・連携先 なし 

４ 

活動の概要 

 

バスケットボール界トップレベルの当社男子/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  

５ 

寄付･連携先 リングプル再生ネットワーク 
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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１７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、地元企業など 

７ 

活動の概要 

 

市や地元企業１０数社が、子ども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。

2005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 

地球環境の保全、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、文化･芸術、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、施設開放 

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〔環境・社会報告書〕 

Ｃ． 社会貢献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（株）：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・イラスト等の芸術文化の

情報発信を行い、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 ３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.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 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 社内にある多目的スペースの開放。2004年度は４つの展示会を開催。 

 

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。

当社経営の第一基本目標として、「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。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

企業市民として、地域に根ざした企業活動を行うとともに、社会貢献活動にも積極的に参加し、社会、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、国際交流･協力、災害救援〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 （財）国際開発救援財団 

活動形態 ａ    

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 発展途上国の生活支援のための寄付行為。 

活動名 ２００５年日本国際博覧会「愛知万博」 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （財）２００５年日本国際博覧会協会 

２ 

活動の概要 愛知万博会場建設費の寄付。 

活動名 「愛の泉」チャリティーコンサート 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 （財）国際開発救援財団 

３ 

活動の概要 チャリティーコンサート開催への協賛。 

活動名 新潟県中越地震災害義援金 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 （社）日本経済団体連合会 

４ 

活動の概要 新潟県中越地震の被災者に対する義援金。 

活動名 イラン南東部大地震の義援金 

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 イラン南東部大地震の被災者に対する義援金。 
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活動名 ＵＮＨＣＲ 

活動形態 ａ      

寄付･連携先 日本国連ＨＣＲ協会 

６ 

活動の概要 国連の難民支援事業に対する寄付。 

活動名 堀切かつしか菖蒲まつり 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 堀切かつしか菖蒲まつり運営協議会 

７ 

活動の概要 堀切かつしか菖蒲まつりへの協賛。 

活動名 葛飾納涼花火大会 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 葛飾納涼花火大会実行委員会事務局 

８ 

活動の概要 葛飾納涼花火大会への協賛。 

活動名 葛飾の川をきれいにする会 

活動形態 ａ 

寄付･連携先  

９ 

活動の概要 荒川の清掃活動。 

活動名 暑気払い（東京、千葉、名古屋、神戸） 

活動形態 ｂ、ｃ、ｄ、ｆ    

寄付･連携先  

10 

活動の概要 会社敷地内での納涼祭。 

 

株式会社明治ゴム化成 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 地域各行事への協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 あしがら花火大会運営委員会等 

１ 

活動の概要  

活動名 海外日本学校支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （財）海外子女教育 

２ 

活動の概要  

活動名 キャンペーン協賛 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 足柄上地区不法投棄撲滅キャンペーン実行委員会 

３ 

活動の概要  

活動名 国際協力活動支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本経団連国際協力センター 

４ 

活動の概要  

活動名 学会支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （社）日本ゴム協会 

５ 

活動の概要  

活動名 駐車場無償貸与 

活動形態 ｃ 

寄付･連携先 近隣イベント団体 

６ 

活動の概要  
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活動名 構外クリーンキャンペーン 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先 当該行政 

７ 

活動の概要  

 

明治製菓株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

 企業理念 「私たちは、夢と楽しさ、いのちの輝きを大切にし、世界の人々の心豊かなくらしに貢献しま

す。」を実現するための取り組みの一環として、社会貢献を位置付けています。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

明治製菓グループ社会貢献 

１．子どもの健全な育成に役立つ活動を行います。 

２．スポーツ振興と健康増進に役立つ活動を行います。 

３．食文化の発展に役立つ活動を行います。 

４．地域社会の活性化に役立つ活動を行います。 

３．重点分野 〔健康･医学、スポーツ、教育･社会教育、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 総務法務部 ＣＳＲ推進室 スタッフ数 社会貢献担当

兼務 １名

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.meiji.co.jp/er/social.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「アジアの子どもたち秋の植樹祭 HAND IN HAND」に協賛 

活動形態 a     

寄付･連携先 NPO「PLANT A TREE PLANT LOVE」 

１ 

活動の概要 アジアの子どもたちが行う環境植樹を支援。 

活動名 『いのちの輝きフォーラム』の開催 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先 朝日新聞社 

２ 

活動の概要 一般市民を対象に「うつ病啓発」の一環として、「自殺防止」を目的としたフ

ォーラムを継続開催。 

活動名 「全国高校サッカー選手権大会」への協賛 

活動形態 ｇ 

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 サッカーを通じた高校生の健全なスポーツの振興。 

活動名 事業所周辺の美化活動 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 工場、研究所、事務所・営業所周辺の清掃活動を定期的に実施。 

活動名 「みどりの小道」環境日記活動への協賛 

活動形態 ａ      

寄付･連携先 （財）グリーンクロスジャパン 

５ 

活動の概要 日記（冊子）作成への協賛。 
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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 １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 「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 

１ 

活動の概要 障害をもつ人達と健常者とが創り上げる舞台芸術を支援。全国各地で支援

先を公募。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 「ふれあいコンサート」の開催 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 職員の募金を原資とし、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）が養護施設を訪問。 

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に全国の職員が参加して、食事づくり、配食活動に取り

組むことを支援する。全国20数ヶ所で活動。 

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、活動促進、および新規の活動団

体の立ち上げ支援のための助成制度。審査を全国老人給食協力会に委

嘱。 

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 職員の募金を原資都市とし、①職場で行う地域貢献活動支援 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

付を実施。 

活動名 「日米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。2004年は

米国ニューイングランド州で開催。 
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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、「バングラデシュの子どもたちへ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、アジアの子どもたちの相互理

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 

寄付･連携先 全国小中学校環境教育研究会 

１０ 

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。

 

株式会社メディセオホールディングス 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 福井豪雨災害に対する支援 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 福井県福祉環境部のご指示により、福井県社会福祉センター 

１ 

活動の概要 速乾性手指消毒剤（1,000ml 300本の物資を提供）。 

活動名 新潟豪雨災害に対する支援 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 新潟県福祉保健部のご指示により見附市役所、ならびに中之島町役場 

２ 

活動の概要 速乾性手指消毒剤（500ml 500本）、消毒剤（２種）各々（500ml １,500本）

の物資を提供。 

 

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。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

１．美術品を中心とする欧州文化の日本への紹介 

２．日本文化の欧州への紹介支援 

３．重点分野 〔文化･芸術、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 秘書部、広報ＩＲ部 スタッフ数 ７名

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 １ 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ   
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寄付･連携先 メルシャン軽井沢美術館 

活動の概要 仏を中心とした欧州からの美術品賃借に対する援助、および社員の参加・

派遣による活動支援。 

活動名 日本文化の欧州への紹介 

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 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 

３ 

活動の概要 音楽を中心とした芸術活動支援。 

活動名 発展途上国への医療支援活動に対する応援 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 プロジェクトHOPEジャパン、慶応大学医学部国際医学研究会 

４ 

活動の概要 発展途上国における医療物資・医療教育支援活動に対する寄付。 

活動名 NPO基盤形成支援 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 言論NPO、構想日本 

５ 

活動の概要 活動資金援助。 

活動名 日欧文化交流支援 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 日仏協会、日本スペイン協会、日英協会 

６ 

活動の概要 各協会への参加と活動支援。 

活動名 留学生支援 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 留学生支援企業協力推進協会、ＡＦＳ日本協会 

７ 

活動の概要 日本への留学生と、外国に留学する高校生への資金援助。 

 

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 国土交通省のボランティア・サポート・プログラムによる月１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学生の研究支援。 
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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 ＮＰＯ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。 

 

森ビル株式会社 
３．重点分野 〔学術･研究、教育･社会教育、文化･芸術、環境、地域社会の活動〕 

４．推進体制 

D．企業財団・公益信託 〔（財）森記念財団 〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、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 （部分的） 

ＵＲＬ：  http://www.roppongihills.com/jp/feature/i8cj8i000001esxd.html  

 http://www.mori.co.jp/companyInfo/press/2005/0422_2005042611433422838.html  

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 六本木クリーンアップ（清掃ボランティア活動）、夜警・路上駐車対策 

活動形態 ｄ、ｇ   

寄付･連携先 六本木ヒルズ自治会 

１ 

活動の概要 

 

地域と一体で六本木周辺の道路広場などの清掃活動、運営面・人的なサ

ポートを実行。警察と協力して夜警・路上駐車対策を実施。 

活動名 屋上緑化、街路広場緑化・花壇整備、ガーデニングクラブ運営 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ   

寄付･連携先 - 

２ 

活動の概要 

 

ビルの屋上・壁面を緑化することで、ヒートアイランド現象緩和など地球環

境保護に寄与する。運営にあたって地域住民との連携を図っている 

活動名 ピンクリボン運動や東京映画祭等への六本木ヒルズアリーナ施設提供 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ  

寄付･連携先 ピンクリボン運営委員会、東京国際映画祭実行委員会、町会他の団体 

３ 

活動の概要 

 

六本木ヒルズアリーナ、東京シティビューなどの会場施設を無償もしくは安

価で提供するとともに社員参加による人的協力を実行。 

活動名 震災対策・震災訓練 

活動形態 ｂ、ｃ、ｄ、ｆ、ｇ   

寄付･連携先 港区、地元町会自治会 

４ 

活動の概要 

 

震災・防災といった観点から、地域住民も対象にした備蓄品・防災井戸を用

意したうえ、防災訓練を地元と実施。区へ防災倉庫を提供。 

活動名 アカデミーヒルズ・都市塾の運営、学生受講者への奨学制度 

活動形態 ｂ、ｆ   

寄付･連携先 一般の社会人・学生 

５ 

活動の概要 

 

社会人スクールとして、都市に関する講座を中心に開設運営。年間に80講

座約2,000人、短期講座で約19,000人が受講。学生奨学制度あり。 
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活動名 スナッグゴルフ（子ども向けゴルフ）の普及支援 

活動形態 ｂ、ｇ   

寄付･連携先 茨城県内公立小学校 

６ 

活動の概要 

 

小学生へのスナッグゴルフの普及のため、用具の寄贈・場提供・大会開催

などの支援をしている。 

活動名 （財）森記念財団への寄付 

活動形態 ａ、ｄ   

寄付･連携先 （財）森記念財団 

７ 

活動の概要 

 

都市再開発と市街地の環境整備に関する総合的な調査研究、人材の養成

等を目的とした当財団への寄付および人的支援。 

活動名 学術・文化関連の財団など諸団体・NPOへの寄付 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 学術・音楽・美術・スポーツなど諸団体・NPO 

８ 

活動の概要 

 

スペシャルオリンピック、アメリカンスクール、ガーディアンエンジェル、大

学、楽団、美術館への寄付を実施。 

活動名 美術館におけるパブリックプログラム 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ     

寄付･連携先 学校、幼稚園生から大学生、一般市民 

９ 

活動の概要 

 

美術館・学校・児童館など地域の施設と連携で、こどもツアー・トーク・ワー

クショップといったパブリックプログラムを展開。 

活動名 親子休憩室設置、パブリックアート設置、地元祭礼参加 

活動形態 ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｇ    

寄付･連携先 地域利用者住民、公開空地、地元町会 

10 

活動の概要 

 

親子休憩室を設置するなどユニバーサルデザインの採用。パブリックアート

を歩道や公開空地上に設置。地元の祭礼参加などコミュニティ育成協力。 

 

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 ウェブサイト参照 

http://www.morganstanley.co.jp/aboutms/community/index4.html 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

モルガン・スタンレー ウェブサイト参照 

http://www.morganstanley.co.jp/aboutms/community/index4.html 

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、人権〕 

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 ３５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１日を過ごす。 

活動名 献血ボランティア ２ 

活動形態 ｄ 
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寄付･連携先 日本赤十字社 

活動の概要 日本赤十字社と共同で献血ボランティアを年に２回実施。毎回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・フォックス財団とがん研究振興財団 

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 メイク・ア・ウィッシュ マラソン大会 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン 

４ 

活動の概要 メイク・ア・ウィッシュ マラソン大会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 ラン・フォー・ザ・キュア マラソン大会 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 ラン・フォー・ザ・キュア ファンデーション 

５ 

活動の概要 乳がんの研究・啓発プログラムをサポートするため、ラン・フォー・ザ・キュア

マラソン大会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 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 イン 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 

６ 

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。 

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  

７ 

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、一粒会、女性の家 サーラー 

８ 

活動の概要 衣類・日用品などの不用品を救世軍や児童養護施設に寄付。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、セカンド・ハーベスト・ジャパン、

ＴＥＬＬ、命の電話 

９ 

活動の概要 社員がラッフル・チケット（くじびき券）を購入。その売上金、および同額を会

社がマッチングした寄付金を合わせてチャリティー団体に寄付。 

活動名 年末年始チャリティー募金 

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、セカンド・ハーベスト・ジャパン、

ＴＥＬＬ、命の電話、女性の家サーラー、一粒会 

10 

活動の概要 社員から集めた寄付金と、会社からの寄付金（マッチング・ギフト）をチャリテ

ィー団体に寄付。 

活動名 新潟県中越地震に対する義援金 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 新潟県 

11 

活動の概要 社員からの寄付金、およびその同額を会社がマッチングした寄付金を合わ

せて寄付。 
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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努めています。 

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． サスティナビリティ報告書に記載 〔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    

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 「矢崎科学技術振興記念財団」への寄附 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 （財）矢崎科学技術記念財団 

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 水害・地震被災地への復旧支援とお見舞い 

活動形態 ｄ、ｅ    

寄付･連携先 新潟水害、新潟中越地震被災地 

２ 

活動の概要 仮設住宅建設LPガス設備工事の支援と、空調機器の点検・修理の実施。 

活動名 水使用量の節減 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先 メキシコ 

３ 

活動の概要 工場敷地内に雨水をためるタンクを設置、樹木への散水用に利用し、これ

までの79%削減。またトイレのタンク内にレンガなどを入れ、満水量を削減。 

活動名 廃棄樹脂を再資源化 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先 エルコムインク（アメリカ、メキシコ） 

４ 

活動の概要 

 

工程中央に廃棄樹脂置き場を設置し、無駄の見える化を図り、半年間で廃

棄処理コストを半分以下に低減。また、自社でリペレット化を行い、廃棄樹

脂を再資源化。 

 

株式会社安川電機 
５．社員のボランティア活動支援策 

その他 〔積み立て休暇〕 

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：  www.yaskawa.co.jp/kankyo/index.htm    
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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 

寄付･連携先 大磯寮 

１ 

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 保有ビルの共用空間に美術工芸品（モニュメント）を設置 

活動形態 ｅ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 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）を設置する

ことにより、街に潤いと安らぎを提供している。 

 

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 「 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・ 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 ４ 

活動形態 ｃ    
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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 

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   

寄付･連携先 山形交響楽団 

５ 

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）〕 

４．推進体制 

担当部署名  スタッフ数 名

Ｂ． 社内横断的推進組織〔小さな親切運動 山口支部〕 

Ｄ． 企業財団・公益信託〔（財）山口経済研究所、（財）やまぎん地域企業助成基金〕 

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、2004年度には注目を浴びている

経営者による講演会や、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 ほか 

３ 

活動の概要 1984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。

2001年度からは、広島・福岡まで対象を広げ、2004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、2003年９月に「下関ミ

キサー会」、2004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。 
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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 2005年3月末現在、100クラブ約3,700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 

６ 

寄付･連携先 各地で開催される祭りや各種イベントに、資金と、人の両面から支援。 

活動名 海外留学生・研修生および山口県教職員研修生の受け入れ 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 アジア・中近東の留学生、研修生に対し、住居の提供や生活面での支援な

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 （財）山口経済研究所、（株）北九州経済研究所 

９ 

活動の概要 1974年に（財）山口経済研究所、2002年10月に（株）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 （財）九州経済調査協会 

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」、ならびに「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〕 

D．企業財団・公益信託 〔社会貢献推進サポーター〕 
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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://jp.yamatake.com/corp/eco/kouken.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ＡＰＴ（アプリケーションプラザ東京）見学 

活動形態 ｄ   

寄付･連携先 岐阜県立岐阜工業高等学校設備システム科 

１ 

活動の概要 岐阜県立岐阜工業高等学校設備システム科の生徒13名が、ビル

システムカンパニーのＡＰＴを見学。 

活動名 桜ノ宮公園、源八橋の清掃 

活動形態 ｄ    

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 月に１度、有志による桜ノ宮公園、源八橋の清掃。 

活動名 関東学院大の建築設備自動制御の講義 

活動形態 ｄ  

寄付･連携先 関東学院大学 

３ 

活動の概要 春季は工学部大学院対象に”建築設備自動制御特論”、秋季は工

学部対象に”建築設備自動制御”の講義を実施、各51時間。 

活動名 グラウンド開放 

活動形態 ｄ   

寄付･連携先 村岡フェニックス・他４チーム(少年野球)､三ツ沢シニア（リトルリー

グ）・ストロング（ママサンソフト）・青年野球１チーム 

４ 

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 江ノ島クリーンキャンペーン 

活動形態 ｄ     

寄付･連携先 藤沢地区廃棄物対策協議会 

５ 

活動の概要 山武グループに展開し、藤沢管轄で約１40名参加。 

活動名 省エネ工場見学会 

活動形態 ｄ、ｆ   

寄付･連携先  

６ 

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

ウハウを紹介、ビジネスマン向け757名、海外研修生80名、学生

212名の実績。 

活動名 渋谷区立常盤松小学校４年生に対する環境教育の実施 

活動形態 ｄ、ｆ    

寄付･連携先 渋谷区立常盤松小学校 

７ 

活動の概要 地域の環境問題について児童達が自主的に調べ、その学習成果

を地域の方々にも発表。 

活動名 金王八幡宮大祭への協賛 

活動形態 ｇ    

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 地域祭りへ先導車スポンサー提供とうちわ配布。 

活動名 工場納涼祭 ９ 

活動形態 ｃ、ｅ、ｆ    
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寄付･連携先  

活動の概要 藤沢工場、湘南工場、伊勢原工場において、地域住民や社員家

族を招いて納涼祭を開催。 

活動名 赤十字救急法救急資格講習会実施 

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、

会場となる会議室の提供および事業協力金で支援。 

 

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、時代を担う子どもたちの心を育

む活動や、持続可能な未来社会のための活動を中心に、社会貢献活動を行っています。 

３．重点分野 〔社会福祉、健康･医学、学術･研究、教育･社会教育、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 文化広報室 スタッフ数 ７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 

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：  www3838.com/profile/04torikumi/activity/index.html 

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 岡山県内の全小学校、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」「命のつながり」「国際理解」などのテーマ

に沿って約10冊を選定し、小学校へ寄贈。 

活動名 子どもたちのための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・いのち」を育む

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 地域の小学校および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「自然環境」「いのち」などにつ

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 地域の小学校 

４ 

活動の概要 小学校への出張授業、ミツバチを通じて学ぶ総合学習支援。 

活動名 チャリティ文化セミナー ５ 

活動形態 ｆ   
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寄付･連携先 一般参加者、寄付先は緊急災害等 

活動の概要 「健康」「教育」「文化」「国際理解」「環境」などをテーマに講演会、コンサート

などを開催。寄付金は災害援助などの社会活動の費用とする。 

活動名 ネパール支援活動 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｆ    

寄付･連携先 現地日本語学校、現地の村 

６ 

活動の概要 社員および一般参加希望者と共にカトマンズ近郊の山に植樹活動。日本語

学校への経済支援、教材寄付。 

活動名 中国内モンゴル植樹活動 

活動形態 ａ、ｄ、ｆ、ｇ     

寄付･連携先 中国内モンゴル（フフホト、トプトサキ）、横浜国立大学、一般参加者 

７ 

活動の概要 現地植生調査、苗木生産、植樹活動。 

2004年より一般参加者を募り、植樹祭を開催。 

活動名 南アフリカの子どもたちに図書を贈る活動 

活動形態 ｇ     

寄付･連携先 南アフリカの小学校、IBBY（国際児童図書評議会） 

８ 

活動の概要 南アフリカの小学校に25の図書室と図書（約300冊）の寄贈を継続的に行

う。 

活動名 地元養護施設へ支援活動 

活動形態 ｂ、ｄ、ｆ、ｈ   

寄付･連携先 地元の養護施設 

９ 

活動の概要 毎年４回の本の寄贈と、ボランティアによる本の読み聞かせ。 

 

ヤマト運輸株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

こどもの交通事故防止のため、１９９８年より地域のこどもたちに交通事故から身を守る知識を伝え、同

時に社員にたいする安全意識高揚をはかる場として、全国各地で「こども交通安全教室」を開催してい

る。2005年８月には参加児童の累計数が100万人を突破。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

グループ企業理念 

具体的な内容は、社員行動指針の「社会的弱者への支援」「地域社会との健全なおつきあい」に記載し

ている。 

３．重点分野 〔地域社会の活動〕 

４．推進体制 

担当部署名 社会貢献部（社会貢献課） スタッフ数 全国３００名

A．事業所毎の社会貢献担当者  主管支店ごとに社会貢献課長 

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 〔ＣＳＲ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/kaisha/syakai/index.html   

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ヤマト福祉財団 助成事業（１９９３年～） 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 ヤマト福祉財団 

１ 

活動の概要 

 

2004年度は障害者施設を中心にした一般助成を94件5,960万円、障害のあ

る大学生への奨学金34件2,040万円の助成をおこなった。 
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活動名 「クロネコメール便」配達事業（2004年～） 

活動形態 ｇ   

寄付･連携先 ヤマト福祉財団 きょうされん 日本セルプセンター ぜんころなど 

２ 

活動の概要 

 

障害者就労支援の一環として、小規模作業所や授産施設にメール便配達 

業務を新しい就労の場として提供。全国で315名が就労中（2005年８月）。 

活動名 音楽宅急便～おしゃべり好きなコンサート～ 

活動形態 ｆ  

寄付･連携先  

３ 

活動の概要 

 

クラッシック音楽を聞く機会の少ない地方の方々に、一流オーケストラを無

料で楽しんでいただく。1986年から累計197回開催。30万人が参加。 

活動名 ふくしねぶた 

活動形態 ｄ     

寄付･連携先 青森ねぶた祭り実行委員会 ヤマト福祉財団 他 

４ 

活動の概要 

 

青森ねぶた祭りで当社のだし「ふくしねぶた打籠」運行のお手伝いに社員役

100名が参加。2004年は約350名の障害者を招待。 

活動名 「スワンベーカリー」チェーンの展開（1993年～） 

活動形態 ｅ   

寄付･連携先 ヤマト福祉財団 

５ 

活動の概要 

 

障害者の雇用確保と自立できる賃金支給を目的にチェーン展開。 

2005年３月末現在、直営店３店、チェーン11店、障害者113名が就労中。 

活動名 「パワーアップセミナー」を開催 （1996年～） 

活動形態 ｅ   

寄付･連携先 ヤマト福祉財団 

６ 

活動の概要 

 

「月給１万円からの脱却を目指して」をテーマに、共同作業所の経営力・商

品力アップによって収入向上を目指すセミナー。2004年度は全国８カ所、

240名が受講した。 

 
ヤマハ株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

当社は、企業理念の中に定める「社会への約束」として、下記の考え方を掲げています。 

 『安全と地球環境への配慮を 優先し、高い倫理性をもって法律を遵守し、良き企業市民として、地域

社会、グローバル社会への社会・文化・経済の発展に貢献します。』 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

行動規準(コンプライアンスガイド)に、下記を定めています。 

「社会貢献活動の推進 － ヤマハは、事業を通じて社会の発展に貢献するとともに、社会貢献活動を

推進し、社員の社会貢献活動も応援します。」 

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 

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：  www.yamaha.co.jp/corporation/enviroment/index.html  
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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応援。 

活動名 国際管楽器アカデミー 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 浜松市 

３ 

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 ＣＳＮ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 ものづくりを通じての、在日外国人子弟と日本人小学生の交流支援。 

(手作りエレキギター製作の指導、部品提供) 

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 

５ 

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 

６ 

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 自由演奏会実行委員会 

７ 

活動の概要 

 

年齢や演奏レベル、地域や団体の枠を超えたアマチュア演奏家による大規

模なリハーサルとコンサート。実行委員会事務局として運営協力。 

活動名 浜名湖花博、愛・地球博への協力 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ      

寄付･連携先 商工会、日本国際博覧会協会等 

８ 

活動の概要 イベントの音楽企画提案や施設への音響機器の提供などで協力。 

活動名 楽器寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 パイロット日本基金 

９ 

活動の概要 音楽イベント会場でのチャリティー売上金を、ＮＰＯ法人を通じて４つの障が

い児施設に打楽器を寄贈。 

活動名 スマトラ沖地震義捐金 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 日本経団連 

10 

活動の概要  
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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

展する事をめざします。 

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 総務お客様相談Ｇｒ．社会活動推進担当 スタッフ数 ３名（兼任含む）

B．社内横断的推進組織〔ＣＳＲ推進プロジェクト〕 

D．企業財団・公益信託〔日本マリンスポーツ普及教育振興財団、ヤマハ発動機国際友好基金〕 

Ｅ．社員によるボランティア組織等〔おもしろエンジンラボ、ヤマハ発動機ラグビースクール〕 

５．社員のボランティア活動支援策 

青年海外協力隊休職、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. サスティナビリティ報告書〔ヤマハ発動機グループＣＳＲリポート２００５〕 

Ｃ. 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 

〔ヤマハ発動機の社会活動（新たな感動と豊かな生活をめざして）、小冊子「地球にいいこと」〕 

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、関連会社を含む社員

やその家族1,200名がゴミ拾いをし、その後子ガメの放流を行った。分別回収

したゴミは弊社に持ち帰り焼却施設で処分。 

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 

２ 

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、体力づく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 

３ 

活動の概要 全国の小学生以下の児童（応募数：4,873点）を対象に、海や浜など水辺の絵

を描くことにより水辺への理解を深め、地球環境保護意識が育まれることを目

的に開催。 

活動名 社員ボランティア「おもしろエンジンラボ」のものづくり体験講習 

活動形態 ｄ、ｇ 

寄付･連携先 浜松科学館、地元小学校・市町村施設 

４ 

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（スタッフ50人）派遣と独自プログラムで体験講習を開催 

活動名 入所授産施設の学園生の工場実習受け入れ ５ 

活動形態 ｃ、ｆ 
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寄付･連携先 浜松市内にある入所授産施設 

活動の概要 卒園予定者（30名）の集団行動・仕事に対する自信と自立をめざして、５日間

工場実習を行った。 

活動名 友愛日中研修生の工場実習受け入れ 

活動形態 ａ、ｇ 

寄付･連携先 友愛日中研修協会 

６ 

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入（２名）に協力した。 

活動名 電動「パッソル」寄贈 

活動形態 ｂ 

寄付･連携先 磐田市・掛川市・袋井市等の行政 

７ 

活動の概要 省エネとクリーンエネルギーの活用推進の一環として電動「パッソル」を

京都や岐阜などの観光都市行政や地元行政に百数十台寄贈した。 

活動名 ヤマハスポーツ文化フォーラムの開催 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先 （財）日本水泳連盟、（財）日本体育施設協会 

８ 

活動の概要 全国４都市で、子供の体力向上と健全な心身を養うためのプール利用や水泳

教室の重要性をテーマにパネルディスカッション等を行った。 

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 

９ 

活動の概要 遠州地区の本社・工場９ｶ所の近隣地域の祭典や花火大会、イベント等への

駐車場・屋上開放や寄附等の協賛 

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正施設等 

１０ 

活動の概要 施設を定期的に訪問し、園児たちと一緒に折り紙やパズル・サッカー等の

ゲーム遊びをしたり、弊社イベント時に招待をするなど交流を深めた。 

 

ＵＦＪニコス株式会社 
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るため、弊社

の主要商品の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。 

３．重点分野 〔社会福祉、スポーツ、文化･芸術、環境、災害救援〕 

４．推進体制 

担当部署名 品質管理室 スタッフ数 ４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.ufjnicos.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 カード会員向けの社会貢献ポイントサービスで、カード利用金額に応じたポ

イント（金額）を会員の希望により寄付します。 

活動名 社会貢献型各種提携カードの発行 

活動形態 ａ 

２ 

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 
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活動の概要 各種団体と提携カードを発行し、カード利用に伴う利益の一部を提携先また

は弊社より寄付します。 

活動名 災害支援のための募金活動（中越地震への対応） 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 中央募金会など 

３ 

活動の概要 弊社カードシステムを活用し、カード会員を対象に募金活動を実施しました

（告知・募集経費は弊社負担）。 

 

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）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）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 

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 〔新生 雪印乳業の歩み 2002～2004 活動報告書2005〕 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 （株）こどもの国牧場の支援 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 （株）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）酪農総合研究所の支援 

活動形態 ａ、ｄ 

寄付･連携先 （株）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 

 

ユニ・チャーム株式会社 
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〔ＣＳＲ報告書２００５〕 

 

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〕 
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７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 観光立県支援 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 NPO法人 観光立県支援フォーラム 

１ 

活動の概要 千葉県の観光立県の早期実現を目指す。 

活動名 スマトラ沖大地震義援金募金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本赤十字社 

２ 

活動の概要 義援金募金 

 

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を行う。（企業行動憲章） 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

・全社的な環境保全活動、環境に優しい商品の開発から持続可能社会の確立に貢献する。 

・「人々の幸福と生活の向上」に向けて、自社の技術・ノウハウ・人材を基に特色のある社会貢献に取 

り組む。 

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、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 

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 

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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書に記載 〔環境・社会活動報告書2004，ライオンＣＳＲ報告書2005〕 

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/cominfo/sectop/ 

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   

寄付･連携先 ライオン歯科衛生研究所 

１ 

活動の概要 歯牙疾患予防に関する調査研究、地域社会における口腔衛生普及活動、

歯科診療所による予防歯科臨床、健康教育の研究・指導。 

活動名 学術支援活動 

活動形態 ａ   

寄付･連携先 歯科基礎医学会、日本口腔衛生学会、日本歯周病学会、日本小児歯科学

会 

２ 

活動の概要 予防歯科に関して創造的な研究者に対して盾と賞金を進呈。 

活動名 災害支援活動 

活動形態 ａ、ｂ、ｈ   

寄付･連携先 被災地の自治体、日本経団連、赤十字など 

３ 

活動の概要 

 

被災地に対して、寄付や自社製品を無償で提供する。被災地の復興支援

ボランティアに特別休暇や交通費負担のサポートをする。 

活動名 社会福祉団体への寄付 ４ 

活動形態 ａ、ｂ、ｈ   
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寄付･連携先 福祉施設や団体 

活動の概要 

 

障害者施設や社会福祉団体、またはそれらをサポートするボランティア団

体に寄付や自社製品の無償提供。 

活動名 社会福祉活動 

活動形態 ｃ、ｈ   

寄付･連携先 福祉施設や団体 

５ 

活動の概要 社員ボランティアを募り、養護施設の子どもたちを隅田川花火大会に招待。

活動名 地域活動への参加 

活動形態 ｇ、ｈ    

寄付･連携先 地域社会 

６ 

活動の概要 社員ボランティアによる地域社会の清掃活動に参加（神奈川県酒匂川清

掃、大阪市福島北公園清掃など）。 

活動名 自然保護活動 

活動形態 ｇ、ｈ   

寄付･連携先 地域社会 

７ 

活動の概要 コアジサシの営巣つくりや絶滅危惧種の「小田原めだか」の増殖。 

活動名 教育活動への支援 

活動形態 ｇ、ｈ    

寄付･連携先 教育機関 

８ 

活動の概要 

 

身近な科学を小学生に伝えるボランティアへの社員参加の支援。洗浄の科

学など、実社会の科学の体験授業への社員派遣など。 

活動名 次世代育成支援活動 

活動形態 ａ    

寄付･連携先 社会団体 

９ 

活動の概要 

 

子どもたちに「夢」や「生きる力」を与える二十一世紀倶楽部の活動に協力

し、「夢の課外授業」（子ども夢基金）に協賛。 

活動名 地域防災活動への支援 

活動形態 ｄ    

寄付･連携先 地域社会 

10 

活動の概要 

 

地域の防災大会などで屋内消火栓操法の演技を披露し、地域防災意識の

普及・向上活動に協力。 

 

株式会社リコー 
１．社会貢献のミッションや目標 

■ 基本方針 

リコーグループは、企業市民としての役割を自覚し、志を同じくする人々とのパートナーシップのもと、社

会貢献活動を積極的に行う。 

２．社会貢献活動の指針やガイドライン 

■ 具体的行動規範 

①地域社会に寄与する社会貢献活動を実践する。 

企業活動は、地域社会との深いかかわりの中で行われるものである。したがって、役員および社員

は、リコーグループが地域社会から歓迎され、親しまれ、信頼されたいと考え、地域社会の文化的、経

済的な発展をはかる地域社会に密着した社会貢献活動に努めなければならない。 

②社会貢献活動を重んずる企業風土を醸成する。 

企業としての社会貢献活動とともに、役員および社員一人ひとりが、社会貢献のあり方を考え、身近な

社会貢献活動を進んで実践することが必要である。役員および社員は、ボランティア活動等の社会貢

献活動の実践を通じ、社会貢献活動を重んずる企業風土の醸成に取り組まなければならない。 
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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 社会貢献推進室 スタッフ数 ８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 〔社会貢献クラブ  FreeWill 〕 

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 

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 〔社会的責任経営報告書〕 

Ｃ． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 〔リコーにおける社会貢献活動〕 

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/       http://www.ricoh.co.jp/kouken/kids 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 生きる力を大地から学ぶ （NPO法人 市村自然塾関東の活動） 

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 

 

青少年の健全育成を目的に、2002年、リコーがNPO法人として設立。 

2004 年度は、首都圏の小中学生 49 名が、3 月 7 日から、12 月日まで、18

ステージ（延 108 日間）の活動に参加した。佐賀県でも、NPO 市村自然塾

九州が同様な活動を行っている。 

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、（財）日本科学技術振興財団 

２ 

活動の概要 

 

1999年からスタートした、青少年のための科学体験教育プログラム。実際

のコピー機を分解し、その原理や仕組みを開発者から直接学ぶ。 

2004年度は、東京と島根県出雲市で実施。 

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 科学技術館 

３ 

活動の概要 

 

コピーが出来上がる６つのプロセスを、子どもたちが自分で体験できるワー

クショップ。2004全国大会には、約500名が参加。 

活動名 ティーチャーズワークショップ ～コピー機・静電気が基本？～ 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｆ、ｇ    

寄付･連携先 （財）新技術開発財団、（財）日本科学技術振興財団 

４ 

活動の概要 

 

『リコーキッズワークショップ』の教師版。小中学校の先生方を対象に、プロ

グラムを体験してもらい、学校教育と企業の協働について考える。 

活動名 スプリングサイエンスキャンプ ～プリンティングテクノロジー～ 

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 

５ 

活動の概要 

 

文部科学省主催、高校生を対象とした２泊３日のサイエンスプログラム。 

2004年度は、画像形成・処理技術について豊富な実習を通して学ぶプログ

ラムで実施した。 

活動名 リコーフィル・ファミリーコンサート 

活動形態 ｃ、ｄ、ｆ、ｈ      

６ 

寄付･連携先 リコーフィルハーモニーオーケストラ 
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活動の概要 

 

大森事業所本館・大ホールで毎年実施している、無料クラシックコンサート。

1時間半のオーケストラ演奏が楽しめるとあって、いつも大勢の家族連れで

にぎわう。 

活動名 社会貢献クラブ FreeWill  

活動形態 ａ、ｄ、ｈ 

寄付･連携先  

７ 

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とあわせ寄付している。 

活動名 森林生態系保全プロジェクト（沖縄やんばる 他） 

活動形態 ａ、ｄ、ｇ、ｈ    

寄付･連携先 やんばるの森トラスト 他 

８ 

活動の概要 

 

生物多様性保全に配慮した天然林保全と周辺林の復元活動への支援とし

て、アジア・日本地区で計７件の寄付を実施した。「リコー親子自然教室」、

「リコー森の教室」なども実施。 

 

リコーリース株式会社 
１．社会貢献のミッションや目標 

環境経営／コンプライアンス／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。 

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〕 

４．推進体制 

担当部署名 環境・社会貢献推進室 スタッフ数 １名

Ｂ． 社内横断的推進組織〔ピンクリボンチーム〕 

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 

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 

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/kankyo/index.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 ピンクリボン運動 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ 

寄付･連携先 朝日新聞社 

１ 

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。 

活動名 近隣清掃活動 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先 各地方自治体 

２ 

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10ｶ所で実施。 

活動名 献血 

活動形態 ｄ、ｆ 

３ 

寄付･連携先 日本赤十字社 
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活動の概要 社員有志による献血活動を東京・大阪で開催。合計120名が参加。 

活動名 発展途上国住民の生活支援 

活動形態 ｄ、ｅ 

寄付･連携先 ハンガーフリーワールド 

４ 

活動の概要 書き損じハガキ回収キャンペーンに協力。 

活動名 社会貢献型株主優待制度 

活動形態 ａ、ｆ 

寄付･連携先 （社）国土緑化推進機構 

５ 

活動の概要 100株以上の株主に、コカ・コーラ商品券を半期毎に2枚贈呈。その利用額

に応じて現金寄附。2005年５月第１回は56万余円。 

活動名 富士山緑化活動 

活動形態 ｄ、ｆ、ｇ、ｈ 

寄付･連携先 （社）国土緑化推進機構／リコーグループ各社／その他の企業 

６ 

活動の概要 上記５の寄付に関連して、社員も汗を流すべきとの考えから、当社だけでな

く、グループ各社、中央区主要企業、ボランティアネットを通じて参加者を募

り実施。企業間の連携もとりながらの社会貢献となった。 

活動名 「ボランティア活動の現場」情報提供 

活動形態 ｆ、ｈ、ｉ 

寄付･連携先  

７ 

活動の概要 ボランティア情報を選別した上で、社内電子掲示板に掲載するとともに、実

際に社員がその活動に参加した場合には、その活動の状況をレポートす

る。それによって世の中にはどんなボランティアがあるのか、その活動を行

うことによって、どんなことを感じるのか全社員に知らせ、それによってボラ

ンティア活動の活発化を推進している。 

活動名 名刺に点字 

活動形態 ｄ、ｆ 

寄付･連携先  

８ 

活動の概要 東京支社では、所属の営業担当者の名刺に、社名、氏名、電話番号を入れ

て、実際の営業活動でその名刺を使っている。 

これは、東京都中央区社会福祉協議会の「名刺に点字を打とう」という点字

講習会に出席した副支社長が支社内で提唱。社会貢献活動を推進すると

いう全社方針ともあいまって、障害者のことを思いやる心を育む目的から始

まった。営業活動での話題作りという副産物もあり、社内外から好意的に受

け止められている。 

 

株式会社菱食 
７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 日本経団連自然保護基金 

活動形態 ａ 

寄付･連携先 日本経団連自然保護協議会 

１ 

活動の概要 日本経団連自然保護基金の2004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、2001年度来継続して寄付を実施。今回は平

成１６年度分の寄付。 
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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 〔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 

B．社内横断的推進組織 〔ＣＳＲ委員会〕 

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.rengo.co.jp/mecenat/orche.html    

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、ｄ  

寄付･連携先 石川県音楽文化振興事業団 

１ 

活動の概要 

 

石川県と金沢市が中心となり発足したわ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 南極観測隊への段ボール箱寄贈 

活動形態 ｂ  

寄付･連携先 国立極地研究所 

２ 

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、第一次観測隊以

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  

３ 

活動の概要 

 

弊社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、坂東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。 

活動名 日比野克彦氏ワークショップ（作品教室）の会場提供 

活動形態 ｂ、ｃ、ｄ   

寄付･連携先  

４ 

活動の概要 

 

段ボールアーティスト日比野克彦氏による、一般市民対象のワークショップ

会場として弊社利根川事業所を提供し、段ボールなどの資材を用意した。 

活動名 「新潟県中越地震」被災地への支援 

活動形態 ａ、ｂ  

寄付･連携先  

５ 

活動の概要 

 

2004年10月23日新潟県中越地震の被災地に、義捐金および段ボールシー

ト・ケースその他の救援物資を提供した。 

活動名 「スマトラ島沖地震・津波」被災地への支援 

活動形態 ａ  

寄付･連携先 日本経済団体連合会、盤谷商工会議所、ジャカルタジャパンクラブ法人部

会 

６ 

活動の概要 

 

2004年12月26日のスマトラ島における地震・大津波で被害を受けたインド

洋周辺国に対する義捐金寄付を、日本経団連等を通じて行った。 
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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 ＣＳＲ推進ステーション スタッフ数 ８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 アテネパラリンピック日本選手団応援募金 

活動形態 ａ、ｇ    

寄付･連携先 パラリンピック日本選手団応援募金事務局 

１ 

活動の概要 アテネパラリンピック日本選手団を支援するため、全国のローソンで募金を

実施しました。 

活動名 第１回高校生大和川手作りいかだ下り＆クリーンアップ大会 

活動形態 ｂ、ｇ  

寄付･連携先 大阪府 

２ 

活動の概要 大会に協賛し、優勝チームや参加者への賞品を提供しました。 

活動名 ふるさと田んぼと水 子ども絵画展２００４ 

活動形態 ａ、ｂ、ｇ   

寄付･連携先 全国土地改良事業団体連合会 

３ 

活動の概要 全国の子どもたちに環境保全についての教育支援を行う絵画展に協賛しま

した。 

活動名 緑化貢献事業 

活動形態 ａ、ｂ、ｄ、ｇ 

寄付･連携先 （社）国土緑化推進機構 

４ 

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  

５ 

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 

６ 

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 

７ 

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。 
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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 

８ 

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 

９ 

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 

１０ 

活動の概要 地域の美化活動に協力。 

 

株式会社ロイヤルホテル 
１．社会貢献のミッションや目標 

誇りうる№１ホテルグループの創造を通じ、社会に貢献すること 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 バリアフリー委員会 

活動形態 ｆ 

寄付･連携先  

１ 

活動の概要 月１回の例会（15名程度）、週1回の手話教室の開催。外部インストラクター

を招いての、バリアフリー研修（年１回）。 

活動名 中高生に対する館内見学の実施 

活動形態 ｄ 

寄付･連携先  

２ 

活動の概要 2004年度は、28校に対して実施の計31名の学生に対して館内を案内。 

 

株式会社ＷＯＷＯＷ 

５．社員のボランティア活動支援策 

Ｖ休暇、Ｖ表彰 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 中越地震 

活動形態 ａ、ｄ、ｈ    

寄付･連携先 日本経団連 

１ 

活動の概要 社内で募金。中央共同募金会経由で寄付。 

社員のボランティア休暇（有給）制度で社員のボランティア活動を支援 
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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 

寄付･連携先 千葉県千葉市稲毛区 

２ 

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 

Ｂ． サスティナビリティ報告書〔ＣＳＲ報告書〕 

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

ガンに掲げ「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、地域社会の活動、国際交流･協力〕 

４．推進体制 

担当部署名 社長室 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、Ｖ機会提供 

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 〔ふれあい報告書〕 

C． 社会貢献活動に関するパンフレット・冊子等を作成 

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/syakai/syakai.html 

７．主な社会貢献活動メニュー 

活動名 お食事会 １ 

活動形態 ｂ、ｃ、ｄ、ｆ、ｈ   
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寄付･連携先  

活動の概要 

 

何らかの原因で、社会参加が少ない方を店舗に招待し、「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、くすのき園、横浜訓盲院、相模原養護学校、足立養護

学校 

２ 

活動の概要 

 

福祉施設、養護学校でのバザーやお祭りに模擬店を出店し、売上金を開催

団体へ寄付している。 

活動名 ＮＰＯ法人 School Aid Japan の支援 

活動形態 ａ、ｆ   

寄付･連携先 ＮＰＯ法人 School Aid Japan／シャンティ国際ボランティア会 

３ 

活動の概要 

 

「自分たちの手で行う社会貢献」をテーマに設立したＮＰＯ法人『School Aid 

Japan』へ社員、アルバイトからの寄付、店舗での募金箱、ふれあいカードに

よる寄付を行う。 

活動名 エコフェスタ（環境展） 

活動形態 ｆ、ｇ、ｈ    

寄付･連携先 大田区立中富小学校／大田区環境保全果 

４ 

活動の概要 

 

区民の環境意識の高揚を目的にして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と「五感で学ぶリサイ

クル」のクイズ形式で環境について学ぶブースを出展。 

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う。 

活動名 「和み亭」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製品を、「和み亭」店内に設置したショーケースに陳

列・販売し、販路を広げるお手伝いをしている。 

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 

 

新卒社員研修の一環として、福祉施設や病院にてボランティア活動を行

い、サービスの原点である「ホスピタリティ」を学んでいる。 

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  

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 瀬棚町役場 

９ 

活動の概要 

 

小学校高学年生を対象とした、北海道瀬棚の自然の中で行う教育活動。 

子どもたちに、自然とのふれあいを通じて、ひとりひとりの、はてしない可能

性を感じてもらうことを目的とし、子どもたちが自分自身の“意思”をもつた

めの“偶然”を提供するたに開催している。 
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