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おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先 発行人発行人発行人発行人

品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進室

〒221-0052

神奈川県横浜市神奈川区栄町3-12

パシフィックマークス横浜イースト

ＴＥＬ：045-453-5612 ＦＡＸ：045-453-5617

発 行

発行責任者

企画・編集責任者

発行部署

2012年8月

取締役 原口 豊彦

品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進室 杉本 勝広

株式会社富士通ワイエフシー

品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ推進室

2011年4月1日から2012年3月31日まで （一部を除く）

これ以前の報告につきましては、当社ホームページに

バックナンバーを掲載しておりますので、こちらからご

確認下さい。

http://jp.fujitsu.com/group/yfc/eco/

本書本書本書本書のののの対象期間対象期間対象期間対象期間

� 報告対象範囲

本書では当社の環境的側面並びに社会的側面の一部に関する考え方、取り組み、成果を報告し

ております。

バックナンバー

環境報告書(No.4) 2011年度版

環境・CSR報告書(No.3) 2010年度版

環境・CSR報告書(No.2) 2009年度版

環境・CSR報告書(No.1) 2008年度版
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富士通ワイエフシーの企業理念

＋＋＋＋

何事何事何事何事にもにもにもにも、、、、好奇心好奇心好奇心好奇心をををを持持持持ってあたれってあたれってあたれってあたれＳＥＮＳＥＳＥＮＳＥＳＥＮＳＥＳＥＮＳＥ

とにかくとにかくとにかくとにかく速速速速いいいい対応対応対応対応をををを

よくよくよくよく学学学学べべべべ、、、、敵敵敵敵をををを良良良良くくくく知知知知れれれれ、、、、己己己己をよくをよくをよくをよく知知知知れれれれ

一人一人一人一人ひとりがきらりとひとりがきらりとひとりがきらりとひとりがきらりと輝輝輝輝こうこうこうこう

兎兎兎兎にににに角角角角、、、、笑顔笑顔笑顔笑顔をををを忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに、、、、健康健康健康健康にににに

ＳＰＥＣＩＡＬＳＰＥＣＩＡＬＳＰＥＣＩＡＬＳＰＥＣＩＡＬIIIIＴＹＴＹＴＹＴＹ

ＳＴＵＤＹＳＴＵＤＹＳＴＵＤＹＳＴＵＤＹ

ＳＭＩＬＥＳＭＩＬＥＳＭＩＬＥＳＭＩＬＥ

ＳＰＥＥＤＳＰＥＥＤＳＰＥＥＤＳＰＥＥＤ

社員一人社員一人社員一人社員一人ひとりのひとりのひとりのひとりの能力能力能力能力とととと専門性専門性専門性専門性をををを高高高高めめめめ、、、、自自自自らららら考考考考ええええ行動行動行動行動するするするする自由闊達自由闊達自由闊達自由闊達なななな風土風土風土風土づくりとづくりとづくりとづくりと人材育成人材育成人材育成人材育成にににに
取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます

ひとづくりひとづくりひとづくりひとづくり

最適最適最適最適ななななサービスサービスサービスサービスをををを

おおおお客様客様客様客様のののの経営環境経営環境経営環境経営環境、、、、市場変化市場変化市場変化市場変化にににに即応即応即応即応しししし、、、、最適最適最適最適ななななICTICTICTICTソリューションソリューションソリューションソリューションとととと付加価値付加価値付加価値付加価値のののの高高高高いいいいサービスサービスサービスサービスをををを

真心真心真心真心をををを込込込込めてめてめてめて提供提供提供提供しししし続続続続けることによりけることによりけることによりけることにより、、、、おおおお客様客様客様客様のののの価値向上価値向上価値向上価値向上にににに貢献貢献貢献貢献しますしますしますします

おおおお客様客様客様客様とととと共共共共にににに

常常常常におにおにおにお客様起点客様起点客様起点客様起点でででで行動行動行動行動しししし、、、、おおおお客様客様客様客様からからからから信頼信頼信頼信頼されされされされ感謝感謝感謝感謝されるかけがえのないされるかけがえのないされるかけがえのないされるかけがえのないパートナーパートナーパートナーパートナーとしてとしてとしてとして、、、、

おおおお客様客様客様客様とととと共共共共にににに成長成長成長成長しししし歩歩歩歩みみみみ続続続続けていけるけていけるけていけるけていける企業企業企業企業をををを目指目指目指目指しますしますしますします

社会社会社会社会とととと共共共共にににに

社会人社会人社会人社会人、、、、企業人企業人企業人企業人としてとしてとしてとしてコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスコンプライアンスをををを遵守遵守遵守遵守しししし、、、、社会環境社会環境社会環境社会環境をををを配慮配慮配慮配慮したしたしたした行動行動行動行動をををを誠実誠実誠実誠実にににに実践実践実践実践するするするする

企業企業企業企業をををを目指目指目指目指しますしますしますします

行動指針行動指針行動指針行動指針 企業指針に基づき富士通ワイエフシーの社員が積極的に実践すべきこと

企業指針企業指針企業指針企業指針 企業理念の実現に向けて富士通ワイエフシーとして大切にすべき価値観

私私私私たちはたちはたちはたちは神奈川神奈川神奈川神奈川をををを拠点拠点拠点拠点にににに、、、、常常常常におにおにおにお客様起点客様起点客様起点客様起点でででで、、、、

最新最新最新最新・・・・最適最適最適最適ななななＩＣＴＩＣＴＩＣＴＩＣＴソリューションソリューションソリューションソリューションととととサービスサービスサービスサービスをををを提供提供提供提供しししし続続続続けることによりけることによりけることによりけることにより、、、、

おおおお客様客様客様客様のののの価値向上価値向上価値向上価値向上とととと地域社会地域社会地域社会地域社会のののの発展発展発展発展にににに貢献貢献貢献貢献するするするする企業企業企業企業をををを目指目指目指目指しますしますしますします

企業理念企業理念企業理念企業理念 富士通ワイエフシーの存在意義
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会社概要

� 社社社社 名名名名 株式会社富士通ワイエフシー

� 設設設設 立立立立 1966年3月25日

� 資資資資 本本本本 金金金金 1億円 (株式会社富士通システムズ・イースト 100%)

� 社社社社 員員員員 数数数数 286名 （2012年4月現在）

� 売売売売 上上上上 高高高高 42億円 （2011年度実績）

� 事事事事 業業業業 所所所所

� 本社 パシフィックマークス横浜イースト

〒221-0052 横浜市神奈川区栄町3-12

� アウトソーシングセンター

〒221-0057 横浜市神奈川区青木町4-6

� 事業内容事業内容事業内容事業内容

• システムインテグレーション

コンサルティング、システムの開発、ネットワークシステムの構築、

パッケージソフトの開発

• トータルアウトソーシング

コンピュータ各種計算業務及び管理運営業務の受託、iDC

• システム製品

ハードウェアの販売 （パソコン・サーバー・ネットワーク機器）

� 公的認定資格公的認定資格公的認定資格公的認定資格

• ISO9001 （品質マネジメントシステム） ： 2008年度版

• ISO14001 （環境マネジメントシステム） ： 2004年度版

• ISO27001 （情報セキュリティマネジメントシステム） ： 2006年度版

• プライバシーマーク： 2006年度版

� 加盟団体加盟団体加盟団体加盟団体

• FCA（富士通系情報処理サービス業グループ）

• 社団法人神奈川県情報サービス産業協会

• 社団法人神奈川経済同友会

• 社団法人神奈川県経営者協会

• 社団法人日本テレワーク協会

• 横浜商工会議所 など
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沿 革

� 昭和昭和昭和昭和４１４１４１４１年年年年０３０３０３０３月月月月

富士通株式会社と扶桑電通株式会社の共同出
資により資本金1千万円をもって株式会社扶桑
ファコムセンターとして発足

� 昭和昭和昭和昭和４６４６４６４６年年年年０５０５０５０５月月月月

新たに株式会社横浜銀行の資本参加を得て、資
本金5千万円（授権資本1億円）に増資
商号を株式会社横浜ファコムセンターに変更

� 昭和昭和昭和昭和５６５６５６５６年年年年０６０６０６０６月月月月

神奈川区青木町に本社ビルを新築

� 平成元年平成元年平成元年平成元年０４０４０４０４月月月月

資本金1億円（授権資本4億円）に増資

� 平成元年平成元年平成元年平成元年０５０５０５０５月月月月

本部事務所を新横浜に開設

� 平成平成平成平成０２０２０２０２年年年年０４０４０４０４月月月月

商号を株式会社ワイエフシーに変更

� 平成平成平成平成０７０７０７０７年年年年０９０９０９０９月月月月

本社ビルが通産省の電算機システム安全対策実
施事業所に認定（関東第82-（1）号）

� 平成平成平成平成１２１２１２１２年年年年０７０７０７０７月月月月

事業部門 ISO9001（品質マネジメントシステム）
認証取得 （登録番号：JQA-QM5092）

� 平成平成平成平成１３１３１３１３年年年年０４０４０４０４月月月月

商号を株式会社富士通ワイエフシーに変更

� 平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年０１０１０１０１月月月月

本社事業所 ISMS（情報セキュリティマネジメント
システム）認証取得 (認証番号：JQA-
ISMSP0011)

� 平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年０７０７０７０７月月月月

新横浜事務所を横浜市神奈川区栄町に移転
神奈川区栄町を「本社」、青木町を「アウトソーシ
ングセンター」と改称

� 平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年０３０３０３０３月月月月

経済産業省システムインテグレーター企業に登録

� 平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年０３０３０３０３月月月月

ISO14001（環境マネジメントシステム）富士通グループ
統合認証取得 （登録番号:EC98J2005）

� 平成平成平成平成１７１７１７１７年年年年０６０６０６０６月月月月

JIS Q15001：1999 プライバシーマーク付与
（認定番号 第A820505(01)号）

� 平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年０１０１０１０１月月月月

アウトソーシングセンターに生体認証（静脈認証）
装置を導入しセキュリティを強化

� 平成平成平成平成１８１８１８１８年年年年０４０４０４０４月月月月

病院向け遠隔運用監視センターを本社内にリ
ニューアルオープン

� 平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年０１０１０１０１月月月月

第1回 よこはまグッドバランス賞 受賞

� 平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年０２０２０２０２月月月月

第1回 Ｊ－ｗｉｎ Ａｗａｒｄ 敢闘賞受賞

� 平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年０９０９０９０９月月月月

次世代認定マーク（くるみん）の取得

� 平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年１０１０１０１０月月月月

均等・両立推進企業表彰（ファミリー・フレンドリー
企業部門）神奈川労働局長優良賞受賞

� 平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年１１１１１１１１月月月月

医療ワンストップサポートセンター リニューアル
オープン

� 平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年０１０１０１０１月月月月

神奈川県子ども・子育て支援推進事業者として認
証を取得

� 平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年０４０４０４０４月月月月

横浜市より、横浜型地域貢献企業に認定

� 平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年０７０７０７０７月月月月

第2アウトソーシングセンター オープン

� 平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年１１１１１１１１月月月月

第4回 ワーク・ライフ・バランス大賞 優秀賞受賞

� 平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年０１０１０１０１月月月月

第11回 テレワーク推進賞 会長賞受賞
（平成19年度からの4年連続受賞）

� 平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年０４０４０４０４月月月月

株式会社富士通システムズ・イースト100％出資
会社となる
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富士通グループの環境活動

� 富士通富士通富士通富士通グループグループグループグループのののの一員一員一員一員としてとしてとしてとして

当社では富士通グループの環境方針、並びに富
士通ワイエフシー環境方針に基づいた環境保全
の取り組みを行っております。低炭素で豊かな社
会実現のため、自社の活動から発生する環境負
荷の抑制と、当社環境ソリューションの提供によっ
て、お客様の環境負荷削減への取り組みに貢献
して参ります。

� 富士通富士通富士通富士通グループグループグループグループ環境方針環境方針環境方針環境方針

富士通は、1935年の創業以来、「自然と共生する
ものづくり」という考えのもと、環境保全を経営の
最重要事項の一つと位置づけ、富士通グループ
の事業の独自性を反映させた環境経営を推進す
るために「富士通グループ環境方針」を定めてい
ます。

� 環境環境環境環境コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト「「「「Green Policy 21」」」」

富士通の創業以来の「自然と共生するものづくり」
という考え方をグループ全社員に浸透させ、日々
の業務における実践を促すために、単なる意思
表明を越える行動コンセプトとして明記したものが
「Green Policy 21」です。「すべてをグリーンにし
ます」をスローガンとして掲げ、このコンセプトをあ
らゆる事業領域で実践していきます。

富士通グループ環境方針詳細
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/approach/policy/

� 中期環境中期環境中期環境中期環境ビジョンビジョンビジョンビジョン aaaa
「「「「GreenGreenGreenGreen PolicyPolicyPolicyPolicy 2020202020202020」」」」

Green Policy 2020ではテクノロジーソリューション
の「創造」と、さまざまな主体との「協働」に取り組
むとともに、富士通グループを低炭素型の企業活
動へ「変革」することを掲げています。これらを通
じて「低炭素で豊かな社会の実現」をめざします。

� 第第第第6666期富士通期富士通期富士通期富士通グループグループグループグループ

環境行動計画環境行動計画環境行動計画環境行動計画

富士通グループでは、環境方針に則り、環境経営

を強化していくための具体的な目標として中期行

動計画を策定しています。現在は、「第6期富士通

グループ環境行動計画（2010～2012年度）」を策

定し、この計画に則った環境活動を推進していま

す。

第6期環境行動計画について
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/management/plan/stage6/

富士通グループ生物多様性行動指針詳細

http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/approach/biodiversity/
中期環境ビジョン「Green Policy 2020」詳細
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/approach/vision/
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富士通ワイエフシーの環境方針

� 富士通富士通富士通富士通ワイエフシーワイエフシーワイエフシーワイエフシー 環境方針環境方針環境方針環境方針

当社は、富士通グループ環境方針に則り、その理念・行動指針を守るとともに、当社の企業理念である、お
客様起点で、最新・最適なＩＣＴソリューションとサービスを提供し続けることにより、お客様の価値向上と地
域社会の発展に貢献する企業を目指すうえで、下記の重点方針に取り組み、この方針を社内外に宣言しま
す。

１．地球環境に配慮した事業活動

お客様に信頼され感謝される、社会に貢献する企業であることを目指し、地球環境への影響を最小限に抑
えた事業活動に努めます。

２．ライフサイクルを通じた環境ソリューションの提供

お客様および地域社会に貢献するため、ライフサイクルを通じて環境に配慮したソリューションを提案・提供
致します。

３．環境意識の高揚

従業員一人ひとりに企業人・社会人としての環境行動を促すとともに、パートナーも含めて、一体となって環
境価値を生み出すよう啓発します。

株式会社 富士通ワイエフシー

代表取締役社長

２００４年７月２３日 制定

２００９年７月 ７日 改定

２０１１年７月１５日 改定
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2011年度環境目標/実績

環境目的（3か年計画） 環境目標（年度目標） 実績

達
成
状
況

関連ページ

電気使用量の削減※1
（2012年度末までに電気使
用量を2009年度実績比3％
削減し、434千kWhとする。）

電気使用量を2009年
度実績比2％削減し、
439千kWhとする。

電気使用量が計画値439
千kWhに対して実績値
330千kWhとなり達成した。

○
9ページ

節電施策

「環境をキーとした提案」活動
の推進
(2012年度末までにお客様に
対して「CO2削減率・削減量」
を盛り込んだ提案を25件以
上行う。)

2011年度末までに、
お客様に対して「CO2

又は電力削減率・削
減量」を盛り込んだ提
案を25件以上行う。

環境貢献ソリューション
（らくらく師長さん）の提案
件数27件を達成した。

○

10ページ

看護支援シ
ステムらくらく

師長さん

環境社会貢献活動の推進
（2012年度末までに、3件環

境社会貢献活動を実施す
る。）

環境社会貢献活動
（ボランティア活動な
ど）を、1件以上実施
する。

環境社会貢献活動として、

前年度に引き続き使用済

み切手を寄付する”シティ

OL-AID“を実施／活動を

展開中である。

○
11ページ

ボランティア
活動実績

生物多様性保全活動の推進

（2012年度末までに、3件生

物多様性保全活動を実施す

る。）

生物多様性保全活動
を、1件以上実施する。

社員有志にて清掃ボラン

ティア活動3件に参加し達

成した。

○

11ページ

社員有志に
て清掃ボラン
ティア活動に

参加

ステークホルダーとの環境コ
ミュニケーション活動の推進

（2012年度末までに、3件環

境コミュニケーション活動を実

施する。）

ステークホルダーとの
環境コミュニケーショ
ン活動を、1件以上実
施する。

「2011環境報告書」を作

成／当社ＨＰへ掲載し達

成した。

○
昨年度

環境報告書

2011年度は以下の環境目標を設定し、活動を行いました。年間を通した継続的な取り組みの結果、全ての項目
で目標を達成致しました。2012年度も目標の達成に向けてより一層環境活動に取り組んで参ります。

※1 照明等の事務所関連の電力消費を対象とし、アウトソーシングセンター運用等にかかる消費量を除きます。

○：達成 △：未達成
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2012年度環境目標

環境目的（3か年計画） 環境目標（年度目標）

電気使用量の削減※１

（2012年度末までに電気使用量を2009年度実績
比27％削減し、326千kWhとする。）

電気使用量を2009年度実績比27％削減し、326千

kWhとする。

「環境をキーとした提案」活動の推進
(2012年度末までにお客様に対して「CO2又は電力
削減率・削減量」を盛り込んだ提案を28件以上受注
する。)

2012年度末までに、お客様に対して「CO2又は電

力削減率・削減量」を盛り込んだ提案を28件以上受

注する。

環境社会貢献活動の推進

（2012年度末までに、3件環境社会貢献活動を実

施する。）

環境社会貢献活動（ボランティア活動など）を、１件

以上実施する。

生物多様性保全活動の推進

（2012年度末までに、3件生物多様性保全活動を

実施する。）

生物多様性保全活動を、１件以上実施する。

ステークホルダーとの環境コミュニケーション活動

の推進

（2012年度末までに、3件環境コミュニケーション活

動を実施する。）

ステークホルダーとの環境コミュニケーション活動を、

１件以上実施する。

2012年度は以下の環境目標を設定しております。

※１ 照明等の事務所関連の電力消費を対象とし、アウトソーシングセンター運用等にかかる消費量を除きます。
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節電施策

2011年度は330千kWhの消費となりました。※１

� 2011201120112011年度節電活動年度節電活動年度節電活動年度節電活動

東日本大震災の影響により、電力の需給が逼迫

した2011年、富士通グループは東京電力、東北

電力管内事業所の夏季節電目標として、2010年

度比最低15%以上の消費電力削減を掲げました。

当社も東電管内の事業者として、15%を目標に節

電に取り組みました。

目標達成のため、当社では社長を委員長とする

節電対策委員会を設置しました。節電施策の検

討にあたり、富士通グループ内にて情報共有を行

い、50項目近くの節電施策を検討しました。節電

効果や業務への影響、費用対効果等を勘案し、

その中から約20項目の施策を実施した結果、7月

～9月の3か月間の消費電力量を2010年度比

24.5%削減致しました。

� 当社節電施策当社節電施策当社節電施策当社節電施策のののの一例一例一例一例

1. パソコンの省エネ設定（輝度低下など）

2. 重要度の低い社内システムの一時停止

3. 電力使用量の見える化

4. スーパークールビズの実施

5. 残業、休日出勤の抑制

6. 夜間、休日の空調利用停止

7. 室外機への散水

8. 自販機・給茶機の撤去、または利用停止

9

※1 照明等の事務所関連の電力消費を対象と
し、アウトソーシングセンター運用等にかか
る消費量を除きます。
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電力使用量推移電力使用量推移電力使用量推移電力使用量推移

全社員のパソコンのディスプレイ輝度を70%以下に
設定しました

� 経済産業省資源経済産業省資源経済産業省資源経済産業省資源エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー庁庁庁庁よりよりよりより

節電達成証節電達成証節電達成証節電達成証をををを受領受領受領受領

2011年夏季の節電について、当社の節電効果検

証を経済産業省資源エネルギー庁に提出した結

果、15%以上の節電目標達成を認証して頂くこと

ができました。当社は今後も引き続き節電活動を

継続してまいります。
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環境ソリューションご紹介

� 看護支援看護支援看護支援看護支援システムシステムシステムシステム らくらくらくらくらくらくらくらく師長師長師長師長さんさんさんさん

らくらく師長さんは看護職員の勤務割作成を中
心とした看護管理業務の支援システムです。看
護職員の人事情報管理や、勤務情報を利用して
夜勤看護加算の判定や届出帳票の印刷など、
多数のオプション機能で看護管理業務を強力に
サポートします。 個人またはグループ単位で、
利用できる機能を設定することができるなど、セ
キュリティも万全です。
らくらく師長さんは富
士通株式会社の定
めるGRN規格：『環境
貢献ソリューション運
用制度に関わる規
定 』 （ 規 格 番 号 ：
GRN00-60001）に基
づく認定を受けまし
た。

� 「「「「医療医療医療医療ワンストップサポートセンターワンストップサポートセンターワンストップサポートセンターワンストップサポートセンター
サービスサービスサービスサービス」」」」

リモート監視サービスにより、トラブルの未然防止
と、万一の発生時にもセンターからの解決を実現
します。 従来は遠地のお客様の元へもＳＥが駆
けつけておりましたが、人の移動を抑制する事で
飛行機や電車を利用する場合に必要なCO2を抑
制します。※1

� 「「「「ファシリティーサービスファシリティーサービスファシリティーサービスファシリティーサービス（（（（KKKK----IDCIDCIDCIDC）」）」）」）」

当社データセンターでコンピュータを集中管理す
る事で、オフィススペースや空調の効率化を実現
します。お客様の大切なシステムを安全、安心に
エコな運用を致します。

� 「「「「中小顧客向中小顧客向中小顧客向中小顧客向けけけけBPOBPOBPOBPOサービスサービスサービスサービス」」」」

複数のお客様の印刷業務を当社で一括して行う
事で、機器の集約を実現します。また業務中発生
する不要な紙を専門業者に委託し、再利用してお
ります。

※1 トラブルの内容によっては従来通り
ＳＥが直接病院様にご訪問致します。

｢らくらく師長さん｣勤務表作成画面

� 環境配慮環境配慮環境配慮環境配慮ソリューションソリューションソリューションソリューション

環境貢献ソリューションは、ソリューション導入に
よるCO2削減効果が15%以上確認できる商品にの
み認定をおこなっておりますが、それに満たない
商品でも、環境負荷低減の取り組みが一定量見
込める商品には環境配慮ソリューションの登録を
行っております。

当社では09年度に以下3商品を環境配慮ソリュー
ションとして登録致しました。

� 環境貢献環境貢献環境貢献環境貢献ソリューションソリューションソリューションソリューションとはとはとはとは

ICTソリューション導入による環境貢献効果（二酸
化炭素排出量削減効果）を定量的に評価し、一
定基準を上回る商品を「環境貢献ソリューション」
として認定します。現在の基準値は15％です。
「環境貢献ソリューション認定商品」のカタログな
どには当社独自の「Green Policy Innovation ロゴ
マーク」を表示します。

「らくらく師長さん」を導入して頂きますと、勤務割
表作成作業の時間が大幅に削減されます。それ
により作成作業に必要であったICT機器使用時間
も削減され、業務効率化と同時に環境改善も達
成しております。
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ボランティア活動

� ボランティアボランティアボランティアボランティア活動実績活動実績活動実績活動実績

� ペットボトルキャップ収集
NPO法人「Reライフスタイル」様を通じ、社内で集めたペットボト
ルキャップを提供するボランティア活動を実施しています。

NPO法人「Reライフスタイル」 http://www.re-lifestyle.com/

� 切手収集
シティリビング様を通じ、社内で集めた切手を提供するボランティ
ア活動を実施しています。

「シティ OL-AID」 http://event.citywave.com/olaid/

• 環境保全環境保全環境保全環境保全／／／／社会貢献社会貢献社会貢献社会貢献

CO2削減、および発展途上国の人々の健康と幸せ、自立支
援、健康教育、環境衛生、母子健康・家族計画などの分野で
の国際協力に役立てます。

2011201120112011年度実績年度実績年度実績年度実績

◆ペットボトルキャップ

2008年10月より取組みを開始し、 2011年度はペットボトルキャップ約10,800個（およそ27

ｋｇ）を提供しました。この取組みで削減できたCO2総量は約85ｋｇ、13.5人分のワクチンを

贈ることが出来ました。

◆切手

2006年より取組みを開始し、2011年度は切手1,282枚を提供しました。

シティリビング様を通じ、財団法人ジョイセフ（家族計画国際協力財団）様に寄付されます。

中区クリーンアップＤＡＹに参加し、地元横浜の美化に貢献しました

11

� 社員有志社員有志社員有志社員有志にてにてにてにて清掃清掃清掃清掃ボランティアボランティアボランティアボランティア活動活動活動活動
にににに参加参加参加参加

2011年5月28日（土）中区役所が主催する区内一斉
清掃「中区クリーンアップＤＡＹ」に社員有志6名にて
参加致しました。
市民ボランティアの方約360名と共に、ＪＲ桜木町駅
から観光名所の山下公園までを清掃しました。街の
清掃活動をすることで、より一層街への愛着が湧く
機会となりました。

2011年10月9日（日）には同じく中区にて開催されま
した区民まつり「ハローよこはま」にも参加し、清掃
活動への参加と、社員有志より集めた品物を販売す
るチャリティバザーの出店を行いました。バザーの
売り上げは清掃活動の運営資金と気仙沼の被災地
への義援金として活用致しました。




