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地域社会での活動

社会貢献活動
三菱地所グループは良き企業市民として、社会との調和を大切にし、さまざまな社会貢献活動に取
り組んでいます。まちづくりを通じての各地域社会での活動をはじめ、環境保全、社会福祉、文化芸
術支援などの分野を中心に、三菱地所グループの特色を活かした多様な活動を推進しています。

■丸の内女声合唱団

「丸の内元気文化プロジェクト」＊の一周年企

画として、2005年8月、丸の内エリアの女性

約200名をメンバーとするエリア公認サークル

「丸の内女声合唱団」が結成され、大晦日に丸

ビル1F「マルキューブ」においてオーケストラ

とともにベートーベン「第九」を高らかに熱唱

しました。

■Pink Ribbon in Marunouchi 2005

丸の内では2005年10月を「ピンクリボン月間」

とし、東京ビル（2005年11月オープン）に開

業した女性のための総合医療サービスを提供

する「イーク丸の内」副院長を迎えてのトーク

セッションなど、乳がんについての正しい知識、

早期発見の大切さを伝えるためのイベントを開

催しました。

■丸の内ストリートギャラリー

（財）彫刻の森美術館の協力を得て、丸の内仲

通りに1972年より彫刻を展示しています（毎

年入れ替え）。

社 会 貢 献

＊丸の内元気文化プロジェクト：｢大手町・丸の内・有楽
町地区再開発計画推進協議会」と文部科学省が、まち
の文化力を高め、その力で社会を元気にすることを目的
として2003年5月に開始した活動。2005年度には84件
の事業を実施しました。

丸ビル１階で「第九」を歌う「丸の内女声合唱団」

丸の内仲通りの彫刻展示

2005年度 その他の主な活動 

●ホテル周辺の清掃活動
（株）ロイヤルパークホテルでは、近隣町内会と商
店街の清掃活動（毎月1回）に合わせて、当番制
にて参加しています。

●丸の内仲通りの季節展開
フラワーデザイナーによるコンペティション形式
で、丸の内仲通りを花々で彩る「フラワーギャラ
リー」、ミニガーデンを設けての「ガーデニングシ
ョー」、冬の街路をあたたかく彩る「丸の内イル
ミネーション」など、まちの季節感醸成に貢献し
ています。

●丸の内ガイドツアー
徒歩で大手町・丸の内･有楽町エリアを巡りなが
ら、まちの魅力を専門ガイドがご紹介します。
「丸の内元気文化プロジェクト」の一環として
2005年7月22日から始まりました。

●東京ミレナリオ協賛（12月24日～2006年1月1日）

●江戸天下祭協賛（10月24日～30日）

●日比谷シティ夜能協賛（10月13・14日）

●泉パークタウンサマーフェスティバル協賛（仙台市）

（8月20・21日）

●丸の内シャトル（無料巡回バス）の運行（通年）

Pink Ribbon in Marunouchi 2005

環境保全活動

■Nature Info Plaza 丸の内さえずり館

（財）日本野鳥の会との協働により、1999年にスタートし

た「丸の内さえずり館」は、2005年3月、新有楽町ビルに

移転し、三菱地所（株）の直営施設としてリニューアルオー

プンしました。一日平均50～60名の来館者を迎え、自然

との共生をテーマにしたさまざまな展示やイベントを行い、

丸の内で働く人々にひとときの安らぎを提供するととも

に、環境意識の啓発に努めています。

■Earth Day Marunouchi 2006

大手町・丸の内・有楽町地区では、2006年4月15日から23

日までの期間中、「アースデイ丸の内 2006」（主催：アー

スデイ丸の内実行委員会＊1）を実施しました。同催事は、

世界最大の環境イベントである「アースデイ」＊2の趣旨に

賛同し、「グリーン・トランスポート～地球に優しい交通

社会の未来～」をテーマに開催したもので、丸ビルをはじ

め、エリア内の会場で地球環境に配慮した車の展示やト

ークイベントなどが開催されました。

■大手町・丸の内・有楽町地区「打ち水大作戦2005」

大手町・丸の内・有楽町地区では、2005年8月10日の“全

国一斉打ち水の日”を皮切りに、大手町・丸の内・有楽町

地区「打ち水大作戦2005」を実施しました（主催：大手

町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会）。このイベ

ントは、「環境問題に対する意識の啓発」、「ライフスタイル、

伝統文化の見直し」、「中水（二次利用水）の新しい活用法

の検証」を目的に行われたもので、8月28日までの約20日

間で、5ヵ所6回の“一斉打ち水”と、同期間の毎夕に、丸

ビル脇で継続的に“プチ打ち水”を行いました。

初日の8月10日には、丸の内仲通りの文部科学省ビル付近

で打ち水イベントを開催し、同協議会の会長である三菱地

所（株）福澤会長が挨拶し、小池環境大臣らとともに打ち水

を行いました。

丸の内仲通りでの打ち水

Earth Day Marunouchi 2006（丸ビル1階「マルキューブ」）

Nature Info Plaza 丸の内さえずり館
〒100-0006   東京都千代田区有楽町1-12 -1新有楽町ビル１階
TEL/FAX    03-3283-3536   http://www.m-nature.info
開館時間　11:00～19:00（日・祝日休館）

なお、今回のイベントでは約6トンの水を使用しましたが、

そのうちの約4トンについては、丸の内熱供給（株）が同社

大手町センターで浄化した中水（二次利用水）を利用しま

した。

＊1）アースデイ丸の内実行委員会：大手町・丸の内・有楽町地区再開
発計画推進協議会などにより構成。

＊2）アースデイ：4月22日を、地球に感謝し地球のために行動する
“アースデイ”とし、約180の国と地域から毎年2億人以上が参加
する世界最大の環境フェスティバルです。

丸の内さえずり館「MY FUROSHIKI」イベント
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社会福祉活動

■キラキラっとアートコンクール

三菱地所（株）では、障害のある子どもたちの

可能性を応援するため、障害児童の絵画コンク

ールを2002年度より毎年開催しています。

応募作品すべてをインターネット（こどものエコ

ム：http://www.kodomonoe.com/）で公開す

ることが特徴で、第4回となる2005年度は

607点の応募がありました。専門家らによる審

査を経て優秀作品50点を選出し、横浜ランド

マークプラザをはじめ、東京、名古屋、大阪の

4会場において展示会を開催しました。

●出張コンサート

コンサートホールなどで鑑賞する機会が少ない

子どもたちに良質な音楽を身近に感じていただ

くため、三菱地所（株）では、東京都内の養護学

校などに若手音楽家を派遣して演奏会を開催

する、出張コンサートを2004年度より行って

います。2005年度は8月と12月に計4校で開催

し、800名近い児童、生徒に、おしゃべりも交

えた親しみあふれる演奏を楽しんでいただきま

した。

●「西六郷少年少女合唱団」コンサート

三菱地所（株）では、1996年度より毎年、高齢

者や障害者の方を主な対象とした招待型のコ

ンサートを開催しています。2001年度からは、

音楽教育を通じて健全な青少年の育成を実践

する「西六郷少年少女合唱団」（東京）を中心に

開催し、2005年度は東京、横浜の2会場にお

いて約300名の方々に清らかな歌声をご堪能

いただきました。

キラキラっとアートコンクール原画展（横浜ランドマークプラザ）

文化芸術支援

■ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」

音楽祭

「クラシック音楽を誰もが気軽に、もっと楽しめるものに」

という考え方のもと、公演時間も通常のコンサートの半

分程度で、一流のプロ演奏家に加えて大学生やアマチュ

アのオーケストラにも参加してもらい、音楽的に高い質

を維持するとともに市民参加を促す魅力あふれるクラシ

ック音楽のイベント、「熱狂の日」音楽祭が東京国際フ

ォーラム、丸ビルを中心とした丸の内エリアで開催され

ました（主催：東京国際フォーラム）。三菱地所（株）は協

賛企業として参加するとともに、大手町・丸の内・有楽町

地区再開発計画推進協議会、NPO法人大丸有エリアマ

ネジメント協会が後援しました。第一回の2005年度に

引き続き、2006年度は4月29日～5月6日の日程で生誕

250年を迎えるモーツアルトをテーマに約200公演が開催

されました。

社員のボランティア活動支援

三菱地所（株）では、グループ会社を含む社員を対象とし、

ボランティアセミナーの実施、音訳・手話などのサークルへ

の支援、ボランティア支援制度の整備など、ボランティア

活動に取り組みやすい環境づくりに努めています。

■東京コンペ＃2

世界に羽ばたく若手アーティストの発掘とその創造力、エ

ネルギーをまちに注入することを目的に、ビジュアルアー

ト部門とダンス＆パフォーマンス部門の2部門で構成され

るアートコンペティション「東京コンペ＃2」が、2005年9

月23日～10月2日に丸ビルにて開催されました。三菱地

所（株）は主催者であるアート丸の内実行委員会に協賛し

ています。

東京コンペ＃2

2005年度 その他の主な活動 

社員が１年以上継続して活動する団体へ金銭や物品を提供する 
場合、会社が同額を上乗せ 

社員の提案（募金、研修、サークル設立、活動コーディネート） 
を会社が支援 

マッチング・ギフト 

社員提案型支援プログラム 

利用実績（延べ人数）  
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ボランティアを行う場合、積立休暇（特別有休休暇）を利用可 ボランティア休暇 

ソーシャル・ラーニング 

ボランティア保険付保 

活動費補助 

就業時間内のボランティア活動可 

   事故を補償する保険を会社が付保（家族も対象） 

ボランティア参加費、交通費の一部を会社が補助 
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制　度 概　要 
2001年度 2002年度 2003年度 2004年度 2005年度 

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭

また、三菱地所（株）の各部署及びグループ会社にそれぞ

れ社会貢献担当者をおき、社会貢献に関する各種連絡、

情報共有を行っています。

●「日本におけるドイツ年」ドイツポスター展協賛
●「三菱地所アルティアム」（福岡イムズ）運営
●ＮＨＫ交響楽団への支援　など2005年度 その他の主な活動 

●オフタイムクラブ
三菱地所（株）では、千代田区に在勤、在住の知的
障害者の方々との交流会を、東京・丸の内で2004
年6月からほぼ毎月開催しています。

楽器に触ってみて…出張コンサートでのひとこま（2006年5月）■Shall Weコンサート

社会貢献活動

社 会 貢 献

「西六郷少年少女合唱団」コンサート（横浜ランドマークホール）

●「小児がん征圧キャンペーン」への協力
（株）横浜ロイヤルパークホテルでは、2005年8
月に毎日新聞社主催の「小児がん征圧キャンペ
ーン」の夏休みイベント会場として、70階スカ
イラウンジを提供しました。

●「野鳥と自然のお便り」の発行
Nature Info Plaza 丸の内さえずり館（34ページ参
照）では、目の不自由な方を対象に、美しい鳥の
さえずり、さまざまな自然に関するエッセイなどを
収録したカセットテープ「野鳥と自然のお便り」
を制作し、2000年より季刊にて年4回発行して
います（2005年度は合計6,900本を発行）。
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