
大きなことはできないけれど・・・。

手間やお金はかけられないけれど・・・。

ひとつの会社ではできなくても、

様々な施設、NPO、機関等との連携で生まれる力は、

大きな一歩につながります。

さぁ、あなたの会社の力を地域の中で活かす時です。

その第一歩、応援します。

（社福）横浜市社会福祉協議会
横浜市ボランティアセンター

協働作成
横浜市市民活動支援センター

企業・商店ができる地域貢献活動の第一歩！

わたしたちの

一歩



事例 1

事例 2

社内で取り組むエコ活動に、障害者が作った製品を活用！
大きな手間をかけなくても、
皆が嬉しい“三方一両得”の工夫。

　富士ゼロックス神奈川株式会社が取り組むキャンドルナイト
というエコ活動。電気を消して消費電力を抑えるイベントに、富士ゼ

ロックス神奈川株式会社が使用したのは、障害のある方たちが作った

キャンドル。担当者は障害者が働く場へ出向き、作業の工程や働く人

の様子を見学してキャンドルを決めました。このキャンドルの売り上げ

は、働く障害者のお給料へつながります。社員へ配布された美しい

キャンドルの炎は、エコにも、障害者にも、社員の心にも優しいぬくも

りをもたらしました。

参加社員から ひ と こ と

・友人と子どもたちで、キャンドルナイトを過ごしました。皆で食事をしながらエコの話、

命の大切さの話をしたり、とてもやさしい時間が流れました。（参加した社員）

・キャンドルナイトというエコ活動の周知と参加ができたこと、初めて施設を見学し、そこ

で働いている方々と出会えたことがとても良かったです。（担当者）

店長から ひ と こ と

　正直、業務の中で行くのは大変です。でも、人と接する営業職が多く、しか

も若い社員が多い会社なので、こうやって地域の中の色々な人と関わること

は、社員教育にとても良かったのではないかと思っています。

社員全員が、業務の一環としてボランティア活動に参加！
いつもの仕事とは違う時間が社員の心を刺激します！

　株式会社 ガリバーインターナショナル（以下、ガリバー）は、日本
全国の約２０００名の全社員が、勤務時間を使った「ボランティア活動」を行

いました。それぞれの店舗では、近くのボランティアセンターに相談しなが

ら、清掃活動や福祉施設の訪問等、地域の中で必要とされているボランティ

ア活動を探して、実際に活動に取り組みました。ボランティア活動をすること

も、高齢者や子どもの施設に足を踏み入れることも初めての社員ばかり。普

段の仕事とは全く違う世界に、大きな戸惑いも緊張もありました。

　活動が終わった社員は、「ふりかえりシート」を作成し、社内ネットで活動

内容や感想を報告し合い、社員全員で共有できるよう配信していきます。日

本全国の社員が取り組んだ活動を知り、共に刺激し合っています。

企業　　福祉施設

企業　　障害者施設



お互いの特性を地域で活かして「新サービス」を構築。
ＮＰＯの知識と企業の専門性がタッグを組めば、メリット大！事例 3

事例 4

　三ツ境交通（有）には「子育てタクシー担当ドライバー」がいます。通常
のタクシー料金で、小さな子どもを連れた人が安心安全、便利に利用できる

「子育てタクシー」は、妊婦や子どもだけの送迎など、利用者のニーズに合わ

せたアイディアや工夫が満載のタクシーです。

　「子育てタクシー」を担当する17名のドライバーを研修したのは、地域で子

育て支援に取り組む「NPO法人まんま」です。ベビーカーや大きな荷物を抱

えた人への上手なサポート方法、子どもだけの送迎時の注意事項など、利用

者目線を伝える役割と共にNPOがもつ専門的な知識やアイディアを提供。ま

た、保育実習では地域の保育園にも協力してもらいました。まさに地域密着

の新サービスとして、研修後もみんなで見守る体制づくりを続けています。

ＮＰＯ法人まんまから ひ と こ と

　研修には、妊婦体験セットを装着しての実車やチャイルドシー
ト設置など、子育て中の状況をよりリアルに把握してもらう内容
を盛り込んでいます。ドライバーさんには、「仕事中よりハードだ
よ」と言われましたが、おかげ様で子どもだけの送迎でも、安心
して任せられます。クレームはＮＰＯにつなげるように広報して
いる点も安心感につながっていると思います。

三ツ境交通から ひ と こ と

　この取り組みを始めるまでは、子育て世代の
方とタクシー業界には隔たりがあるように感じ
ていました。今回の研修を通して、乗務員が子育
ての実態に触れることができ、以前よりとても身
近に感じ、新しく気づくことも多くなりました。

本業を活かして、無理なく取り組む☆
複数の会社で取組めば、大きな力に！

　全国の損保ジャパン代理店である自動車整備工場の会

員を対象として組織されたＡＩＲジャパン。その神奈川
支部が取り組んだのが、「車イスの整備」です。自動車の

整備をするプロたちが地域ケアプラザに出向き、普段施設

で使われている車イスのメンテナンスを行いました。技術

を存分に活かしながら手際よく作業は進められ、美しく磨

きあげられた車イスに施設の職員も大喜び。ひとつの会社

で始めることは難しくても、いくつかの会社が集まれば大

きな力となり、負担感なく取り組むことができました。

参加した会員（自動車整備工場）から ひ と こ と

 自分たちのもつ技術や普段していることが、ちょっとした工夫でこんなに喜ばれることを

知りました。会社と福祉施設はなかなか接点がなく、高齢者の施設にも初めて入りました。

お互いの気持ちがうまく合って喜んで頂き、私たちも嬉しいです。これからも、色々なお手

伝いが出来ると思っています。

企業　　NPO

企業　　企業　　企業

NPO



事例 6

事例 5

ヨコハマを美しく！
市民・企業が一緒に協力するクリーン大作戦で
ゴミを分別し、環境にやさしいまちづくりを目指します！

　みなとみらいで8月1日に実施される“神奈川新聞花火大会”。華麗な花

火の裏側では、毎年大量のゴミが残されます。そこで登場したのが「みなと

みらいクリーン大作戦」。市民・企業・行政が実行委員会を結成し、それぞれ

の強みと知恵を持ち寄って、ゴミを出さない花火大会実施を目指し活動しま

す。主な活動としては、花火大会当日にエコステーション（ゴミ箱）の設置、

ゴミの分別と減量を呼びかけるナビゲート活動と翌日の分別・清掃活動を行

います。実行委員が主に運営を担い、参加者は毎年子どもから学生・企業

人・大人まで約500人が集まって活動をします。

参加者から ひ と こ と

　今回参加してみて、「街をきれいにする」と言う共通の目的を持ち、見ず知らずの人とも協力

しながら自然とコミュニケーションがとれたことはとても貴重な体験になりました。

　また、一人の量は少しだとしても、多くの人がゴミを捨てると大量になることを実感し、大勢

の人が集まる場所では、ゴミ箱が設置されていたとしても、なるべく持ち帰ることが大事なの

だと思いました。（株式会社大川印刷）

馴染のお店は、地域のチカラ！
地域に愛されるお店を目指す取り組み。

　西区にあるNPO法人シャーロックホームズは、子どもから大人まで様々な人

たちが集う場所です。近所にあるお蕎麦屋さん「古登婦喜」は、子育てマ
マにも優しい人気のお店。そんなNPO法人と近所のお店が協力して実施した

のは、子どもたちも一緒に楽しめる「そば打ち体験教室」。お蕎麦屋さんは本格

的な道具を持ってシャーロックホームズへやってきました。初めての本格的なそ

ば打ちに、子どもも大人も大喜び！近所の人たちに伝統の蕎麦の味やお店のこ

とをじっくり知ってもらう機会にもなって、お蕎麦屋さんも大満足です。。

　シャーロックホームズではこの他にも、馴染のコンビニエンスストアや床屋さ

ん、材木屋さん、不動産屋さん等ともお互いの出来ることを提供し、協力し合っ

て活動しています。

蕎麦屋「古登婦喜」から ひ と こ と

　これからも、自分たちの出来ることで、地域に貢献していきたいと思っています。

企業　　NPO

企業　　市民

NPO

こ　と　ぶ　き

こ　と　ぶ　き



ただ寄付するだけじゃぁ、おもしろくない？！
お客様のココロもつかむ「寄付」への取り組み。

事例８

事例 7

企業　　お客さま

　Bar発祥の地である横浜のBarを広く知ってもらい、気軽に利用してもら

おうとBarのオーナーたちが中心となってつくった横濱BarNetwork。バー

テンダーの活動を通して地域に貢献しようと、お客様も一緒に楽しめるチャ

リティイベントを企画しています。

　チャリティキャンペーンでは、期間中に各店で指定されたカクテルを飲む

と一杯あたり50円が寄付されます。また、皆が楽しめるチャリティパーティを

開催。横浜のトップバーテンダーが「バンブー」や「チェリーブロッサム」「ヨ

コハマ」など横浜発祥のカクテルを安価で提供し、地元バンドがステージを

盛り上げます。

　普段の生活では、チャリティに協力する機会がない人でも、一杯のカクテ

ルを飲むことで誰かの役に立つことができる。いつものカクテルに優しさが

加わります。

横濱BarNetwork

本社じゃなくても、出来ること。
地元とつながる支店・支社だからこそ
できる取り組み 企業　　児童福祉施設　　地域

　マツダＲ＆Ｄセンター横浜では、毎年12月にマツダ車のユーザーと社員による児童養護施設
訪問活動『サンタが街にやってきた！』をサポートしてきました。

　2008年はマツダに加えて、多様な企業が子どもたちのプレゼントを提供する等の協力もしました。

　施設までの移動は、マツダのオープンカーをサンタが運転する「サンタドライブ」。児童養護施設

の子どもたちだけでなく、道ですれ違う地域の人たちも大喜び！子どもたちも道行く方々もサンタの

メンバーも、みんなが楽しめて、みんなにハッピーな気持ちを届ける温かい企画です。



こんなご相談に
応じています！

福祉施設やNPO団体等の紹介、コーディネート
「福祉の学習」等、研修の開催
寄付の受け入れ、受け入れ先の紹介
ボランティア体験先の紹介
社員が参加できるイベント、講座等の情報提供

相談窓口

横浜市大CSRセンター

横浜型地域貢献企業支援事業

CSR横浜

http://ycucsr.jp/

http://www.idec.or.jp/csr/

https://www.csr-yokohama.net/index.php

最寄り駅 事務所の所在地 TEL（045）

京浜急行「京急鶴見駅」・「JR鶴見駅」徒歩5分 鶴見区鶴見中央4-32-1 UNEXビル5F

京浜急行「神奈川駅」徒歩7分、東急東横線
「反町駅」徒歩5分、JR「東神奈川駅」徒歩8分

神奈川区反町1-8-4 「はーと友 神奈川」内

各線「横浜駅」東口 徒歩4分 西区高島二丁目７番１号
ファーストプレイス横浜３階

みなとみらい線「日本大通駅」 徒歩10分
JR「石川町駅」、「関内駅」 徒歩15分
市営地下鉄「関内駅」 徒歩15分

中区山下町２ 産業貿易センタービル4階

市営地下鉄「阪東橋駅」徒歩6分
京浜急行「黄金町駅」 徒歩10分

南区浦舟町3-46 浦舟複合福祉施設8階

市営地下鉄「港南中央駅」 徒歩5分 港南区港南4-2-8 3Ｆ 「福祉保健活動拠点」内

JR・市営地下鉄「桜木町駅」徒歩2分 中区桜木町1-1 健康福祉総合センター8階

相鉄線「星川駅」 徒歩3分 保土ヶ谷区川辺町5-11 「かるがも」3階

相鉄線「鶴ヶ峰駅」 徒歩7分 旭区鶴ヶ峰1-6-35 「ぱれっと旭」内

JR「磯子駅」 徒歩5分 磯子区磯子３－1－41 磯子センター5階

京浜急行「金沢文庫駅」 徒歩8分 金沢区泥亀1-21-5 「いきいきセンター金沢」内

東急東横線「大倉山駅」 徒歩7分 港北区大豆戸町13-1 吉田ビル206

JR横浜線「中山駅」 徒歩7分 緑区中山町413-4 「ハーモニーみどり」内

東急田園都市線「市が尾駅」 徒歩４分 青葉区市ヶ尾町1169-22
青葉区福祉保健活動拠点

市営地下鉄「センター南駅」 徒歩8分 都筑区荏田東4-10-3
「港北ニュータウンまちづくり館」内

JR・市営地下鉄「戸塚駅」 徒歩10分 戸塚区戸塚町167-25 福祉保健活動拠点1Ｆ

JR根岸線「本郷台駅」 徒歩10分 栄区桂町279-29 栄区福祉保健活動拠点

相鉄いずみ野線「いずみ中央駅」内 泉区和泉町3540 「泉ふれあいホーム」内

相鉄線「三ツ境駅」 徒歩10分 瀬谷区二ツ橋町318-5 「パートナーせや」内

＊その他、各区に市民活動支援センターまたは生涯学習支援センターが設置されています。

まずは私たちと始めてみませんか？ その第一歩、応援します。

こんなご相談に
応じています！

関連サイト

………その他、ご相談ください。

NPO

このパンフレットは共同募金配分金により作成されています。

市営地下鉄・ＪＲ京浜東北線
「桜木町駅」下車 徒歩７分 
みなとみらい線 「みなとみらい駅」 徒歩10分

横浜市中区 桜木町1-1-56
みなとみらい21
クリーンセンター4F・5F 

横浜市ボランティアセンター

横浜市市民活動支援センター

鶴見区ボランティアセンター

神奈川区ボランティアセンター

西区ボランティアセンター

中区ボランティアセンター

南区ボランティアセンター

港南区ボランティアセンター

保土ヶ谷区ボランティアセンター

旭区ボランティアセンター

磯子区ボランティアセンター

金沢区ボランティアセンター

港北区ボランティアセンター

緑区ボランティアセンター

青葉区ボランティアセンター
福祉110番

都筑区ボランティアセンター

戸塚区ボランティアセンター

栄区ボランティアセンター

泉区ボランティアセンター

瀬谷区ボランティアセンター

201-8620

223-2666
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311-2014

450-5005
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841-0256
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392-1133
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