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各地域に合った社会貢献活動を
グローバルな視点から

社会への貢献

私たちは、グローバルな視野を持ち、地域の文化や慣習を尊重し、
積極的に社会に貢献します。

APPROACH

COMMITMENT
コミットメント

コニカミノルタは、「企業市民」として社会と価値

アプローチ

●

観を共有し、社会との共生を目指します。
企業活動を通して、地域の文化・歴史・慣習を尊

●

献します。

●

ターゲット

企業市民として、社会から「信頼・共感」が得

活動範囲によって 3 種類のプログラムに分け、

られる、社会貢献を行います。

個々の活動を「選択・集中」して行います。

活動範囲別プログラムの位置づけに基づき、「計
画的」な社会貢献を行います。

重し、地域社会の抱える問題をとらえて考え、貢

2006 TARGET

コニカミノルタからの参加者も「感動・喜び・
達成感」を実感できる、社会貢献を行います。

【グローバルプログラム】人類共通の課題に貢献す
るテーマに、グループ全体で取り組みます。
【リージョナルプログラム】北米・欧州・アジア
（中国）・日本などの単位で、事業活動とも関連
するテーマに取り組みます。
【ローカルプログラム】世界各地のグループ会社・
事業所において、それぞれの地域社会との信頼
関係をさらに向上させます。
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各地域に合った社会貢献活動をグローバルな視点から

グローバルプログラム

リージョナルプログラム

【大規模災害への対応】

【小学校の建築（中国）
】

方々にご覧いただきました。

欲しい」。これは、トリノ五輪でスキージャンプの

夢を形に！デザイナーってなあに：「自分の夢をあ

金・銅合わせて 3 つのメダルを獲得したラース・

昨今、大地震や異常気象などによる地球規模の大

子供たちへの教育は、国・地域を問わず私たち大

きらめないことが大切なんだと思います」「あらた

ビステル選手のコメントです。

私たちコニカミノルタグループ

災害が増加しています。コニカミノルタは、

人の責務です。コニカミノルタ(中国)投資有限公司

めて僕はデザインの仕事につきたいと思うように

選手は、ノルウェーにある Konica Minolta

は、グローバルにイメージング

2005 年 8 月に大規模災害の定義や、意思決定の

では、2006 年 3 月に、希望工程活動（経済的な

なりました」。これは、工業デザイナーの作品に触

Business Solutions Norway AS の一員として

事業を展開する企業として、広

基準・手順を策定しました。同 8 月に米国南東部

理由により就学困難な子供たちが学校に通うこと

れ、自分の夢を形にデザインする、「夢を形に！デ

働いています。同社は 2005 年 5 月よりスキー・

く社会から歓迎され、地域社会

を襲った巨大ハリケーン「カトリーナ」、11 月に

ができるよう支援する活動）に賛同し、遼寧省大

ザイナーってなあに」プロジェクト（（社）日本イ

ジャンピング・ナショナル・チームのスポンサー

から共感をうる社会貢献を継続

発生したパキスタン大地震では、世界のグループ

連から 140k ｍ北東にある小学校の建築費用を寄

ンダストリアルデザイナー協会主催）に参加した

となり、代表選手 2 名を社員として雇用し、選手

的に行います。

各社で被災募金や物品寄付の支援を、迅速で円滑

付しました。9 月新学期からの新しい校舎での学

子供たちの感想文の一部です。大阪でのワーク

活動の支援を行ってきました。

に行うことができました。

習が楽しみです。

ショップに、コニカミノルタは初回から積極的

[コニカミノルタグループ社会貢献活動方
針]より

Konica Minolta Medical Imaging U.S.A.,Inc で
はハリケーン「カトリーナ」に際し、社員の発案

ミュニティの大切な空間であるとして、社員参加

日本では少子化とともに、次世代の育成が社会的

れました。

課題となっており、コニカミノルタでもこの課題

の清掃活動を継続しています。コニカミノルタビ

ローカルプログラム

ジネスソリューションズ株式会社では全 128 事

【青少年管弦楽団（中国・大連）
】

に注力しています。

コニカミノルタオプト（大連）有限公司は、大連

業所で実施しており、東京本社では最寄り駅まで

乳ガンによる悲劇をなくす運動に世界各地で協賛

ランニング教室：全日本実業団駅伝で活躍してい

市の「中山青少年管弦楽団」に対し、設立当初よ

を 30 分間、約 50 名で毎月清掃しています。地

しています。米国、リトアニアでは、乳ガン撲滅

るコニカミノルタ陸上競技部は、子供たちを対象

り、楽器寄贈や演奏会主催、社員ボランティアの

域の方から「ご苦労さま」と声をかけられること

運動への寄付やボランティア活動を行い、日本で

に、各地でランニング教室や体育の講義などを行っ

演奏指導など、継続して支援を行っています。

もあります。

は乳ガンの早期発見の重要性を訴える「ピンクリ

ています。2005 年は、北海道・東京・秋田など

2005 年 12 月には、コニカミノルタ主催で「第

ボン活動」を支援しています。2005 年は、日本

で 9 回実施しました。

11 回大連国際音楽クラブ演奏会」を行い、市民な

での「ピンクリボンシンポジウム」の特別協賛も

出前プラネタリウム：コニカミノルタ製の移動式

ど約 3,000 人が参加しました。

行いました。

プラネタリウムを使って、各地のイベントで星空

【トリノ五輪で金・銅（ノルウェー）】

体験を提供しています。2005 年度は約 1 万人の

「コニカミノルタの皆さんに、ありがとうと伝えて

米国赤十字社より「カトリーナ」被
災者募金の感謝状（米国）

大連市「希望工程」鍬入れ式（中国）

「夢を形に！デザイナーってなあに」
での作品制作（日本）

トリノ五輪メダリストのラース・ビ
ステル選手（ノルウェー）

これからますます広がっていく
パフォーマンス

Performance

（年度）
2003

（百万円）
481
7%

2004

509
47%

2005

27

【地域清掃活動（日本各地）
】
日本の多くの事業所では、事業所周辺は地域コ

に社員であるデザイナーを派遣しています。

を広げていく予定です。
【次世代育成（日本）
】

で募金を集め、米国赤十字社より感謝状を授与さ

【乳ガン撲滅とピンクリボン運動】

2005

今後は、他の地域にも活動

ビステル

567

22%

次世代育成

（年度）

健康・医学

2003

（人）
1,851

（年度）
2003

（時間）
5,631

1%

災害復興

3%

文化・学術
その他

ニカミノルタは、社会貢献活動
により一層力を注いでいきます。

自然・環境

20%

企業への期待に応えるため、コ

2004

1,672

2004

2005

1,682

2005

6,389

5,668

地域清掃のべ参加時間（日本）

社会貢献費用総額推移

2005 年度社会貢献費用内訳

社会貢献のグループ全体の調査で、コニカミノ

2005 年度社会貢献費用の内訳です。文化・学術

世界各地の事業所で、社員の献血が行われています。

日本の事業所における、地域清掃のべ参加時間で

ルタとして 3 回目の調査です。2005 年度の実

の割合が最も高く、次いで次世代育成、健康・医

医療を支える献血事業は、継続的で重要な取り組

す。2005 年度参加のべ人数は、約 1 万人です。

施プログラム数は、約 700 件に上りました。

学と続きます。

みの１つです。グラフは、個人で行った献血は含

多くの事業所で、定期的な清掃作業を地道に継続

みません。

しています。

献血参加人数推移
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