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新潟県中越沖地震の被害に対する支援について  

能登半島地震の被害に対する支援について  

    
「技術、サービス、創造力の向上を図り、活力とゆとりある人間社会の実現

に貢献する」という企業理念に基づいた社会貢献活動を行っています。

    
誰もがいきいきと暮らせる社会をめざして、障害者の方への支援・基金活動

や高齢者の方への医療支援など積極的に取り組んでいます。

    
心安らぐ地域づくりのために、ボランティア活動や独自のコミュニケーション

活動を全国の事業所で展開しています。

    
省エネルギー・省資源・リサイクルなど、企業活動の全ステージにおいて地

球環境への配慮を忘れることなく、きめ細かい活動を続けています。

    
次世代の新技術を担ってゆく若い人たちの向学心や探求心を伸ばすため

に、中学・高校生の表彰や奨学金支給などで応援しています。

    
毎日を楽しくしてくれたり、生活に歓びをくれる、文化やスポーツ活動は、国

境や言葉の垣根を超えて広がっていきます。

    
三菱電機グループの社会活動のあゆみを年表でご紹介します。



ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ    

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、

三菱電機は、「技術、サービス、創造力の向上を図り、活力とゆとりある人間社会の実現に貢献する」

という企業理念に基づいた社会貢献活動を広く国内外で行っています。 

 

特に社会福祉、地域社会、地球環境保護、科学技術振興、文化・スポーツ交流の5分野に重点をお

き、それぞれの分野でたくさんの人と出会える機会を広げています。 

 

あたたかくて、たのしい、誰もが生活する歓びに満ちている社会へ、ひとりひとりが、考え、実践できる

一歩を踏み出したい…。社会貢献活動を通じて得た貴重な体験は、私たちの成長に、三菱電機の新

しい力に、確実に結びついていきます。 

 

 

昭和天皇記念昭和天皇記念昭和天皇記念昭和天皇記念献献献献血推進賞血推進賞血推進賞血推進賞をををを受賞受賞受賞受賞    

日本企業日本企業日本企業日本企業としてとしてとしてとして初初初初ののののヘレンヘレンヘレンヘレン・・・・ケラーケラーケラーケラー実践実践実践実践賞賞賞賞をををを受賞受賞受賞受賞（（（（米米米米国国国国三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機））））    

昭和30年代長崎製作所においてスタートして以来、長年にわたる当社

各事業所の献血活動が評価され、献血思想の普及ならびに献血推進

運動の進歩発展に特に優れた功績のあった団体として、日本赤十字社

より昭和天皇記念献血推進賞を受賞しました。 

表彰式は日本赤十字社の名誉副総裁である皇太子殿下、坂口厚生労

働大臣にご臨席賜わり、大分市にて開催された第40回献血運動推進

全国大会にて執り行われました。 

ヘレンヘレンヘレンヘレン・・・・ケラーケラーケラーケラー賞賞賞賞：：：：    

米国の非営利団体である American Foundation for the Blind(AFB) が

ヘレン・ケラーの偉業を称えるために、視覚障害者の生活向上に貢献し

た人や企業に、また、新しい生き方を築き上げた視覚障害者に毎年贈

っているものです。 

受賞理由受賞理由受賞理由受賞理由：：：：    

米国三菱電機はMitsubishi Electric America Foundation(MEAF www.meaf.org)を通じ、IT技術を活用し

て、身体的・精神的に障害を持つ米国の若者を支援する各種の活動を全米各地で展開しています。 

受賞は、1991年以来の同財団によるAFBのインターンシッププログラムへの支援活動が高く評価され

たものです。 



社社社社会会会会福祉福祉福祉福祉    

もう少しのサポートがあれば、こんなことができるのに。こんなに助かるのに。こんなに楽しくなれるの

に。その“もう少し”をお手伝いして、誰もがいきいきと暮らせる社会をめざして…。 

障害者の方への支援・基金活動や高齢者の方への医療支援などさまざまな活動に積極的に取り組

んでいます。 

 

 

SOCIOSOCIOSOCIOSOCIO----ROOTS(ROOTS(ROOTS(ROOTS(ソシオルーツソシオルーツソシオルーツソシオルーツ))))基金基金基金基金    

米米米米国国国国三菱電機財三菱電機財三菱電機財三菱電機財団団団団    

三菱社三菱社三菱社三菱社会会会会貢貢貢貢献献献献連絡連絡連絡連絡会会会会「「「「観観観観劇劇劇劇のののの会会会会」」」」    

ハートフルハートフルハートフルハートフル海外旅行海外旅行海外旅行海外旅行（（（（稲沢稲沢稲沢稲沢））））    

社員の寄金に対して、会社がその同額を加えることで、善意を倍にして

寄付するマッチングギフト制度です。 

三菱電機はわが国において最も早い時期にマッチングギフト制度を導

入した企業の1つです。 

全国で地域に根ざした継続的活動を続けており、寄付金額は累計4.5億

円、支援先も920ヶ所以上と、大きく善意の輪が広がっています。 

1991年2月に基本財産1,500万ドルで設立し、2006年に15周年を迎えま

した。 

これまで、600万ドル（約7億円）を超える寄付を実施しており、米国の障

害者支援のための多彩な活動を展開中です。 

米国三菱電機財団(MEAF www.meaf.org) 

三菱グループ企業で構成する三菱社会貢献連絡会では、一社では実

現できないスケールの大きなプログラムを実施すべく、積極的な活動を

行っています。 

2005年度は、9月11日（日）にペルーのヒューゴ＆イネスによるパントマ

イムショー「ショートストーリーズ」の公演を独自に企画・開催し、児童養

護施設の子ども達や聴覚障害の子ども達、母子支援施設入居者など

約450人を招待しました。 

三菱電機稲沢ボランティア会では障害者とその介護者による海外旅行

を支援。旅行には当社社員もボランティアとして同行しました。 



演奏演奏演奏演奏会会会会ででででスマトラスマトラスマトラスマトラ島沖大地震島沖大地震島沖大地震島沖大地震のののの募金呼募金呼募金呼募金呼びかけびかけびかけびかけ（（（（神奈川神奈川神奈川神奈川））））    

社社社社をををを代表代表代表代表してしてしてして、、、、新潟新潟新潟新潟県県県県中越地震中越地震中越地震中越地震のおのおのおのお見舞見舞見舞見舞いをいをいをいを贈呈贈呈贈呈贈呈（（（（新潟新潟新潟新潟））））    

リングプルリングプルリングプルリングプルをををを集集集集めてめてめてめて車椅子車椅子車椅子車椅子をををを贈贈贈贈ろうろうろうろう（（（（北海道北海道北海道北海道））））    

紅菱紅菱紅菱紅菱会会会会    軽軽軽軽音音音音楽楽楽楽部 部 部 部 JAZZJAZZJAZZJAZZバンドバンドバンドバンド＜＜＜＜ミュージックミュージックミュージックミュージック・・・・ラブラブラブラブ＞＞＞＞のののの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（（（（兵庫兵庫兵庫兵庫））））    

鎌倉芸術館にて三菱電機ソシオテックウインドオーケストラの演奏会が

開催されました。 

会場において、スマトラ島沖地震への募金を呼びかけたところ、230,556

円のご賛同をいただき、「三菱電機ソシオテックウインドオーケストラ定

期演奏会来場者一同」の名義にて日本赤十字社を通じて寄付しまし

た。 

ご賛同いただいた皆様に、あつく御礼を申し上げます。 

2004年10月23日に発生した新潟県中越地震に際しては、当社として

1,000万円の義援金および石油ファンヒータ400台を、新潟県災害対策

本部に対し贈呈しました。 

また、三菱電機ソシオルーツ基金は、社員からの寄付1,174万円と同額

をマッチングさせ2,348万円を寄贈しました。 

北海道支社では2002年6月からアルミ製リングプル（缶ジュース・ビール

等のプルタブ）を集めて車椅子に交換、地域の福祉協議会に寄付する

活動に参加しています。 

昭和48年（1973年）結成の紅菱会（伊丹地区文化体育活動）軽音楽部

は音楽を通し社会貢献活動を行なっています。 

養・介護施設慰問や地域行事への出演依頼があり、知的障害者通所

授産施設のふれあいカーニバルに出演しました。 

イケてる音楽を聞かせてくれたと評判で、次の訪問を今から心待ちにさ

れています。 



地域貢地域貢地域貢地域貢献献献献    

地域とのコミュニケーションは企業と市民が同じ社会で生きてゆくために大切です。 

心安らぐ地域づくりのために、良き企業であり良き市民であることをめざし、社員ひとりひとりの自発

性・創意を基盤に、ボランティア活動や独自のコミュニケーション活動を全国の事業所で展開していま

す。 

 

 

細川細川細川細川ガラシャガラシャガラシャガラシャのののの愛愛愛愛とととと感動感動感動感動のののの物語長岡京物語長岡京物語長岡京物語長岡京ガラシャガラシャガラシャガラシャ祭祭祭祭（（（（京都京都京都京都））））    

タイタイタイタイ国国国国三菱電機財三菱電機財三菱電機財三菱電機財団団団団““““小小小小学学学学校校校校へのへのへのへの昼昼昼昼食支援食支援食支援食支援プログラムプログラムプログラムプログラム””””    

この祭りは細川ガラシャの「愛と感動の物語」をテーマにして1992年から

市民祭りとして毎年11月に開催されているものです。 

毎回「三菱神輿」を繰り出して社員約100名がボランティアとして参加し

ています。 

1999年1月より開始したプログラムで、タイ文部省より推薦された小学校

30校に対して毎年各1万バーツを寄付しています。 

小学校はこれをもとに肥料や飼料を購入して、野菜の栽培や家畜を飼

育の上、貧困のために昼食が充分にとれない小学生の給食に充ててい

ます。 



飯田工場飯田工場飯田工場飯田工場でででで収収収収穫穫穫穫したりんごをしたりんごをしたりんごをしたりんごを福祉施設福祉施設福祉施設福祉施設にににに寄贈寄贈寄贈寄贈（（（（中津川中津川中津川中津川））））    

福岡福岡福岡福岡県県県県西方沖地震西方沖地震西方沖地震西方沖地震におけるにおけるにおけるにおける義援金義援金義援金義援金・・・・物資物資物資物資のののの寄贈寄贈寄贈寄贈（（（（福岡福岡福岡福岡））））    

「「「「MVMVMVMVクラブクラブクラブクラブ」」」」のののの地域活動地域活動地域活動地域活動（（（（中津川中津川中津川中津川））））    

毎年暮れに、飯田工場の構内で収穫したりんごを地元（中津川・飯田

市）の社会福祉施設に寄贈しています。 

昨年は猛暑と相次ぐ台風に見舞われ不作を心配しましたが、色付きな

ど生育状況は例年通り。 

たくさんのりんごを寄贈でき多くの方々に喜んでいただきました。 

2005年3月20日に発生した福岡県西方沖地震で特に被害が大きかった

玄界島被災住民の方々の仮設住宅向けに、義援金百万円と義援物資

（洗濯機50台）を福岡市に寄贈しました。 

これを機に防災対策を強化し、その対策の一つとして防災用品（ヘルメ

ット、毛布、飲料水他）の社内配付を実施しました。 

三菱電機中津川ボランティアクラブ（通称MVクラブ）は、今年も市内養

護施設の夏祭りのお手伝いに引っ張り凧でした。 

3カ所の施設で延べ30人強が五平餅や綿菓子、かき氷等の模擬店を出

店し、どこも大盛況でした。 

MVクラブは今後も地域社会への貢献に取り組んでいきます。 



地球環境保護地球環境保護地球環境保護地球環境保護    

人間ばかりでなく自然界にあるものがいっしょに呼吸している地球…。 

省エネルギー・省資源・リサイクルなど、企業活動の全ステージにおいて地球環境への配慮を忘れる

ことなく、21世紀のグローバル企業としてきめ細かい活動を続けています。 

 

 

メダカメダカメダカメダカのののの学学学学校校校校もももも始業式始業式始業式始業式（（（（福岡福岡福岡福岡））））    

クリーンアップクリーンアップクリーンアップクリーンアップ作作作作戦戦戦戦（（（（伊丹伊丹伊丹伊丹））））    

富士山育林富士山育林富士山育林富士山育林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（（（（東京東京東京東京））））    

事業所の構内を流れる旧・松本川の土手に土筆（ツクシ）が顔を出す

頃、川の中では”メダカの学校”が始まっています。 

雨水と工場排水しか流れてこないこの川に生息しているメダカは、事業

所の工場排水の安全性や環境に対する取り組みをますものとして地元

新聞に「三菱メダカ」と紹介されました。 

「ポイ捨てしない三菱マン、きれいな町好き三菱マン」を合い言葉に、毎

月1回（日曜日）最寄り駅から事務所までを清掃しています。 

この活動に対して「尼崎市コミュニティー活動功労者賞」を授与されまし

た。 

1996年の台風被害を受けた国有林の再生を目指すプロジェクト「まなび

の森」（住友林業（株）主催）活動へ参加しています。自然との共生を体

感するとともに、職場の同僚、家族、友人など仲間を集い、富士山の雄

大な自然の中でともにいい汗を流す爽快さは、普段経験できないもので

す。 



「「「「瑞瑞瑞瑞ヶヶヶヶ池公園池公園池公園池公園のののの桜桜桜桜をををを育育育育てるてるてるてる会会会会」」」」兵庫兵庫兵庫兵庫県県県県緑緑緑緑化等功化等功化等功化等功労労労労者表彰受賞者表彰受賞者表彰受賞者表彰受賞（（（（兵庫兵庫兵庫兵庫））））    

第第第第24242424回工場回工場回工場回工場緑緑緑緑化推進全化推進全化推進全化推進全国国国国大大大大会会会会「「「「経済経済経済経済産産産産業大臣賞業大臣賞業大臣賞業大臣賞」」」」受賞受賞受賞受賞（（（（福岡福岡福岡福岡））））    

皇太子殿下ご臨席のもと兵庫県立有馬富士公園で開催された「第29回

全国育樹祭」において、「瑞ヶ池公園の桜を育てる会（北伊丹地区北師

会、班長自主研、OB会、社員有志で構成）」が、20年にわたる緑化推進

活動を評価され、緑化等功労者表彰を受けました。 

（財）日本緑化センター主催の第24回工場緑化推進全国大会におい

て、パワーデバイス製作所が経済産業大臣賞を受賞しました。 

この賞は工場の緑化を積極的に推進し、工場内外の環境整備に顕著

な功績があった工場を表彰するもので、平成17年度は熊本工場を含

め、全国で6つの工場が表彰を受けています。 



科科科科学学学学技術振興技術振興技術振興技術振興    

つねに進歩してゆく科学技術、次世代の新技術…。 

それらを担ってゆく人たちの向学心や探求心をできるかぎり伸ばしてあげたい… そんな想いで、中

学・高校生の表彰や奨学金支給など、若い人たちの科学を学んでゆく気持ちを応援しています。 

 

 

タイタイタイタイ国国国国三菱電機財三菱電機財三菱電機財三菱電機財団団団団「「「「奨学奨学奨学奨学金金金金プログラムプログラムプログラムプログラム」」」」    

1995年から開始したプログラムで、毎年3つの工学系大学の学生45名

に対し奨学金を支給しています。学業優秀ながら家からの仕送りが少

なく学業に支障がある学生が対象で、タイ国の科学技術の発展の一助

となっています。 



文化文化文化文化・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ    

毎日を楽しくしてくれるもの、生活に歓びをくれるもの。 

文化やスポーツ活動は、国境や言葉の垣根を超えて広がっていきます。 

人間性・創造性・グローバル性…。 

 

 

高校生高校生高校生高校生テニスクリニックテニスクリニックテニスクリニックテニスクリニック（（（（鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉））））        

バスケットボールバスケットボールバスケットボールバスケットボール・・・・クリニッククリニッククリニッククリニック（（（（名古屋名古屋名古屋名古屋））））    

「「「「バトミントンバトミントンバトミントンバトミントン・・・・サマーサマーサマーサマー・・・・クリニック クリニック クリニック クリニック in in in in 北海道別海町北海道別海町北海道別海町北海道別海町」」」」    

10101010周年周年周年周年をををを迎迎迎迎えたえたえたえた「「「「ジュニアバスケットボールクリニックジュニアバスケットボールクリニックジュニアバスケットボールクリニックジュニアバスケットボールクリニック」（」（」（」（仙台仙台仙台仙台））））    

三菱電機テニスチームは日本のトッププロも参戦するテニス日本リーグ

に加盟して活躍しています。 

チームに所属するプロ選手や社員選手が工場にあるテニスコートを利

用して、鎌倉地区にある公立高校の生徒100名にテニスクリニックを実

施しました。 

プロ選手のサービスリターンにチャレンジなど楽しいイベントに生徒達

は大喜びしてくれました。 

三菱電機男女バスケットボールチームは日本リーグ、全日本総合選手

権大会（オールジャパン）他において、日本のトップレベルチームとして

活躍しています。 

また、各地での小・中学生対象バスケットボール教室にコーチ・選手を

定期的に派遣し、バスケットボール普及のために積極的に活動してい

ます。 

三菱電機バスケットチーム公式ページはこちら 

一般の方や中学生・高校生を対象に、伊丹事業所バトミントン部による

クリニックを開催。 

受講者は日本リーグ活躍のコーチ・選手の実力を体感し、直接指導に

感激の様子でした。 

町長をはじめ関係者から賛辞、謝意を受け有意義な社会貢献活動とな

りました。 

少年選手のバスケットボール技術の向上・人材育成のため、日本リーグのコーチ・選手を指導者とし

て招き、仙台市の小中学生・知的障害者の方（全209名）を対象にバスケットボール教室を実施しまし

た。 

2005年で10回目を迎え、宮城TV放送でも特別企画番組が放映されました。 



3333グラムグラムグラムグラムののののピンポンボールピンポンボールピンポンボールピンポンボールにににに子供達子供達子供達子供達のののの思思思思いをいをいをいを乗乗乗乗せてせてせてせて！（！（！（！（長崎長崎長崎長崎））））    

障害者障害者障害者障害者スケートスケートスケートスケートへのへのへのへの支援支援支援支援（（（（アメリカアメリカアメリカアメリカ））））    

長崎県で卓球クラブに所属する有志は、会社休日の土曜・日曜・祝祭

日に地元中学校の指導を行なっています。 

初心者の子供達に基本動作から指導し、最近では応用技術もできるよ

うになりました。 

練習の成果として出場した大会では、子供達のプレイと成長に父兄およ

び顧問の先生共々喜びを感じ、更にもう一歩上を目指すために練習に

取り組んでいます。 

米国三菱電機財団を通じて障害者のスケートによる身体訓練を支援し

ております。 

スケートによる障害者の体力強化、平衡感覚の滋養を目的としてボラン

ティアが障害者と一体となって氷上で練習するものです。障害者用に特

殊な補助具（ウォーカー、ハーネス等）が使用されております。 



社社社社会会会会活動活動活動活動のあゆみのあゆみのあゆみのあゆみ    

1990.91990.91990.91990.9 社会貢献活動委員会

1991.21991.21991.21991.2 米国三菱電機財団

12121212 タイ国三菱電機財団

1992.41992.41992.41992.4 マッチングギフト制度「SOCIO-ROOTS基金」

1993.71993.71993.71993.7 経済広報センター「企業広報賞」

1994.41994.41994.41994.4 中津川ボランティアクラブ（MVクラブ）

10101010 共同募金会第1回「赤い羽根セミナー」

1995.81995.81995.81995.8 第1回日韓視覚障害者国際交流の輪

1996.41996.41996.41996.4 稲沢ボランティアクラブ（MIVクラブ）

4444 ヘルスケア・ボランティア休暇制度

9999 米国環境保護庁（EPA）Best of the Best賞

1998.61998.61998.61998.6 群馬ボランティアクラブ（MGBクラブ）

1999.11999.11999.11999.1 タイ国三菱電機財団「小学校昼食支援プログラム」

6666 NPOフェスタ・イン・サマー

2000.52000.52000.52000.5 米国三菱電機「2000年度ヘレン・ケラー実践賞」

9999 日本赤十字社紺綬褒章

12121212 三菱電機本社手話ボランティアクラブ（遊話ダイヤクラブ）

2001.92001.92001.92001.9 米国同時多発テロ犠牲者支援（米国赤十字社他、感謝状）

2002.82002.82002.82002.8 中国青海省情報センター寄贈（創立80周年国際社会貢献）

2004.72004.72004.72004.7 昭和天皇記念献血推進賞（日本赤十字社）

11111111 新潟県中越地震被災地支援

2005.12005.12005.12005.1 スマトラ沖地震被災地支援

10101010 米国ハリケーン被災地支援




