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事業を支えるCSR 社会とのかかわり

事業を支えるCSR 環境とのかかわり

オリコグループは、社員一人ひとりが企業市民として積極的に社会や地域に貢献することを目指してい
ます。 地域団体やNPOなどの外部組織とも連携しながら、社員の自主的・能動的な活動を支援していま
す。 活動を通じて、社会のさまざまな課題やニーズへの気づきにもつながると考えています。

●ペーパーレスの推進
　オリコで購入したコピー用紙が増加傾向にある中、全社で
ペーパーレス化の取り組みを促進するため、ペーパーレス
会議や電子文書の共有化を開始しました。 コピー用紙の削
減だけでなく、会議資料の準備時間も削減できます。 また、
電子文書を適正に管理し共有することにより、ムダなプリ
ントをなくしスピーディーな情報活用を行っています。 

●エネルギー使用量の削減
　オリコは、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律（省
エネ法）」の特定事業者として、年平均1％以上のエネルギー
使用量削減を目標として取り組んでいます。 また、CO2排
出量削減の一環として、営業用などの社用車を低燃費車※

に積極的に切替えています。 2016年3月末時点で社用車総
数1,072台のうち、約32％にあたる348台を切替えました。

●事務用品の社内リユース
　社内提案制度「オリコ未来箱」への提案により、再利用が可
能な事務用品を社内で融通し合う仕組み「オリコエコ倶楽
部」を、2014年8月から開始し本社ビルと本社別館で展開し
ています。 社内の各部署で保管している事務用品の有効活
用を促し、コスト削減だけでなく廃棄物の削減にもつながっ
ています。 プリンタなどの消耗品であるトナーについては、
リサイクルトナーを使用しています。 リサイクルトナーは、1
本のトナーカートリッジを通常5回程度繰り返し再生して使
用するため、カートリッジの廃棄を削減できます。

●被災地での継続的な支援活動
　2011年11月以降、宮城県本吉郡南三陸町を中心に社員・
家族のボランティア活動を継続して実施しています。 震災
から５年が経過し、活動する内容は現地のニーズを踏まえ
て、瓦礫の撤去や整地作業などから漁業・農業などの産業支
援に変わってきています。 震災を風化させないように少しで
も多くの社員参加を呼びかけています。 活動に必要な費用を
会社が負担することで社員の参加を後押ししています。

大切さを知ってほしい、自分たちの訪問がそのきっかけに
なれば」と、東日本大震災直後から試合の合間を縫って個人
で行っていた活動です。 当社は2012年9月からタッグを組
み、社員・家族のボランティアとともに活動のお手伝いをし
ています。 これ
まで計8回、延べ
73名が参加して
います。 活動内
容は各職場の同
僚などにも共有
され、活動を継続
する大きな支え
となっています。

●子どもたちを育む“みんなに笑顔を”プロジェクト
　横浜F・マリノスの中澤佑二選手とともに、当社社員とそ
の家族が、東日本大震災の被災地で子どもたちを対象に、ミ
ニサッカーゲームなどを通じて交流する活動です。 このプ
ロジェクトは、中澤選手が「将来、復興の要を担う被災地
の子どもたちに、楽しむこと・諦めないこと・夢を持つことの

●オリコグループ社会貢献ファンド
　社員の社会貢献参画への意識醸成を目的として、オリコグ
ループ社会貢献ファンドを設立し、任意加入の会員から毎月
寄付金を集め、年一回会員の投票により寄付先を選定し、寄
付しています。

●次世代を担う青少年の育成支援
　魅力ある企業づくりの一環として、社員通勤用バス（本社
別館：埼玉県ふじみ野市）を地域の子どもたちの絵で彩り、地
域との交流を図っています。 具体化にあたり、社会福祉協議
会や地域の幼稚園、NPOの方の協力を得て進めました。 
　2015年6月には約300人の子どもたちに絵を描いてもら
う「お絵かきワークショップ」を開催、運営には近隣大学の学
生がボランティアとして参加してくれました。 社会福祉協議
会の方からは「この絆は企業の企画力と地域の方々の創造力
が協働してつくり上げたもの」とのお言葉をいただきました。

●地域連携施策としてラッピングを施した通勤用バスを運行
●東日本被災地支援ボランティア活動を4回実施48名参加

基
本
的
な
考
え
方

社会の持続可能な発展には地球環境問題への取り組みが不可欠です。 オリコグループでは事業活動に伴う環
境負荷や資源利用を少しでも抑えるために、身の回りのできることから取り組んでいます。 クール＆ウォー
ムビズの全社実施や照明の間引き、事務機器類の省エネモード設定など、省エネ・省資源を促進しています。

2015年度の
総括と主な成果

●コピー用紙購入量：前年比100.6％
●ペーパーレス会議の促進および電子文書の共有化
●リサイクルトナー利用：前年比104.0％

基
本
的
な
考
え
方

6団体600万円

※JC08モード燃費30.0km/L以上の車両（プリウス、ミライース、アルト等）

2015年度寄付額　

被災地支援の取り組み

環境に配慮した取り組み

社会貢献活動

●寄付金・ファンド
　東日本大震災で被災された方々の生活再建や被災地の復
旧・復興に役立てていただくため、カード会員のお客さまか
らカードのポイントによる寄付を受け付けています。 カード
会員のお客さまからお寄せいただいたポイントにオリコが
同額を加算して、日本赤十字社とあしなが育英会の２団体に
寄付しています。 他にも、オリコグループ社員の寄付に会社
が倍額を加算して日本赤十字社へ寄付するなど、2016年３
月までに合わせて1億7,367万2,200円を寄託しています。

●社員食堂での東北応援メニュー
　食の面での東北応援策として、2011年10月から岩手県・
宮城県・福島県の野菜や畜産物を使用したメニューを、本
社・本社別館・鶴ヶ島ビルの社員食堂で定期的に提供してい
ます。 2013年度からは毎月11日に実施し2016年3月までに
53種類のメニューで累計18,970食を提供しました。

●ボランティア活動
社員の社会貢献活動を支援
　オリコグループ社員の社会貢献活動を会社が後押しする
「Orico One Step Program」を2014年8月に開設してい
ます。 自宅で家族と一緒にできる活動や団体で参加できる
活動などさまざまな活動を紹介しています。 参加した社員
からは、「日常のちょっとしたことが社会の役に立つことの気
づきを得られた」「ボランティアに参加するきっかけになっ
た」など、有意義であったとの声が届いています。

2015年度の
総括と主な成果
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