
CSRの取組　社会貢献活動
Philanthropic Activities

2018



1
5
7
9

12
17
20
33
36
50
53
56
60
62
63
65
68
72
76
81
85
88
93
99

102
104
107
111

社会貢献活動 目次

・社会貢献活動
・バックナンバー
・理念・方針・実績
・社会福祉
・三菱電機SOCIO-ROOTS（ソシオルーツ）基金
・地球環境保全
・里山保全プロジェクト
・科学技術
・みつびしでんき科学教室
・文化芸術・スポーツ
・バスケットボール
・テニス
・アメリカンフットボール
・バドミントン
・社会貢献活動マップ 日本
・社会貢献活動マップ 日本 北海道・東北
・社会貢献活動マップ 日本 関東
・社会貢献活動マップ 日本 中部・北陸
・社会貢献活動マップ 日本 関西
・社会貢献活動マップ 日本 中国・四国
・社会貢献活動マップ 日本 九州・沖縄
・社会貢献活動マップ ヨーロッパ・アフリカ
・社会貢献活動マップ アジア・オセアニア
・社会貢献活動マップ 北米・南米
・米国三菱電機財団
・タイ国三菱電機財団
・災害支援・復興支援
・過去の支援一覧



お知らせ バックナンバー

2019年03⽉27⽇ 「三菱電機SOCIO-ROOTS基⾦」による2018年度寄付実績のお知ら
せ

2018年10⽉26⽇ インドネシア・スラウェシ島 地震被害に対する⽀援について

2018年09⽉21⽇ 「平成30年北海道胆振東部地震」に対する⽀援について

社会貢献活動

三菱電機グループが社会貢献活動に取り組む訳
三菱電機グループの企業理念が⽰す「活⼒とゆとりある社会」の実現に向けて、
地域のニーズに寄り添う活動、次世代の⼈材を育む活動を、広く国内外で⾏っています。

理念・⽅針・実績









2018年09⽉18⽇ 「平成30年7⽉豪⾬」災害に対する追加⽀援について（PDF︓142KB）

2018年03⽉28⽇ 「三菱電機SOCIO-ROOTS基⾦」設⽴25周年記念事業実施のお知らせ

2017年10⽉12⽇ メキシコ地震被害に対する⽀援について

2017年07⽉19⽇ 平成29年九州北部豪⾬災害に対する⽀援について

2017年03⽉27⽇ 「三菱電機SOCIO-ROOTS基⾦」設⽴25周年のお知らせ

2016年06⽉27⽇ 「平成28年熊本地震」の被災に対する追加⽀援について

2016年04⽉17⽇ 平成28年熊本地震の被害に対する⽀援について

2016年04⽉5⽇ 「三菱電機SOCIO-ROOTS基⾦」による2015年度寄付実績のお知らせ

2015年09⽉29⽇ 台風18号等による⼤⾬災害に対する⽀援について

2015年05⽉8⽇ ネパールで発⽣した地震の被害に対する⽀援について

2015年04⽉10⽇ 「三菱電機SOCIO-ROOTS基⾦」による2014年度寄付実績のお知らせ

2014年10⽉27⽇ 平成26年8⽉豪⾬による広島⼟砂災害に対する追加⽀援について

2014年08⽉29⽇ 広島⼟砂災害に対する⽀援について

2014年08⽉19⽇ 中国雲南省で発⽣した地震の被害に対する⽀援について

2014年04⽉1⽇ 三菱電機グループの社会貢献活動の新「理念・⽅針」を制定

2014年03⽉12⽇ 「三菱電機SOCIO-ROOTS基⾦」による寄付⾦額が累計で10億円を突破

2013年11⽉12⽇ フィリピン・台風ハイエン（台風30号）の被害に対する⽀援について

2013年04⽉24⽇ 神奈川地域での⾥⼭保全活動を開始

2013年04⽉23⽇ 中国・四川省地震の被害に対する⽀援について

お知らせバックナンバー



2012年02⽉22⽇ 「三菱電機SOCIO-ROOTS（ソシオルーツ）基⾦」が設⽴20年

2011年10⽉27⽇ トルコ東部で発⽣した地震に対する⽀援について

2011年10⽉17⽇ タイでの⽔害に対する⽀援について

2011年05⽉9⽇ 東⽇本⼤震災の影響及び今後の予定に関するお知らせ（PDF︓72KB）

2011年04⽉27⽇ 東⽇本⼤震災の被災者及び被災地に対する追加⽀援について

2011年03⽉15⽇ 「東北地⽅太平洋沖地震」の影響に関するお知らせ（PDF︓146KB）

2011年03⽉14⽇ 東北地⽅太平洋沖地震の被害に対する⽀援について

2010年04⽉26⽇ 中国⻘海省⼤地震の被害に対する⽀援について

2010年03⽉12⽇ チリ地震の被害に対する⽀援について







誰もがいきいきと暮らせる社会をめざして、社会福祉分
野での⽀援活動に取り組んでいます。SDGsが⽰す「誰⼀
⼈として取り残さない」社会を目指し、障がいのある⽅
の社会参加や⾃⽴⽀援、サポートが必要な⼦どもたちを
応援しています。

お知らせ

2019年03⽉27⽇ 「三菱電機SOCIO-ROOTS基⾦」による2018年度寄付実績のお知ら
せ

三菱電機の全事業所で取り組んでいるマッチングギフト制度「三菱電機SOCIO-ROOTS（ソシオルー
ツ）基⾦」」の実績を紹介します。

2017年度マッチングギフト制度による⽀援実績 

項目 実績

寄付先件数 社会福祉施設・団体等83件

寄付⾦額 45,594,704円

社会福祉 誰もがいきいきと暮らせる社会を目指して

2017年度活動実績





















































































































































































活⼒とゆとりある社会の実現に向けて、三菱電機グループは地域に根差した活動、次世代
を育む活動を従業員とともに推進しています。

社会貢献活動マップ アメリカ 

⽇本ヨーロッパ・アフリカ

アジア・オセアニア

北⽶・南⽶



⽇本 ヨーロッパ・
アフリカ

アジア・
オセアニア

⽶国三菱電機財団との活動（アメリカ）

⽶国三菱電機グループの従業員ボランティア
は、障がい者の社会参加を応援する⽶国三菱電
機財団と連携して活動しています。活動事例と
して、学⽣を職場へ招く「Disability 
Mentoring Day」の取組があります。障がい
のある⾼校⽣や⼤学⽣に、⼯場や倉庫、事務所
での就労体験の場を提供し、彼らが豊かな⼈⽣
を送れるようキャリア形成の⼿伝いをしていま
す。

「⽶国三菱電機財団」の活動を⾒る

⼦ども⽀援活動（コロンビア）

コロンビアにある三菱電機のグループ会社、
Mitsubishi Electric de Colombia Ltda.は、サ
ポートが必要な⼦どもたちの健やかな成⻑を応
援する財団や学校へ⽀援を⾏っています。

経済的⽀援だけでなく、従業員によるボラン
ティア活動も⾏っており、学校で折り紙教室や
⽇本語教室、⼝腔衛⽣に関するワークショップ
を開催したり、⼯場⾒学の機会を提供したりし
ています。また、⾼校最終学年の⼦どもたちを
職場に招待し、その後の進路や将来のキャリア
を考えるきっかけをつくるインターンシッププ
ログラムも実施しています。

北⽶・南⽶

拡⼤表⽰

拡⼤表⽰
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