


 

 商業施設等の開発及び管理運営、熱供給など
を行う下記の各社を報告対象会社としています。 
 

■株式会社新都市ライフホールディングス 
  所在地 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 
  施設数 77施設 
 

■株式会社関西都市居住サービス 
  所在地 大阪府大阪市中央区本町二丁目1番6号 
  施設数 33施設 
 

■株式会社中部新都市サービス 
  所在地 愛知県名古屋市千種区覚王山通 
          八丁目70番地1 
  施設数 7施設 
 

■新都市センター開発株式会社 
  所在地 東京都多摩市鶴牧一丁目24番地1 
  施設数 13施設 
 

■筑波都市整備株式会社 
  所在地 茨城県つくば市竹園三丁目18番地2 
  施設数 11施設 
 

■関西文化学術研究都市センター株式会社 
  所在地 奈良県奈良市右京一丁目3番地の4 
  施設数 12施設 
 

■株式会社横浜都市みらい 
  所在地 横浜市都筑区荏田東四丁目10番4号 
  施設数 5施設 
 

■株式会社千葉ニュータウンセンター 
  所在地 千葉県印西市中央北一丁目3番地3 
  施設数 8施設 

報告対象グループ会社 
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取り組みテーマ１  ～環境負荷の低減～  

  
 地域の皆様から真に愛され、地域活性化の担い
手として一層の真価を発揮する企業グループとなる
ために、中長期の企業価値向上と盤石な経営基
盤の確立を目指します。 

グループの経営理念 

 

 地域の防犯・防災活動 
 社会福祉に関する活動 
 地域の美化・清掃活動 
 「包括連携協力に関する協定」の締結 
 子育て環境の充実を図る取り組み 
 官民連携の街づくり 
 エコキャップ活動 
 リサイクルステーションの設置 

取り組みテーマ４ ～地域・社会への貢献～  

 

 地域イベントの開催・協賛 
 芸術・文化イベントの開催 
 体験・学習イベントの開催 

取り組みテーマ３ ～地域活性化の推進～ 

 

 防災への取り組み 
 快適な施設づくりへの取り組み 
 多様なニーズへの対応 

取り組みテーマ２ ～安心・安全な施設づくり～ 

 

 CSR活動に対する社会からの表彰等 

社 会 か ら の 評 価  

 
 私たちは、その基盤となるエリアでの事業を承継し
ながら、より利便性の高いサービスの提供を目指し、
2016年4月にホールディングスグループを形成して
います。 
 ノウハウや情報等の共有、業務の高度化、新規
事業開発について共同した取り組みを行い経営の
効率化を図りながら総合力を発揮して、一層地域
の皆様のお役に立てるよう、努力して参ります。 

グループについて 
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 新都市ライフホールディングスグループでは、環境関連データの把握を行っており、「エネルギー消費を原単位で毎年前年比１％
以上削減する」という、省エネ法に基づいた目標を設定しています。 

環境負荷の低減 

環境関連データ 
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環境負荷の低減              

 持続可能な社会を実現していくために、環境負荷の低減への取り組みは欠かすことができません。 
 新都市ライフホールディングスグループでは、施設照明のLED化、EVステーションの設置、太陽光発電、省エネ型
設備への更新などに積極的に取り組み、環境負荷の低減に努めています。 

35,912 

（kl） 

原油換算エネルギー使用量 

原油換算エネルギー使用割合 



 新都市ライフホールディングスが保有する施設で最もエネルギー消費量(原油換算)が多い施設は「光が丘ＩＭＡ」で、新都市
ライフホールディングス全体(※)の33％を占めています。「光が丘ＩＭＡ中央館」は、省エネ法上の「第二種エネルギー管理指
定工場等」、東京都環境確保条例上の「特定温暖化対策事業所」に指定されており、当社の目標達成において、最も重要な
事業所として位置付けています。 
 平成29年度の「光が丘ＩＭＡ中央館」のエネルギー消費量は、原油換算1,682klで、前年比+44kl（+2.7%）となりま
した。 
 熱（冷水・温水）の増加理由は、冷水では年間の平均気温は前年度とほぼ変わりませんでしたが、7月及び3月の気温が特
に高く空調負荷が増えたこと、温水では秋・冬季の気温が前年度より低く空調負荷が増えたことが挙げられます。 
 また、電気の増加理由は、冷温水増加による空調設備の消費電力が増えたことが挙げられます。 
 今後も新たなエネルギー消費量削減方法の検討に努めて参ります。(新都市ライフホールディングス) 

環境負荷の低減 

「光が丘ＩＭＡ中央館」の消費エネルギー 

◆ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量及びｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位の変化状況

項目 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

① 電気の使用量 （GJ） 66,001 47,825 49,330 48,448 48,893 48,942 49,730 50,668

② 燃料及び熱の使用量 （GJ） 26,757 18,091 19,485 17,588 17,172 13,128 13,765 14,513

③ 合計　　③=①+② （GJ） 92,758 65,916 68,815 66,036 66,065 62,070 63,495 65,181

④ 合計③を原油換算 （kl） 2,393 1,701 1,775 1,704 1,704 1,601 1,638 1,682

⑤ ｴﾈﾙｷﾞｰ権原対象面積 （㎡） 77,943 77,943 77,943 77,943 78,088 78,088 78,088 78,088

ｴﾈﾙｷﾞｰ消費原単位=④÷⑤ 0.03070 0.02182 0.02277 0.02186 0.02182 0.02051 0.02098 0.02154

前年度比 （%） 102.5% 71.1% 104.3% 96.0% 99.8% 94.0% 102.3% 102.7%
⑥

◆H29のｴﾈﾙｷﾞｰ使用量（GJ換算）

使用量（GJ）内訳

H28 H29

電気（GJ） 49,730 50,668 ↗ 102%

A重油（GJ） 0 0 → -

温水（GJ） 3,097 3,460 ↗ 112%

冷水（GJ） 10,668 11,053 ↗ 104%

熱合計（GJ） 13,765 14,513 ↗ 105%

傾向項目

2 

(※)省エネ法によるエネルギー権原を有する範囲。 
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熱供給事業 

 筑波研究学園都市、港北ニュータウン・センター及び千葉ニュータウン都心の3つの営業地域において、熱供給事業を運営
しています。 
 熱源設備を一元管理することにより、環境保全、省エネルギーの推進、都市防災、都市景観の向上に貢献しています。 

営業地域 会社名 供給面積 

筑波研究学園都市 筑波都市整備㈱ 309,792㎡（30.9ha） 

港北ニュータウン・センター ㈱横浜都市みらい 167,000㎡（16.7ha） 

千葉ニュータウン都心 ㈱千葉ニュータウンセンター 467,000㎡（46.7ha） 

千葉ニュータウン都心 

港北ニュータウン・センター 

筑波研究学園都市 

 千葉ニュータウン都心地域においては、ごみ焼却排熱を有効活用し、環境保全、
省エネルギーの一層の推進に寄与しています。(千葉ニュータウンセンター) 

環境負荷の低減 
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太陽光発電設備の設置 

 新都市ライフホールディングスグループでは、保有施設において太陽光
発電設備を設置しており、6施設が稼動しています。 
 再生可能エネルギーである太陽光を活用することで、地球温暖化防
止に向けたCO2排出削減に貢献しています。 
 平成29年度は、松代ショッピングセンターにおいて増設を行いました。 

環境負荷の低減 

松代ショッピングセンター(茨城県つくば市) 

EVステーションの設置 

 新都市ライフホールディングスグループでは、電気自動車（PHV含む）の普及に伴い、環境に配慮した車を利用する
お客様への対応として、「EVステーション」を設置しています。 

施設照明のLED化 

 新都市ライフホールディングスグループでは、保有施設において既存照明のLED化を進め、消費電力の低減に積極的
に取り組んでいます。 

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾀｳﾝあいたい(横浜市都筑区) 光が丘ＩＭＡ(練馬区) 

省エネ設備等への更新 

 新都市ライフホールディングスグループでは、省エネ・温室効果ガスの削減に寄与できることから、エレベーター設備・受
変電設備機器・加圧給水ユニット・吸収式冷凍機の更新、吸排気ファンモーターの交換等を行いました。 

設置場所 所在地 
平成29年度 発電量 

（kWh） 
設置年月 

野田みずきショッピングセンター 千葉県野田市 54,342  平成26年  2月 

光が丘IMA 東京都練馬区 157,203  平成26年10月 

エコール・いずみ 大阪府和泉市 67,000  平成21年11月 

若葉台センター商業ビル 東京都稲城市 77,400  平成27年  3月 

松代ショッピングセンター 茨城県つくば市 69,616  平成28年11月 

牧の原モア 千葉県印西市 64,168  平成28年  2月 

コラム南青山(港区) 
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安心・安全な施設づくり 

安心・安全な施設づくり              

 ご高齢のお客様やお身体の不自由なお客様など、多様なお客様に安心してご利用いただける安全な施設づくりは
商業施設等運営者としての責務と考えています。 
 新都市ライフホールディングスグループでは、ハード面における改善に加え、防災訓練などのソフト面においても向上
に努め、安全で安心な施設づくりに取り組んでいます。 

 平成30年3月23日に光が丘IMAのIMAホールにて避難訓練上映会を実施しました。 
 一般のお客様、光が丘消防署にご協力いただき、「ＩＭＡホール上映会」開催中の大地震発生を想定し、災害発生時に 
スタッフがお客様を安全に避難誘導する訓練を行いました。(新都市ライフホールディングス) 

IMAホール(練馬区) 

「避難訓練上映会」を実施 

防災への取り組み 

 JR桶川駅西口直結の複合商業施設パトリア桶川店について、桶
川市との間に「災害時支援協定」を締結し、平成30年2月20日に
調印式を行いました。本協定は、市内に地震等の大規模災害が
発生した場合、当施設が救援物資の供給、被災者や帰宅困難者
の応急救済に係る防災活動に協力するという内容になっています。
(新都市ライフホールディングス) 

災害時支援協定の締結 

 当社施設におけるテナント従業員向けに、防火防災に対する意
識・能力を高めるための教育資料を作成しました。 
 テナント従業員様１人１人に行き渡るよう配布し、防火防災
意識の啓蒙と知識・能力の向上に活用して参ります。 
(新都市ライフホールディングス) 

テナント従業員向け防火防災教育資料の作成 
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安心・安全な施設づくり 

 保有施設において、テナント従業員様も参加しての自衛
消防訓練を実施しています。 
 パトリア桶川店において実施した春の全館消防訓練では、
1階～4階全フロアのテナント従業員様が参加し、桶川消防
署西分署の指導の下、通報、避難誘導、集合、水消火器
による実射訓練を行いました。 
 光が丘IMAでは、光が丘消防署主催の自衛消防技術審
査会に参加しました。当審査会は、火災発生時における初
期対応について迅速・的確な行動要領を競うもので、隊員
の姿勢、明確な声、速さなどが審査されるものです。平成29
年度は、全26隊の中で準優勝を果たしました。 

自衛消防訓練の実施 

お客様用トイレの改修等 

 相模原it’s3階のリフレッシュ計画において、お客様用ト
イレの改修を行いました。通常、改修工事は、外部の設
計会社や商業コンサルタントに設計を委託して工事発
注を行うことが多いですが、本改修工事は社内に小規
模なプロジェクトチームをつくり当社社員がデザイン検討、
設計に携わり、工事発注を行いました。パウダースペース
の設置や車いす専用トイレをみんなのトイレへ機能を拡
張し、女性トイレの一室にベビーシート、チェンジングボー
ドを設置しました。また、パステルカラーを主体とした色彩
とし清潔感、親しみのある空間を演出しました。 

パトリア桶川店(埼玉県桶川市) 

 防災への取り組み・商業等デベロッパーとしての社会的責務として、お客
様、施設関係者や当社従業員の安全の確保のため、普通救命講習を全
ての役社員等を対象に実施しています。 
 本講習は毎年開催し、以降3年毎に再講習を受講することとしています。
(新都市ライフホールディングス) 

普通救命講習(AED講習)の実施 

光が丘IMA(練馬区) 

快適な施設づくりへの取り組み 

相模原it’s(相模原市中央区) 
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安心・安全な施設づくり 

サンタウンプラザ すずらん館(奈良県奈良市) 

キーサウス(横浜市都筑区) 

レディースルームの設置 

 サンタウンプラザすずらん館において、施設環境リニューアルの一環とし
て、お子様連れのお客様に安心快適に施設を利用していただけるよう、
授乳室を完備したレディースルームを設置しました。授乳室は、個室2室
を用意することでプライバシーに配慮し、ストレスなくご利用いただけます。 

 サンタウンプラザすずらん館では、お子様連れの男性のお客様
も安心して施設を利用できるよう、男子トイレを重点的に改修
し、親子でご利用できる親子トイレブースを設置しました。 

 キーサウスにおいて、高齢者、障がい者等が円滑に利用
できる商業施設を目指し、横浜市の福祉のまちづくり条
例に即した設備（多目的トイレ及び音声案内システム）
を設置しました。 

 MiO香久山において、来店していただくお客様の高齢化
が進み、洋式トイレの需要が高く、和式と洋式が混在する
トイレは混雑する状況であったことから、設備機器の水準
向上及び施設の魅力度向上のため、トイレ、洗面所の改
修を実施、今回は全て洋式としました。さらに、一部男子
用、女子用ブース内にベビーシート、ベビーキープを設置、
お子様と来店しても余裕あるスペースで快適にご利用いた
だける空間も造りました。 

サンタウンプラザ すずらん館(奈良県奈良市) 

 相模原it’sにおいて、杖や車いすを使用する
お客様にも安心して施設を利用していただける
よう手動ドアを自動ドアに改修し、スロープへ手
摺りを設置しました。 

バリアフリー化の実施 

相模原it’s(相模原市中央区) 

 光が丘IMA、パトリア桶川店、パトリア葛西店に
おいて、テナント従業員の就労環境を改善するた
めテナント従業員休憩室の改修を行いました。い
す・机を新しいものへ交換、床・壁・天井のリフレッ
シュ、充電用コンセントの設置、禁煙化または分煙
化を行いました。 

光が丘IMA(練馬区) パトリア品川店(品川区) 

テナント従業員休憩室の改修 
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安心・安全な施設づくり 

多様なニーズへの対応 

桶川市地域包括支援センターの誘致 

 パトリア桶川店において、“近隣居住者＆駅利用者の生活をサポー
トするサービスの拠点”をフロアコンセプトとしている4階に桶川市地域包
括支援センター「ルーエハイム」を誘致しました。 
 桶川市から委託を受けて、地域の方々のお役に立てるよう、介護が
必要になられた方や、ご家族の介護でお悩みの他、社会福祉に関す
る様々なご相談をお受けします。 
 また、同センター内には県内6ヶ所の介護老人保健施設、特別養護
老人ホーム、軽費老人ホームを統括する法人本部も兼ねています。 

認可就労移行支援事業所の誘致 

 ピコティ北小金において、就労移行支援事業所「カフェファミーユ」を誘致しました。就労移行支援は、障がいがある方の就労を
サポートする障がい福祉サービスです。職業訓練、職場探し、職場への定着支援など、手厚いサポートを利用することができます。 
 また、職業体験・実習の場だけでなく、地域の皆様の憩いの場としてご利用いただけます。 
 このような取り組みを通して、運営する施設近隣の皆様の生活のサポートに努めて参ります。 

「絵と言葉のライブラリー ミッカ」 

 リリオ亀有とその周辺地域の賑わいの創出及
び地域のさらなる活性化を目的として、公民連
携による新たな事業展開を検討する「リリオ亀
有リノベーションプロジェクト」を葛飾区、独立行
政法人都市再生機構と共同して立ち上げ、
㈱トレックに参画頂き、リリオ館7階のリノベー
ションを行いました。 
 このエリアには、葛飾区が絵・図鑑・童話・ 
マンガ・写真集・作品集など国内外から約
3,000冊の本を集めた、小学生以下のお子
様のための施設「絵と言葉のライブラリー ミッカ」
を開設しました。「ミッカ」というネーミングには、
「いっちょやってミッカ(みようか)」、「おもしろいこ
とミッカった(見つかった)」と何かを感じ、出会え
る場所であってほしいという思いが込められてい
ます。コンセプトは、本が好きな子も、そうでない
子も、好奇心が掻き立てられる図書館で、子ど
もたちと、一緒に来た大人だけが楽しめる特別
な場所です。シアタールームでは落語家、劇団
員などと連携して絵本等の読み聞かせイベント
を行っています。 

パトリア桶川店(埼玉県桶川市) 

ピコティ北小金(千葉県松戸市) 

リリオ亀有(葛飾区) 
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地域イベントの開催・協賛 

新都市ライフホールディングスグループでは、地域活性化のため様々なイベントの開催・協賛をしています。 

永山フェスティバル(東京都多摩市) 

センター北まつり(横浜市都筑区) 

ランタンアート2017(茨城県つくば市) 

サンタウン夏祭り(奈良県奈良市) 

地域活性化の推進 

地域活性化の推進              

 新都市ライフホールディングスグループでは、事業地域や施設でのイベント開催を通じて、体験・学習機会の提供
や、賑わい創出を行い、事業地域の魅力向上に努め、皆様の暮らしがより豊かになるよう地域活性化の推進に取り 
組んでいます。 

和泉の国ジャズストリート・いずみの国グルメグランプリ
(大阪府和泉市) 
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地域活性化の推進 

全日本スリー・オン・スリーバスケットボールプロジェクトの開催 

 パトリア桶川店及びゆみ～る鎌取SCに設置した屋内
ポップアップ型バスケットボールコート「ディーナゲッツコート」
を活用し、「全日本スリー・オン・スリーバスケットボールプロ
ジェクト」（2009年にスタートした3on3バスケットと屋内
外のバスケットコートを組み合わせた地域活性化プロジェ
クト）の埼玉ラウンド及び千葉ラウンドを開催しました。 
(新都市ライフホールディングス) 

施設公式キャラクター「ＩＭＡにゃん」による地域交流 

 施設開業30周年記念事業の一環として、光が丘IMA公
式キャラクター「IMAにゃん」が誕生しました。施設館内のお客
様との触れ合いだけでなく、練馬幼稚園のクリスマス会にも特
別ゲストとして参加し、子ども達と楽しい時間を過ごしました。 
(新都市ライフホールディングス) 

光が丘ＩＭＡ(練馬区) 

練馬幼稚園(練馬区) 

季節イベントの開催 

 新都市ライフホールディングスグループでは、地域イベントへの協賛を含む季節イベントの実施により、地域に季節感や賑わい
を創出できるよう努めています。夏祭りやハロウィンシーズンの仮装イベント、正月のもちつき大会を開催したり、七夕飾りやひな
人形の展示、イルミネーションを設置したりすることで、地域の方々に楽しんでいただき、地域が賑わうことを目指しています。 

パトリア桶川店(埼玉県桶川市) 

多摩センター地区(東京都多摩市) 

ショッピングセンターサプラ(茨城県龍ケ崎市) 
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寄席の開催 

 「めふ乃寄席」は、平成29年度で20周年を迎え、11月には「100回
記念スペシャル版」を開催し、地域の皆様に好評をいただきました。また、
夏には「夏のスペシャル落語教室」として「落語ものしりノート」を作成し
子どもに配布するなど、伝統芸能に親しむ機会を提供しました。また、
「さらら寄席」は、10年以上にわたり開催され、地域の皆様に親しまれ
ています。気鋭の噺家、桂歌之助さんをレギュラーに迎え、勢いのある
若手落語家の噺が毎回楽しめるイベントです。また、エコール・ロゼでも
毎年3人の落語家の熱演を大勢のお客様に楽しんでいただいています。
(関西都市居住サービス) 

地域活性化の推進 

さらら仁川（兵庫県宝塚市） 

 IMAホールでは、平成元年から毎月1回、春風亭正朝とその仲間た
ちによる「IMA寄席」を開催しており、平成29年には公演回数が330
回を超えました。入場料にあたる木戸銭が100円以上という手軽さも
あり、地元光が丘地域を中心にＩＭＡホールの人気公演として定着し
ており、この木戸銭は、地域貢献活動の一環として、練馬区社会福祉
協議会へ寄付しています。（新都市ライフホールディングス） 

芸術・文化イベントの開催 

職業体験イベントの実施 

 グリナード永山では、施設の店舗で接客・販売の仕事を体験してもらうイベントを、ショッピングセンターサプラでは、消防署、
警察署や関係企業の協力により、消防士、警察官、バス運転手、トリマー、ドッグトレーナー、アナウンサーの仕事を体験で
きるイベントを行いました。 
 また、ケーブルテレビのコミュニティチャンネル「らーばんねっと」では、「らーばんねっと」の取材・番組編集の体験や小学校の社
会科見学の受け入れを実施しました。 

ショッピングセンター サプラ(茨城県龍ケ崎市) グリナード永山(東京都多摩市) 

体験・学習イベントの開催 
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専門家を招いたイベントの開催 

 指定管理者として管理運営を行っているつくば市の「かつらぎ公園」におい
て、夏休み恒例の「親子昆虫観察会」を8月26日に開催しました。「かつら
ぎ公園」は、松の既存林や水辺・芝生広場を中心とした公園で、周辺はマ
ンションや戸建住宅の他に小中一貫校の春日学園に隣接し、都会のオア
シス的な公園として市民に親しまれています。当日は天気に恵まれ、参加
者の親子20名は、つくば市ゆかりの森・昆虫博物館の植村先生の指導
で、園内の昆虫観察を楽しみました。（筑波都市整備） 

学生や地域団体への支援・活動発表の場の提供 

 エコール・マミに隣接する畿央大学と連携し、学生に
活動や発表を行う場を提供することで、大学が地域と
繋がる一助を担っています。具体的には学内の専門ゼ
ミの学生による、装飾の実施やデザイン提案の展示、
学生デザインによる備品設置や内装を行っています。 
 また、大学講師や学生による地域の子供を対象にし
た天体観測イベントを実施し、好評を博しました。 
 さらには、大学の持つ専門的なノウハウを生かして、テ
ナント様を対象にした認知症に関するセミナーを実施し
ました。（関西都市居住サービス） 

近隣の大学との連携 

 新都市ライフホールディングスグループでは、地域で活動する学生や団体へ施設ス
ペースの貸出しや、活動の成果を発表する場としてイベントを開催しています。 
 エコール・リラでは、近隣の藤原台小学校の児童が日頃利用しているお店で働く
方の様子を写生して地域との繋がりを身近に感じてもらうために施設を提供し、児
童達の作品を館内に展示しています。 
 牧の原モアでは、印西市・白井市内の中学・高校の吹奏楽部コンサートを開催、
地域の学校に演奏の場を提供しました。 

地域活性化の推進 

多摩よこやまの道 
(東京都多摩市) 

エコール・リラ(神戸市北区) 

エコール・マミ(奈良県香芝市、広陵町) 

 恵泉女学園大学の先生による草木の解説を聞きながら、「多摩よこや
まの道」を歩くイベントを開催しました。（新都市センター開発） 

かつらぎ公園 
(茨城県つくば市) 

牧の原モア(千葉県印西市) 
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防災フェアの実施 

 多摩市が推進している「健幸都市」の事業に賛同し、用意した体組成計や血圧計を市民
が自由に利用できる「健幸スポット」を提供しています。(新都市センター開発) 

 協議会は、安全・安心な生活環境の維持向上に寄与することを目的に、駅前交番、地域住民
及び当地に立地する法人が駅及びその周辺地域における各種犯罪と事故防止を図るための広
報啓発活動を毎月2回早朝に実施する他、オレオレ詐欺撲滅キャンペーンなど定期的な活動を
行っています。当社も法人会員として登録、これら活動に参加しています。 
(関西文化学術研究都市センター) 

地域・社会への貢献 

地域・社会への貢献              

 新都市ライフホールディングスグループは、事業地域に根ざした様々な社会貢献活動を行っています。 
 地域の防犯・防災活動、美化・清掃活動、社会福祉に関する活動など、継続的に地域・社会への貢献活動に
取り組んでいます。 

地域の防犯・防災活動 

社会福祉に関する活動 

健康イベントの実施 

 高齢者でも参加できる簡単な体操などを専門講師により指導してもらうイベントを定期的に
開催し、地域の健康度アップを図っています。(新都市センター開発) 

駅前交番連絡協議会 

 9月1日の防災の日にちなみ、9月2日に自衛隊奈良方面隊を招き、災害救助活動のＰＲや、
装備・車両の展示等を行いました。 (関西文化学術研究都市センター) 

「健幸スポットの設置」 

 奈良県広陵町と「包括連携協力に関する協定」を締結しました。地方創生の基本
理念に基づき「まち・ひと・しごと」の各分野において各々の持ち得る資源を有効に活
用し、地域活力の増進、地域経済の発展及び住民サービスの向上を図っています。
(関西都市居住サービス) 

「包括連携協力に関する協定」の締結 

国連難民支援キャンペーンへの協力 

 新都市ライフホールディングスグループでは、国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）
による国連難民支援キャンペーンへの協力のため、キャンペーン実施会場として施設スペースを
提供しました。平成29年は、全国で約180の企業・団体・自治体が当キャンペーンに協力した
中で、当グループ全体で集まった支援金額は、6番目に高い実績となりました。 
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地域の美化・清掃活動 

 新都市ライフホールディングスグループでは、地域の美化・清掃活動に積極的に取り組んでいます。 

地域の美化活動への取り組み 

奈良市の「アダプトプログラム」への参加 
 平成20年9月から奈良市のアダプトプログラムに参加し、駅周辺及び近隣道路において、ご
みの収集・除草・花壇・植栽の手入れと維持管理を実施しています。 
(関西文化学術研究都市センター) 

多摩市の「アダプト制度」への参加 
 平成20年から多摩市の推進するアダプト制度に参加しています。 
ペデストリアンデッキに設置されている花壇の管理を実施し、多摩センター地区の美化を推進し
ています。(新都市センター開発) 

 地域の魅力・顔づくりプロジェクト＜和
泉中央＞メンバーとして和泉中央駅周
辺企業による6月と12月実施の一斉
美化活動への参加しています。 
 (関西都市居住サービス) 

定期清掃の実施 

 施設や駅周辺の定期的な清掃活動を実施しています。 

 ゴミの無いきれいな街づくりとして、ハ
マロードサポーター、センター南商業地
区振興会が中心となって、毎月1回駅
前広場周辺の清掃活動を行ってい
る。振興会会員として全社で取り組ん
でいます。(横浜都市みらい) 

印西市の「印西市ふれあいロード美化活動」への参加 
 ビジネスモールに立地する企業と組織する「ラーバンクラブ」として、平成22年4月から「印西
市ふれあいロード美化活動」に参加し、ビジネスモール街路の植樹帯に春秋2回花植えを実
施し、地域の美化を推進しています。 (千葉ニュータウンセンター) 

山羊を活用した除草 

 機械除草に替わる手法として、ECOで環境にやさしい山羊を活用した除
草を実施しました。近隣住民の方からの認知度もあがり、「多摩センター夏祭
り」の餌やり体験イベントなど、山羊との共生を通じ、癒しやリラックス効果を提
供しています。また、平成29年度においては、UR山崎団地や多摩市公園
緑地の山羊除草業務を前年度から継続して受注し、UR技術管理分室か
らの新規受注など除草範囲を拡大しました。(新都市センター開発) 

地域・社会への貢献 

 サプラテナント会では年4回行っている
「サプラクリーン作戦」を9月20日に実施し
ました。当日は、多くの従業員が参加し、
サプラ周辺や駐車場のゴミ拾い等を行い、
環境美化活動に努めました。 
 (筑波都市整備) 
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地域・社会への貢献 

子育て環境の充実を図る取り組み 
 新都市ライフホールディングスグループでは、地域の方々の子育て支援のため、各企業のほか、NPO法人や公共団体と共に、子
育て環境の充実を図る取り組みを行っています。 

子育て支援施設等一覧 

認可保育園の誘致 

 パトリア桶川店において認可保育園「メリー★ポピン
ズ」・児童発達支援施設「つむぎ」が平成29年4月に、
北鴻巣ショッピングプラザにおいて小規模認可保育園
「ぬくもりのおうち保育 北鴻巣園」が平成29年11月に、
北小金ピコティにおいて小規模認可保育園「みなみ北
小金保育室」が平成30年4月に開設されました。 

みなみ北小金保育室(千葉県松戸市) ぬくもりのおうち保育 北鴻巣園 
(埼玉県鴻巣市) 

(平成30年3月31日時点) 

企業主導型保育園の誘致 

 ライフガーデン流山おおたかの森に「おおたかの森プライムスクール」を、潮見駅前プラザ二番街に
「潮見プライムスクール」を誘致しました。当園は、提携する会社や団体のお子様と、保育を必要と
する地域のお子様が利用できる、内閣府が主導する企業主導型保育事業の保育園です。 

設置場所 所在地 名称 用途 定員（名） 

ライフガーデン流山おおたかの森 千葉県流山市 フォレストキッズガーデン 
一時預り保育・子育て支援セン
ター・送迎保育ステーション 

41 

ライフガーデン流山おおたかの森 千葉県流山市 
おおたかの森ヒルズ 
NURSERY SCHOOL 

保育所及びその他の児童福祉施設 120 

ライフガーデン流山おおたかの森 千葉県流山市 おおたかの森プライムスクール 保育所及び学童保育 50 

サンタウン立花 東京都墨田区 横川さくら保育園分室 保育所 30 

サンタウン立花 東京都墨田区 立花児童館学童クラブ 第二分室 学童保育 65 

ビーコンヒル能見台 神奈川県横浜市金沢区 YMCA マナ保育園 保育所 60 

潮見駅前プラザ 東京都江東区 潮見プライムスクール 保育所 20 

相模大野ロビーファイブ 神奈川県相模原市南区 RISSHO KID’S きらり 保育所 60 

相模大野ロビーファイブ 神奈川県相模原市南区 ウキウキファイブ 学童保育 38 

相模大野ロビーファイブ 神奈川県相模原市南区 まあむベイビィズ 保育所 18 

光が丘IMA 東京都練馬区 エデュケアセンター 保育所 30 

アルーサ北与野ノースピア 埼玉県さいたま市中央区 ミルキーウェイ北与野園 保育所 32 

アルーサ北与野ノースピア 埼玉県さいたま市中央区 親愛北与野保育室 保育所 19 

ピコティ北小金 千葉県松戸市 北小金グレース保育園 ノーチェルーム 保育所 12 

ピコティ北小金 千葉県松戸市 みなみ北小金保育室 保育所 12 

パトリア桶川 埼玉県桶川市 メリー★ポピンズ 保育所 66 

パトリア桶川 埼玉県桶川市 つむぎ 児童発達支援施設 10 

北鴻巣ショッピングプラザ 埼玉県鴻巣市 ぬくもりのおうち保育 北鴻巣園 保育所 19 

エコール・いずみ 大阪府和泉市 エンゼルハウス和泉中央 子育て支援施設 100 

エコール・マミ 奈良県香芝市、北葛城郡 ニコニコアカデミーキッズ 幼保園(一時預り)・幼児教育 55 

名塩駅前店舗 兵庫県西宮市 ぽぽデイ名塩駅前 障害児通所支援/児童デイサービス 10 

名塩路面店舗 兵庫県西宮市 ぽぽデイ東山台 障害児通所支援/児童デイサービス 10 

藤沢台センター 大阪府富田林市 放課後等デイサービスるんるん 放課後等障害児童デイサービス 10名/日 

HAT神戸 兵庫県神戸市灘区 ポピンズナーサリースクール HAT神戸 小規模保育 19 

アクタ西宮 兵庫県西宮市 アフタースクールKIPPO西宮北口店 学童保育（民間） 28 

ピピアめふ 兵庫県宝塚市 みるくっくキッズクラブ 学童保育 20 

グリナード永山 東京都多摩市 永山駅前こどもの家 保育所 30 

サンタウンプラザすずらん館 奈良県奈良市 るあんすずらん 乳児一時預り等 ― 

ショッピングタウンあいたい 神奈川県横浜市都筑区 ポポラ 子育て支援施設 100 

牧の原モア 千葉県印西市 しおん保育園分園 保育所 18 

アルカサール 千葉県印西市 しおん保育園分園中央アニマルランド 保育所 27 

アルカサール 千葉県印西市 しおん保育園年少～年長児分園中央 保育所 36 

アルカサール 千葉県印西市 NPO法人しおんの家 学童保育 40 

子育て支援施設等一覧 

潮見駅前プラザ二番街 
(江東区) 
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地域・社会への貢献 

エコール・マミ(奈良県香芝市、広陵町) 

エコキャップ活動 

 ペットボトルキャップを回収して環境保護と再資源化を促進する「エコキャップの回収」
活動に取り組んでいます。 
 リサイクル事業者への売却代金は、世界の子供たちのワクチン接種費用として寄付
をしており、この活動を通してこれまでに多くの子供たちにワクチンを提供できました。 
 これからもこの活動を続けて参ります。 

 ごみの減量、資源回収、リサイクルを推進し、循環型の地
域社会を形成するために、施設の駐車場の一部を「リサイク
ルステーション」として提供しています。(中部新都市サービス) 

MiO滝呂(岐阜県多治見市) 

リサイクルステーションの設置 

親子交流の場の提供 

 エコール・マミ館内の「マミホール」において、香芝市が事業とし
て週に３回「香芝市つどいの広場」を行っています。子育てをし
ている親が小さな子どもを連れて気軽に来て地域と交流できる
場所を提供しています。 

 多摩市が策定した「多摩センター駅周辺地区 都市再生整備計
画」に基づく官民連携による街づくりの一環として、道路占有許可の
特例制度を活用し、当社施設のテナントによる運営協力を得て、
歩行者専用道路上にパラソル・テーブル・イスを設置することで、多
摩センター地区における賑わい演出及び来街者の快適な歩行空
間創出に寄与しています。(新都市センター開発) 

官民連携の街づくり 

エコール・マミ(奈良県香芝市、広陵町) 

オープンカフェ事業 

ベンチの寄贈 

 市民の皆様や市外から来られる方が滞在し、歩くことを楽しんで頂くため
の仕掛けへの協力として、ベンチ20台を多摩市へ寄贈しました。新日本
歩く道紀行100選「歴史の道」に選ばれた「多摩よこやまの道」他、市内
の遊歩道・公園に休憩スポットとして多摩市により順次設置されていきま
す。(新都市センター開発) 



CSR活動に対する社会からの表彰等 社会からの評価                

国連難民支援キャンペーンへの協力に対する感謝状 

 紛争や迫害により故郷を追われた難民・避難民を国際的に保護・支援し、難民問題の解決に対して様々な活動を行う国
連UNHCR協会が主催する「国連難民支援キャンペーン」に、昨年に続けて会場提供という形で協力しました。  
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防災功労者表彰 

 神戸市から防火管理の重要性を深く認識し、その推進に努めた
ことを評価され、神戸市長から防災功労者の表彰を受けました。 
(関西都市居住サービス) 

省エネ大賞を受賞 

 パトリア桶川店における、熱源更新をはじめとする省エネに
関する取り組みについて、当社と日本ファシリティ・ソリューショ
ン㈱が、経済産業省が後援する「省エネ大賞」の省エネ事例
部門において「省エネルギーセンター会長賞」を受賞しました。
(新都市ライフホールディングス) 

省エネ法定期報告における事業クラス3年連続のS評価 

 関西都市居住サービス、千葉ニュータウンセンターが、工場・事業場における省エネ法（エネルギーの使用の合理化等に
関する法律 －経済産業省・資源エネルギー庁）定期報告に基づく事業者クラス分け評価制度（S、A、B、Cの4段階評
価）において、平成27年度から3年連続で最高のSクラスに評価されました。 
 これまでの弊社の省エネへの地道な取り組みが高く評価されたことを励みに、これからも引き続き環境に優しい施設の維持
および向上に取り組んで参ります。(関西都市居住サービス、千葉ニュータウンセンター) 

「絵と言葉のライブラリー ミッカ」がキッズデザイン賞並びにグッドデザイン賞を受賞 

 「絵と言葉のライブラリー ミッカ」が「第12回キッズデザイン賞」並び
に「2018年度グッドデザイン賞」を受賞しました。キッズデザイン賞
は、特定非営利活動法人キッズデザイン協議会により、子どもの安
全・安心と健やかな成長発達に役立つ優れた製品・空間・サービ
ス・研究活動などが顕彰されるものです。また、グッドデザイン賞は、
デザインによって私たちの暮らしや社会をよりよくしていくための活動
で、製品、建築、ソフトウェア、システム、サービスなど、私たちを取り
まくさまざまなものごとに贈られます。かたちのある無しにかかわらず、
人が何らかの理想や目的を果たすために築いたものごとがデザインと
とらえられ、その質が評価・顕彰されます。  
(新都市ライフホールディングス) 


