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当社は、総合的な商業デベロッパーとして、 

環境と人にやさしい施設づくりに全社をあげて取り組んでいます。 
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■ 会社概要 

 

 社  名 株式会社新都市ライフ 

 設  立 昭和53年（1978年）12月25日 

 本  社 東京都新宿区西新宿6丁目5-1 

         新宿アイランドタワー26階・17階 

 資 本 金  4,644百万円 

 登録資格 宅地建物取引業、一級建築士事務所、 

      建設コンサルタント、マンション管理業 

 主要事業 商業デベロッパー事業 

      管理組合受託事業 

      損害保険代理業 

      コンサルティング受託事業 

      地域連携活動 

 従業員数 約240人 

 エリア別施設数 

      ・東京都エリア：22 

      ・埼玉県エリア：18  

      ・千葉県エリア：18 

      ・神奈川県エリア：12 

      ・その他エリア：4 

     

        



「ＥＣＯ活動」 

•省エネ 

•ＣＯ２削減 

•省資源 

•緑化 

•環境負荷低減 

•事務所内節電 

•エコキャップ回収 
「ハート活動」 

•安全安心 

•利便・快適性 

•防犯・防災 

•迷惑駐車・駐輪対策 

•地域行事・活動へのタイ
アップ 

•地域交流 

•子育て支援 

「人が輝く街、笑顔が
行き交う施設」 

 

Ⅰ．当社施設が環境に与える負荷を最小限にすることを希求し、環境の保全と汚染の防止に取り組みます。 

１．施設における省エネルギー化・省資源化を進めます。 

２．施設における廃棄物の削減、再資源化に努めます。 

３．「チャレンジ25」運動（政府が推進する地球温暖化防止国民運動。旧「チーム・マイナス6％」）の趣旨に沿って、 

  「エコ事務所活動」に取り組みます。 

 

Ⅱ．お客様の声に耳を傾けながら、人にやさしい施設をつくり、運営してまいります。 

            １．お客様に安心してご利用いただける安全な施設づくりに取り組みます。 

２．ご高齢のお客様、お身体のご不自由なお客様、お子様連れのお客様など多様なお客様に配慮した施設づくりを進めます。 

３．地域の皆様の暮らしをサポートするため、様々な取り組みを展開します。 

 

Ⅲ．上記の活動に関連する法律、条例等を遵守いたします。 

 

Ⅳ．上記の活動について、全従業員及び協力会社に周知徹底するとともに、この宣言を広く一般に公開いたします。 

当社は、「環境と人にやさしい施設づくり」における活動を 

「ＥＣＯ・ハート活動」 

と呼んでいます。 

■ ＥＣＯ・ハート活動方針 

環境と人にやさしい施設づくり宣言 
（2007．2） 



 
 
 

推進リーダーとは  

 推進リーダーは当活動の原動力であ

り、当社事務所内や、各施設における

活動の中心です。テナントの皆様や管

理委託会社、またご来館いただくお客

様と共に、当社ならではのＥＣＯ・

ハート活動を推進しています。 

 ＥＣＯ・ハート活動を全社的な取組として継続・発展させて行くために、組織を横断した「ＥＣＯ・ハー

ト活動推進委員会」を設置しています。 

 委員会では、当社のＥＣＯ・ハート活動の方針策定や、活動の推進方法、及び進捗状況等のほか、省エネ

ルギー法や地方公共団体条例に基づく計画書・報告書について検討・審議しています。 

■ ＥＣＯ・ハート活動推進体制 

光が丘ＩＭＡ 

ＥＣＯ・ハート委員会 
推進リーダー 

ECO・ハート活動推進 
社内ポスター 

専務取締役  

常務取締役 

本社 部長 本社 課長 

支店長 支店 課長 

常務取締役 事業本部 部長 事業本部 課長 

事務局 



■ 環境パフォーマンスデータ 

株式会社新都市ライフ全体の消費エネルギー 

 

 当社では、「施設の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、省エネルギー法に基

づいた目標を設定しています。 

 平成23年度は東日本大震災の影響に伴い、特に節電に

対する目標を▲15％以上と定め、施設照明の間引きや空

調温度設定の見直しなど運用上での積極的な節電をお客

様のご理解をいただきながら実行するなどのほか、照明

設備のＬＥＤ化やファン・ポンプモーターのインバー

ター化などの設備改修など、総合的な省エネルギーに努

めて参りました。 

 これらの結果、右表のとおり平成23年度における当社

全体（※）でのエネルギー使用量の合計は、原油換算で

5,303（kl）、前年と比較して▲20.7％｛1,387kl）｝

の削減を達成することができ、エネルギー消費原単位

（緑の折れ線グラフ）では、▲20.6％の削減となりまし

た。   

 当社施設で最もエネルギー消費量（原油換算）の大き

な施設は「光が丘ＩＭＡ中央館」（東京都練馬区）であ

り、当社全体（※）の32％を占めています。 

 「光が丘ＩＭＡ中央館」は、省エネルギー法上の「エ

ネルギー管理指定工場」、東京都環境確保条例上の「大

規模事業所」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。 

 次いで「パトリア桶川」（埼玉県桶川市）は、埼玉県

地球温暖化対策推進条例上の「大規模事業所（C）」の

取扱いであり、東京都の地球温暖化対策と共に、温室効

果ガス（CO2）排出削減対策を進めている施設です。 
省エネルギー法によるエネルギー権原を有する 

57施設のエネルギー消費割合 
（※）省エネルギー法によるエネルギー権原を有する範囲。 



「光が丘ＩＭＡ中央館」の消費エネルギー 

 

 当社全体のエネルギー消費の32％を占める「光が丘ＩＭＡ中央館」の平成23年度のエネルギー消費量は、

原油換算1,701（kl）、前年と比較して▲28.9％｛692（kl）｝の削減を達成することができました。 

 また、エネルギーの使用傾向（熱量単位であるGJ換算）から、節電の効果に加え、夏場の空調用冷水の削

減も大きく、これは特にテナント様をはじめ、来館される地域のお客様のご理解により得られた結果であると

考えています。 

★経済産業省資源エネルギー庁による 

 エネルギー管理指定工場の現地調査の様子（光が丘ＩＭＡ中央館 H25.1） 

 当社のエネルギー管理体制や管理指定工場における管理標準の遵守状況は、
適正であると評価されました。 

 

 



 ２０１２年度においても、省エネルギーや地球温暖化対策、自然環境の維持保全や

地域協働に関わる様々なＥＣＯ・ハート活動を実施して参りました。ここでは、その

主なものを紹介します。 

•高効率空調設備への更新工事（相模原、野毛、川口、南青山） 

•照明器具のＬＥＤ化（赤羽パル３、葛西、東大宮） 

•ポンプ・ファンモーターのインバーター化（品川） 

•太陽光発電設備の導入検討（既存施設） 

•エコキャップの回収活動（社内） 

ＥＣＯ活動 

•水辺環境の継続した保全活動（越谷レイクタウン） 

•お客様トイレを快適に（品川、吾妻橋） 

•地域に根ざした施設へ（桶川） 

•エスカレーターの設置（光が丘） 

•エレベーターＰ波センサー設置（川口） 

•電気式自動空気入れの設置（川越いせはら） 

•災害救援ベンダー設置（光が丘、上福岡、相模大野、西国分寺） 

•子育て支援施設の誘致（立花） 

•ゆみ～るふれあい市夏祭り（鎌取） 

•秋の健康フェア（相模大野） 

•「東京文化発信プロジェクト」共催（光が丘） 

•「光が丘ＩＭＡ２５周年記念地域コンサート」（光が丘） 

ハート活動 

■ ２０１２年度のＥＣＯ・ハート活動 



高効率空調設備への更新工事（相模原、野毛、川口、南青山）                      

•高効率空調設備への更新工事（相模原、野毛、川口、南青山） 

•照明器具のＬＥＤ化（赤羽パル３、葛西、東大宮） 

•ポンプ・ファンモーターのインバーター化（品川） 

•太陽光発電設備の導入検討（既存施設） 

•エコキャップの回収活動（社内） 

ＥＣＯ活動 

 テーマは節電・省エネルギーと温暖化対策。「空

調のための冷熱（温熱）を作り出すエネルギーが何

か」によって、施設の節電・省エネルギー対策に大

きく影響し、地球温暖化に影響する温室効果ガス

（CO2）の排出量を左右します。 

 当社では、更新時期を迎えた空調設備のエネル

ギー消費について、技術部門が「最もエネルギー効

率の良い方式は何か」を主眼にして試算を行い、そ

の規模を踏まえ比較検討し、方式を決定しています。   

 これらを検討した結果、空調設備更新時期を迎え

る４施設（相模原イッツ、ちぇるる野毛、リプレ川

口、コラム南青山）について、都市ガスをエネル

ギーに用いたＧＨＰ空調設備を導入することが、上

記のテーマを満足するうえで最も有効であると判断

し、平成２４年度に改修工事を行いました。 

ちぇるる野毛 

 ＧＨＰ空調設備への改修にあたり、ちぇるる野毛

とコラム南青山の２施設においては、従来の空調設

備の稼働に係るエネルギーが“電力”であったもの

から“都市ガス（一部電力使用）”へとエネルギー

転換を行いました。 

コラム南青山 

リプレ川口       
（ＧＨＰの更新） 

相模原イッツ      
（ＧＨＰの更新） 

既設撤去 

GHP新設 

既設撤去 

新設ＧＨＰ設置 



照明器具のＬＥＤ化（赤羽パルロード３、パトリア葛西、パトリア東大宮ほか）                      

ポンプ・ファンモーターのインバーター化（パトリア品川） 

•高効率空調設備への更新工事（相模原、野毛、川口、南青山） 

•照明器具のＬＥＤ化（赤羽パル３、葛西、東大宮） 

•ポンプ・ファンモーターのインバーター化（品川） 

•太陽光発電設備の導入検討（既存施設） 

•エコキャップの回収活動（社内） 

ＥＣＯ活動 

 施設の外灯や、施設看板、常時点灯かつ非常

時の不点灯が許されない避難誘導灯などの照明

器具において、積極的にＬＥＤ器具への改修を

進めています。 

 特に、パトリア葛西においては、屋上の施設

看板照明をＬＥＤ化することで大幅な節電を実

現することができ、効果的な配光と照度・色温

度、台数などの要素を検討し、改修工事を行い

ました。消費電力は従来の1/5程度。また従来

の照明の５倍の寿命を有し、節電以上の効果も

期待しています。 

 当施設の基準空調は地域冷暖房を利用しており、

熱交換器を経由するため容量が大きく、かつ暖房

期間に一定流量で稼働する温水ポンプが大きな搬

送電力を消費している状況となっていました。暖

房は冷房に比べ、月・時間帯による変動が大きい

ことを考慮すると、常に最大の流量で稼働する必

要はないことに注目し、インバーター制御へと改

修を行いました。同時にＡＨＵ空調機の送風機に

ついても同様の改修を行っています。 

 パトリア品川において、大きな電力を消費し

ていた空調用のポンプモーターと空調機ファン

のモーターにインバーター制御を導入するなど

省エネ改修工事を行いました。 

温度・差圧制御盤 

熱量・温湿度制御盤 

インバーター制御盤 

インバーター導入の効果（2011・2012年比較） 

改修前 

改修後 

パトリア葛西 



•高効率空調設備への更新工事（相模原、野毛、川口、南青山） 

•照明器具のＬＥＤ化（赤羽パル３、葛西、東大宮） 

•ポンプ・ファンモーターのインバーター化（品川） 

•太陽光発電設備の導入検討（既存施設） 

•エコキャップの回収活動（社内） 

ＥＣＯ活動 

太陽光発電設備の導入（既存施設）                       

エコキャップの回収活動（社内） 

検討調査報告書 

 当社は、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」活動に取り組んでおり、お客様をはじめ、事

務室内で回収した分も合わせて、たくさんのご提

供をいただいて参りました。 

 これまでに、回収してきたエコキャップの数は、

累積で2,578,320個※に達し、これらは、NPO

法人を通して、リサイクル事業者に再生プラス

チック原料として買い取っていただいています。

この売却金はワクチン代として寄付しており、ポ

リオワクチンに換算するとキャップ約860個（約

2kg）が1人分のワクチンに相当し、これまでに

約3,000人の子供たちにワクチンを提供できたこ

とになります。 

 当社は、これからもこの活動を続けて参りま

す。 

（ ※平成24年9月28日現在） 

 当社施設の未利用屋根部分に、約５０ｋＷ

の太陽光発電設備を導入する検討を進めてお

ります。現在は、２つの候補施設で検討を進

めており、２施設で年間約１０万ｋＷｈの発

電を行う予定です。この年間発電量は一般家

庭約２０世帯分の年間消費電力に相当し※ 

平成26年春ごろ稼働開始を見込んでいます。 

 今後も他施設等への再生可能エネルギーの

導入拡大ができるよう、検討を続けておりま

す。 

（※ 当社試算値） 



水辺環境の継続した保全活動（越谷レイクタウン）                      

◆「クリーン大作戦」（平成24年5月） 

   ～調整池を含む歩道・公園などのクリーンアップ活動～ 

    ☆自治体・自治会・ＮＰＯ法人・学校・企業など17団体約150人が参加しました。 

◆「小学4年生環境教室」（平成24年5月） 

   ～良好な環境に恵まれた水辺で様々な環境保全の学習会～ 

◆「川の再生キャンペーン」（平成24年6月） 

   ～ウォータースポーツによる交流や地区の魅力発信イベント～ 

    ☆予想を3倍上回る約3,000人の来場があり、趣向を凝らした活動を行いました。 

◆「Ａｃｔ Ｇｒｅｅｎ ＥＣＯ ＷＥＥＫ ２０１２」（平成24年10月） 

   ～企業・行政・来場者が一体となりエコライフを志向する参加型環境イベント～ 

    ☆約3,800人の来場があり、目玉イベント「レイククルーズ水上カフェ」が好評でした。 

ハート活動 

•水辺環境の継続した保全活動（越谷レイクタウン） 

•お客様トイレを快適に（品川、吾妻橋） 

•地域に根ざした施設へ（桶川） 

•エスカレーターの設置（光が丘） 

•エレベーターＰ波センサー設置（川口） 

「越谷レイクタウン」は環境に配慮した住みよいま

ちづくりとして「リブコムアワード2009」におい

てUR都市機構が金賞を受賞したまちです。 

 当社は、ＵＲ都市機構から越谷レイクタウン水辺

のまちづくり館の管理運営を受託しており、平成24

年度においても、越谷レイクタウンの良好な環境を

活用し、環境に関する啓蒙・学習やウォータース

ポーツ・地域活動の活性化による交流について、

様々なイベントを実施いたしました。 

 また、このまちの良好な環境の継続を図るため、

平成２１年度より地元市民団体等による環境維持活

動への支援を行っています。 

 

 
 
 

越谷レイクタウンで行われた主なイベント 



お客様トイレを快適に（パトリア品川、パトリア吾妻橋 ほか）                 

ハート活動 

•水辺環境の継続した保全活動（越谷レイクタウン） 

•お客様トイレを快適に（品川、吾妻橋） 

•地域に根ざした施設へ（桶川） 

•エスカレーターの設置（光が丘） 

•エレベーターＰ波センサー設置（川口） 

 当社施設にご来館いただくお客様に、清潔で快適なひと時を提供させていただくため、パトリア品川、パ

トリア吾妻橋においてお客様用トイレの改善整備を実施いたしました。 

 「使い勝手の良さ」「清潔性の維持」「バリアフリー」「省エネルギー」など、どなたでも快適に心地よ

くお使いただけるトイレに仕上げました。これからも順次、改善整備を実施して行きます。 

最適なポジションが 
自然にとれる。 

汚垂石サイズ550mm。 

臭いの原因は水分にあり。 
水をまかない乾式床。 

ファミリー層を考慮した 
多機能トイレ。 

「ひとりでできた」 
幼児用小便器を装備。 

ユニバーサルデザイン 
の手すりを装備。 

男女で違う使い方。 
適度なサイズの手洗器。 



地域に根ざした施設へ（パトリア桶川）                        

エスカレーターの設置（光が丘ＩＭＡ南館） 

エレベーターＰ波センサー設置（リプレ川口） 

ハート活動 

•水辺環境の継続した保全活動（越谷レイクタウン） 

•お客様トイレを快適に（品川、吾妻橋） 

•地域に根ざした施設へ（桶川） 

•エスカレーターの設置（光が丘） 

•エレベーターＰ波センサー設置（川口） 

 埼玉県桶川市は、江戸時代より紅花をはじめとする農

作物の集散地兼宿場町として栄え、現在は『べに花の郷

桶川市』をキャッチフレーズに紅花をシンボルとした街

づくりを行っています。 

 パトリア桶川の外壁修繕工事を行うにあたり『紅花』

をシンボルモチーフとした色彩デザインとしました。こ

れからも地域と共に歩む施設づくりを行ってゆきます。 

 東日本大震災の際には、首都圏各所エレベーターの長時

間閉じ込め事故が多数発生しました。 

 地震主要動（Ｓ波）が到達する前の初期微動（Ｐ波）を

感知することで、エレベーターを最寄階に着床させて、か

ご内のお客様がスムーズに避難できるように、エレベー

ター閉じ込め防止装置の設置対策のひとつである「Ｐ波セ

ンサー付地震時管制運転装置」をすべてのエレベーターに

設置していく計画です。 

P波センサー 

 光が丘ＩＭＡ南館では、2階に新たにク

リニックモールを設けたところですが、上

階への主導線は階段でした。 

 当社は、UR都市機構と連携し、光が丘

ＩＭＡ南館にエスカレーターを新設いたし

ました。このエスカレーターにより、施設

や駅の利用に対するバリアフリー化が前進

し、地域にお住いの方や、当施設にお越し

いただくお客様の利便性が向上することに

なりました。 



電気式自動空気入れの設置（川越いせはらSP・ライフガーデン流山おおたかの森）                       

災害救援ベンダー設置（光が丘・上福岡・相模大野・西国分寺） 

ハート活動 
•電気式自動空気入れの設置（川越いせはら、ライフガーデン流山おおたかの森） 

•災害救援ベンダー設置（光が丘、上福岡、相模大野、西国分寺） 

•子育て支援施設の誘致（立花） 

•ゆみ～るふれあい市夏祭り（鎌取） 

 自転車・ミニバイク・車いす用の自動空気入

れを川越いせはらショッピングプラザとライフ

ガーデン流山おおたかの森に設置いたしました。 

 ご来館いただくお客様へのサービス向上と、

エコライフを応援しています。 

 各飲料メーカーは、災害や緊急事態が発生した場合、被災者へ無料で飲料の提供ができる自動販売機を

設置しています。これを「災害救援ベンダー」と言います。 

 当社ではこの災害救援ベンダーを飲料メーカーと連携して、光が丘ＩＭＡ、ココネ上福岡、相模大野ロ

ビーファイブ、西国分寺レガに設置いたしました。 

 普段は通常の自動販売機ですが、いざ大規模な災害が発生した場合、飲料水確保の一手段として、心強

い味方となります。 

 今後も安心・安全な施設を目指して、災害救援ベンダーの設置を進めて参ります。 



ハート活動 
•電気式自動空気入れの設置（川越いせはら、ライフガーデン流山おおたかの森） 

•災害救援ベンダー設置（光が丘、上福岡、相模大野、西国分寺） 

•子育てステーションの誘致（立花） 

•ゆみ～るふれあい市夏祭り（鎌取） 

施設数 定員数

 保育施設 7 346

 学童施設 2 103

　　　　 　合  計 9 449

子育てステーションの誘致（サンタウン立花）                      

子育て支援施設の一覧 ※平成25年5月時点 

 当社は、保育施設の利用ニーズの高まりにより、多くの待機児童を抱える地元自治体と連携して、保

育園・学童クラブなどの「子育て支援施設」を当社運営施設に積極的に誘致することにより、地域の

方々が安心して子育てができる環境の整備に取り組んで参りました。 

 平成24年度は、墨田区（サンタウン立花）において、子育て支援活動を行うＮＰＯ法人と連携し、

｢親子カフェ｣や｢幼児教室｣など多様な子育てサービスの提供を行う｢子育てステーション｣を誘致・開設

いたしました。 

地区名 契約者名 名称 用途 
定員数 
（名） 

備考 

 流山  高砂福祉会  フォレストキッズガーデン   保育所及びその他の児童福祉施設 41   

 立花  墨田区  横川さくら保育園分室  保育施設 30   

     立花児童館学童クラブ第二分室  学童施設 65   

 能見台  横浜ＹＭＣＡ福祉会  ＹＭＣＡ マナ保育園  保育、託児所 60   

 潮見  アートチャイルドケア（株）  マミーナ潮見  多機能保育施設 30   

 相模大野ロビーファイブ  たちばな福祉会  ＲＩＳＳＨＯ ＫＩＤ’Ｓ きらり  保育施設 80   

   ワーカーズコープ  ウキウキファイブ  学童施設 38   

 光が丘ＩＭＡ東館  （株）パソナフォスター  エデュケアセンター  保育施設 30   

 アルーサ北与野団地  細野智樹（個人契約）  ミルキーウェイ  保育施設 75   



ハート活動 
・ゆみ～るふれあい市夏祭り（鎌取） 

•秋の健康フェア（相模大野） 

•「東京文化発信プロジェクト」共催（光が丘） 

•「光が丘ＩＭＡ２５周年記念地域コンサート」（光が丘） 

ゆみ～るふれあい市 夏祭り（ゆみ～る鎌取ＳＣ）                  

秋の健康フェア（相模大野ロビーファイブ） 

 平成24年8月、イオンゆみ～る鎌取店脇の広場

にて、ゆみ～るふれあい市夏祭り実行委員会（近

隣のＮＰＯの連合体）主催による、「第２回ゆみ

～るふれあい市夏祭り」が行われました。 

 多方面からの運営費の協力や資材の提供があり、

スーパーボールすくい、ヨーヨー釣りなど、地域

の子供たちや大人にも大盛況でした。 

 平成24年10月には、様々な医療施設がある相模大野ロビーファイブにおいて、「秋の健康フェア」を2

日間開催しました。 

 ロビーファイブのクリニックや薬局が健康に関する無料相談会や体験会を開催し、お越しいただいたお客

様の健康維持についてアドバイスを行いました。 



ハート活動 
・ゆみ～るふれあい市夏祭り（鎌取） 

•秋の健康フェア（相模大野） 

•「東京文化発信プロジェクト」共催（光が丘） 

•「光が丘ＩＭＡ２５周年記念地域コンサート」（光が丘） 

「東京文化発信プロジェクト」共催（光が丘ＩＭＡホール）                      

「光が丘ＩＭＡ25周年記念地域コンサート」（光が丘ＩＭＡホール） 

 光が丘のＩＭＡホールでは、東京都と公益財団

法人東京都歴史文化財団及びＮＰＯ法人芸術家と

子どもたちが進めている「東京文化発信プロジェ

クト」に共催し、会場を提供しました。 

 光が丘ＩＭＡ25周年を飾り、平成24年12月ＩＭ

Ａホールにおいて「光が丘ＩＭＡ25周年記念地域コ

ンサート」を開催しました。 

 このコンサートは、光が丘ＩＭＡが25周年を迎え

ることができたことを地域の皆様に感謝したいとの思

いから、地域の小中高の各学校の皆様に出演をお願い

し、開催できたものです。 

 当日は300人を超える来場者があり、6団体の素敵

な演奏がホールに響き渡りました。 

 ご参加いただいた学校の先生方からは、来年はもっ

と参加校を増やして新しい企画で行いたいとの声もい

ただいています。 

  

東京文化発信プロジェクトとは 
 

 東京文化発信プロジェクトは、「世界的な文化創
造都市・東京」の実現に向けて、東京都と東京都歴
史文化財団が芸術文化団体やアートＮＰＯ等と協力
して実施しているプロジェクトです。 
 都内各地での文化創造拠点の形成や子ども・青少
年への創造体験の機会の提供により、多くの人々が
新たな文化の創造に主体的に関わる環境を整えると
ともに、国際フェスティバルの開催等を通じて、新
たな東京文化を創造し、世界に向けて発信していま
す。 



受賞 

千葉県「コラボ大賞」受賞                                 
★流山 多次元連携協働事業★ 

埼玉県「さいたま環境賞」受賞                    
★越谷レイクタウン環境維持活動★ 

表彰 

練馬区社会福祉協議会   

「特別表彰」 

練馬区            
「防犯功労者表彰」 

東京消防庁                            
「自衛消防技術審査会」優勝 

寄付 

「震災孤児支援」                                     
～夏の縁日（相模大野）～ 

「練馬区社会福祉協議会」       
～ﾌﾗﾜｰﾁｬﾘﾃｨ・寄席（ＩＭＡ）～ 

「介助犬協会」 

ＥＣＯ・ハート活動に対する社会からの受賞・表彰等（２０１２年度） 

■ 社会からの評価 

 新しいまちづくりが進むTX流山おおたかの森駅周辺において、「流山新市街地地区安心・安全まちづく

り協議会」の事務局を務めており、取り組みに関する企画・調整等の役割を担っています。 

 平成２３年度、２４年度は、千葉県が募集した「連携協働による地域課題解決モデル事業」の採択を受

け、当社が企画調整も担当する「モデル事業分科会」を設置。東日本大震災を受けた新たな防災への取り

組み“多次元連携協働事業”を進めて参りました。 

千葉県「コラボ大賞」 － 流山 多次元連携協働事業 －                    

 当社は、越谷レイクタウンにおいて平成２１年度より市民団体、ＮＰＯ等の環境維持活動（芝やビオ

トープの管理）の支援を行って参りました。今回、当社が評価された活動は、「世界に誇れる水辺環境の

継続した保全への取り組み」です。越谷レイクタウン大相模調節池において、市民等による環境維持のた

めの活動を継続的に実施できるようにし、調節池施設の保全、景観の美化、自然生態系の再生及び利用者

安全の確保に資することを目的とした活動です。 

 ※「さいたま環境賞」は、埼玉県が環境保全に関する意識の醸成及び行動の促進を図るため、他の模範となる優れた取組を表彰

し、広く県民に周知するものです。 

  

埼玉県「さいたま環境賞」－ 越谷レイクタウン環境維持活動 － 



•省エネルギー化・省資源化への取り組み 

•CO2排出削減、環境汚染低減への取り組み 

•廃棄物削減と再資源化への取り組み 

•緑化への取り組み 

ＥＣＯ活動 

•安心安全な施設づくり 

•利便性・快適性を目指した取り組み 

•地域の防犯・防災への取り組み 

•迷惑駐車・駐輪への取り組み 

•地域行事・活動へのタイアップ 

•地域の皆様との交流を深める取り組み 

•「ライフガーデン流山おおたかの森」における取り組み 

•「越谷レイクタウン」のまちづくりにおける取り組み 

•「かわつるグリーンタウン」における取り組み 

•子育て支援の取り組み 

ハート活動 

 当社では、これまでにおいても、テナント様やお客様・地域の皆様と共に、様々な

ＥＣＯ・ハート活動に取り組んで参りました。これらの活動は、これからも発展・継

続して参ります。 

■ 2011年度までのECO・ハート活動 ～これまでもこれからも～ 



•共用部分照明機器等を省エネ型に取り替え                                                      
《西国分寺レガ》《ちぇるる野毛》《光が丘ＩＭＡ》 

•省エネ型設備機器の導入（高効率ＧＨＰ化）                                                    
《コラム南青山》《相模原イッツ》 

省エネ型の設備機器の導入等 

•不使用時消灯や管球間引きによる節電《全施設》 

•空調機（冷暖房）温度設定による節電《全施設》 

•点灯時の短縮、タイマー管理での節電《鎌取プチコア》ほか 

機器等の調整による省エネ 

•屋根の断熱塗装による空調効率向上                                                                  
《宇津木台ＳＰ》《川鶴SP》《北鴻巣SP》                           
《鴨志田SP》 

断熱性の向上による省エネ 

•トイレ節水型洗浄装置の取付                                                              
《光が丘ＩＭＡ》《相模原イッツ》《赤羽アピレ》《西国分寺レガ》ほか 

•節水型トイレ（便器）への改修                                                                      
《赤羽アピレ》《西国分寺レガ》《パトリア桶川》ほか 

節水に係る取り組み 

 施設の設備機器の改修や交換などの実施、機器の調整により、省エネルギー化や省資源化に向けた

取り組みを実施して参りました。 

《光が丘ＩＭＡ、コラム南青山、パトリア桶川》 
        照明機器等を省エネ型に取替 

《北鴻巣SP・宇津木台SP》 
  屋根の断熱塗装による空調効率向上 

 省エネルギー化・省資源化への取り組み 
2011年までの 

ECO活動 



•改正省エネ法及び東京都環境条例等に基づくCO2削減の取り組み《全施設》 

•パークアンドライドの推進（チラシ配布・新聞折込を実施）《光が丘ＩＭＡ》 

•CO2ダイエット宣言に参加《光が丘ＩＭＡ》 

•駐車場等でアイドリングストップの呼びかけ《駐車場施設》 

•ブラックイルミネーション・節電ライトダウン・七夕ライトダウンへの参加                         

《ゆみ～る鎌取ＳＣ》《鎌取プチコア》《鎌取駅前中央立体駐車場》                

《光が丘ＩＭＡ》《ヴィータ聖蹟桜ヶ丘》 

•厨房排水（グリストラップ）の清掃の徹底、指導《該当施設》 

温室効果ガス（CO2）排出削減に向けた取り組み 

・・再生紙利用、紙使用量の削減《全施設》 
 ・レジ袋辞退者へのお買い物ポイントの進呈《光が丘ＩＭＡ、赤羽アピレ》 
 ・エコバックの導入推進《光が丘ＩＭＡ、赤羽アピレ》 
 ・アンケート調査協力者にエコバックのプレゼント《星ヶ丘SP、宇津木台SP》  
  

 CO2排出削減、環境汚染低減、再資源化への取り組み 

 各種環境活動への積極的な参加や、ＣＯ２及び排気ガスの排出削減に向けた取り組みを実施していま

す。また、廃棄物減量の呼びかけや、リサイクル可能な廃棄物の回収、分別の徹底のほか、施設の改修

等に伴い発生する「建設副産物」についても、資源再生化に留意しながら工事等を行っています。 

 

2011年までの 

ECO活動 

 ・廃棄物の分別の徹底《全施設》 
 ・ゴミ計量装置の導入による、廃棄物の適正な把握《ちぇるる野毛》 
 ・エコキャップボックスを設置し、エコキャップ活動に参加《光が丘ＩＭＡ》 
 ・駐輪設備の整備や、放置自転車のリサイクル処理を実施《光が丘ＩＭＡ》 
 ・建設リサイクル法に基づき、解体・新築工事における資材の再資源化 
  の励行について施工業者への指導等《全施設》 
 

廃棄物・不要物の適正な処理                    

レジ袋やコピー紙等の削減                    

《赤羽アピレ》 
アピレ館内食品売場の牛乳ﾊﾟｯｸ・ 

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ容器等の分別回収ｺｰﾅｰを設置 
 

《光が丘ＩＭＡ》 
 エコキャップボックスの設置 

《ヴィータ聖蹟桜ヶ丘》「七夕ライトダウン」 

《星ヶ丘ＳＰ・宇津木台SP》 
    粗品にエコバック 



•「CO2ダイエット宣言」における植樹《光が丘ＩＭＡ》 

•屋上緑化の実施、管理《八王子みなみ野シティSC》《ココネ上福岡》 

•流山グリーンチェーン制度認定を取得《ライフガーデン流山おおたかの森》 

施設環境の維持増進 

 緑化、安全安心への取り組み 

  環境の維持と、日常的な緑とのふれあいを保つため、施設敷地や屋上緑地の維持管理を実施して参りま

した。 

《ライフガーデン流山おおたかの森》  
   流山グリーンチェーン制度認定を取得 
            

《八王子みなみ野シティSC》塔屋部の屋上緑化 

2011年までの 

ECO活動 

 ・ 
    ・ 
 ・AEDの設置、管理、使用訓練の実施《光が丘ＩＭＡ、大泉学園ゆめりあ、ヴィータ聖蹟桜ヶ丘、ほか》 
 ・レベル差の少ない安全な歩行導線の確保《ライフガーデン流山おおたかの森》 
 ・店舗出入口にスロープの設置、段差の解消《相模原イッツ、守谷SC、ほか》 
 ・身障者用駐車場の増設・改善《光が丘ＩＭＡ、守谷SC、坂戸にっさいSC、鴨志田SP》 
 ・施設内自動ドアの改修を実施《光が丘ＩＭＡ、ほか》 
 ・緊急停止時のエレベーター扉開閉訓練《ココネ上福岡》 
 ・お客様用トイレの改修《相模大野ロビーファイブ、パトリア桶川》 
 ・車イスの配備《光が丘ＩＭＡ、パトリア葛西、赤羽アピレ》 
 

安全安心な施設づくり                   

《ライフガーデン流山おおたかの森》 
建物２階と「流山おおたかの森」駅を結ぶ 
連絡通路デッキを設置 
～お子様やお年寄りの方にも安心して通行いただ 
 けるよう連絡通路デッキを設置しました。～ 

《光が丘ＩＭＡ》 
    ＡＥＤの当社社員による使用訓練 
 

《光が丘ＩＭＡ》 
CO2ダイエット宣言における植樹 
            

《守谷SC》 
店舗出入口 
スロープを設置 
 



 これからも便利で快適なお買い物環境を目指して、施設内も施設周辺もお客様にご満足いただける

様な施設づくりに努めて参ります。 

《相模大野ロビーファイブ》 
 女子トイレにベビーベッドを設置 

 利便性・快適性を目指した取り組み 

練馬区の助成金を活用して 
  喫煙ブースを屋内に設置しました。 

《光が丘ＩＭＡ》 
喫煙ブースの設置 

2011年までの 

ハート活動 

  ・ 
 ・建物内に喫煙ブースを設置《光が丘ＩＭＡ》 
 ・授乳室の設置《光が丘ＩＭＡ》 
 ・女性トイレにベビーベッドを設置《光が丘ＩＭＡ》 
 ・「きれい・明るい」を合言葉に「全館クリンネス作戦」を実施《相模大野ロビーファイブ》 
 ・わかりやすい店舗案内サインの設置《新宿アイランド、相模大野ロビーファイブ、ココネ上福岡》 
  

利便性・快適性を目指した施設づくり                   

 ・ラック式駐輪場を設置して不法駐輪を防止《ゆみ～る鎌取ＳＣ》 
 ・「無人有料駐輪システム」を導入《相模原イッツ》 
 ・テナント様、管理組合様、公共団体と連携した迷惑駐輪への対処《光が丘ＩＭＡ、西国分寺レガ、大泉学 
  園ゆめりあ、相模大野ロビーファイブ》  

放置自転車・不法駐輪等への取り組み                   

 ・不法駐車防止のための駐車場看板の設置《花崎・さつき野SP》 
 ・周辺生活道路への路上駐車対策のため、施設駐車場の夜間駐車券の販売《光が丘ＩＭＡ》 

迷惑駐車・不法駐車の防止への取り組み                   

 ・施設への搬入トラックの小型化をテナント様等に協力要請し、歩行者への安全確保を実現 
                                   《相模原イッツ》 

歩行者への安全確保                   

《光が丘ＩＭＡ》 
 敷地内の駐輪場を公共通路と一体に整備し、 
 日常の管理も一体的に行っています。 

《相模原イッツ》 
 搬入トラックの小型化 

《ゆみ～る鎌取ＳＣ》ラック式駐輪場の設置 
 ※（左写真）設置前 → （右写真）設置後 

《光が丘ＩＭＡ》ベビールームの設置 



 地域の防犯・防災への取り組み 

•地域と連携した、街の防災マップの作成                               

（流山市市街地地区 安心・安全まちづくり協議会）《ライフガーデン流山おおたかの森》 

•地域の防犯活動を実施                                        

（関係機関や地域と連携した防犯パトロール）《ライフガーデン流山おおたかの森》 

•夏季・年末年始の施設外の巡回                                   

（地域防犯のため施設外の住宅地・公園等を巡回）《ヴィータ聖蹟桜ヶ丘》 

•自治体・地元警察との連携した青少年の非行防止活動                 

《西国分寺レガ》《ヴィータ聖蹟桜ヶ丘》 

•防犯監視カメラの設置による防犯対策強化                        

《赤羽アピレ》《西国分寺レガ》《光が丘ＩＭＡ》《相模大野ロビーファイブ》ほか 

地域の防犯・防災への取り組み 

  

 防犯対策や防災対策を強化し、お客様に安心してお越しいただける施設環境づくり、住みやすい街

づくりに努めて参りました。 

《ライフガーデン流山おおたかの森》 
   防犯パトロールの実施  

《西国分寺レガ》《赤羽アピレ》《ちぇるる野毛》 
               防犯カメラの設置 
 
 

（独）防災科学技術研究所主催の 
e防災マップコンテストにおいて優秀賞の受賞 

2011年までの 

ハート活動 



 地域の皆様との交流を深める取り組み 

 地域行事などへ参加や地域文化活動等の各種イベントの開催により、地域の皆様を交流を深める取

り組みを行っています。 

2011年までの 

ハート活動 

  ・ 
 ・地域夏祭り等への協賛参加《ゆみ～る鎌取ＳＣ、北柏SC、八王子みなみ野シティSC、ほか》 
 ・「よさこい祭りin光が丘」「光が丘フェスティバル」「ハウリンバヤル（モンゴル祭）」への協力・協賛 
  《光が丘ＩＭＡ》 
 ・収穫祭「青空市場」の開催援助《新宿アイランド》 
 ・施設周辺地域の清掃活動に参加《新宿アイランド、パトリア葛西》 
 ・「クリーン＆グリーン活動」への参加《ゆみ～る鎌取ＳＣ》 
 ・地元商店街のまちおこし活動への協力《ヴィータ聖蹟桜ヶ丘》 
 ・地元小学校の「総合学習」への協力《ヴィータ聖蹟桜ヶ丘、赤羽アピレ》 
 ・月2回市民団体主催で実施する「フリーマーケット」にPAO広場を提供《中野坂上PAO》 
  

地域行事・活動とのタイアップ                   

 ・「ＩＭＡ寄席」「フラワーチャリティー」を開催。その収益金は練馬区社会福祉協議会へ寄付を続けてい    
  ます。《光が丘ＩＭＡ》 
 ・地域のお子様を対象に手作りイベントを開催…夏は「水上レース」「縁日」、冬は「クリスマスツリー 
   オーナメント作り」を実施《相模大野ロビーファイブ》 
 ・地元小学校や高等学校の音楽活動者に協力（広場や施設を演奏会に提供）《中野坂上ＰＡＯ、光が丘ＩＭ 
  Ａ、パトリア品川、ゆみ～る鎌取ＳＣ》 

地域の皆様との交流を深める取り組み                   

《光が丘ＩＭＡ》 
毎月１回ＩＭＡホールにて開
催の「ＩＭＡ寄席」 

《新宿アイランド》 

      青空市場 

《ゆみ～る鎌取ＳＣ》 

「クリーン＆グリーン活動」への参加 

《光が丘》 

 ハウリンバヤル（モンゴル祭り） 

《ココネ上福岡》 
  ライブイベントへの協力 

《相模大野ロビーファイブ》 
 ｢水上レース｣と｢縁日｣ 
   ｢クリスマスオーナメント作り｣ 

《中野坂上ＰＡＯ》《光が丘ＩＭＡ》 
《パトリア桶川》《ゆみ～る鎌取ＳＣ》 
地域の学校や団体の音楽活動に演奏会場の提供 



 子育て支援の取り組み 

 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。 

送迎保育の仕組み 

2011年までの 

ハート活動 

  ・ 
 ・駅前保育ステーションは、駅の利便性を活かした、通常保育ばかりでない多様な子育て支援のサービスを 
 提供するシステムです。 
  特に「送迎保育ステーション」は、朝の通勤時などに当ステーションへ乳幼児を預けるだけで、バスで指 
 定の保育園へお子様を送り届ける仕組みです。夕方には、保育園からバスで当ステーションに戻り、保護者  
 のお迎えまで保育を受けることが出来るサービスです。 
 ・また、子育て支援センターは、親子の触れ合いの場として、子育て相談や、様々な講座が行われるほか、 
 サークル活動の支援も行っています。 
  

ライフガーデン流山おおたかの森 子育て拠点「駅前保育ステーション」                  

駅前保育ステーションの構成 

  ・ 
  

相模大野ロビーファイブ 保育園・児童保育施設の誘致                  

  ・ 
  

サンタウン立花 子育て支援施設の集積                   

・保育園、学童保育施設の誘致により実現した子育て支援施設の集積 
・子育て広場 ・親子カフェ ・乳幼児一時預かり ・学童クラブ後のお預かり など 



•ＮＰＯや周辺立地企業と協働し、環境の共生を先導するエコタウンを目指す「越谷レイクタウ
ン」をアピールする環境イベントを開催。様々な展示や、講座・教室を実施してきました。                       

エコウィークイベントの開催 

 

 

 

 

協働イベント・学習教室 

 

環境維持活動 

 「越谷レイクタウン」のまちづくりにおける取り組み 

 ＵＲ都市機構から「水辺のまちづくり館」の管理運営業務を受託し、環境に配慮したエコなまち
の情報発信、地域協働イベント、市民への啓発活動などを実施。さらに、当社独自で市民団体への
資金助成を行い、水辺の環境維持事業を行っています。 

ふれあいひろば 親子科学教室 

ランニング大会 
カヌー教室 

地元高校による清掃活動 地元自治会 
ＮＰＯ等市民活動団体 

2011年までの 

ハート活動 



 「かわつるグリーンタウン」における取り組み 

 ＵＲ団地や周辺地域の魅力ＵＰ・活性化に向けた検討業務をＵＲ都市機構から受託し、地域住民や
大学、行政等と連携しながら、コミュニティの形成、少子高齢化への対応、地域活動の担い手の方々
による高齢者や子育て中の親が集えるコミュニティカフェの開設など地域連携のモデル事業を進めて
います。 

地域連携事業の展開                       

 

かわつるグリーンタウン 

《かわつるショッピングプラザ》 
コミュニティカフェ「ひだまり」 

  コミュニティカフェ「ひだまり」 

地域交流イベント 

大学と連携した食育講座 

住民参加のワークショップ 

2011年までの 

ハート活動 



■ 編集方針 

 

編集方針 

◇報告対象範囲◇ 

本報告書は株式会社新都市ライフの本社各部、事業本部、各支店、営業所、各店のＥＣＯ・ハート活動の取り組みにつ
いて報告しています。 

◇報告対象期間◇ 

2012年4月から2013年3月までの活動を中心に記載しています。ただし、現在進行中のものも取り上げています。
過去のものについては、実施年度が明確に掲載していないものもあります。 

◇Ｗｅｂサイトへの掲載◇ 

本報告書は株式会社新都市ライフのサイトでも公開しています。 

（http://www.nul.co.jp/） 

◇発行◇ 

2013年9月 
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