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１ は じ め に

２ エコ事務所活動

３「環境」にやさしい施設づくり

【１】省エネルギー化・省資源化への取り組み

【２】CO2排出削減、環境汚染低減への取り組み

【４】緑化への取り組み

４「人」にやさしい施設づくり

株 式 会 社 新 都 市 ラ イ フ に お け る

「 環 境 と 人 に や さ し い 施 設 づ く り 」 活 動 に つ い て

【１】安心安全な施設づくり

【２】利便性・快適性を目指した取り組み

【３】地域の防犯・防災への取り組み

【4】迷惑駐車・駐輪への取り組み

【5】地域行事・活動へのタイアップ

【７】「ライフガーデン流山おおたかの森」における取り組み

【８】「越谷レイクタウン」のまちづくりにおける取り組み

【１０】子育て支援の取り組み

【３】廃棄物削減と再資源化への取り組み

【6】地域の皆様との交流を深める取り組み

【９】「かわつるグリーンタウン」における取り組み



当社は、平成19年2月に「環境と人にやさしい施設づくり」宣言を行い、その活動を進めています。

「環境と人にやさしい施設づくり」活動を進めるにあたっては、この宣言を基本として、

①『エコ事務所活動』(全社各事務所における取り組み）

②『「環境」にやさしい施設づくり』活動 （各施設や業務における具体的取り組み）

③『「人」にやさしい施設づくり』活動 （各施設や業務における具体的取り組み）

の３つの具体的な活動分野を設けて取り組んでいます。

これまで当社が実施してきた具体的な取り組みは以下のとおりです。

当社におきましては、こうした活動を「ＥＣＯ・ハート活動」と名付け、

今後も積極的に取り組んでまいります。

１ は じ め に
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節電への取り組み 全事務所における照明の管理

・未使用箇所（会議室、倉庫等）の消灯

・残業時の不必要部分の消灯

・退社時の消灯確認の徹底

・昼休み時間の部分消灯

・照明スイッチ部への消灯シール表示

冷暖房に関する管理

・冷暖房機器の温度設定を基準化

・空調器のフィルター清掃

・クールビズ、ウォームビズの実施

・外気を利用した執務環境の調整

ＯＡ機器に関する管理

・昼休み時間のパソコン電源オフ

・業務上必要ない場合のパソコン電源オフ

・退社時の電源オフ確認徹底

・テレビ等の待機電力削減のための電源オフ

省資源化への取り組み コピー用紙等使用量の削減

・可能な場合、資料の裏紙コピー実施

・不要用紙の用紙サイズ分別保管

・可能な場合、資料の両面コピー徹底

・ミスコピー防止のため、コピー機リセットの徹底

・必要枚数の確実な把握、無駄コピーの防止

・プリンター用紙の誤出力防止（出力文書の確認）

・資料共用化（電子保管等）

・社内WEB、電子メールの活用

・社内便への使用済み封筒の再利用

エコ用紙（再生紙）使用の徹底

・コピー用紙や名刺、封筒、パンフレット、販促ポスター

水道の使用に関する管理

・各事務所での節水を励行

環境負荷を低減する取り組み ・物品購入にあたっては、エコマーク商品等の購入を励行

・OA機器については、省エネ型機器の導入を心がけ

廃棄物の処理に関する取り組み 全事務所内の廃棄物の分別徹底
・分別種別の確認

・種別ごとの置き場、容器、表示の確保

自動車の使用に関する取り組み 業務上移動時における公共交通機関利用の励行

我が国では、京都議定書における「温室効果ガス6％削減」の国際的な約束を達成するための取り組みとして、2005年
４月から地球温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナス６％」が展開され、２０１０年から新たに「チャレンジ２
５」に生まれ変わり、より一層ＣＯ２削減を推進する運動が行われています。

当社は、こうした運動に沿い、「環境や人にやさしい施設づくり」活動の中で、「エコ事務所活動」として全社的な取り
組みを実施しています。

「エコ事務所活動」の具体的な取り組み

２ エコ事務所活動
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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います。

【１】省エネルギー化・省資源化への取り組み

点灯時の短縮、タイマー管理での節電 《鎌取プチコア》ほか

～ 主な取り組み ～

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》

３「環境」にやさしい施設づくり
ＥＣＯ活動

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

省エネ型の設備機器の導入等

共用部分照明機器等を省エネ型に取替え（※管理組合が組合員への協力要請や業者指導等を行い実施）

《西国分寺レガ※》《ちぇるる野毛※》《光が丘IMA》

機器等の調整による省エネ

空調機（冷暖房）温度設定による節電 《全施設》

不使用時消灯や管球間引きによる節電 《全施設》

断熱性の向上による省エネ

節水に係る取り組み

省エネ型設備機器の導入（ガスヒートポンプ空調機器の高効率化） 《コラム南青山》《相模原It's》

《鴨志田SP・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

《コラム南青山》

空調機器の高効率化

《光が丘ＩＭＡ、坂戸にっさいＳＣ、パトリア桶川》

照明機器等を省エネ型に取替

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
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各種環境活動への積極的な参加や、CO2の排出削減に向けた取り組みを

実施しています。

駐車場を利用されるお客様に排気ガス削減の働きかけを行うなどの取り組

みも実施しています。

【２】CO2削減、環境汚染低減への取り組み

～ 主な取り組み ～

パークアンドライドの推進（チラシ配布・新聞折込を実施）・「CO2ダイエット宣言」に参加
《光が丘IMA》

｢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》《鎌取プチコア》《鎌取中央立体駐車場》《光が丘IMA》《聖蹟桜ヶ丘》

駐車場等で「アイドリングストップ」の呼びかけを実施

《西国分寺ライフタワー》《相模大野ロビーファイブ》《相模原イッツ》
《ライブタワー武蔵浦和》《パトリア桶川》《パトリア東大宮》《光が丘IMA》

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》

《光が丘IMA》

「パークアンドライド」のチラシ

厨房排水（グリストラップ）の清掃の徹底、指導 《該当施設》

《ヴィータ聖蹟桜ヶ丘》「七夕ライトダウン」への参加

３「環境」にやさしい施設づくり
ＥＣＯ活動

《光が丘ＩＭＡ》「ブラックイルミネーション」への参加
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施設において廃棄物減量の呼びかけ、リサイクル可能な廃棄物の回収、廃
棄物の分別化徹底といった取り組みを実施しています。

また、各種修繕・改修等に伴い副次的に発生する「建設副産物」について
は、資源再生化に留意しながら工事を実施しています。

【３】廃棄物削減と再資源化への取り組み

廃棄物の分別の徹底 《全施設》

エコキャップボックスを設置し、エコキャップ運動に参加 《光が丘IMA》

～ 主な取り組み ～

廃棄物・不要物の適正な処理

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》

レジ袋やコピー紙等の削減

施設における再生紙利用、紙使用量の削減（書類のデジタル化保存） 《全施設》

レジ袋辞退者へのお買い物ポイントの進呈・エコバッグの導入推進 《光が丘IMA》《赤羽アピレ》

｢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等への指導等 《全施設》

《光が丘IMA》

エコキャップボックスの設置

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》

アンケート調査協力者にエコバックの粗品プレゼント 《星ヶ丘ＳＰ》《宇津木台ＳＰ》

《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》

エコバッグ導入推進キャンペーン 《ちぇるる野毛》

ゴミ計量装置を導入

《星ヶ丘ＳＰ・宇津木台SP》

粗品にエコバック

３「環境」にやさしい施設づくり
ＥＣＯ活動
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施設環境の維持増進を図るため、また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います。

【４】緑化への取り組み

～ 主な取り組み ～

流山グリーンチェーン制度認定を取得 《流山おおたかの森》

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》

「CO2ダイエット宣言」における植樹 《光が丘IMA》

《光が丘ＩＭＡ》

CO2ダイエット宣言における植樹

《八王子みなみ野シティSC》塔屋部の屋上緑化

《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

３「環境」にやさしい施設づくり
ＥＣＯ活動
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お客様に安心してお越しいただける施設環境づくりに努めています。

【１】安心安全な施設づくり

～ 主な取り組み ～

施設内自動ドアの改修を実施 《光が丘IMA》

レベル差の少ない安全な歩行動線確保 《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》

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》

《守谷SC》

店舗出入口にスロープを設置

《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。

お客様用トイレの改修 《リリオ亀有》《相模大野ロビーファイブ》《パトリア桶川》

緊急停止時のエレベーター扉開閉訓練 《ココネ上福岡》

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

車いすの配備 《光が丘IMA》《パトリア葛西》《赤羽アピレ》

《光が丘ＩＭＡ》

ＡＥＤの設置・当社社員による使用訓練

4「人」にやさしい施設づくり
ハート活動
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便利で快適なお買い物環境を目指して、お客様にご満足いただける様な
施設づくりに努めています。

【２】利便性・快適性を目指した取り組み

中央館３階にベビールーム（授乳室）を設置 《光が丘IMA》

女子トイレにベビーベッドを設置 《相模大野ロビーファイブ》

分かりやすい店舗案内看板サインの設置（※印は管理組合と協力して実現）

《新宿アイランド※》《相模大野ロビーファイブ》《ココネ上福岡※》

《光が丘IMA》

ベビールームの設置

「きれい・明るい」を合言葉に「全館クリンネス作戦」を実施中 《相模大野ロビーファイブ》

《相模大野ﾛﾋﾞｰﾌｧｲﾌﾞ》

女子トイレにベビーベッドを設置

～ 主な取り組み ～

建物内に喫煙ブースを設置 《光が丘IMA》

《光が丘IMA》

喫煙ブースの設置

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。

4「人」にやさしい施設づくり
ハート活動
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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います。

【３】地域の防犯・防災への取り組み

防犯監視カメラの設置による防犯対策強化 （※印は管理組合と協力して実現）

《赤羽アピレ》《西国分寺レガ》《ヴィータ聖蹟桜ヶ丘※》
《ココネ上福岡※》《光が丘IMA》《相模大野ロビーファイブ》ほか

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》

地域の防犯活動を実施 警察等関係機関や地域と連携した防犯活動（防犯パトロール）を実施
《流山おおたかの森》

自治体、地元警察と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》

《流山おおたかの森》

防犯パトロールの実施

地域と連携した、街の防災マップの作成（流山新市街地地区 安心・安全まちづくり協議会（事務局））

《流山おおたかの森》

～ 主な取り組み ～

《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

4「人」にやさしい施設づくり
ハート活動
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施設周辺の迷惑駐車や迷惑駐輪の防止対策等に取り組み、安心して通行し
ていただけるように努めています。

【４】迷惑駐車・駐輪への取り組み

～ 主な取り組み ～

ラック式駐輪場を設置して不法駐輪を防止 《ゆみーる鎌取》

施設への搬入トラックの小型化を協力要請し、歩行者等への安全確保を実現 《相模原イッツ》

放置自転車対策として「無人有料駐輪システム」を導入 《相模原イッツ》

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》

《ゆみーる鎌取》ラック式駐輪場の設置

※（左写真）設置前 → （右写真）設置後

《相模原イッツ》

搬入トラックの小型化

テナント、管理組合、公共団体等との連携による迷惑駐輪への対処
《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》

放置自転車及び不法駐輪等排除の取り組み

迷惑駐車・不法駐車防止の取り組み

周辺道路の路上駐車対策のため、駐車場夜間駐車券を販売 《光が丘IMA》

その他

《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。

4「人」にやさしい施設づくり
ハート活動
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地域行事などへ参加することで、地域の皆様と連携を図る取り組みに努めています。

【５】地域行事・活動へのタイアップ

～ 主な取り組み ～

「クリーン＆グリーン活動」への参加 《ゆみーる鎌取》

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》

「よさこい祭りin光が丘」「光が丘フェスティバル」「光が丘地区祭」
「ハウリンバヤル（モンゴル祭り）」への協力・協賛 《光が丘IMA》

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》

ココネ広場公園ライブ実行委員会による、ライブコンサートへの協力 《ココネ上福岡》

《ゆみーる鎌取》《北柏SC》《守谷SC》《八王子みなみ野》
地域夏祭り等への協賛参加 《鴨志田SP》《森の里SP》《W.A.Oこどもの国》

《流山おおたかの森》《相模原イッツ》《パトリア葛西》

地元小中学校の「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の｢フリーマーケット｣にPAO広場を提供 《中野坂上PAO》

《ココネ上福岡》

ライブイベントへの協力

収穫祭「青空市場」の開催援助 《新宿アイランド》

《ゆみーる鎌取》

「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）

《新宿アイランド》
青空市場

4「人」にやさしい施設づくり
ハート活動
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地域文化活動等の各種イベントの開催など、地域の皆様との交流を深める
ための取り組みを実施しています。

【６】地域の皆様との交流を深める取り組み

～ 主な取り組み ～

地域のお子様を対象に手作りイベントを実施

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》

《光が丘IMA》

毎月１回IMAホールにて「IMA寄席」を開催

「IMA寄席」｢フラワーチャリティ｣を開催
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》

地元小学校や高等学校の音楽活動者に協力（広場や施設を提供した演奏会を開催）

《中野坂上PAO》《光が丘ＩＭＡ》《パトリア桶川》《ゆみ～る鎌取》

《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》

地域の学校や団体の音楽活動に 演奏会場の提供

4「人」にやさしい施設づくり
ハート活動
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平成１９年７月に子育て支援を中心に健康や医療、教育など地域の皆様の
生活をサポートする機能を備えた施設「ライフガーデン流山おおたかの森」
が開業しました。

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く、多様な子育て支援のサービ
スを提供します。

特に「送迎保育ステーション」は、朝の通勤時に
保護者が当ステーションへ乳幼児を預ければバスで
指定の保育園へ送り届けます。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
保育をうけます。

また、子育て支援センターは親子のふれあいの場として、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。

【７】「ライフガーデン流山おおたかの森」における取り組み

クリニックやスポーツクラブ、教育施設など地域の皆様の暮らしをサポート。

子育て拠点施設「駅前保育ステーション」

送迎保育の仕組み駅前保育ステーションの構成

健康や医療、教育などの多様な生活サポート施設

ＳＣにスポーツジムを誘致 同ＳＣ内の医療機関と連携

学習塾・セミナーを誘致

4「人」にやさしい施設づくり
ハート活動
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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。

【８】「越谷レイクタウン」のまちづくりにおける取り組み

エコウィークイベントの開催

ＮＰＯや周辺立地企業と協働し、環境との共生を先
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・教室を実施しました。

ふれあいひろば

親子科学教室

ランニング大会

地元高校による清掃活動

カヌー教室

協働イベント・学習教室

環境維持活動

地元自治会

ＮＰＯ等市民活動団体

4「人」にやさしい施設づくり
ハート活動
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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。

【９】「かわつるグリーンタウン」における取り組み

地域連携事業の展開

周辺5大学地域住民・市民団体

地域活性化提案・実施

かわつるグリーンタウン

運営・参加

行政・社会福祉協議会

連携・協力

■商店街・地域の活性化 ■UR団地コミュニティの活性化

・多世代地域交流・地域の居場所づくり ・住民参加によるワークショップ
・子育て支援・キッズコーナー ・子育て支援講座、地域交流イベント
・商店街店舗との連携 ・高齢者、子育てサロン活動
・地域の文化活動等との連携・交流 ・各大学と連携した講座・イベント

コミュニティカフェ 団地集会所

《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」

キッズコーナー

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

4「人」にやさしい施設づくり
ハート活動
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地域の方々の子育て支援のため、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積極的に行っています。

【１０】子育て支援への取り組み

民設民営児童クラブ

小１～小６年生

認可保育園

０～５歳児

社会福祉法人
ＮＰＯ法人
（担い手育成）

行 政

連携

賃貸 （新都市ライフ） 賃貸
（支援） （支援）

ＵＲ都市機構 団地

設立設立

連携

自治会・組合

の参画

運営費等の助成認可（運営費補助）

＜相模大野ロビーファイブのスキーム＞

《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

・子育て広場

・親子カフェ

・乳幼児一時預かり

・学童クラブ後預かり など

4「人」にやさしい施設づくり
ハート活動

地域ニーズに対応した複合的な施設の整備
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