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地域の皆さまから真に愛され、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ことを目指します。 

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。 

環境負荷低減への取り組みは、重要な社会問題であり、
この問題への対応は欠かすことが出来ません。 
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、環境負荷低減
に努めています。 

少子高齢化や人口減少などの社会環境の変化は、地
域コミュニティ・地域防犯など、人や地域のつながりの希
薄化をもたらしています。 
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
の担い手として、施設のイベント等を通じて、事業地域の
皆さまと共に地域コミュニティの活性化に取り組んでいます。 

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、清掃活動のほか、職業体験の
受け入れ、被災地への寄附など継続的に地域・社会貢
献活動に取り組んでいます。 

新都市ライフホールディングスグループは、地域に根ざした商業施設運営者として経営理念に基
づき、グループ各社が展開する事業地域において、 4つの重点取り組み事項を中心にCSR活動
を推進しています。 

経営理念 

環境負荷低減              

安心・安全な施設づくり              

地域・社会貢献活動              

地域コミュニティ活性化              



報告対象グループ会社 

株式会社新都市ライフ
ホールディングス 

関西文化学術研究都市センター株式会社 

株式会社横浜都市みらい 

株式会社千葉ニュータウンセンター 

筑波都市整備株式会社 

新都市センター開発株式会社 

株式会社中部新都市サービス 

株式会社関西都市居住サービス 
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■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 76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  
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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、省エネルギー法に基づいた目標を設定しています。 

環境負荷低減への取り組み 

環境関連データ 
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環境負荷低減への取り組み              

環境負荷低減への取り組みは、重要な社会問題であり、この問題への対応は欠かすことが出来ません。 
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、環境負荷低減に努めています。 

36,549 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 
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熱供給事業 

筑波研究学園都市、港北ニュータウン及び千葉ニュータウンにおいて、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。 

供給地区 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 ㈱横浜都市みらい 163,000㎡（16.3ha） 

千葉ニュータウン都心地区 ㈱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地区 

港北ニュータウン 

筑波研究学園都市 

千葉ニュータウン都心地区においては、 
ごみ焼却廃熱を有効活用し、環境保全、 
省エネルギーの一層の推進に寄与していま
す。 

環境負荷低減への取り組み 
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太陽光発電設備の導入 

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。 

設置場所 所在地 
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 50,000  平成26年  2月 

光が丘IMA 東京都練馬区 163,000  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 76,000  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 59,000  平成28年11月 

牧の原モア 千葉県印西市 63,000  平成28年  2月 

若葉台センター商業ビル(東京都稲城市) 

光が丘IMA(東京都練馬区) 

松代ショッピングセンター(茨城県つくば市) 

牧の原モア(千葉県印西市) 

エコール・いずみ(大阪府和泉市) 

環境負荷低減への取り組み 

野田みずきショッピングセンター(千葉県野田市) 
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GHPの導入 

ショッピングセンター サプラでは、GHPの更新工事は12年間のフルメンテナンス契約期間が終了し、修繕が有料となるために節電タ
イプのGHPエクゼアⅡに更新し、メンテナンス契約は15年間としました。この更新により省エネルギー率42.4％、二酸化炭素排出
量が25％削減されました。 

空調設備の更新 

環境負荷低減への取り組み 

守谷テラス（旧守谷SC）では設置後約30年を経過した空調設
備を今後の施設運営を考慮し、平成28年度施設リニューアルの
一環として更新工事を行い、平成28年11月のリニューアルオープ
ンに合わせ新たに稼働しました。 
 従来は熱源設備として冷却塔及びボイラーを用いて電気・水道・
ガスを使用した水冷式パッケージ空調機を用いて施設空調を行っ
ていましたが、今回電動空冷式ヒートポンプパッケージ空調機に更
新しました。従来に比べ設備機器が減少し、電気のみで稼働する
ため省エネルギー性及びメンテナンス性が向上するほか、高効率イ
ンバーターを採用した機種を用いることにより、電力消費量及び
CO2排出量の削減が期待されます。 

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。 

エコール・いずみ 
(大阪府和泉市) 

エコール・マミ 
(奈良県香芝市、北葛城郡) 

相模大野ロビーファイブ 
(神奈川県相模原市) 

守谷テラス(茨城県守谷市) 

ショッピングセンター サプラ(茨城県龍ケ崎市) 
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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。 

中央第3駐車場(東京都多摩市) 

設置場所 所在地 台数 設置年月 

光が丘IMA 東京都練馬区 4台 平成28年  1月 

エコール・リラ 兵庫県神戸市北区 1台  平成23年  3月 

エコール・ロゼ 大阪府富田林市 2台  平成27年  3月 

エコール・マミ 奈良県香芝市、北葛城郡 3台  平成26年12月 

中央第1駐車場 東京都多摩市 1台  平成28年  1月 

中央第3駐車場 東京都多摩市 1台  平成28年  1月 

キーサウス 神奈川県横浜市都筑区 47台  平成27年  8月 

エコール・ロゼ(大阪府富田林市) 

キーサウス(神奈川県横浜市都筑区) 光が丘IMA 
(東京都練馬区) 

環境負荷低減への取り組み 

エコール・マミ 
(奈良県香芝市、北葛城郡) 
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エコキャップ活動 

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毎週月曜日に
「資源回収ステーション」として提供し、地元自治会の活動に協力をしています。 

エコール・マミ(奈良県香芝市、北葛城郡) 

リサイクルステーションの設置 

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たことに
なります。これからもこの活動を続けて参ります。 

MiO香久山(愛知県日進市) MiO滝呂(岐阜県多治見市) 

環境負荷低減への取り組み 
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安心・安全な施設づくりへの取り組み 

安心・安全な施設づくりへの取り組み              

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28年10月28日（金）に光が丘IMAのIMAホールにて避難訓練にコンサートを実施しました。 
お客様や出演者の協力を得て、実際にコンサートを開催し、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。 

「避難訓練コンサート」を実施 

IMAホール(東京都練馬区) 

テナント従業員も参加しての消防訓練 

商業等デベロッパーとして、施設においてテナント従業員も参加
しての消防訓練を実施しています。 
パトリア桶川店においては、全館消防訓練として、通常の通報
訓練・避難誘導訓練の後にはしご付き消防自動車による救助
訓練を実施しました。 
 

パトリア桶川店(埼玉県桶川市) 
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安心・安全な施設づくりへの取り組み 

駐輪場クリーンタイムの実施 

パトリア葛西店では、以前から施設周辺の違法駐輪、放置自転車問題が発生しており、定期的に整理や警告を施してもなか
なか改善には至らない状況です。お客様の安全と利便性の向上につながるよう、店舗会に協力を要請し、パトリア従業員によ
る第1回目の「駐輪場クリーンタイム」を実施しました。 
これは、当社社員、設備担当者、各店の従業員がお揃いのジャンパーを着用し、駐輪場の整理、放置自転車への警告貼
付、お客様の誘導等を行うことにより、マナー向上を呼び掛ける運動です。活動初回となる今回は、約半数の店舗の従業員が
参加してくれました。 
今後も定期的に実施することにより、お客様の理解、マナーアップが図れることを期待しています。 

パトリア葛西店(東京都江戸川区) 

災害救援ベンダーの設置 
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（災害救援ベンダー）を飲料メーカーと
連携して、設置を進めています。 

AED講習の実施 

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、施設関係者や従業員の安全確保のため、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) 
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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を開催・協賛しています。 

多摩センターイルミネーション 
(東京都多摩市) 

都筑区民まつり(神奈川県横浜市) 

ランタンアート2016(茨城県つくば市) 

サンタウン夏祭り 
(奈良県奈良市) 

西宮名塩ルミパピエ 
(兵庫県西宮市) 

地域コミュニティ活性化への取り組み 

地域コミュニティ活性化への取り組み              

少子高齢化や人口減少などの社会環境の変化は、地域コミュニティ・地域防犯など、人や地域のつながりの希薄化
をもたらし、その課題への対応が必要となっています。 
新都市ライフホールディングスグループでは、地域活性化の担い手として、施設のイベント等を通じて、事業地域の
人々と共にコミュニティの活性化に取り組んでいます。 

いんばふれ愛フェスタ2017 
(千葉県印西市) 
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ディーナゲッツコートおけがわマイン2020 

日本初、商業施設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おけがわマイン
2020」をスタートしました。 
「誰でも使えるフリーコート」と元日本代表らがス
ペシャルコーチとなって行われる「小学生向けレッ
スン」を開催しています。 
パトリア桶川店は地域のコミュニティセンターと
なってスポーツで地域の人をつなぐ青少年を育
成する、子育て支援ができる施設となるよう努め
ていきます。 

「第12回 ひろとん」開催 

平成29年2月、第12回市民わくわく広場inとんだばや
し実行委員会主催による「第12回 ひろとん」がエコー
ル・ロゼアトリウム広場他にて開催されました。 
多くの方がステージで繰り広げられる合唱や踊り、バンド
演奏等を楽しまれました。また、その他の会場では活動
紹介等の展示、市民活動や福祉などの相談、フェアト
レードコーヒー、富田林ブランド、手作り雑貨等の販売
が行われ市民の皆様で賑わいました。 

「キッズプログラム」、「工作教室」 

ショッピングセンター サプラでは、今年で3回目に
なる夏休み自由研究をテーマにしたワークショッ
プイベント「キッズプログラム」を平成28年8月6
日（土）から8月10日（水）に開催しまし
た。毎年参加を希望する方が多く、夏休みの宿
題に活用されるお子様が多く参加されました。 
また、丘の上プラザでは、 4～12歳のお子様を
対象としたキッズイベントとして「工作教室」を毎
月1回開催しています。 

地域コミュニティ活性化への取り組み 

パトリア桶川店(埼玉県桶川市) 

エコール・ロゼ(大阪府富田林市) 

ショッピングセンター サプラ(茨城県龍ケ崎市) 

丘の上プラザ(東京都多摩市) 
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こどもみらいフェスへの協賛 

毎年開催される、子供の創造性を高める活動
「こどもみらいフェス」へ協賛し、ショッピングタウンあ
いたいを会場として開放し、景品提供による活動
支援を行なっています。 
今年は6月11,12日に開催され、多くの家族連
れでにぎわいました。 

めふ乃寄席・さらら寄席・ロゼ乃寄席 

めふ乃寄席は、この秋20年100回を超え、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、地域の皆様に好評をいただいています。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) 

光が丘IMA30周年・タウン誌「光が丘ima’am」通算204号 

光が丘IMAは今年で30周年。地域情報や生活情報を紹介するタウン情報誌「光が丘ima‘am（旧名：光が丘
Now）」も通算204号（平成29年5月時点）になりました。（年6回・各4万部発行） 
昨年度は、施設の紹介にとどまらず光が丘という地域全体のブランディングに貢献している点が評価され、「日本タウン誌・フ
リーペーパー賞大賞2016」企業誌部門にて優秀賞を受賞致しました（一般社団法人地域情報振興会主催）。これか
らも地域の皆様の暮らしを豊かにする施設づくりと情報発信に努めていきます。(新都市ライフホールディングス) 

地域コミュニティ活性化への取り組み 

「さらら寄席」桂歌之助 「めふ乃寄席」桂家染左 「めふ乃寄席、夕席お囃子ライブ」 

ショッピングタウンあいたい 
(神奈川県横浜市都筑区) 



地域コミュニティ活性化への取り組み 
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スクールバンドコンサート 

平成28年10月と3月に、印西市・白井市内の中学・
高校の吹奏楽部コンサートを主催しました。 
地域の学校に演奏の場として牧の原モアのイベントス
ペースを提供しました。 

ハロウィンin多摩センター 

平成28年10月29,30日に、ハロウィンin多
摩センターが開催されました。 
非日常・異空間を演出したイベントであり、
期間中は、老若男女問わず誰でも主役にな
れるような仮想コンテストやパレード、本物の
かぼちゃで制作したランタンナイトなど、様々
なイベントを実施しました。都内でも有数の
規模のハロウィンイベントとなっています。 
(新都市センター開発) 

クリーン＆歴史ウォーク 

エコール・マミ周辺には数多くの古墳や古刹があり、地域の歴史
を学びながら清掃活動を行う活動を隣接する「畿央大学」と共
同で実施しています。 
また、同大学の学生がボランティアとして清掃活動を行うのみな
らず、参加者誘導やクイズ大会の運営、受付、現場設営等を
行うことで、地域活性化に貢献すべく活動しています。 
年2回のペースで実施し、H28年10月で24回目を数え、地域
に根ざした行事に成長しています。 

サンタウンイルミネーション 

平成28年度からの新たな冬のイベントとして、サンタウン夏祭りと同じ会場となる公共用地を実行委員会組織により借
り受け、11月～翌年2月にかけてイルミネーション実施、多くの方々で賑わいました。本年度も新しい企画等趣向を凝
らし、より親しんでいただけるイベントとして実施する予定です。(関西文化学術研究都市センター) 

エコール・マミ(奈良県香芝市、北葛城郡) 

牧の原モア(千葉県印西市) 
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チャリティイベントの実施 

東日本大震災・熊本地震支援イベントとしてゴスペルシンガー 
ジョン・ルーカス氏によるチャリティコンサートを実施しました。集
まった義援金（約20万円）は、全額を赤十字社に寄付しまし
た。(関西文化学術研究都市センター) 

職業体験の協力事業所として、周辺自治体の中学生を受け入れました。社会との繋がりを意識し自分の将来を考え
る場として毎年実施しています。 

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」の取材・番組編集体験 
（千葉ニュータウンセンター） 

地域・社会貢献活動への取り組み 

地域・社会貢献活動への取り組み              

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、清掃活動のほか、職業体験の受け入れ、被災地への寄附など継続的に地域・社会貢献
活動に取り組んでいます。 

職業体験の受け入れ 

被災地支援 

熊本地震 被災地復興支援 募金活動 

熊本地震により被災した方々を支援するため、各施設に義援金箱を設置しました。 
ご協力を募ったところ、多くのお客様からまごころの義援金をお寄せ頂け、この義援金は日本
赤十字社を通じ被災された皆様にお届けしました。(新都市ライフホールディングス) 
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地域の美化・植栽活動 

新都市ライフホールディングスグループでは、地域の清掃活動をはじめ、地方自治体のアダプト活動への参加など、地域の美化活
動に積極的に取り組んでいます。 

地域の企業で構成する連絡協議会
で、毎月第1火曜日を「定期清掃
デー」に定め、ペデを中心として清掃活
動に参加ています。 
(新都市センター開発) 

アダプト制度等への参加 

地方自治体にて推進するアダプト制度等に参加し、清掃・植栽の維持管理活動等を積極的に取り組んでいます。 

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
ラグラムに参加し、駅周辺及び近隣道
路において、ごみの収集・助走・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) 

大阪府のアドプト・ロード・プログラムの認定 
毎月、第一月曜日にエコール・いずみ（和泉
市）施設周辺の清掃活動を、デベロッパー・
テナントが連携して取り組んでおり、平成28
年度に大阪府からアドプト・ロードの認定を受
けています。(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。 

ハマロードサポーターの一員として、
地域の商業者等とともに、毎月1
回、駅前広場の美化活動を実施し
ています。 
(横浜都市みらい) 

サンタウンクリーンアップ活動として、毎
月15日、社員による駅周辺のゴミ拾
い等の美化活動を実施しています。 
(関西文化学術研究都市センター) 

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
た除草を実施しています。山羊除草を開始して3年が経過し、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、ま
た、国営昭和記念公園においては、平成28年11月下旬に山羊と
のふれあいイベントを開催しました。平成28年度からは多摩市公園
緑地などに除草範囲を拡大しました。(新都市センター開発) 

地域・社会貢献活動への取り組み 
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花クラブ、花の苗育成の取組み 

地域のボランティアが参加して施設の植栽管理を行う「花クラブ」を立ち上げ、施設の顔作りにとどまらず、参加者が意見を出し合
い、工夫することで、魅力ある地域の憩いの場としての環境づくりを行っています。 
また、エコール・いずみでは大阪府・和泉市と連携し、近隣の小学校に対して花の苗育成プロジェクトを実施しています。 
(関西都市居住サービス) 

花いっぱい活動 

平成19年10月から地域のボランティアの皆様と駅前センターゾーンの公共用地に設置されている花壇の美化活動を行なって
います。会員は個人約20名、法人会員約10社。通常は当社スタッフとボランティアによる花壇の手入れ・除草等をほぼ毎週
実施する他、年2回（春と秋）に花植え会を実施しています。法人会員からも参加者を募り、花苗の植込みを行っておりま
す。(関西文化学術研究都市センター) 

ラーバンクラブ 

千葉ニュータウン都心東地区の立地企業と「ラーバンクラブ」を組織し、交流と地域の環境維持及び向上に向けた活動を推
進しています。  
平成18年から「クリーン印西推進運動」に参加して各社が自社周辺を清掃しています。また、平成21年からビジネスモール
花壇の花植え・管理をしており、翌年から「印西市ふれあいロード美化活動」として制度化されました。 
(千葉ニュータウンセンター) 

地域・社会貢献活動への取り組み 
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地域防災訓練の実施 

平成18年12月に締結しました地域防災協定に基づき、多摩消防署との合同による防災訓練を実施しました。 
平成28年度は、多摩消防署主催の救助救急訓練にも参加し、大規模施設における火災及びけが人発生時の応援等の
実践訓練も実施しました。(新都市センター開発) 

地域の防犯・防災対策 

新都市ライフホールディングスグループでは、施設の防犯・防災対策のほか、継続的に地域の防犯活動にも取り組んでおり、今年
度も様々な活動を実施しました。 

防災フェアの実施 

9/1の防災の日にちなみ、平成28年9月1～6日に防災
意識啓発のための防災フェアを開催しました。 
緊急持出し袋の中身の展示や人工呼吸・心臓マッサー
ジ術の講習・実演を行い、参加者の防災意識の向上に
努めました。(関西文化学術研究都市センター) 

ケーブルテレビを活用した地域防災 

ケーブルテレビを活用した連携協定を自治体（印西市及
び白井市）や印西警察署と締結しています。 
コミュニティチャンネルの「らーばんねっと」においては、地域情
報に根ざした情報を提供しており、大規模災害等の緊急
時には災害・避難情報を放送します。 
(千葉ニュータウンセンター) 

防犯パトロール 

社員による駅や施設周辺の防犯パトロールを実施し、住みやすい街づくりに努めています。 
(関西文化学術研究都市センター) 

地域・社会貢献活動への取り組み 
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設置場所 所在地 名称 設置年月 
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 保育所及びその他の児童福祉施設 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 

サンタウン立花 東京都墨田区 横川さくら保育園分室 保育施設 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 学童施設 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、託児所 60 

潮見駅前プラザ 東京都江東区 マミーナ潮見  多機能保育施設 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 保育施設 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 学童施設 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 保育施設 18 

光が丘IMA 東京都練馬区 エデュケアセンター 保育施設 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 保育施設 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 保育施設 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 保育施設 12 

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 

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 ― 

牧の原モア 千葉県印西市 しおん保育園学童クラブ 保育所 18 

アルカサール 千葉県印西市 しおん保育園学童クラブ 保育所 27 

地域・社会貢献活動への取り組み 

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 

コワーキングスペース「Mam@Labo」 

ピコティ北小金では「キッズスペース付在宅支援施設」（ままラ
ボ）を平成28年5月に開設し、地元のNPO法人MamaCan
と連携し子育て世代のママを対象とした相談や講師によるセミ
ナーの開催を行っています。 大人専用のコワーキングスペース、
親子や友人で過ごせるコミュニティースペース、子供の遊び場とな
るキッズスペースで構成されたコワーキング施設です。 
ママのステップアップを支援する事を重点におき「セカンドキャリア
支援・向上」によって自分の生き方を見つけたママ達が「チャレン
ジする場所」「いつでも相談できる場所」「スキルアップする場所」
としてご利用頂けます。 

ポピンズナーサリースクール HAT神戸 
(兵庫県神戸市灘区) 

しおん保育園学童クラブ 
(千葉県印西市) 

横川さくら保育園分室 
(東京都墨田区) 

ピコティ北小金 
(千葉県松戸市) 



CSR活動に対する社会からの受賞・表彰等（2016年度） 

社会からの評価                

警視庁生活安全部長賞・東京都防犯協会連合会会長連盟賞 

光が丘IMA(東京都練馬区)、赤羽アピレ(東京都
北区)では、防犯に関するイベントの定期的な実施
や、お客様へのお声がけで、振り込み詐欺を防ぐこと
ができたことに対して、警視庁から感謝状を頂きまし
た。 
弊社は日々、安全・安心な施設づくりに邁進しており
ます。(新都市ライフホールディングス) 

G7茨城・つくば化学大臣会合の協力による感謝状 

平成28年5月15日から３日間にかけて開催された
「Ｇ7茨城・つくば科学技術大臣会合」において、会議
場周辺警備体制の事前調査や駐車場確保に全面
的に協力致しました。 
(筑波都市整備) 

消防行政貢献に対する感謝状 

エコール・なじお(兵庫県西宮市)では、消防用設
備の充実及び積極的な火災予防広報に取り組む
姿勢による消防行政への貢献に対して西宮市から
消防記念日に感謝状をいただきました。 
(関西都市居住サービス) 

多摩消防署からの感謝状 

丘の上プラザ(東京都多摩市)では、 
多摩市の民間施設として初となる、 
ヘリサインを設置したことにより感謝状
をいただきました。 
(新都市センター開発) 
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CSR活動に対する社会からの受賞・表彰等（2016年度） 

社会からの評価                

第2回大阪府健康づくりアワード受賞 
【職場部門】最優秀賞、【地域部門】奨励賞受賞 

大阪府主催の健康づくりに関する取り組みを行う企業・団体等を
表彰する「第２回 大阪府健康づくりアワード」において、関西都
市居住サービスが最優秀賞（全社的にワークライフバランスの実
現に向けた取り組み）、同社のエコール・いずみ営業所が奨励賞
（ツーディウォークをはじめとしたイベント等による健康づくりに向け
た取組み）を受賞しましした。 
(関西都市居住サービス) 

国連難民支援キャンペーン協力に対する感謝状 

「国連UNHCR」は、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っており、キャンペーン実施会場の
提供協力を行ったことにより感謝状をいただきました。 
(新都市ライフホールディングス、関西都市居住サービス) 

まち美化貢献者・団体表彰 

多摩市まちの環境美化条例に基づき、多摩センター地区
の美化を推進、花壇の再生等の植栽管理（アダプト）を
実施したことにより表彰いただきました。 
(新都市センター開発) 

クリーン・グリーン表彰 

奈良市のアダプトプログラムに参加し、駅周辺及び周辺
道路において、ごみの収集・植栽の維持管理を行ってお
り、優良実践者として、奈良市から表彰いただきました。 
(関西文化学術研究都市センター) 
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