
コミュニティとの
かかわり

重要と考える理由

ソニーがPurposeに基づいて持続的に社会価値を創出していくために

は、健全な社会があってはじめて成り立ちます。さまざまな社会課題を認

識し、コミュニティ活動を通じて、持続可能な社会づくりに貢献していくこ

とはグローバル企業としての責任であり、コミュニティとの信頼関係の構

築に寄与するものと考えます。

基本的な考え方

「For the Next Generation」をスローガンに掲げ、コミュニティ活動方

針に基づき、ソニーの強みである製品・コンテンツ、テクノロジーを用いて

グローバル課題の解決に貢献するため、さまざまなステークホルダーと協

働したコミュニティ活動を展開します。

創業者の理念

ソニーの創業者のひとりである井深大 (いぶかまさる) は、設立趣意書で

「国民科学知識の実際的啓発」をソニー創業の目的のひとつに位置づけ、社

会に対して価値ある存在の会社になることを目指しました。また、設立から

13年後の1959年に、理科教育において優れた教育を目指している小学校

を支援する「ソニー小学校理科教育振興資金」を設立しました。戦後間もな

い日本において、科学技術の振興こそが社会を立て直す、そのためには次

世代を担う子どもたちの理科教育に注力することが重要と考えました。現

在も、創業者の思いを引き継ぎ、ソニーはコミュニティ活動を続けています。

今後に向けて

持続可能な開発目標 (SDGs) を含めグローバル課題やさまざまな地域

社会のニーズに対して、引き続きソニーの製品・コンテンツ、テクノロジー

とソニーグループ社員の力、さらにはステークホルダーとのパートナーシッ

プを活用し、取り組んでいきます。

これまでの取り組み

1959年 「ソニー小学校理科教育振興資金」を開始

1972年 「財団法人ソニー教育振興財団」設立 (現、公益財団法人ソ
ニー教育財団) 

1984年 「財団法人ソニー音楽芸術振興会」設立 (現、公益財団法人 
ソニー音楽財団) 

2006年 国連UNHCR協会とのパートナーシップとして「難民映画祭」
の協賛を開始

2009年 「ソニー・サイエンスプログラム」開始

2010年 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンとの災害支援のパートナー
シップ開始

2012年 世界自然保護基金 (WWF) との「スマトラ島森林保全プロ
ジェクト」開始

2018年 「感動体験プログラム」開始

2020年 「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」設立
 「CurioStep with Sony (キュリオステップ) 」開始 
 「Global Social Justice Fund」設立

社会貢献活動

社会貢献活動のあゆみ

2つのグローバル基金の累計支出額

約113億円
子ども向け教育プログラムの実施

約29万名参加

井深 大 ソニー小学校理科教育振興資金の受賞校連盟による研究会

2021年度実績

マネジメントアプローチ
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Highlight

2つのグローバル基金

ソニーの教育プログラム
「CurioStep with Sony」

2020年に設立した、それぞれ総額1億USドル規模の「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支

援基金」と「Global Social Justice Fund」の2つのグローバル基金を活用し、さまざまな支援を継続

的に実施しています。

「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」では世界各国で影響を受けている人々を支援

するため、「医療」「教育」「クリエイティブコミュニティ」の3つの領域において、外部団体への寄付に

加え、ソニーグループの事業やテクノロジーを生かした支援活動を展開しています。

また、「Global Social Justice Fund」では、社会正義および人権保護に取り組んでいる団体への

支援、社内外でのダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョンの推進を世界各地で行っています。

2つのグローバル基金

ソニーは、あらゆる子どもたちの好奇心を広げ、創造性や問題解決力、多様性を受け入れる力の

向上をサポートすることを目的とした教育プログラム「CurioStep with Sony (キュリオステップ) 」

をグローバルで展開しています。

日本国内においては、夏休みの期間に合わせて「CurioStepサマーチャレンジ2021」を開催し、子

どもたちの興味や関心に合わせて選べる計8種のオンラインを中心としたイベントに約2,600名の

子どもたちが参加しました。

ソニーの教育プログラム「CurioStep with Sony」

© Creative Goods Inc. / Save the Children.

© 2021 Sony Pictures Entertainment (Japan) Inc. All rights reserved.
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コミュニティ活動方針・
重点領域・体制

コミュニティ活動の方針

「For the Next Generation」をスローガンに掲げ、事業活動を行う世界

の各地域において、ソニーグループの製品・コンテンツ、テクノロジー、社

員の力、さらにはステークホルダーとのパートナーシップを活用して、さま

ざまなコミュニティ活動を展開しています。

教育支援活動においては、創業当時からの思いを引き継ぎ、ソニーの強

みを生かして、STEAM※の領域において活動を展開しています。各国・地

域のソニーグループ会社や公益財団法人、また外部団体とのパートナー

シップを通じて、子どもたちの好奇心を育む体験機会を届け、将来の夢や

社会を動かす力につなげるサポートをしています。

また、世界各地で大規模な災害や緊急事態が起きた際に、ソニーは人

道的観点から、事象の緊急性や地域との関係性を鑑み、支援活動を行っ

ています。

さらに、社会課題解決のための技術の応用、エンタテインメントの力を

生かした啓発活動などを通じて、SDGsを含めさまざまなグローバル課題

の解決に貢献することを目指しています。

※  STEAM：Science (科学) 、Technology (技術) 、Engineering (工学) 、Art (芸術) 、

Mathematics (数学) の頭文字をとったもの。

コミュニティ活動の体制

ソニーグループ株式会社主導のグローバルプロジェクトのほか、コミュ

ニティ活動方針に基づき、世界各国のソニーグループ各社と公益財団法

人、科学ミュージアムにおいて、国際支援機関やNGOなどとの連携のも

と、地域ニーズに応じた活動を各地で行っています。また、社員によるボラ

ンティア活動や募金活動を積極的に推進し、活動の効果向上と社員意識

の向上を図っています。

ミュージアムや財団など関連情報

ソニー・エクスプローラサイエンス (北京) 

科学の原理・原則、デジタル技術の進化や面白さを実際に見て、触れて、

楽しみながら体験できる科学ミュージアムです。

ソニー・エクスプローラサイエンス (北京)

財団

公益財団法人 ソニー教育財団 (日本)

公益財団法人 ソニー音楽財団 (日本)

Sony Foundation Australia Limited (オーストラリア) (英語のみ)

Sony Canada Charitable Foundation (カナダ) (英語のみ)

• Stichting Sony Europa Foundation (欧州)

コミュニティ活動推進体制図

ソニーは、「For the Next Generation」の精神のもと
社会のさまざまな問題の解決に貢献していきます。

For the Next Generation

活用するリソース 重点領域

製品・コンテンツ STEAMを中心とした
教育支援活動

大規模災害における
緊急支援活動

技術を応用した
社会課題の解決

エンタテインメントの
力を生かした意識啓発

テクノロジー

社員の力

ステークホルダーとの
パートナーシップ

国際支援機関 NGOなど

パートナーシップ

ソニーグループ各社

科学ミュージアム

• 各地域プロジェクト
• グローバルプロジェクトの横展開

日本 (2財団) 、カナダ、
オーストラリア、ヨーロッパ

• ソニー・エクスプローラサイエンス (北京)

ソニーグループ株式会社
グローバルプロジェクト

ソニーの財団

社員
• ボランティア活動
• 寄付/募金
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コミュニティ活動実績

2021年度のソニーグループ全体のコミュニティ活動支出※は、総額で約

35億円となりました。分野別では、教育分野に資する活動が3割を占め、

次いで、災害・人道支援が多くなっています。セグメント別では、本社/そ

の他での活動金額が全体の36%を占め、映画が27%、ゲーム＆ネットワー

クサービスが14%と続きます。

※  この金額には寄付金、協賛金、自主プログラム経費 (施設運用費など) のほか、寄贈し

た製品の市場価格が含まれています。また、「新型コロナウイルス・ソニーグローバル

支援基金」と「Global Social Justice Fund」の支出を含みません。これらの2つの基金

の支出については「2つのグローバル基金」をご参照ください。

コミュニティ活動支出の分野別内訳 (2021年度) コミュニティ活動支出のセグメント別内訳 (2021年度) 

本社/その他  36%

映画  27%

ゲーム＆
ネットワークサービス
14%

エンタテインメント・
テクノロジー＆サービス
11%

金融  3%

音楽  8%

イメージング＆センシング・ソリューション  1%

教育支援  29%

災害・人道支援  17%

福祉/医療  16%

環境保全  12%

地域貢献  12%

芸術/文化振興  8%

その他  3%

スポーツ振興  3%

GRIスタンダード対照表

データ集

コーポレート・ガバナンス

企業倫理とコンプライアンス

マネジメントアプローチ

ハイライト

コミュニティ活動方針・重点領域・体制

コミュニティ活動実績

災害・人道支援の取り組みについて

社員参画のための諸制度

コミュニティとのかかわり

品質・カスタマーサービス

責任あるサプライチェーン

人権の尊重

人材

環境

社会・環境課題解決への貢献

ソニーのサステナビリティ

事業概要

編集方針

ソニーグループ行動規範 

サステナビリティの考え方

Sonyʼs Purpose & Values

Sustainability Report 2022

109



新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金

ソニーは基金を通じ、「医療」「教育」「クリエイティブコミュニティ」の各領

域において、さまざまな支援を継続して実施しました。2021年4月には、

インドでの新型コロナウイルス感染症の拡大をうけ、国際連合児童基金 

(UNICEF) などに対して、計100万USドルの寄付を行い、医療用酸素や

PCR検査機器の調達など現地での支援活動に活用されました。

ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントでは、コロナ禍により教育機会

が限定されている子どもたちに対し、科学とマジックをテーマにした

STEM※教育コンテンツを制作し、オンラインチャンネル「Impossible 

Science」にて無償提供することで、学校や家庭における学習を継続的に

支援しています。動画コンテンツにはPlayStation®のゲーム「リビッツ！

ビッグ・アドベンチャー」のメインキャラクターであるサックボーイからの指

令をうけ、化学反応の説明を織り交ぜながらバブルロケットのつくり方を

紹介する動画など、ソニーグループのIPを活用した動画も公開されていま

す。この取り組みは、ウェビー賞4部門を含む7つの賞にノミネートされ、

Cynopsisが表彰するRISING STAR AWARDSの5～11歳向けコンテンツ

シリーズ部門で最優秀賞を受賞しました。

また、株式会社ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントはコロナ禍で創

作活動が制限されている日本国内の映画監督や制作スタッフ、俳優の継

続的な創作活動を支援する目的で、12人の映画監督による12本の短編

からなるオムニバス映画『DIVOC-12』 (ディボック-トゥエルブ) を制作・劇

場公開し、デジタル配信も行いました。本プロジェクトの収益の一部は、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている国内の芸術・文化活動の

サポートのために、日本芸術文化振興基金へ寄付されました。

※  STEM：Science (科学) 、Technology (技術) 、Engineering (工学) 、Mathematics (数

学) の頭文字をとったもの。

インドの新型コロナウイルス感染症の拡大に対する支援

Impossible Science (英語のみ) 

DIVOC-12

Global Social Justice Fund

ソニーは基金を通じ、社会正義および人権保護に取り組んでいる団体

への支援や社内外でのDE&Iの推進を継続して実施しました。

ソニー・ミュージックグループでは、映画や音楽業界における黒人作曲家

の参画および機会提供の拡大を支援するための奨学金制度であるScreen 

Scoring Diversity Scholarshipを実施しています。同奨学金制度のもとで

ソニー・ミュージックパブリッシングとBleeding Fingers Musicは、作曲を

学ぶ黒人学生が南カリフォルニア大学の著名な映画音楽制作コースを受

講することを支援しています。

ソニー・コーポレーション・オブ・アメリカでは、有色人種の若者のメンタ

ルヘルスおよびウェルビーイングを支援する活動において米国でリーディ

ング組織であるThe Steve Fundのデジタル技術を飛躍的に拡充し、学

生、家庭、専門家に対する同団体の教育・開発プログラムの認知度向上に

寄与します。

また、ソニー・エレクトロニクスは、地域で過小評価グループのための支

援活動を行っている団体の長期的な支援活動および支援効果の増大を促

進するため、Create Actionプログラムを通じて、コミュニティ団体に対し

て寄付、製品の寄贈、ショートフィルム制作を通じた選定団体の活動周知

を実施しています。2021年度は10の団体に対して支援が行われました。

The Steve Fundへの寄付 (英語のみ) 

Create Action (英語のみ) 

※ 2022年3月末時点

新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金

Global Social Justice Fund

「Impossible Science」にて
公開された動画の様子

Screen Scoring Diversity Scholarship奨学生と関係者の面会

2つのグローバル基金

ソニーは、新型コロナウイルス感染症により世界各国で影響を受けてい

る人々を支援するため、2020年4月に、総額1億USドルの支援ファンド「新

型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」を設立しました。「医療」

「教育」「クリエイティブコミュニティ」の3つの領域において、外部団体への

寄付に加え、ソニーグループの事業やテクノロジーを生かしたさまざまな

支援活動を展開しています。

また、2020年6月には、「Global Social Justice Fund」を総額1億USド

ルで設立し、社会正義および人権保護に取り組んでいる団体への支援、

社内外でのダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン (以下、DE&I) の

推進を世界各地で行っています。

2つのグローバル基金を活用した各種支援は、ソニーグループの多様な

社員のアイデアや強い想いによって推進されています。

新型コロナウイルス・
ソニーグローバル支援基金
1億USドルのうち約80%は使途確定済み※

(2021年度までに累計約70億円を支出) 

Global Social Justice Fund
1億USドルのうち約71%は使途確定済み※ 
(2021年度までに累計約43億円を支出) 

1億USドル

1億USドル
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ソニーグループのコミュニティ活動

ソニーの教育プログラム「CurioStep with Sony」

ソニーは、あらゆる子どもたちの好奇心を広げ、創造性や問題解決力、

多様性を受け入れる力の向上をサポートすることを目的とした教育プロ

グラム「CurioStep with Sony (キュリオステップ) 」をグローバルで展開し

ています。北京での科学館の運営や、シンガポールや台湾で毎年開催さ

れるおもちゃコンテスト「Sony Creative Science Award」の実施のほか、

2021年度には日本において夏休みの期間に合わせ「CurioStepサマー

チャレンジ2021」を開催しました。音楽や科学工作のワークショップ、宇

宙をテーマとしたトークイベント、プログラミングコンテストなど、子どもた

ちの興味や関心に合わせて選べる計8種のオンラインを中心としたイベ

ントを行い、約2,600名の子どもたちが参加しました。

また、ソニーは日本国内の教育格差縮小に向けた取り組みとして、「感

動体験プログラム」を実施しています。主に小学生を対象とした多様な

ワークショップをNPOなどの外部団体と協働しながら開催し、貧困や家庭

環境、地域の違いなどに起因する子どもの教育格差という社会課題解決

への貢献を目指しています。ソニーはより効果的なプログラム構築を目指

すとともに、その社会的インパクトを発信することにより、教育格差是正の

可能性について社会全体での検討につなげることを目的として、2020年

度より第三者組織と連携し、感動体験プログラムの社会的インパクト評価

を行っています。2020年度の第三者評価の結果、感動体験プログラムの

満足度は児童、学童担当者含め全体的に高く、子どもの創造性や好奇心

の向上に寄与しているという成果が認められました。

CurioStep with Sony (キュリオステップ)

感動体験プログラム

20周年特別企画  
「子ども支援ファンド寄付付き円定期」を募集 (ソニー銀行) 

ソニー銀行は2021年に開業20周年を迎え、「感謝とつながり」を活動

テーマに各種特別企画を実施しました。「子ども支援ファンド寄付付き円

定期」は、お客様とともに取り組む社会貢献活動として、新規にお預け入

れいただいた期間3年の円定期預金の残高に応じてソニー銀行が寄付を

行うものです。2021年10月から2022年3月までの期間中にお預け入れ

いただいた預金残高の0.04%相当額をソニー銀行が負担し「子どものた

めの災害時緊急・復興ファンド」 (公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・

ジャパンとソニーグループ株式会社が設立) に、預入期間と同じ3年間毎

年寄付を行います。お客様は該当の円定期預金にお預け入れいただくこ

とで、預金利息の受取りは変わらずに、社会貢献につながるしくみで、約

400名のお客様にご利用いただきました。

ソニー銀行では、銀行としての高い公共性を認識し、価値ある商品・

サービスの提供を通じて、心豊かに暮らせる社会への貢献を目指します。

2022年6月からはこの取り組みを恒常化し、円定期預金という多くの方

にとって身近な金融商品を通じて、引き続き支援を募っています。

セーブ・ザ・チルドレンとのパートナーシップ

子ども支援ファンド寄付付き円定期

PlayStation Cares (ソニー・インタラクティブエンタテインメント) 

PlayStation Caresは、ソニー・インタラクティブエンタテインメント (SIE) 

が提供する社会貢献活動のプラットフォームです。社員による寄付活動を

支援するため、SIEでは同プラットフォームを通じて毎年一定額を上限に、

社員からの慈善団体への寄付と同額の寄付を行っています。また、地域

社会に貢献するため、現地参加型やバーチャルでのボランティア活動の機

会も提供しています。PlayStation Caresは現時点で、米国、カナダ、欧州、

オーストラリア、ニュージーランド、ブラジルのSIE社員が利用できます。

2021年度には世界各地で行われている2,300以上の活動に対して、企業

によるマッチングギフトを含め330万米ドルを寄付しています。

SIEはPlayStation Caresを通じて、最も若い年齢層および最も脆弱な

立場にある人々を始めとした、あらゆる年代の人々の生活に影響を与え

る重要な活動を支援しています。2021年度は、遊びの力を通して子供た

ちの生活改善を目指す団体「Child’s Play (チャイルド・プレイ) 」に、ゲーム

機やソフトなど17,000点を超えるPlayStation®関連製品を提供しまし

た。提供された製品は、同団体のネットワークを介して世界各地の185を

超える病院に贈られました。

スラウェシ島津波における支援の様子
Thomas Gustafian / Save the Children

科学の原理を用いたおもちゃ作りのコンテスト
「ソニー・クリエイティブサイエンスアワード (台湾) 」の様子

VRゲームが入院中の子どものストレスを緩和 GRIスタンダード対照表
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災害・人道支援の 
取り組みについて

世界各地で大規模な災害や緊急事態が起きた際に、ソニーは人道的観

点から、事象の緊急性や地域との関係性に鑑み、支援活動を行っています。

ソニーグループの災害・人道支援

ソニーグループは、2021年度、下記の災害・人道危機に寄付などの支

援を行いました。

ウクライナ危機における人道支援活動

ソニーグループは、ウクライナで影響を受けている方々や周辺地域に避

難された方々への人道支援活動のため、国際支援団体への寄付や製品寄

贈など、2022年7月末までの間に合計約656万米ドルの支援を行いまし

た。この中には、現地における緊急人道支援に役立てるため、国連難民高

等弁務官事務所 (UNHCR) および国際NGOのセーブ・ザ・チルドレンへの

合計200万米ドルの寄付に加えて、世界各地のソニーグループ各社が実

施した社員募金およびそれに対する会社からのマッチング寄付も含まれま

す。また、国連児童基金 (UNICEF) がウクライナおよび周辺地域の子ども

たちとその家族に質の高い継続的な教育機会や必要なツールの提供を行

うLearning Passport Programへの100万米ドルの寄付、支援現場向け

の製品寄贈ではUNHCRへのXperia™スマートフォンの提供や、ウクライ

ナの子ども用避難所への心理的ストレス緩和に活用される音響・映像機

材の寄贈なども行いました。欧州では、社員の自発的な活動として避難

場所で必要となる物品の寄贈や避難された方々を支援するボランティア

活動なども活発に行われています。

セーブ・ザ・チルドレンとのパートナーシップ

セーブ・ザ・チルドレンとソニーは、自然災害や人道危機の発生直後か

ら中長期での復興期にかけて、次世代を担う子どもたちを支援する「子ど

ものための災害時緊急・復興ファンド」を2016年に設立しました。このファ

ンドの特徴は、一定額以上の資金を常に準備することで、災害発生直後に

迅速な支援を開始できること、また、日本国内だけでなく世界各地の災害

も支援対象としていることが挙げられます。

このファンドからの拠出金は、セーブ・ザ・チルドレンの支援活動で活用

され、生活物資や衛生用品キットなどの緊急支援物資の提供、子どもが

安全・安心に過ごすことができる空間「こどもひろば」の開設・運営、緊急

事態における子どものこころのケア「子どものための心理的応急処置 

(Psychological First Aid for Children：子どものためのPFA) 」の研修の

実施などに生かされています。2022年3月末時点で「子どものための災

害時緊急・復興ファンド」を通じ、国内外の災害において約1.1億円を拠出

し、セーブ・ザ・チルドレンの支援活動で活用されました。

また、これまでの緊急・復興支援に加え、災害への備えも含めた仕組み

づくりを行う重要性を認識し、セーブ・ザ・チルドレンとソニーは、2021年

3月に災害に強いレジリエントなコミュニティ作りを共同で推進していくこ

とを発表しました。この新たなパートナーシップの一環として、ソニーは、

セーブ・ザ・チルドレンが世界40カ国以上で展開している、子どもたちを

学校内外におけるさまざまな危険から保護するための包括的な取り組み

である「Safe Schools」プログラムを支援しています。2021年6月からは、

「Safe Schools」プログラム支援の一環として、インドの小・中学校におい

て、防災教育などを通じた生徒・教師の災害への対応能力の強化や、タス

クフォース設置などによる学校の安全管理体制の強化、安全な学習環境

の整備、行政や地域コミュニティとの連携強化などを実施しています。こ

の活動を通じた知見に基づき、グローバルでの取り組みをさらに強化・拡

大し、他国での実現も目指します。ソニーは、これらの活動を推進するた

め、セーブ・ザ・チルドレンに対して2023年までの3年間に計4,500万円

の寄付に加え、ソニーの技術や人材を活用した社会課題解決に取り組む

べく、社員の現地派遣なども検討していきます。

子どものための災害時緊急・復興ファンド

発生年月
支援対象

寄付先
金額

2022年3月

ウクライナおよびその周
辺地域への人道支援

国連難民高等弁務官事務所 
(UNHCR) 、セーブ・ザ・チルド
レン、国連児童基金 (UNICEF) 
など約656万米ドル

2021年12月

台風22号 (フィリピン、
マレーシア) セーブ・ザ・チルドレン、マレー

シア赤新月社
約445万円

2021年9月

ハイチ地震

セーブ・ザ・チルドレン

500万円

2021年7月

中国洪水 China Foundat ion For 
Poverty Alleviation、Wuxi 
X inwu Distr ict  Char i ty 
Federation109.6万人民元

2021年7月

ヨーロッパ洪水
ドイツ赤十字社、Red Cross 
Flanders (ベルギー)

約380万円

Xperia™スマートフォンを利用するUNHCR職員
©UNHCR/Rafal Kostrzynski
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社員参画のための諸制度

社会貢献活動への社員の参画

ソニーでは、社会貢献活動を推進していく上で社員がさまざまな形で関

わっていけるよう、 (1) 知ること、 (2) 参加すること、 (3) 業務に生かすこと

および専門性を生かした貢献の三段階のアプローチで機会を提供してい

ます。

それぞれのアプローチに対するプログラムとして、「知ること」ではe-

ラーニング、サステナビリティフォーラム、社内ニュースレターを提供して

います。「参加すること」では、募金活動などへの協力や活動への参加と

して、緊急災害・人道支援募金、被災地ボランティア、地域清掃活動・植林

活動への参加機会を提供しています。「業務に生かすことおよび専門性を

生かした貢献」では、教育プログラムにおいて、講師、スタッフや、キャリア

教育授業・講師の機会を提供しています。

ボランティア休暇や休職制度

ソニーグループ株式会社では、社員のボランティア活動を支援するため、

積立休暇 (ボランティア活動) 、ボランティア休職などの制度があります。

教育支援や災害支援活動に社員がボランティアとして参加しています。

社会課題に対する社員の取り組み

ソニーでは、社員によって社会課題に対するさまざまな取り組みが行わ

れています。ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントでは、社会貢献活動

やマッチングギフトプログラムに参加するための情報を提供するオンライ

ンプラットフォームであるSony Pictures Giving Portalを立ち上げまし

た。また、ソニー・インタラクティブエンタテインメントはアメリカ、カナダ、

ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジルの社員が利用でき

る社会貢献プラットフォームであるPlayStation Caresを通じて、社会課題

にアプローチするためのパートナーシップや、寄付・物品・寄贈、社員のボ

ランティア活動の推進をしています。

「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」を通じた支援活動の

多くは、社員が自らアイデアを出して実現したもので、ソニーグループの約

50の組織が関わっています。これは、事業を通じた社会貢献の促進だけ

でなく社員のエンゲージメント向上にもつながっています。プログラム

教育プログラム
講師/スタッフ
キャリア教育授業・講師

業務に生かすこと
専門性を生かした貢献

被災地ボランティア
地域清掃活動・植林活動
緊急災害・人道支援募金

e-ラーニング
サステナビリティフォーラム
社内ニュースレター

知ること

参加すること

社員募金

緊急の災害・人道支援時の社員募金に関して、社員からの寄付金に会

社から同額を加えて寄付をするマッチングギフトプログラムを実施してい

ます。2021年度は、ウクライナおよびその周辺地域における人道支援の

ため世界各地のソニーグループ各社において社員募金を実施し、マッチン

グギフトを含め合計約169万米ドルの寄付を実施しました。

緊急時以外でのファンドレイジングとして、2021年度日本国内では「社

員証募金」を実施しました。一部のソニーグループの社員証には、電子マ

ネーで支払いができる機能があり、組織変更などにともない古い社員証

を返却する際は、電子マネーの残高をソニーとセーブ・ザ・チルドレンが共

同で運営する「子どものための災害時緊急・復興ファンド」へ寄付をするこ

とを社員が選択できる取り組みを行っています。2021年度は約190万円

の寄付を実施しました。

推進体制
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