地域社会の支援に関する方針
English

Japanese

We are committed to active involvement in the local communities around
our hotels and corporate offices. That means being a valued, responsible
community partner by ensuring that our business objectives enhance the
quality of life in the community.

弊社は、弊社のホテルおよびコーポレートオフィスが所在する地域社会に積
極的に関与するように尽力しております。これは、弊社の事業目的が地域社
会の生活の質を向上させ、ひいては、弊社が地域社会にとって価値のある、
また責任のあるパートナーとなることを意味します。

The aim of our community investment is to support global efforts that
represent the business goals of IHG and which make a positive difference
to the communities in which we operate. The activities we support must be
aligned with our corporate values, 'Winning Ways', and our Code of Ethics
and Business Conduct.

地域社会に投資することの目的は、IHGの事業目的を象徴するグローバルな
取り組みを支援し、同時に、事業を展開する地域社会に好影響を与えるとい
うグローバルな取り組みも支援することです。弊社が支援する活動は、弊社
の企業価値である「Winning Ways」、および倫理と行動規範に同調するもので
なければなりません。

Who we support

支援対象

At a corporate level, we focus on:

コーポレートレベルでは、以下の点に重点を置いております。



The environment – we understand our responsibility to respect the
environment and manage its impacts for the benefit of the
communities in which we operate (e.g. energy, waste and water
savings)
Local economic opportunity – we support the development of
sustainable opportunities in the community, especially in terms of
education and skills training to enhance employment opportunities in
the hospitality industry, predominantly through the IHG Academy



環境 − 弊社が事業を行う地域社会のために環境に配慮し、環境への
影響を管理する責任が弊社にはあります（エネルギーや水の節約、廃
棄物の削減など）。



Disaster relief – through our IHG Shelter in a Storm Programme we
are committed to helping provide disaster relief when natural and
man-made disasters affect our hotels and the local communities
surrounding them.



地元経済 − 地域社会における持続可能な雇用機会の開拓を支援して
おり、特に、ホスピタリティ産業での雇用機会を向上させる教育および能
力開発トレーニングを支援しております。これは主にIHG Academyで実
施しております。
災害救済 − 自然災害および人災によりホテルやその地域社会に影響
が及された場合には、弊社のIHG Shelter in a Stormプログラムを通じて
災害救済を行います。





Community partnerships

地域社会とのパートナーシップ

In choosing which community organisations to support, primary
consideration is given to requests that meet the following criteria:

地域社会のどの団体を支援するのかを選択する際の主な検討事項は、各団









exhibit a clear purpose and defined need in one of IHG's three areas
of focus
recognise innovative approaches in addressing the defined need
demonstrate an efficient organisation and detail the organisation's
ability to follow through on its proposal
explain clearly the benefits to IHG and our hotel communities.

体の要望が以下の基準を満たすかどうかです。





前述のIHGの3つの重点分野の1分野で、寄付金の明確な使用目的と明
確な使途を表明していること
その用途に向けて革新的な取り組み方を認識していること
効率的な団体であり、最後までプロポーザルを実行できることを詳細に
説明できること
IHGとホテルのコミュニティへのメリットを明確に説明すること

At local level, our approach is to encourage our local managers and
employees to use this policy as a common sense guide in deciding what is
right for their community, while ensuring that all decisions conform to our
Code of Ethics.

現地レベルでは、地域社会のためになるかどうかを判断する際に常識を確
認するために本方針を利用するように現地のマネージャーと従業員に奨励し

Our approach to charitable giving

慈善事業への寄付に関して

Contributions are only made to organisations with verifiable charity status
and whose ethical principles are consistent with our Code of Ethics and
who align to one of our three focus areas.

寄付は、慈善事業者としての立場を立証できる団体で、倫理原則が弊社の行
動規範と一致し、さらに弊社の3つの重点分野の1分野で同じ考えを持つ団体
にのみ贈呈されます。

We do not support organisations that discriminate on the basis of race,
religion, creed, gender, age, physical challenge or national origin. In
addition, we will not generally provide contributions to:

人種、宗教、信条、性別、年齢、身体的障害、国籍などで差別がある団体を
支援することはありません。また、一般に以下は寄付の対象とはなりません。















個人
宗教団体
病院やヘルスケア施設の一般運営の支援
非営利団体の大掛かりな資金集めのためのイベント等
寄付基金
弊社の事業に直接関連しないカンファレンス、ワークショップ、セミナー



数年にわたる助成金 − ただし、初年度分の寄付は保証されており、そ
れ以降は毎年行われる評価により決定されるもの



政治献金




individuals
religious organisations
general operating support for hospitals and health care institutions
capital campaigns
endowment funds
conferences, workshops or seminars not directly related to our
business interests
multi-year grants; only the first year of multi-year requests will be
assured, with support in subsequent years dependent upon annual
evaluation
political donations of any kind.

ており、また、決定事項は全て弊社の行動規範に沿うものとします。
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地域社会の支援に関する方針
Review structure and process

仕組みとプロセスの見直し








Corporate donations are governed by the Steering Group of the
Corporate Responsibility Team (CRT)
The CRT draws on staff input to guide our 'Supporting our
Communities' policy
The CRT recommends an annual budget for approval by the
Executive Committee, sets policies, guidelines, criteria and strategic
direction, and approves all contributions with Executive Committee
oversight.




企業としての寄付は、企業責任チーム（CRT）の指揮グループ（Steering
Group）が管理します。
CRTはスタッフの意見に基づいて、地域社会の支援に関する方針を浸
透させます。
CRTは、執行委員会に年間予算を提示し承認を受けます。また、方針、
ガイドライン、基準、戦略的方向性などを設定し、執行委員会の監督の
下に全ての寄付を承認します。
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