
社会貢献活動

フェアトレード商品の社内販売
　発展途上国の貧困解消や経済的自立を目的として、チョコレートなどの食品や民芸品の輸入販売を展開
している「第3世界ショップ」と連携し、毎年、フェアトレード商品の社内販売を実施しています。
　2020年度もオンライン販売会を通じて、適正な価格での継続的な取引（フェアトレード）の意義や重要
性について認識を深めました。

災害被災地の復興支援
　被災地の復興支援の一環として、本社が入居している八重洲ファーストフィナンシャルビルにおいて、
復興支援販売会を毎年開催しています。
　東日本大震災から10年目の節目となる2020年度は、岩手・宮城・福島の名産品を対象に、新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止の観点から、オンライン販売を開催しました。

環境負荷低減、リサイクル活動の推進
　当社では、以下のとおり環境負荷軽減、リサイクル活動の推進に取り組んでいます。
・ プラスチックごみの削減を目的に、当社オリジナルエコバッグを作成し、全社員へ配付
・ クールビズ、ウォームビズの実施による電力使用量の削減およびCO2排出量の削減
・ 代理店と協働したペーパーレス化、契約事務のペーパーレス化等による紙使用量の削減
・ FSC（Forest Stewardship Council®：森林管理協議会）認証用紙とベジタブルインクを使用した
　パンフレットの作成
・ 社内にペットボトルキャップの回収BOXを設置し、2020年度は約２万個を回収※

　※集めたキャップは、NPO法人「キャップの貯金箱推進ネットワーク」を通じて、海外の子どもたちにワクチンを贈る活動等
に役立てられています。

環境保全への取組み

環境問題への基本姿勢
　当社では、地球環境問題を経営の重要課題として位置付け、企業活動を通じて地球環境の保全に取り組ん
でいます。「三井住友海上プライマリー生命　行動憲章」では、社員一人ひとりが果たすべき7つの責任の一
つに「環境への責任」を掲げています。「MS&ADインシュアランス グループ 環境基本方針」のもと、今後
も環境保全活動を積極的に推進します。

環境マネジメントシステムの推進
　MS&ADインシュアランス グループの環境マネジメントシステム「MS&ADみんなの地球プロ
ジェクト」にて、紙・電力使用量の削減等、環境取組みを推進しています。
　また、社員一人ひとりが「MS&ADみんなの地球プロジェクトチェック」を通じて、地球環境に
やさしいエコライフと人にやさしい社会貢献活動の実施状況を自己チェックしています。

　MS&ADインシュアランス グループは、2030年に「レジリエントでサステナブルな社会」の実現を目指し、国連が
提唱しているSDGs（持続可能な開発目標）を道標（みちしるべ）として、企業活動を通じた「社会との共通価値を創
造する取組み（CSV取組み：CSV＝Creating Shared Value）」を重点課題として位置付けています。
　当社では、お客さまのさまざまなニーズにお応えする商品やサービスを通じ、MS&ADインシュアランス グループ
の重点課題のうち、「人生100年時代」を見据えたお客さまの「元気で長生き」を支える取組みを中心に推進しています。
　また、環境保全や社会貢献活動等を通じた「社会の信頼に応える品質」の向上、「社員がいきいきと活躍する経
営基盤」のさらなる強化に取り組んでいます。

WEB版「ご契約のしおり・約款」に関する寄付
　ご契約に際してすべてのお客さまに冊子でお渡ししていた「ご契約のしおり・約款」について、お客さ
まの利便性向上および環境保全を目的に、当社オフィシャルサイト上でご覧いただける、WEB版「ご契約
のしおり・約款」を2020年４月よりご提供しています。
　WEBでの閲覧をご選択されたご契約については、「ご契約のしおり・約款」冊子を印刷した場合にかか
る費用の一部を、自然保護活動に役立てています。2020年度は「インドネシア熱帯林再生プロジェクト」※

へ寄付しました。
※ MS&ADインシュアランス グループの三井住友海上火災保険株式会社が2005年度からインドネシア政府と共同で行っている、熱帯

林の再生をめざしたプロジェクト（ジャワ島バリヤン野生動物保護林）。
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　発展途上国の貧困解消や経済的自立を目的として、チョコレートなどの食品や民芸品の輸入販売を展開
している「第3世界ショップ」と連携し、毎年、フェアトレード商品の社内販売を実施しています。
　2020年度もオンライン販売会を通じて、適正な価格での継続的な取引（フェアトレード）の意義や重要
性について認識を深めました。

災害被災地の復興支援
　被災地の復興支援の一環として、本社が入居している八重洲ファーストフィナンシャルビルにおいて、
復興支援販売会を毎年開催しています。
　東日本大震災から10年目の節目となる2020年度は、岩手・宮城・福島の名産品を対象に、新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止の観点から、オンライン販売を開催しました。

環境負荷低減、リサイクル活動の推進
　当社では、以下のとおり環境負荷軽減、リサイクル活動の推進に取り組んでいます。
・ プラスチックごみの削減を目的に、当社オリジナルエコバッグを作成し、全社員へ配付
・ クールビズ、ウォームビズの実施による電力使用量の削減およびCO2排出量の削減
・ 代理店と協働したペーパーレス化、契約事務のペーパーレス化等による紙使用量の削減
・ FSC（Forest Stewardship Council®：森林管理協議会）認証用紙とベジタブルインクを使用した
　パンフレットの作成
・ 社内にペットボトルキャップの回収BOXを設置し、2020年度は約２万個を回収※

　※集めたキャップは、NPO法人「キャップの貯金箱推進ネットワーク」を通じて、海外の子どもたちにワクチンを贈る活動等
に役立てられています。

環境保全への取組み

環境問題への基本姿勢
　当社では、地球環境問題を経営の重要課題として位置付け、企業活動を通じて地球環境の保全に取り組ん
でいます。「三井住友海上プライマリー生命　行動憲章」では、社員一人ひとりが果たすべき7つの責任の一
つに「環境への責任」を掲げています。「MS&ADインシュアランス グループ 環境基本方針」のもと、今後
も環境保全活動を積極的に推進します。

環境マネジメントシステムの推進
　MS&ADインシュアランス グループの環境マネジメントシステム「MS&ADみんなの地球プロ
ジェクト」にて、紙・電力使用量の削減等、環境取組みを推進しています。
　また、社員一人ひとりが「MS&ADみんなの地球プロジェクトチェック」を通じて、地球環境に
やさしいエコライフと人にやさしい社会貢献活動の実施状況を自己チェックしています。

　MS&ADインシュアランス グループは、2030年に「レジリエントでサステナブルな社会」の実現を目指し、国連が
提唱しているSDGs（持続可能な開発目標）を道標（みちしるべ）として、企業活動を通じた「社会との共通価値を創
造する取組み（CSV取組み：CSV＝Creating Shared Value）」を重点課題として位置付けています。
　当社では、お客さまのさまざまなニーズにお応えする商品やサービスを通じ、MS&ADインシュアランス グループ
の重点課題のうち、「人生100年時代」を見据えたお客さまの「元気で長生き」を支える取組みを中心に推進しています。
　また、環境保全や社会貢献活動等を通じた「社会の信頼に応える品質」の向上、「社員がいきいきと活躍する経
営基盤」のさらなる強化に取り組んでいます。

WEB版「ご契約のしおり・約款」に関する寄付
　ご契約に際してすべてのお客さまに冊子でお渡ししていた「ご契約のしおり・約款」について、お客さ
まの利便性向上および環境保全を目的に、当社オフィシャルサイト上でご覧いただける、WEB版「ご契約
のしおり・約款」を2020年４月よりご提供しています。
　WEBでの閲覧をご選択されたご契約については、「ご契約のしおり・約款」冊子を印刷した場合にかか
る費用の一部を、自然保護活動に役立てています。2020年度は「インドネシア熱帯林再生プロジェクト」※

へ寄付しました。
※ MS&ADインシュアランス グループの三井住友海上火災保険株式会社が2005年度からインドネシア政府と共同で行っている、熱帯

林の再生をめざしたプロジェクト（ジャワ島バリヤン野生動物保護林）。
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社員がいきいきと活躍できる経営基盤

ESG投資の推進
　MS&ADグループでは、投資家が社会的な責任を全うするために必要な投資原則として国連が公表した「責
任投資原則（PRI）」に2015年６月に署名し、グループ全体で意思決定プロセスにESG（環境・社会・ガバナ
ンス）課題を考慮した投資活動の取組みを推進しています。
　当社は、2017年２月にグループ３社と共同で、世界銀行が発行する開発途上国の持続的発展を目的とした
サステナブル・ディベロップメント・ボンドに投資するなど、グループの取組みの一翼を担っています。

社会貢献特約
　「資産を寄付することで社会のために役立てたい」というお客さまのニーズに応えるため、指定公益団体
を保険金等の受取人に指定できる、「社会貢献特約」の取扱いを、2019年９月から開始しました。
　当社が指定する公益団体について、開発当初からの日本ユニセフ協会および日本赤十字社に加え、2020年
7月に京都大学iPS細胞研究財団を追加しました。

グループ社会貢献活動
　MS&ADインシュアランス グループの社会貢献活動団体である「MS&AD ゆにぞんスマイルクラブ」の一
員として、社会貢献団体への寄付や援助、国内外の大規模災害に対する災害義援金の寄贈などを行っています。
　また、子ども向けの図書がほとんど出版されていない国に翻訳シールを貼った絵本を贈る活動や、社員が
手編みしたセーター・マフラーなどを届ける活動にも毎年参加しています。
　2020年度は、当社社員によって217冊の絵本を作成し、「シャンティ国際ボランティア」を通じてミャ
ンマー・ラオス・カンボジアの子どもたちへ贈りました。（手編み作品は、新型コロナウイルスの影響により
輸送ルートが不安定のため、 2021年度にお届けする予定です。）

健康経営※
　社員の心身の健康が、社員自身のQOL（Quality of Life：生活の質）の向上のみならず、当社の目指す
姿の実現に欠かせない要素と考え、「健康経営宣言」を掲げています。
　また、当社は「健康経営優良法人（大規模法人部門）」に３年連続で認定されており、スポーツ庁が推進
する「スポーツエールカンパニー」にも2021年に初めて認定されました。
　今後も社員一人ひとりの心身の健康を保持増進するため、社員の健康や安全に配慮した取組みを進めていきます。

健康経営宣言
三井住友海上プライマリー生命では、社員の安全と健康を確保し、社員が心身ともに健康でいきいきと働くことが、
当社の持続的成長と企業価値向上を支える経営基盤であると考えています。
社員が働きがい・やりがいをもっていきいきと働けるよう、社員と家族の心身の健康の保持・増進と、安全に配慮し
た働きやすい職場環境づくりに取り組みます。
そして、多様な社員全員が成長し活躍することによって、社会との共通価値を創造していきます。

※精密検査受診率は延べ人数

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

定期健診受診率 100% 100% 100% 100% 100%

ストレスチェック受検率 93.1% 93.2% 96.5% 94.9% 97.4%

精密検査受診率※ 46.0% 61.5% 60.8% 66.0% 実施中

＜主な効果検証指標＞

＜推進体制＞
　健康経営宣言のもと、人事総務部担当執行役員を推進責任者として、推進組織である人事総務部と、産業医・
産業看護職をはじめとする専門人財とが緊密に連携しながら、課題の把握、各取組み・施策の実施、効果検
証等を行っています。
　また、年間取組計画や新規施策など、その重要性に応じて経営会議体への報告等を行っています。
＜主な取組み＞
・ 社員一人ひとりの健康診断結果に基づき、産業医・産業看護職が保健指導や受診勧奨等をきめ細かく行うと

ともに、社員の心理的な負担の程度を把握するストレスチェックの実施によりメンタルヘルス不調の未然防
止を図る等、社員の健康・活力の保持増進に取り組んでいます。

・ 社員の健康リテラシー向上を目的に、「健康経営と社員の健康増進」
をテーマとした研修や、自主参加型イベント「プライマリー健康増
進トライアル」を実施しています。

※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究所の登録商標です。
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ユニバーサルデザインへの取組み
　当社の商品パンフレットやその他の募集帳票、ディスクロージャー誌等は、認識性
が高く読みやすいものとなるよう、UDフォント（ユニバーサルデザインフォント）
を使用しています。また、色覚の個人差を問わずできるだけ多くの方に情報が適切
に伝わるよう、利用者の視点に立った色づかいに加え「形の違い」「線や色の塗り
分けパターンの違い」などをあわせて使用し、整理された見やすいデザインになるよ
う工夫しています。

認知症サポーターへの取組み
　超高齢社会の進展に伴い、認知症を発症する方が増加しています。
　ご高齢のお客さまが多い当社では、毎年、認知症サポーター養成講座を開催し、社員が認知症につい
て正しく理解し、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者（認知症サポーター）となることを推進
しています（2021年３月末時点の認知症サポーター数は252名）。
　今後も、認知症サポーターの養成に向けた取組みを継続し、ご高齢のお客さまの状況に応じた柔軟な
対応や保険商品および各種サービスの向上に取り組みます。

　当社は、２年に一度開催されている「チェコ・フィル」（2015年以降）および「ベルリンフィル12人
のチェリストたち」（2006年
以降）の東京公演に特別協賛
しています （新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の観点から、
2020 年６月に開催が予定
されていた「ベルリンフィル
12人のチェリストたち」の東
京公演は中止となりました）。
　当社は生命保険事業を営む
傍ら、皆さまに良質の感動
をご提供したいとの想いか
ら、世界一流の芸術・文化の
紹介を通じた文化貢献活動に
継続的に取り組むとともに、
MS&AD イ ン シ ュ ア ラ ン ス 
グループが目指す「レジリエ
ントでサステナブルな社会」
の実現に貢献していきます。

文化活動への取組み

ダイバーシティ＆インクルージョンの推進

　女性リーダーの活躍と継続的な輩出に向けた女性活躍推進研修や、ライン部長などを対象に性別に関
するアンコンシャス・バイアスをテーマとした研修を実施しています。なお、管理職に占める女性社員
の割合は、2021年４月時点で16.3％となり、目標とする15％を超えました。また、育児休業中の社員
と育児休業から復職した経験のある社員とのWEB交流会を開催し、スムーズな職場復帰と復職後の仕事
と育児の両立につなげています。そのほか、2020年度から男性の育児休業取得推進を目的に育児休業の
一部を有給とする制度を導入しています。
　さらに、当社ではさまざまな障がいのある社員が健常者と同じように働いており、管理職を担う社員
もいるなど各職場で主体的な役割を果たして活躍しています。また、障がい者など多様な人々の視点に
立ち、適切な理解のもと行動するための「ユニバーサルマナー」※の理解と定着を図る社内研修も実施し
ています。
※出典：一般社団法人日本ユニバーサルマナー協会
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