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ご契約の際、お客さまに「Web証券」や「Web約款」を選択いただくことや、自動車事故の修理時にリサイクル
部品等を活用いただくことで削減できたコストの一部を原資に、国内外の自然環境を守るとともに次世代育成を
意識した持続可能な社会の実現に向けた取組みを実施しています。

防災ジャパンダプロジェクト

当社は、災害から身を守るための知識や安全な行動を
理解していただくことを目的に将来を担う子どもたちとそ
の保護者を対象
とした「防災人
形劇」および「体
験型防災ワーク
ショップ」を実施
しています。

インドネシアでの交通安全プロジェクト

当社とPT Sompo Insurance Indonesiaは、子ども支援
専門の国際組織である（公社）セーブ・ザ・チルドレン・
ジャパンと協働で、西ジャワ州バンドンの小・中学生を対
象に、日本における交通事故の予防・削減のノウハウを活
かした交通安全教育を行っています。

SAVE JAPAN プロジェクト

当社は、日本NPOセンター、全国の100を超えるNPO

と協働し、毎年全国で市民参加型の生物多様性保全活動
を行う「SAVE JAPAN プロジェクト」を展開しています。
この取組みは、文部科学省が主催する「平成27年度 青
少年の体験活動推進企業表彰」において、「審査委員会 奨
励賞」を受賞しました。

ミャンマーでの母子保健プロジェクト

当社は、（公社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンと協働
で、ミャンマーの農村地域を対象に、母子保健の改善を目
的としたプロジェクトを展開しています。
ミャンマーは、5歳未満児の死亡率や妊産婦の死亡率が、
近隣の東南アジアの国々と比較して高いことから、妊産婦
への保健教育、助産師や補助助産師の育成を行うなど母子
保健サービスの強化を通じて、新生児や妊産婦の死亡リス
クの削減を目指しています。

ⒸSave the Children Indonesia

体験型防災ワークショップ
「毛布で担架タイムトライアル」

ⒸSai Thiha Soe／Save the Children Myanmar

「研修を受けた助産師、補助助産師」

地域貢献プロジェクト
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損保業界初「エコ・ファースト企業」に認定

当社は、2008年11月に環境大臣から損害保険業界で
初となる「エコ・ファースト企業」に認定されました。エ
コ・ファースト制度とは、企業の環境保全に関する業界の
トップランナー企業の取組みを促進していくため、企業
が環境大臣に対し、地球温暖化対策、廃棄物・リサイク
ル対策等、自らの環境
保全に関する取組みを
約束する制度です。

自治体と協定した森林整備活動

森林はCO₂を吸収して酸素を供給、水を蓄
え、いきものを育みます。また、土砂災害や
洪水を防ぐ機能も備えるなど、私たちの生活
に多くの恵みをもたらしています。
当社は、各自治体と協定を締結するなど、
地域の方々、グループ会社の社員、代理店、
その家族とともに森林整備活動や環境教育を
展開しています。
〈協定を締結した森林所在地〉
群馬県・赤城山 鳥取県・琴浦町
高知県・馬路村 長野県・富士見町
宮崎県・西米良村 三重県・津市
（2016年4月現在）

市民のための環境公開講座

市民のための環境公開講座は、当社、（公財）損保ジャパ
ン日本興亜環境財団および（公社）日本環境教育フォーラ
ム（JEEF）の3者共催で、NPO/NGOと企業のパートナー
シップ協働事業の先駆けとして、1993年に一般市民向け
の公開講座として開講しました。市民が環境問題を正しく
理解・認識し、それぞれの立場で具体的な活動を実践でき
るようにとの考えに基づき開講した講座であり、2015年
で23年目を迎え、これまで延べ18,500人の方々に参加
いただきました。

環境人材育成への取組み

大学生・大学院生を対象に、環境分野のCSO（Civil 

Society Organization:市民社会組織、NPO/NGOを包
含する概念）で8か月間のインターンシップを経験できる
「CSOラーニング制度」を実施しています。（公財）損保
ジャパン日本興亜環境財団が2000年度から環境CSOと
のパートナーシップのもと、社会の持続可能な発展のた
めの人づくりを目的として運営しています。

当社は、持続可能な社会を実現し、水と緑に囲まれたこの素晴らしい地球環境を未来へ引き継ぐために、環境
問題の解決に積極的に取り組んでいます。

東南アジアにおける「天候インデックス保険」
提供

SOMPOホールディングスグループは、気候変動の影
響を受けやすい農業が主な産業である東南アジアにおい
て、天候不順に伴う農業経営リスクの軽減を目的とした保
険商品を販売しています。

2010年からタイ東北部の稲作農家を対象に、干ばつ被
害に伴う収入減少を補償する『天候インデックス保険』の
販売を開始しました。年々販売地域を拡大するとともに、
他国での展開も始めており、保険を通じて自然災害リスク
に直面する東南アジアの農業発展を支援していきます。
また、この取組みは、環境省「持続可能な社会の形成に
向けた金融行動原則（21世紀金融行動原則）」の定時総会
において、最優秀取組事例として「環境大臣賞」を受賞しま
した。

野外講座「食べる自然体験」

地球環境問題への対応
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当社が保有している資産や経営資源、長年にわたり培ってきたNPO/NGOとの社外ネットワークを活用したさ
まざまな取組みにより、次世代育成や地域社会への貢献につなげています。

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館

1976年に西新宿の本社ビル42階に開設し、今年で40周年を迎えました。ゴッホの
《ひまわり》をはじめ、ゴーギャン、セザンヌ、東郷青児、アメリカ素朴派画家グランマ・
モーゼスの作品などを常設展示しているほか、各種展覧会の開催や新進作家の支援など
を行っています。1987年からは日本で唯一ゴッホの《ひまわり》を見ることができる美
術館として、親しまれています。
また、すべての展覧会で小中学生以下の入館を無料とするとともに、新宿区と協働で、
区内の小中学生を対象に休館日を活用した「対話による美術鑑賞教育」の普及支援を実施
するなど次世代育成にも力を入れています。

損保ジャパン日本興亜人形劇場 
「ひまわりホール」の運営

1989年に開設した名古屋ビルの人形劇専用劇場「ひまわ
りホール」を、NPO法人愛知人形劇センターと共同で運営
しています。人形劇の上演、セミナー、ワークショップ、子
どもアートフェスティバルの開催、P新人賞（人形劇の明
日を担う斬新な才能を発掘するコンテスト）の表彰など、人
形劇の盛んな地域で全国的にも注目される多彩な活動を
展開しています。

社会福祉の実践と研究を支援

（公財）損保ジャパン日本興亜福祉財団は、国内および
ASEAN加盟国・インドで活躍する社会福祉分野のNPO/

NGOへの助成や、社会福祉・社会保障・保険・ジェロント
ロジー（老年学）に関する研究会の開催や研究助成、社会
福祉分野における優れた学術文献の表彰などの事業を通
じて、社会福祉の発展と向上を目指しています。また超高
齢社会を見据え、認知症等の高齢者を在宅で介護する家
族への支援や、介護福祉士を目指す学生への奨学金給付
事業などを通じ、複雑化する社会的課題の解決に資する
活動を推進しています。

タイの地方マーケットのバリアフリー化に助成

文化・芸術、福祉、次世代育成
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SOMPOホールディングスグループでは、被災された皆さまの期待に少しでも沿えるよう、継続的な復興支援
に取り組んでいます。また、地域社会の一員として、「より良い地域社会づくり」に貢献していくため、NPO/NGO
とのパートナーシップを大切にしながら、地域に根差した社会貢献活動を展開しています。

「東北3県 復興支援マルシェ」開催

SOMPOホールディングスは、第一生命保険株式会社と共催で東日本大震災で被災した東北3県の物産品の魅力を幅広
く紹介し、食品の安全・安心を伝えることを目的に、2016年3月に日本橋ビルで「東北3県 復興支援～岩手・宮城・福島の美
味しいもの大集合！～」を開催しました。
当日は、多くの方々にご来場いただき、東北の魅力を知っていただく機会となりました。

被災地NPOへの社員派遣プログラム

東日本大震災の被災地復興支援が中長期的な支援へと
変化し、マネジメントスキルを持った企業人などによるサ
ポートのニーズが高まってきていることを受け、被災地復
興に取り組むNPOに社員をサポート役として業務派遣す
る東日本大震災復興支援「社員派遣プログラム」を実施しま
した。

岩手県釜石市での人形劇等公演

東日本大震災の発生を受け、当社とNPO法人愛知人形
劇センターは「損保ジャパン日本興亜笑顔届け隊！」を結
成し、2012年3月から、岩手県釜石市で、仮設住宅に居
住されている方々に人形劇等を公演しています。地域の
子育て支援センターや幼稚園など公演場所を増やしなが
ら、子どもたちの笑顔が広がることを願って、継続的に開
催しています。
公演後には、社員ボランティア作成の手づくりプレゼン

トやメッセージカードを渡し、現地を訪れることのできな
い社員の想いも届けています。

熊本地震への対応

本業である迅速な保険金のお支払いに努めるととも
に、当グループの役職員から義援金を募り、中央共同募
金会等を通じて、総額約1,200万円（6月末現在）を寄付し
ました。

復興支援・社会貢献
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SOMPOホールディングス ボランティアデー

2011年からSOMPOホールディングスグループの役職
員がボランティア活動に取り組む「SOMPOホールディン
グス ボランティアデー」を毎年開催しています。2015年
は、12月の1か月間を強化月間とし、認知症サポーター養
成講座、地域の清掃、献血などさまざまなボランティア活
動を展開しました。

車いす整備・清掃活動

SOMPOホールディングスグループは、社員が自主的
に社会貢献活動に参画できるよう、ボランティア組織
「SOMPOちきゅう倶楽部」を中心に、全国各地で代理店
などと協働したボランティア活動を継続して行っていま
す。自動車整備技術を有している代理店などでは、専門
スキルを活かした「車いす整備・清掃活動」を実施してい
ます。2015年度は、全国で2,000名以上の社員・代理店
が活動に参加し、約4,000台の車いすの整備・清掃を行
いました。

損害保険業界としての主な取組み
当社では、当社独自の社会貢献活動のほか、一般社団法人日本損害保険協会の一員として、事故、災害および

犯罪の防止・軽減に向けて、さまざまな社会貢献活動に取り組んでいます。

地震保険の普及・啓発

損害保険業界では、テレビ・新聞・ラジオ・インターネッ
ト・ポスターなどを通じて、地震保険の理解促進および加
入促進を図っています。
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因

とする損害を補償します。法律に基
づき国と損害保険会社が共同で運営
する保険であり、被災者の方の「生
活の立ち上がり資金」を確保し、生
活の安定に寄与するという、大変重
要な役割を担っています。地震保険
の理解促進および加入促進は、損
害保険業界の社会的使命となって
います。

交通安全対策

高齢者の交通事故防止活動
高齢者が運転時や歩行時に当事

者となる交通事故が増加しているこ
とから、チラシを作成し、高齢者に対
して安全な行動による事故防止を呼
びかけています。

自然災害対策

ハザードマップを活用した自然災害リスクの啓発
自治体等が作成しているハザード
マップを活用いただき、自然災害に
対する日頃からの備えや対策を多く
の方に促すことを目的として、eラー
ニングコンテンツ「動画で学ぼう！ハ
ザードマップ」を損保協会ホーム
ページ上に公開し、啓発活動を進め
ています。

環境問題への取組み

自動車リサイクル部品活用の推進
限りある資源を有効利用し、産業

廃棄物を削減するとともに、地球温
暖化の原因となっているCO2の排出
量を抑制することを目的として、自
動車の修理時におけるリサイクル部
品の活用推進に取り組んでいます。

自動車修理における部品補修の推進
リサイクル部品の活用同様に、産業廃棄物とCO2の排出
量の抑制を目的として、啓発動画やチラシによる部品補修
の推進に取り組んでいます。
※ 啓発動画は損保協会ホームページやYouTubeに公開し
ています。

認知症サポーター養成講座
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