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世界規模での自然災害の増加、高齢社会、交通安全など、

さまざまな社会的課題が顕在化しています。

損保ジャパン日本興亜グループは、これらの社会的課題に正面から向き合い、

お客さまから信頼され選ばれる企業、そして真のサービス産業として

「お客さま評価日本一」を実現し、

世界で伍していくグループを目指していきます。

干潟の生き物を観察する親子達＠「SAVE JAPAN プロジェクト」in大分

持続可能な社会の
実現に向けて
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地域貢献プロジェクト
地域貢献プロジェクトは、お客さまにご契約時、「Web証券」や「Web約款」を
選択いただいた場合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
ことにより、削減できたコストの一部を原資に「環境」、「安心・安全・健康」、「教育・
くらし」に関する国内外の社会的課題の解決にＮＰＯ／ＮＧＯと協働で取り組
むプロジェクトです。 

国内では、環境保全イベントを開催する「SAVE JAPAN プロジェクト」や、
子どもたちに災害から身を守る知識を身につけてもらうことを目的とした「防
災人形劇／体験型防災ワークショップ」、海外ではインドネシアの交通事故の削
減・防止に向けたプログラムとミャンマーの母子の健康改善を目指すプログラ
ムを展開しています。

1お客さまとともに未来をつくる

Web証券

部品補修

Web約款

リサイクル部品

ご契約時
NPO／NGOと協働したプロジェクト展開

自動車事故の修理時

環境

安心・安全・健康

教育・くらし

NPO／NGOと協働したプロジェクト展開N

生物多様性保全活動
「SAVE JAPAN プロジェクト」

国
内

防災人形劇／
体験型防災ワークショップ

インドネシアでの交通安全事業／
ミャンマーでの母子保健事業

海
外

©Ingrid Lund/Save the Children 

3 CSR



SAVE JAPAN プロジェクト
SAVE JAPANプロジェクトは、日本ＮＰＯセンター、地域の市民活動を支援す
るＮＰＯ支援センターや全国の環境ＮＰＯと協働で、市民参加型の生物多様性保
全活動を行うプロジェクトです。
２０１１年度の開始から３年間で累計３２５回のイベントを開催し、
１８，０００人を超える市民の皆さまに参加いただいています。

損保ジャパン日本興亜は、
「いきものが住みやすい環境づくり」を
めざしています。

2

①選択する

②支援する ③実施する

②支援する ③実施する

みんなで守ろう！日本の希少生物種と自然環境

カメを観察する子ども達＠埼玉

参加者で記念撮影＠島根

稲刈り体験＠岐阜

水辺の観察会＠千葉

お客さま
（契約者）

損保ジャパン
日本興亜

各地域の
環境NPO

日本NPO
センター

各地域の
NPO支援
センター

お客さ
（契約

参加 協働

調整・協議寄付

市民参加

各地域の

参加
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損保ジャパン日本興亜の森
も り

林
全国の自治体と森林整備の協定を締結し、地域の皆さまと社員、代理店、
その家族が一緒になって森林整備活動や環境教育を展開しています。
当社は、この活動を通して、生物多様性の重要性や自然の恵みへの感謝の気持ち
を地域の皆さまと一緒に伝えていきたいと考えています。

1  群馬県・赤城山
2  長野県・筑北村
3  長野県・富士見町
4  三重県・津市

5  鳥取県・琴浦町
6  高知県・馬路村
7  宮崎県・西米良村
（2014年9月現在）

地域社会と一体となった森林整備活動

下草狩りの様子

専門家から説明を受ける参加者

木工クラフトを造る子供達 一本の木を参加者達で間伐

333333333
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代理店と協働で全国の社会福祉施設などで、車いす整備・清掃活動を実施しています。
２０１３年度は、全国で１,５００名以上の社員・代理店が活動を実施し、
３,０００台を超える車いすの整備・清掃を行いました。

4全国に広がる代理店と一体となった

車いす整備・清掃活動

「特別養護老人ホーム サンシャイン大森」での活動＠山形 自動車の整備技術を活かし活動する参加者＠神奈川

「特別養護老人ホーム 白寿園」での活動＠宮崎 「特別養護老人ホーム あいの郷 」での活動＠奈良
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２０１１年から全グループ社員がボランティア活動に取り組む「損保ジャパン
日本興亜グループ ボランティアデー」（旧：ＮＫＳＪボランティアデー）を開催
しています。
全国で東日本大震災復興支援、国際協力、福祉や環境などのさまざまな取り組
みを行い、毎年約１０，０００人の社員が参加しています。

5グループ一体となった社会貢献活動

損保ジャパン日本興亜グループ
ボランティアデー

2013年度「第5回 Make a CHANGE Day」で大賞受賞
（2011年度、2012年度奨励賞）

恵まれない子どもたちに文房具を寄贈＠トルコ ガンや心臓病の子どもたちを支援するチャリティーマラソンに
参加＠ベトナム

仮設団地の居住者の皆さんが製作したプリザーブドフラワーの販売会の様子 視覚障がいの理解を深める体験型セミナー
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東京贈呈式での交通安全教室

「黄色いワッペン」を着けた新小学１年生

当社はみずほフィナンシャルグループ、明治安田生命保
険、第一生命保険の３社と共同で新小学１年生の子ども
たちに交通事故防止の願いを込めて、交通事故傷害保険
付の「黄色いワッペン」を贈呈しています。
１９６５年からの累計枚数は、６，１１１万枚に達して
います。

6新小学１年生の交通安全を願って５０年

黄色いワッペン贈呈事業
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復興に取り組むＮＰＯのサポート役として社員を派遣

社員派遣プログラム
復興までの道のりが長期化するなか、社員一人ひとりが持つさまざまなスキル
を復興支援に活かすため、被災地で復興に取り組むＮＰＯに社員をサポート
役として業務派遣する「社員派遣プログラム」を展開しています。

２０１２年度は「全国訪問ボランティアナースの会 キャンナス 被災者支援チー
ム東北（宮城県石巻市）」に１０名の社員を、２０１３年度は「一般社団法人福島
復興ソーラー・アグリ体験交流の会 南相馬ソーラー・アグリパーク（福島県南相
馬市）」に９名の社員を派遣しました。

7東日本大震災復興支援

派遣先では、日常業務で培ったお客さまのニーズを把握して「解
決策」を提供する力や、データを用いて定量的に効果を把握し、
提案する力が活かせた。

多様なバックグラウンドを持つ人間同士が一緒に業務を行う際
のコミュニケーションの重要性を体験から学んだ。

モニタリング機能やフィードバック手法などのコールセンター
のノウハウを応用・活用することができた。

現地に行かなければ分からないことが本当に多く、短期間でもよ
いので、多くの社員が被災地に行く機会があればと感じた。

震災復興支援に携わる経営者の、スピードと情熱を持って新しい
ことを切り開いていく姿勢を間近で見ることができ、刺激を受けた。

派遣社員メンバーの声 2012年度 派遣社員メンバーの声 2013年度

体験学習の支援を行う派遣社員＠南相馬派遣先での議論の様子＠石巻

参加者の気付き 参加者の気付き

9 CSR



当社は愛知県名古屋市に人形劇場「ひまわりホール」を所有し、
劇場の運営団体であるＮＰＯ愛知人形劇センターとともに地域貢献活動に取
り組んでいます。

東日本大震災発生以降は、人形劇公演を通じた子ども達の心のケアと地域コ
ミュニティーの再生・活性化を目的に、岩手県釜石市の子育て支援センターや
幼稚園などで「人形劇出張公演」を夏休み・春休みにあわせて継続的に実施し
ています。
人形劇公演後には、社員ボランティア作成の手作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。

8東日本大震災復興支援

 釜石市立第一幼稚園での公演

釜石市立第一幼稚園の園児からのプレゼント 全国の社員ボランティアが作成した手作りのプレゼント
(室内で遊べるフェルト布ボールやメッセージカード）

心に寄り添う復興支援

人形劇スマイルキャラバン
笑顔届け隊！

「ひまわりホール」は、1989年に開設
された人形劇場です。 
「ひまわりホール」では、定期的に人形
劇公演を開催しています。

所在地
愛知県名古屋市中区丸の内3-22-21
損保ジャパン日本興亜名古屋ビル19階
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（公財）損保ジャパン日本興亜美術財団

Topics

１９７６年設立の損保ジャパン日本興亜美術財団は、本社ビル４２階にある「東郷青児記念 損保ジャパン日本興
亜美術館」の運営を中心に、芸術・文化の向上や青少年の教育のための活動などに力を入れています。
１９８７年にはポスト印象派の巨匠ゴッホの≪ひまわり≫が常設展示のコレクションに加わり、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。

美術分野

東日本大震災復興支援

特別公開
ゴッホの《ひまわり》展

今なお復興の途上にある被災地域の方々に、明る
さと勇気をもたらすことを願って、２０１４年７
月１５日から８月３１日まで宮城県美術館で開催
された「ゴッホの《ひまわり》展」に東郷青児記念 
損保ジャパン日本興亜美術館蔵のゴッホの≪ひま
わり≫を特別公開しました。

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術館 対話による美術鑑賞教育
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、グランマ・モーゼスの作品を常設展示し、すべての展覧
会で小中学生以下の入館を無料としています。

宮城県美術館に展示された≪ひまわり≫

休館日を利用して新宿区立小中学校を対象に「対話による美
術鑑賞教育支援活動」を実施するなど次世代育成にも力を
入れています。この取り組みが評価され、『メセナアワード
2013』で「対話でアート賞」を受賞しました。
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（公財）損保ジャパン日本興亜環境財団

環境分野

１９９９年設立の（公財）損保ジャパン日本興亜環境財団は、「木を植える『人』を育てたい」をモットーに、環境分
野で活躍する人材の育成支援、環境保全に関する活動・研究に対する支援を行うとともに、環境教育などの振興を
通して地球環境保全に資することを目指した活動を行っています。

市民のための環境公開講座 環境インターンシップ「CSOラーニング制度」
1993年から損保ジャパン日本興亜と（公社）日本環境教育フォー
ラムとの共催により実施し、当財団も設立時から共催団体とし
て関わってきました。年間約10回の講座を毎年開催し、市民の
皆さまが環境問題をより深く理解いただく機会としています。

CSOラーニング制度の一環として取り組む、耕作放棄地再生活動

「CSOラーニング制度」は、2000年度より開始した大学生・
大学院生を対象とする環境NPO／NGOでの8か月間の長期
インターンシップ制度で、毎年約60名の学生に環境問題や市
民社会について学ぶ機会を提供しています。
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（公財）日本興亜福祉財団

（公財）損保ジャパン記念財団

財団を通じた活動

１９７７年設立の損保ジャパン記念財団では、全国の社会福祉系団体に対する助成、ＡＳＥＡＮ加盟国またはイン
ドで活動を行うＮＰＯへの助成を行っています。あわせて社会保険・損害保険・社会福祉などへの研究助成、講演
会の開催、叢書(そうしょ)の出版や社会福祉学研究者の人材育成といった事業を通じて、わが国の社会福祉の向上
を目的に事業を行っています。

１９９１年設立の日本興亜福祉財団では、将来予想されている超高齢化社会を見据えて、認知症高齢者を在宅で介
護する家族への支援、介護福祉士を目指す学生への奨学金給付、社会老年学の一層の充実を目的としたジェロント
ロジー（老年学）研究への助成や独自の研究事業など、高齢者福祉の増進に資することを目的としてさまざまな活
動を行っています。

認知症の人と家族の会 山梨支部2013年度交流会

公益財団法人損保ジャパン記念財団と、公益財団法人日本興亜福祉財団は２０１５年４月1日に合併し、「公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団」
になる予定です。　

研究の成果は冊子にまとめ、全国の研究諸機関へ無料で配布しています

福祉分野

海外助成 自動車購入費助成
ＡＳＥＡＮ加盟国またはインドで活動を行うＮＰＯが、地域の
社会福祉の向上のために行う活動に必要な費用を助成してい
ます。

主として障がい者福祉団体が、自動車を購入する費用を助成
しています。助成開始以来、１５３団体に助成しています。
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（一財）損保ジャパン日本興亜スマイルキッズ

２０１１年設立の損保ジャパン日本興亜スマイルキッズは、東京都文京区で０歳～５歳の６０人のお子さんをお
預かりする認可保育園「損保ジャパン日本興亜スマイルキッズ江戸川橋保育園」を運営しています。
都心ながら大きな公園や神田川沿いの桜並木など、豊かな自然環境にも恵まれた江戸川橋という街で、子どもたち
は晴れた日は毎日お散歩に出かけ、季節の行事や運動会、遠足などを楽しみながら、元気に毎日過ごしています。

食育の時間を通して、食べ物の大切さも伝えています ひな祭りには、子どもたちが自分で作った雛飾りでお祝い

次世代育成分野

エコラッタは
損保ジャパン日本興亜の
CSR・環境キャラクターです。

未来を担う世界中の子どもたちが自分たちの
未来や地球について考えるきっかけを届ける
Webサイト「未来クル・MIRACLE」も見てラッタ

http://miracle-kids.net/ja/
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〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1  TEL.03(3349)3111
公式ウェブサイト http://www.sjnk.co.jp/

（14060748） 501251 -0100


