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神奈川県民共済生活協同組合は昭和48年３月28
日に生協の認可をいただき、このＣＳＲレポートが
公開される平成25年にはちょうど40年を迎え、神
奈川県に根付いた共済として順調に成長してまいり
ました。ひとえに皆様のご支援のおかげであり、心
から感謝申し上げます。
さて、この20年余り日本はバブル崩壊、アジア金
融危機、雇用不安、デフレ経済、円高不況、リーマ
ンショックなど、厳しい局面に立ってきました。さ
らに環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）参加に向
けての交渉や、今後に実施が予定されている消費税
の増税問題にも直面し、経済環境は予断を許さない
状況が続くものと思われます。
県民共済は「相互扶助」の精神に基づく生協であ

り、きわめて社会性の強い事業です。そのため、前
に述べたような厳しい社会情勢の変化に対しても、
誠実に向き合わなければなりません。その中で社会
情勢に対応した商品開発や新たな広報活動を打ち
立てることは、皆様を守る県民共済を磐石なものと
するための大事な活動の一つではありますが、今、
最も大切な使命は、共済事業の原点である「組合員
に最大の奉仕をする」ことに立ち返り、皆様の不安
を取り除き、信頼を得て、絆を深めることであると
考えます。
絆を深めるには、県民共済を支えてくださるス

テークホルダーの皆様に対して「礼節を持って丁寧
に対応する」ことはもちろんのこと、顧客対応部門
だけではなく、全部門がそれぞれの特性に応じた取
り組みを行う必要があります。本書「県民共済にお
ける社会的取り組み（ＣＳＲ）報告書」は全部門がさ
まざまな活動に取り組んだ結果をとりまとめており
ます。本書をご高覧のうえ、県民共済の活動をご理
解いただき、そして皆様が県民共済を判断する一つ
の材料となれば幸いです。
これからも役職員一人ひとりが、組合員をはじめ
とするステークホルダーの皆様との「絆」を深める活
動を行っていくことで、持続可能な社会の実現、す
なわちＣＳＲを果たしてまいりますので、今後とも
宜しくお願い申し上げます。

神奈川県民共済生活協同組合
平成25年６月

理事長
宇田川 一彦

2012 CSR REPORT

12012 CSR REPORT

ごあいさつ



CSR報告書 平成24年度版

22012 CSR REPORT

目　次
ごあいさつ…………………………………………………………………… 1

1.…県民共済におけるＣＳＲとは

　県民共済の想い…………………………………………………………… 3

　県民共済のＣＳＲが目指すもの… ……………………………………… 3

2.…ＣＳＲの基盤となる活動の強化

　ガバナンス態勢…………………………………………………………… 4

　コンプライアンス推進…………………………………………………… 5

3.…組合員の皆様の信頼と期待に応えたい

　組合員第一の視点に立ち継続的改善に努めています… ……………… 7

　組合員にご満足いただける共済制度を提供するために… …………… 8

　お客様の利便性向上を目指して………………………………………… 10

　適正かつ迅速な支払いに向けて………………………………………… 12

　情報セキュリティの向上に向けて… …………………………………… 13

4.…豊かで快適な地域・社会づくりへの貢献

　地域・社会への参画……………………………………………………… 14

　支援活動…………………………………………………………………… 17

5.…いきいきと働ける職場であるために

　多様な人材が活躍する職場づくり……………………………………… 19

　品質向上を支える職員の育成・支援…………………………………… 20

6.…地球環境保護への貢献

　環境マネジメントシステム態勢… ……………………………………… 21

　環境影響データ…………………………………………………………… 22

　カーボンニュートラルに向けての取り組み… ………………………… 23

2012 CSR REPORT

編集方針
　本書は、県民共済における社会的責任に

対する考え方や達成状況を報告するもので、

４年目の内容（報告）となります。本組合の主

なステークホルダーである組合員・地域社

会・職員・地球環境に深く関連する、４つ

のメインテーマ“組合員の皆様の信頼と期待

に応えたい”“豊かで快適な地域・社会づく

りへの貢献”“いきいきと働ける職場である

ために”“地球環境保護への貢献”で構成し

ています。

　報告対象期間
平成24年度（平成24年４月～平成25年３月）
※一部期間外の情報を含みます。

　報告対象範囲
神奈川県民共済生活協同組合

　発行時期
平成25年６月

　次回発行（予定）
平成26年６月

　参考ガイドライン
ISO26000「社会的責任に関する手引」

　編集
神奈川県民共済生活協同組合
CSR推進室
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1 本組合では、企業の社会的責任（ ＣＳＲ ）とは、「社会からの信頼、ひいて
は組合員からの信頼、組合として果たすべき役割を正しく認識し、社会に貢
献しようとする組織活動」であると考えています。

県民共済における
CSRとは

県民共済の想い
本組合では、多くのステークホルダー（利害関係者）の皆様とのコミュニケーションをとおして、生活協同組合として相
互扶助の精神および「基本理念」に基づき、組合員の万が一の保障に限らず、組合員の生活の文化的向上や知識の向上を
図るため、「安心と生きがいを保障する」事業の推進を行っています。

県民共済のCSRが目指すもの
本組合では、運営理念の実践がＣＳＲ活動そのものであると捉えており、ＣＳＲ実践のための行動指針として、「組合員
の信頼と期待に応える」「地域社会への貢献」「働きがいのある職場」「地球環境の保護」という観点から、各ステークホルダー
の皆様とのコミュニケーションをとおして、社会的な課題の解決、ステークホルダーの皆様に提供する価値の向上、そし
て組織の持続的成長を図ることにより、社会の持続的発展への貢献を目指しています。

【県民共済のＣＳＲ態勢図】

運営の基盤となる理念

基本理念 運営理念
神奈川県民共済は県民に対し、総合福
祉共済として「安心と生きがいを保障す
る」を基本理念とし、豊かで不安のない
社会の実現に貢献します。

信頼　組合員に安心と生きがいを提供し、健全で安定した運営を目指します。
前進　時代の変化を先取りし、新たな創造と改革に挑戦し続けます。
自律　迅速・適切・丁寧な対応に努め、主体性と責任意識の高い業務を行います。
育成　行動力と創造性が豊かで地域社会に貢献できる人材の育成に努めます。

組合員にご満足いただける「安心と生きがい」のサービス提供をとお
して、ともに歩んでいきます。

「安心と生きがい」のサービス提供を行っていくうえで、職員一人ひと
りが意欲と能力を最大限に発揮できる働きがいのある職場づくりを
進めていきます。

地域・社会の一員として地域の方々の文化・芸術･福祉活動をとお
して、そこに集う人々の生きがいと健康的な生活を実現できるようサ
ポートしていきます。

地球環境の保護は、組織運営の重要な要素であることを認識し、地
球環境に与える負荷をできる限り小さくするよう努めていきます。

組合員にご満足いただける共済制度と
福利厚生の提供に努め、信頼される共
済を目指すことにより、「基本理念」を実
現します。

ステークホルダー ＣＳＲ活動の基本姿勢

組合員

地域社会

職員

地球環境

コミュニケーション

ガ
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本組合の基本理念でもある「安心と生きがいを保障する」事業の持続的な成
長と、サービスの提供をとおして社会に信頼される組合であり続けるため、
運営の透明性、信頼性、健全性を確保し、社会倫理の尊重を追求していきます。

CSRの基盤となる
活動の強化2

総代会

監事（会） 理事（会）

理事長（代表理事）・副理事長

常任理事会

専務理事

各部門

選任・解任

連携

内部監査

監査
選任・解任

監査室

ガバナンス態勢
本組合では、「社会に信頼される組合であること」を経営上の重要課題として位置づけています。そのため「共済事業向

けの総合的な監督指針」および「共済事業実施組合に係る検査マニュアル」をふまえ、総代会、理事会、監事会、常任理事
会、監査室などによって、事業現場での管理監督を図り、経営活動の透明性を不断に向上させ、また顧問弁護士、公認会
計士より第三者の意見を仰ぎながらガバナンスの強化を進めています。

■ 総代会
本組合では、総会に代るべき総代会を設けています。
総代会は、組合員の代表として組合員の意思をふまえた最高議決機関として毎事業年度に１回行われるほか、必要に応

じて臨時総代会が開かれます。

■ 理事会
理事会は原則３ヵ月に１回開催し、総代会で決議されたことについて組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督

します。

■ 監事会
監事は理事の職務の執行に対して監査を行います。また理事会・常任理事会へ出席し、必要に応じて意見を述べます。

■ 常任理事会
理事会の負託を受けた常勤理事の意思決定機関として、実際に組合運営上の重要事項を決定し、執行します。

■ 監査室
独立した責任と権限を有する監査室を組合内部に設置し、業務監査などの本組合の業務全般にわたる内部監査を規程

に基づいて行っています。この監査は、監事と連携しながら年度毎の計画書に沿って行われます。監査の結果、改善処理
が必要と判断した場合には、その実施状況の確認やフォローアップ監査を行うこととなっています。監査の結果は代表理
事に報告しています。
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コンプライアンス推進
本組合では、組合として社会的責任を果たすためには、職員一人ひとりがそれぞれの業務活動において、法令遵守と企
業倫理を徹底する職場環境が不可欠と考えています。本組合では、個人情報保護をはじめコンプライアンスの推進や的確
なリスク管理態勢を構築しています。

◆コンプライアンスの仕組み
本組合は、健全かつ適切な共済事業の運営を確保し、組合員の皆様の信頼にお応えするために、コンプライアンスを経
営の最重要課題の一つとして位置づけています。そのために、今まで以上に管理態勢を整備強化し、事業運営において法
令や内部規程を遵守することは当然として、社会倫理や規範の遵守に向けたコンプライアンスを重視した組織風土の醸成
とその徹底に努めています。
　

◆個人情報保護の管理
本組合では、共済契約者等の個人情報を中心に膨大な数の個人情報を扱っています。
そのことから、平成17年４月１日から施行された個人情報保護法に基づき、個人情報
取扱事業者として課された各種義務を誠実に履行することはもちろんのこととして、法
律の基準よりもいっそう厳しい取扱いが求められるJISQ15001個人情報保護マネジメン
トシステム基準に準拠したシステムを整備し、平成18年に共済生協としては初となるプ
ライバシーマークの使用認定を取得しました。その後も継続的に更新審査を受け運用し
ています。
このシステムにより、個人情報保護方針をはじめ、個人情報の特定やリスク分析、適
正な取得および管理、教育、内部監査等の一連のプロセスをとおして継続的な改善を
図ることで、個人情報の保護水準を高めています。
なお、本組合では、個人情報保護に関する取り組みや姿勢等基本的な考え方を「個人
情報保護方針」に、取得する個人情報の利用目的や取得方法等具体的な取扱いを「個人
情報の取扱い方法」に定め、それぞれホームページで公表しています。
また、個人情報保護マネジメントシステムの重要性を認識させるために、年に１回全職員に対し教育研修を実施し、職
員の個人情報保護に対する意識向上にも努めています。

◆神奈川県民共済の勧誘方針
本組合では、適切な普及推進のために、「神奈川県民共済の勧誘方針」を定めています。職員は勧誘方針を常に携行し、
共済制度の正しい普及推進を行っています。
なお「神奈川県民共済の勧誘方針」は本組合のホームページで公表しています。
http://www.kenminkyosai.or.jp/kanyu.html

◆情報開示
本組合では、ディスクロージャーの観点から平成21年度より「アニュアルレポート」を作成し、お客様が決算情報等を
縦覧できるように県民共済プラザビル10階お客様総合受付に備えつけています。
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◆リスク管理態勢
本組合は、組合の業務において発生しうる各種リスクを総合的に把握し、的確な対応を図ることが、組合員の皆様の信
頼に応え、将来にわたる共済金等の支払責任を確実に果たすための健全な事業運営の維持・確保に資するものと考えてい
ます。
今後もリスク管理態勢を強化し、さまざまな分野のリスクに対し、順次リスク管理対応策を策定するなど適切なリスク

コントロールを行うことにより、業務の健全性および透明性を確保・維持し、共済契約者等の保護を図り、組合員からの
信頼性を高め、社会的責任を果たしていきます。
本組合では、リスク管理に関する基本方針を制定し、統合されたリスク管理態勢の整備・高度化を推進していきます。

◆リスク管理の実践
本組合では、業務運営を健全かつ適切に保つためリスク管理を行っています。共済引受リスクと資産運用リスクについ
ては収益の源泉としてコントロールしていくべきリスクであると認識し、能動的にリスクをコントロールしています。また
事業活動に付随する事務リスク、システムリスクなどのリスクについては、そのリスクの所在を明らかにし、リスクの発
生防止、軽減、移転等適切なリスク管理を実践し、経営の安定化を図っています。

監事（会）

リスク管理統括部門

コアリスク

共済引受リスク 資産運用リスク

付随リスク

事務リスク システムリスク

理事長（代表理事）・副理事長

常任理事会

各部門

内
部
監
査
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組合員の皆様の
信頼と期待に応えたい3 本組合では、組合員の皆様の信頼と期待に応えるため、品質向上活動をと
おしてサービス向上に向けた取り組みを日常的に行い、継続的改善を図って
います。

組合員第一の視点に立ち継続的改善に努めています

◆品質方針と品質目標
本組合は、“総合福祉共済により安心と生きがいを保障する”を品質方針に掲げ、組合員のニーズを的確に把握し、組合
員にご満足いただける共済制度と福利厚生の提供を通じ信頼される共済として、豊かで不安のない社会生活の実現に貢献
することを目指しています。
また品質方針を具現化した具体的な品質目標を各部署で設定し、四半期に一度達成状況を確認することで、品質方針の
確実な実現に向けて活動を行っています。

◆品質マネジメントシステムの状況
平成19年に共済生協としては初めてとなる品質マネジメントシステム「ISO9001」を導入し、平成22年８月には審査機関

による更新審査を経て無事更新を果たしました。また更新時以外にも毎年審査機関による継続審査を受けることで客観的
な外部の視点に基づいた改善の仕組みを確立し、審査員からも数多くのGood…Pointの評価をいただいています。
また、外部審査以外に、組合内で内部監査員を養成し、毎年職員による内部監査を全部署に実施することで、内部から
積極的に問題を発見し、改善に繋げる仕組みも構築しています。

◆PDCAサイクルの運用
本組合では、品質マネジメントシステムをはじめ、個人情報保護、社会貢献活
動の領域において、PDCAサイクルを活用し、計画、実施、監視、改善を一連
のサイクルとして定着させることによって、それぞれの目的を達成するための好
循環活動として運用しています。このサイクルを適切に回すことによって、改善
に結びつけて、組合員はもとよりステークホルダーからの信頼の醸成に努めてい
ます。

◆品質向上活動
本組合では、上記品質改善への取り組みの一環として、組
合員の顧客満足度の向上や業務の効率化など継続的な業務改
善で成果を挙げた部門を選出し、毎年度優秀賞として表彰し
ています。
平成24年度は、業務推進部（対面募集の工夫・改善による顧客
満足度向上とペーパーレス化による業務の効率化）と保障部（不
備書類解消に向けての仕組改善による顧客満足度の向上）の二部
門が表彰されました。
本組合ではこうした活動をとおして、職員一人ひとりが常日頃
から品質向上を意識しながら業務に取り組む組織づくりを心掛け
ています。

 

表彰状 
H24 年度 ISO9001 優秀賞 

  業務推進部 殿 
業 務 推 進 部 は 平 成 ２ ４ 年 度 の

ISO9001 品質向上において、「品質方

針」に則り、対面募集の顧客の視点に

立った改善やアウトバウンドの強化、

ペーパーレス化による経費削減等に

より顧客満足度の向上及び業務の効

率化が図られました。よってここにそ

の功績を称え表彰します。 

神奈川県民共済生活協同組合 
理事長 宇田川一彦 

平成２５年５月２２日 

 

表彰状 
H24 年度 ISO9001 優秀賞 

    保障部 殿 
保 障 部は平成２４年度の ISO9001
品質向上において、「品質方針」に則

り、顧客満足度向上と継続的改善に努

めた結果、不備書類解消のためマニュ

アルの整備等仕組の改善や定期的な

不備催促の実施により、大幅に不備率

が減少した。よってここにその功績を

称え表彰します。 

神奈川県民共済生活協同組合 
理事長 宇田川一彦 

平成２５年５月２２日 

目標

実施改善

レビュー

内部監査・外部監査（年次）

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
委
員
会
（
月
次
）
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組合員にご満足いただける共済制度を提供するために
本組合では「組合員の満足の向上」および「県民の皆様に選ばれる共済制度」を目指して、皆様の貴重なご意見を真摯に
受け止め、共済制度の改善やサービスの向上に取り組んでいます。

◆ニーズを把握する
組合員が望むこと、不満に思うことを把握するためにアンケートによる調査を行っています。

＜実施したアンケート調査＞
・県民共済活き生き…顧客満足度調査…（調査期間：平成24年11月～ 12月…／…回答数：395件）
…「県民共済活き生き3000・1500」にご契約いただいた方を対象に実施しました。組合員の皆様からいただいた回答をも
とに、顧客ニーズや今後改善すべき課題を捉え、より満足度の高い共済制度・サービスの提供を目指していきます。

＜調査結果（抜粋）＞

0 20 40 60 80 100(%) 0 20 40 60 80 100

「病気等」
   入院給付金

先進医療給付金

手術給付金

「交通事故・不慮の事故」
   入院給付金

「病気等」
   高度障害共済金

「病気等一般」
死亡共済金

「交通事故」
   通院給付金

「交通事故・不慮の事故」
   死亡共済金

「交通事故・不慮の事故」
   障害給付金

「交通事故・不慮の事故」
   高度障害共済金

(%)

保障の必要性を感じて
（他の生命保険または共済に

未契約だったので）

他の生命保険または共済
の解約（満期・更新）予定が

ある（あった）ため

家族・知人からすすめられて

保障強化の必要性を感じて
（他の生命保険・共済にも契約
しているが、上乗せ保障として）

その他

就職・引越し等の
「環境」の変化

結婚・出産等の
「家族構成」の変化

36.5% 87.8%

33.4%

33.2%

32.4%

27.3%

19.0%

11.6%

11.1%

7.3%

6.1%

35.4%

27.3%

26.1%

6.3%

6.1%

5.6%

0 20 40 60 80 100(%) 0 20 40 60 80 100

「病気等」
   入院給付金

先進医療給付金

手術給付金

「交通事故・不慮の事故」
   入院給付金

「病気等」
   高度障害共済金

「病気等一般」
死亡共済金

「交通事故」
   通院給付金

「交通事故・不慮の事故」
   死亡共済金

「交通事故・不慮の事故」
   障害給付金

「交通事故・不慮の事故」
   高度障害共済金

(%)

保障の必要性を感じて
（他の生命保険または共済に

未契約だったので）

他の生命保険または共済
の解約（満期・更新）予定が

ある（あった）ため

家族・知人からすすめられて

保障強化の必要性を感じて
（他の生命保険・共済にも契約
しているが、上乗せ保障として）

その他

就職・引越し等の
「環境」の変化

結婚・出産等の
「家族構成」の変化

36.5% 87.8%

33.4%

33.2%

32.4%

27.3%

19.0%

11.6%

11.1%

7.3%

6.1%

35.4%

27.3%

26.1%

6.3%

6.1%

5.6%

Q2．…保障の中で特に必要と思われた保障項目は何ですか？
（最大３つまで回答可）

Q1．…このたび「県民共済活き生き3000・1500」にご契約
いただいた理由は何ですか？…（複数回答可）

Q3．県民共済について全体的な面から、ご意見・ご不満はありますか？

自由回答欄 カテゴリー別内訳 回答数
（計160件） 主な回答内容（抜粋）

共済制度（保障内容・共済掛金等）に関する不満および要望 47 保障年齢層による共済金・給付金額の逓減、
終期年齢 等

共済制度（保障内容・共済掛金等）に関する満足 47 掛金が安い、保障内容が充実 等
顧客対応（募集媒体・加入時の案内等・健康告知・請求関連
含む）についての不満および要望 9 証書の到着が遅い、請求時の手続きや対応が

不安 等
顧客対応（募集媒体・加入時の案内等・健康告知・請求関連
含む）についての満足 6 契約手続きが簡単、請求してから支払いまで

短期間 等
組合員サービスへの不満および要望 14 わかばカードの利用範囲の拡大 等
組合員サービスへの満足 5 組合員サービスが魅力、家族で利用したい 等

その他のご意見（特に不満なし等） 32
今は特に不満はない、生活の安心のため宜し
くお願いします、他社に負けないで頑張って
ください 等
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＜県民共済の想い＞
本組合にご契約されていて、共済期間中にお亡くなりになった組合員のご遺族（受取人）様に、盂蘭盆にお供物
をお届けしています。

◆ニーズに合った共済制度の提供
●近年の共済制度のあゆみ
平成23年１月１日に「新こども」「県民共済活き生き3000･1500」をはじめとした家族のための共済制度を発売してから

２年。お客様にとって“シンプルでわかりやすく”を目標に開発されたこれらの共済制度は、“家族の「絆」で神奈川を元気に”
を掲げて推進活動を行い、新しい保障内容の『病気等入院給付金の初日からの給付』『先進医療に対する給付』についてご
理解と評価をいただいてきました。
発売後、平成23年度中に実施した本組合の「顧客アンケート」においては、「県民共済活き生き3000・1500」に契約され

た約80％の方が“特に必要だと思った保障”に病気等入院給付金を選びました。また「LIFEcom通信（県民共済メールマガ
ジン）」の登録者に対して行った調査では、約60％の方が“これからのライフプランに必要と思われる保障”として入院保障
を選択されています。改めて入院保障に対する関心の高さを認識することとなりました。
本組合では、皆様のさまざまなニーズを分析し「県民共済活き生き3000・1500」につきましては、さらに保障の充実を

はかるため、制度発足から１年となる平成24年１月１日付にて、各保障年齢層の主な入院給付金や第２保障年齢層から第
５保障年齢層の交通事故または不慮の事故による死亡・高度障害・障害に対する保障の拡大を行いました。
県民の皆様のさらなる安心のために、今後もニーズに合った共済制度のご提供が叶うよう、本組合は改善の努力を続け

ていきます。

●現在募集をしている共済制度

　入院１日目から保障！　日帰り手術も保障！　先進医療を保障！
　「新こども」　……0歳からお申込みができます
　　お申込みができる年齢の範囲 ０歳～満17歳（終期18歳）

　　「新こども」に付加してお申込みができる特約
　　「こども医療特約」　……お子様の入院・手術を保障
　　　お申込みができる年齢の範囲　０歳～満17歳（終期18歳）
･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････
　「県民共済活き生き3000」……大きな安心を求める方に！…
　「県民共済活き生き1500」……掛金を少しでも抑えたい方に！
　　お申込みができる年齢の範囲　満18歳～満75歳（終期80歳）

　　「県民共済活き生き3000･1500」に付加してお申込みができる特約
　　「女性医療特約」　……乳ガン・子宮筋腫などの女性特定疾病を保障
　　「三大疾病特約」　……ガン・急性心筋梗塞・脳卒中の三大疾病を保障
　　　お申込みができる年齢の範囲　満18歳～満74歳（終期75歳）
　　　※三大疾病特約、女性医療特約どちらか１特約をお選びください。
　　「マイファミリー特約」　……同居の家族が交通事故にあったときも保障
　　　お申込みができる年齢の範囲　満14歳～満74歳（終期80歳）
･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････

　病気で通院されている方も、ケガ保障コースはお申込みができます
　「ケガ保障コース」　……ケガによる死亡・入院・手術・通院などを保障！
　　お申込みができる年齢の範囲 ０歳～満70歳（終期75歳）
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お客様の利便性向上を目指して

◆“わかりやすさ”にこだわりをもって帳票作成に取り組んでいます
本組合では、契約申込書や各種変更通知書など、お手続きの内容に応じ
てさまざまな帳票が使用されています。その帳票の受付件数は平成24年度
の累計によりますと月間およそ9,000件にのぼります。これら各種帳票は、
本組合と多くのお客様とのコミュニケーション・ツールとして重要な役割を
果たしています。
そのために帳票を作成する際には、わかりやすい帳票を提供していくこと
を第一に考えて取り組んでいます。このことは、お客様との絆をよりいっそ
う深めるために欠かすことのできない永遠のテーマであると考えています。
これからも常に帳票内容を検証し、“わかりやすさ”に重点をおいて帳票
の作成に取り組んでいきます。

◆「組合員の皆様の声」に基づく業務改善事項
・ …平成24年４月よりインフォメーションセンターと関係部門が連携し、終期切換者の共済証書発送時の「わかばカー
ド発行に関するご案内」文章を改定したことによりお客様にわかりやすいように改善しました。
そのほかにもお客様のご指摘に基づく事項につき、適宜、検証のうえ改善を実施しています。

　
◆「コールセンターにおける応対品質の向上」を図る業務改善事項
・前年に引き続き、コールセンターにおける応対品質向上のため、オペレーターの応対内容を定期的に確認し、フィー……
　ドバックすることで改善に繋げ、役立てています。
その他、専門家による研修も実施し、各人の応対を見直すとともに日常業務への反映をしています。

・お客様のご指摘に基づき、本人確認ルールと各種変更書類関係の発送ルールの見直しをしました。
…具体的には、同居家族からの「各種変更書類」の発送ルールを改善し、依頼を受け付けることでお客様の再度の連絡
を減少させると同時に利便性の向上を図りました。

◆インターネットサービス
本組合のホームページでは、共済制度や組合員サービスのご案内、お知らせなどの
情報を掲載しているほか、資料請求の受付や住所変更、共済証書の再発行などの各種
お手続きができます。
・ …共済制度に関する大切な事柄を説明しています「ご契約のしおり」は、冊子でご
契約者様宛てに送付していますが、インターネット上でもご確認いただけるよう
ホームページにPDF形式で掲載しています。

・ …本組合のことをわかりやすく漫画でお伝えする「漫画でわかる！かながわ県民共
済」をホームページに掲載しています。

（件数）

（期間）
4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

平成24年度の受付件数の推移

0
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30000
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＜帳票作成に向けた主な取り組み＞

・帳票種類のグループ化
　一枚の帳票に可能な限り内容を集約し、手続きに関しての利便性の向上を図ります。
・記入項目部分の簡素化
　手続き依頼の内容を帳票の記入項目に極力反映し、手続き上の負担軽減を図ります。
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◆地域プラザの役割・活動
地域密着の共済をモットーとする本組合は、平成16年みなとみらい29街区に「県民共済プラザビル」のグランドオープ

ンとともに、「10Fお客様総合受付」を開設し、続いて、平成17年には「湘南プラザ」を平塚に開設しました。
平成19年にはさらなる地域密着と組合員の皆様へのサービス向上を目指して、10月に「相模大野プラザ」、11月に「上大
岡プラザ」を開設し県内に４ヵ所の地域プラザをオープンしました。
各プラザは、ご年配の方が多くご来店されるプラザ、小さなお子様連れのご家族がご来店されるプラザ、お勤め帰りの
方がお立ち寄りになるプラザなど、それぞれの地域によってさまざまな方にご利用いただいています。
そんなプラザの窓口では、お客様と直接ふれあうことで、ニーズをダイレクトに感じ取ることができます。各プラザでは、
地域の皆様と直接ふれあえる“フェイス・トゥ・フェイス”の利点を活かして、共済制度のご相談、各種変更手続きはもち
ろんのこと、通常の業務以外にも、地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、地域に根ざしたお店づくりを推進し、
地域の活性化や発展のお手伝いをしています。本組合は、プラザ独自のイベントや商店会の催しへ積極的に参加すること
により地域の皆様との“ふれあい”を大切にしています。

◆お客様相談室の活動
・ ……本組合では、顧客対応部門に寄せられた一つひとつのご意見やご要望、苦情、感謝の声を「お客様の声」として大切に
取扱っています。

・ ………特に苦情については、お客様の満足度向上を目的にいっそうの業務改善を進めるため「お客様相談室」で一元的に捉え、
共済制度やサービスの改善に活かすように努めています。

【苦情受付態勢図】

 【平成24年度のお客様の声受付件数】

区分 件数

1. 新契約関係 4件

2. 収納関係 2件

3. 契約保全関係 5件

4. 共済金・給付金支払関係 7件

5. その他 22件

合計 40件

マネジメント
レビュー

お客様

顧客対応部門

インフォメーション
センター 受付窓口 営業職員・

推進レディー

各担当
部門

お客様
相談室

部長会

情報の集約・
一元管理

コンプライアンス
統括室

◆平成24年度の改善事例

お客様からの声 お客様からの声にお応えして

パンフレット裏面の「ケガ保障コース」の契約条
件が「県民共済活き生き3000・1500」の契約
条件に見えて紛らわしいとのご意見。

平成24年10月版パンフレットより裏面のデザ
インを変更
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平成24年度の共済金等の支払状況

支払件数
（件）

支払金額
（千円）

交通事故・
不慮の事故死亡 131 429,560

病気等一般死亡 3,258 3,568,320

後遺障害 405 409,470

入院・通院 52,105 3,116,940

賠償事故給付金 157 7,560

出産お祝金 7,913 130,470

その他 74 870

合計 64,043 7,663,190

支払部門にて集計

共済金等請求事由の発生（ご連絡）

請求書の受領と必要書類の手配

初期対応

お客様 県民共済

お支払いできる共済金等の確
認とご案内

請求書の発送と必要書類のご
案内

ご請求に際しましては、必要書類を手配するのに時間を要する場合がありますが、請求
書を発送してから３ヵ月後に、お手続き状況のご確認（請求支援）を行っています。

請求書は受付日の翌営業日に発送します。

請求書と必要書類の返送

共済金等の受領

支払処理

共済金等の請求書類の受付

必要書類や治療状況等の確認

共済金等のお支払い

支払日は所定の履行期を遵守します。

適正かつ迅速な支払いに向けて
共済制度にご契約されている被共済者に、共済契約にかかわる共済金等の支払事由が発生しご請求を受けた場合には、
適正な対応、また迅速な支払処理に努めています。
支払処理においては、親切で丁寧な対応を心掛け、さまざまな顧客サービス面での改善を実施しています。

◆帳票の電子化
請求書類が到着した際に、その請求書を撮影し、データ登録することにより、請求書類の管理を行っています。これによっ
て、顧客対応部門との間で支払内容や請求書類の手続状況等の情報共有が可能になり、業務効率が向上するとともに、お
客様へ迅速・正確な対応を行うことができるようになりました。また、支払処理後の請求書類についても、電子ファイル
にて管理することで、お客様のお問い合わせに対して、従来よりも早い回答が可能となりました。（平成23年４月１日より
実施）

◆判定知識の向上
各階層別に内部および外部研修を受講しています。また、平成24年度は講師として医師を招き、査定スキルの更なる向
上、および医療知識・経験の蓄積を図っています。（平成24年４月から平成25年３月まで25回）

◆請求書のご返送がないお客様へ「請求勧奨」によるご確認および請求支援
共済金請求書の発送後、ご返送いただけないお客様へ、発送から３ヵ月経過後に、お手続き状況のご確認と請求支援を
行っています。これらの中間管理による請求手続きのご案内で、請求方法がわからず請求されていなかった場合など、ご
請求に関するお客様へのサービスが向上しました。（平成24年４月請求書発送分より）

共済金等の受付からお支払いまでの基本的な流れ
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情報セキュリティの向上に向けて
情報システム部では、情報セキュリティに対する社会的責任を認識し、組合員の皆様の情報を含むさまざまな情報を適
正に取扱うことが重要な責務であるとの考えのもと、情報セキュリティの“３つの基本要件”である「機密性」「可用性」「完
全性」に対する従来からの取り組みをさらに充実させた新システムを平成24年10月に稼働させました。
「機密性」の面からは、情報の不適正な利用防止を図るため、業務目的によって細分化されたアクセス権限の設定、操作
ログの記録・保存、クレジットカード情報の暗号化等を実施しました。
「可用性」の面からは、災害や障害時の事業継続性を確保するため、ネットワーク機器等の冗長化やバックアップシステ
ムを構築しました。
「完全性」の面からは、重要情報の改竄防止や正確性・整合性の確保のため、新たな入力チェックや排他制御機能を導
入しました。
今後も情報セキュリティの強化に、社会的責任として継続的に取り組みます。
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4 本組合では、組合員の生活の向上、ひいては地域・社会づくりへの貢献を
目的として、地域への参画を行っています。

豊かで快適な
地域・社会づくりへの貢献

地域・社会への参画

◆地域イベントへの積極的な参加
地域密着の共済をモットーとする本組合では、神奈川県内のさまざまな地域や県内に４店舗ある地域プラザで職員が共
済制度の推進活動を行っています。
お客様と直接ふれあうことで、ニーズをダイレクトに感じながら共済制度に関するご相談を受け、地域の皆様とのコミュ
ニケーションを深め、また地域の活性化や発展のお手伝いをしていきたいと考えています。
平成24年度においても、神奈川県内で実施されたさまざまなイベントへ参加することで、地域の皆様との“ふれあい”の
時間を持つことができました。

　[平成24年度　参加イベント]
・第12回川崎市中原区ジュニアカップドッジボール大会
・第31回青色申告・小学生の税の書道展（小田原青色申告会）
・横浜市小学生野球連盟（春季・秋季）大会
・藤沢市野球協会少年部（平成24年度　春季・夏季・新人・秋季）
・かながわ商工会まつり
・2012ビッグハヤマ・マーケット
・相模大野ハロウィンフェスティバル2012

◆地域イベントへの協賛
●横浜の夏の風物詩、県民共済プラザビルがあるみなとみらいの夜空を彩る「神奈川新聞花火大会」は平成24年度で27回
を迎え、本組合は平成23年度に引き続き協賛しました。

●“慈愛”をテーマとした横浜セントラルタウンフェスティバル「Ｙ１５３」が開港記念日にあわせて開催され、本組合は協
賛しました。「Ｙ１５３」は本組合にもなじみの深い横浜の良さを伝え、楽しんでいただくためのスペシャルイベントです。

◆わかばカードによる地域経済の活性化
わかばカードは組合員の生活応援カードとして、割引・優待による利便性の提供はもとより地域の事業施設をご利用い
ただくことにより、地域経済の活性化に少しでもお役に立ちたいという想いで提携施設の展開を図っています。

第12回川崎市中原区
ジュニアカップドッジボール大会

わかばカードとは
組合員の皆様に発行しています「わかばカード」は、全国3,500ヵ所
以上ある提携施設で割引・特典が受けられるお得なカードです。
お食事、お買い物、温泉施設、アミューズメント、旅行、スポーツ、
車のご購入・車検、お引っ越し、組合員の健康管理のための医療機関
での人間ドック、歯科（自由診療）、そして保育施設などの子育て支援
メニューなど多岐にわたりご利用になれます。
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◆子ども育成支援活動
●平成12年の初演以来、絶賛の拍手を浴びてきた感動のミュージカル「葉っぱの
フレディ…いのちの旅」は、散った葉っぱが土に溶け込み、その栄養分によってま
た次の春に新しい葉っぱとして生まれ変わる、生命の循環、葉っぱの一生を通
じて“いのち”の尊さ、“生きる”ことの意味を問いかける作品です。平成23年の
震災以降、誰もが“いのち”の尊さ、“生きる”ことの意味を問い直しました。少子
高齢化社会に突入し、明るい未来を描きにくい現在でもあります。このようなと
きだからこそ、作品を通じて、県民の皆様に改めて“いのち”の大切さをお伝え
したく、本組合は平成24年の神奈川公演に特別協賛し、300組600名様をご招待
しました。

●第47回あすなろ交歓会・第51回児童福祉施設作品展が神奈川県立青少年セン
ターで行われました。本組合では神奈川県社会福祉協議会を通じて児童福祉施設
へ寄付等を行っていますが、その児童福祉施設を利用する児童の、音楽や演劇、
絵画などを発表する場として毎年開催されています。
　本組合では ｢銀賞　神奈川県民共済生活協同組合賞｣として、選出された５点の
作品に対して賞状の授与を行いました。

●「交通安全フェスティバル」は、毎年４月の「春の全国交通安全運動」にあわせて神奈川県警と共催する、新入学児童お
よび新入園児を対象としたイベントです。これから幼稚園・保育園や小学校に通う子どもたちに、道路の渡り方や信号の
見方など、交通ルールの基礎を教え、子どもの交通事故をなくそうとの趣旨で開催しています。平成24年度に第17回を迎
えました。

●「夏休みに描くクレヨン画コンクール」は、県内の３歳から小学６年生の子どもたちを対象とした、自由なテーマで描く
絵画コンクールです。このコンクールは、絵画をとおして子どもたちの表現力や独創性を育むよう応援しています。平成
24年度の第19回コンクールには、合計2,606枚の力作が集まりました。表彰式をみらいホールで行い、150点の優秀作品を
県民共済プラザビル内メインエントランスロビーに展示しました。

●「夏休みファミリーコンサート」として、ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」のうたのおにいさんのコンサート、また「親
子で楽しむクリスマス・コンサート」として弦楽四重奏のコンサートを毎年開催し、子どもたちが家族と一緒に、歌や
クラシック音楽にふれる機会を提供しています。本物の芸術にふれることで感性が磨かれ、豊かな心が成長するよう願っ
て開催しています。

●「シネマホール」では、命の大切さを知っていただく機会として「ライフ―い
のちをつなぐものがたり―」（厚生労働省社会保障審議会福祉文化分科会推薦
作品）を上映しました。小学生以下の子ども148名を無料招待し、スクリーンで
迫力ある動物たちをお楽しみいただきました。

幼児の部大賞 低学年の部大賞 高学年の部大賞
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●｢こども悩みごと相談｣・「こども医療電話相談」では、乳幼児期から学童期、そして思春期までの幅広い年齢層のお子
様に関する相談をお受けしました。しつけやいじめなどの悩みごとは子育てアドバイザーがアドバイスをし、離乳食や
発育発達など健康に関する相談は医師と看護師がアドバイスをしました。

●ホームページのコンテンツとして「ちびっこポケット」というサイトを運営してい
ます。「ちびっこポケット」では、子どもたちにインターネットを楽しくわかりやす
く使っていただくことを目的に、親子で楽しめる童話や英語のレッスン等のページ
をご用意しています。特に「親と子の童話」のページでは、情操教育に役立つテー
マをもとに、毎月新しい童話等を動画形式で掲載しています。

●本組合にゆかりのあるラクダの「ツガルさん」のニュースや動画を掲載しています。

◆イベント活動による地域社会への貢献
●小惑星探査機「はやぶさ」模型展示会を開催しました。宇宙航空研究開発機
構（ＪＡＸＡ）より借用した、小惑星探査機「はやぶさ」に関連する模型や解説パ
ネルの展示、映像の上映を行い、多くの困難を切り抜けて地球への帰還を果た
した「はやぶさ」をとおして、日本の宇宙科学技術の先進性と可能性について学
んでいただく機会を設けました。平成24年５月24日から６月３日までの11日間、
県民共済プラザビル内メインエントランスロビーにて実施し、1,308名の方々に
ご来場いただきました。

●県民共済プラザビル内メインエントランスロビー、４階喫茶オンディーヌ、馬車道ビル１階ギャラリーにて、毎年８月に
カルチャースクール…コミュニティ…フレア主催のハワイアンキルト展を開催しています。フレアの受講者作品を中心とした
夏らしい色彩豊かな展示は、開かれた空間でどな
たでもご覧いただけることから、ご来館の皆様に
大変ご好評をいただいています。ギャラリーでは、
展示最終日にハワイアンキルトの１日体験講座も
開催しました。

◆健康生活応援活動
●著名人や専門家を招いて、健康と生き生きとした生活を応援する「いきいき健康イベント」「いきいき生活イベント」を行っ
ています。平成24年度は、林家木久扇さん、東海林のり子さん、高橋元太郎さんの講演会を開催しました。毎年９月には、
社団法人「認知症の人と家族の会」と共催で、専門家を招いたアルツハイマーについての講演会を行っています。
また、「県民共済いきいき健康セミナー」として、「介護セミナー」と「漢方セミナー」を開催しました。「介護セミナー」では、
車イスや歩行補助器具などを使い実際に体験しながら介護の基礎を学んでいただきました。また｢漢方セミナー｣では、毎
日の暮らしに取り入れる古来の健康法を専門家の先生にお話しいただきました。

http://www.chibikko.jp

●県民共済と「ツガルさん」
約30年前、北国の風雪の下に独り残された「ツガルさん」の寂しそうな姿を見た本組合前
理事長が、私費を投じて「ツガルさん」を野毛山動物園に寄贈しました。
本組合では現在も地域貢献と児童育成を目的として、施設機材や飼育飼料などの物品寄付
を野毛山動物園に行い「ツガルさん」との交流を続けています。

http://www.kenminkyosai.or.jp/tsugaru.html
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●「医療テレホン相談」では、組合員の健康に関する心配ごとや、ご家族の介護に関する悩みについて医師と看護師がアド
バイスをしています。

●組合員とそのご家族の皆様に、健康の維持や心身のリフレッシュを図っていた
だけるよう、温泉保養施設「箱根グリーンハイツ」をご利用いただいています。温
泉は湯ノ花沢源泉で、リウマチや消化器疾患等に効能がある単純硫黄泉の源泉か
け流しとなっています。
※「箱根グリーンハイツ」は、平成25年４月１日から本組合の100%出資子会社で
ある株式会社…県民共済マネジメントサービスが運営しております。

支援活動

◆地域への協力活動
１. 県立こども医療センター、県立養護学校
本組合では、子どもの健全な育成を目的に交通遺児や子どもの難病治療・小児医療
等のために県立こども医療センター、県立養護学校への器械備品等教育環境整備に対
する寄付を毎年行っています。

実施内容（平成24年度）

項目 寄付対象機関 寄付内容

①器械備品および基金 県立こども医療センター 700万円

②特別支援教育関係
県立養護学校

400万円

③まなびや基金 300万円

2.神奈川県社会福祉協議会
本組合では、神奈川県社会福祉協議会を窓口とし、神奈川県内の養護施設への「体育行事」「文化行事」における大会商
品および什器備品購入のための寄付等を行っています。
実施内容（平成24年度）

項目 寄付対象機関 寄付内容

①児童福祉駅伝大会 神奈川県児童福祉文化体育協議会 計100万円
　①スポーツドリンク
　②機材・各賞・記念品等
　③ 卓球大会・ソフトボール大会
　　等の運営費用

②母子生活支援施設合同ロードレース大会 母子生活支援施設協議会

③その他寄付 神奈川県児童福祉文化体育協議会

お礼状

（ ）
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3.県立児童養護施設
本組合では、事情により家庭外での養育を余儀なくされた子どもたちの受入施設で
ある児童養護施設に、社会福祉活動の一環として、毎年学園祭へ開催支援（物品寄付
とボランティアの参加）および物品購入寄付を行っています。

実施内容（平成24年度）

項目 寄付対象機関 寄付内容

①学園祭支援
神奈川県立中里学園

計約100万円
　①学園祭模擬店食材
　②電子機器等②物品購入寄付

4.野毛山動物園（公益財団法人 横浜市緑の協会）
本組合にゆかりのあるラクダの「ツガルさん」をきっかけに、地域貢献および児童育
成を目的として、野毛山動物園へ飼育支援を含めた寄付を行っています。

実施内容（平成24年度）

項目 寄付対象機関 寄付内容

物品購入寄付 （公財）横浜市緑の協会
横浜市立野毛山動物園

100万円
（ 施設機材、飼育飼料等 ）

◆募金支援活動
1.ユニセフ募金
開発途上国の児童養護計画などに対する援助を行うため、募金箱設置により募金集めを行い「日本ユニセフ協会」に納
付を行っています。

2.エコキャップ回収
ペットボトルキャップを回収しＮＰＯ法人に納め、再資源化により得た利益をもとに、発展途上国の子どもたちに「ワク
チン」を届ける活動を行うとともに、キャップリサイクル（ゴミ削減）による「地球温暖化防止」に努めています。

3.その他の寄付・募金活動
赤十字活動、赤い羽根募金活動に参加し、組合として日本赤十字社、社会福祉法人…神奈川県共同募金会に寄付をして
います。

◆共済制度の終期お祝品に被災地名産品を採用
本組合の一部の共済制度については、共済契約が終期を迎える際に終期お祝
品（オリジナルギフトカタログ）を贈呈しています。平成23年度から引き続き平成
24年度も東北復興の一助になればと、東北の商品を集めた「つなげる絆…東北応
援」ページを設けました。

（ ）
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5 職員のライフスタイルはさまざまです。いきいきと働ける職場であるよう
各種の支援策を整備し、また適切な教育および心身の健康維持に努めて、豊
かな人材を育成しています。

いきいきと働ける
職場であるために

多様な人材が活躍する職場づくり
本組合では、性別、雇用形態、障がいの有無にかかわらず、職員全員が力を発揮できるよう職場環境づくりに取り組ん
でいます。

◆女性職員の活躍推進
本組合では、多様な価値観を持つ意欲ある職員が性別にかかわらず能力を最大限発揮
できる職場環境づくりが組合員のサービス向上に貢献するものと考え、女性の活躍推進
に積極的に取り組んでいます。
管理職全体に占める女性の割合は課長相当職以上（役員含む）で13.3％となっています。
（厚生労働省「平成23年度雇用均等基本調査」による全国平均…6.8％）
今後とも働きやすい職場づくりを目指し、環境や制度の改善を進めていきます。

◆多様で柔軟な働き方
本組合では、家庭・地域を取り巻く環境の変化をふまえ、職員の多様な価値観を認め合う
風土づくりの観点から仕事と生活の調和を図っています。
本組合は「神奈川県子ども・子育て支援推進条例」に基づき、平成23年12月１日付けで職員
のための子ども・子育て支援に取り組む体制が整っている事業所（かながわ子育て応援団）と
して認証されました。
平成24年度は「一般事業主行動計画」に基づき「母性健康管理実施要領」を定め、妊娠中の
女性職員が安心して就業できる環境を整えました。

育児休業・育児短時間勤務制度の利用者数

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 育児休業取得者の
職場復帰率

育児休業取得者 1 4 4 3 8 平成20年度から
平成24年度まで

71%育児短時間勤務利用者 0 1 3 2 3

◆障がい者雇用
本組合では、障がい者雇用に取り組むことを責務の一つとして考えています。今後も積極的な障がい者雇用に努めると

ともに、障がいを持つ人がやりがいを持ち、かつ安全に働くことができる環境づくりを目指します。本組合の障がい者雇
用率は平成24年６月現在では1.98％で、法定雇用率（1.8％）を上回っています。

神奈川県子ども・子育て支援推進条例に基づく認証制度
従業員のための子ども・子育て支援を制度化している事業者を県が『かながわ子育て応援団』として認証する制度です。

男性
97名
（38％）女性

158名（62％）

  職員の比率
 （平成24年12月現在）
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品質向上を支える職員の育成・支援
職員が心身ともに健康であることは、職員個人だけでなく組織にとっても大切なことです。本組合は労働時間の削減や
休暇制度の整備等に積極的に取り組み、よりいきいきと働くことができる環境づくりに努めています。

◆適切な教育
●新人教育
採用時には本組合の職員として基本的な知識を身につけるための研修を行います。
また組合員専用の温泉保養施設「箱根グリーンハイツ」においてお客様のお出迎え、客室の清掃、配膳準備等の実習を
行い、｢安心と生きがい｣を提供する本組合の事業を体験しています。

●本組合の職員として
本組合では、共済制度についての基礎的な能力や知識を習得するため本組合独自の「共
済取扱主任」の資格制度を設け、役職員および共済を取扱う契約職員全員がその資格を有
しています。
階層別研修、通信教育による自己啓発のほか各部署においてＯＪＴや専門的知識を習得
するための勉強会、外部講習を含めた研修を実施し業務の品質向上に努めています。

●職員一人ひとりがCSRを支えるために
個人情報保護法、コンプライアンス、リスク管理に対する正しい知識を深めるため、ｅラーニングを活用し効率的な研
修を実施しています。

◆ワークライフバランスの推進
本組合では、職員一人ひとりが生きがいを持って働き、健康な生活を営むことができるよう、仕事と生活の調和を図っ
ています。原則として毎週水曜日を「ノー残業デー」とし、職員が家族と過ごす時間を設定し、また、勤続10年目、20年目
にそれぞれ５日、10日間の休暇を付与し、職員の心と体のリフレッシュに努めています。

◆心身の健康のために
本組合では、職員の心の健康について維持・向上を図ることが、組合の経営に重要であると認識し、メンタルヘルス対
策に積極的に取り組んでいます。本組合ではメンタルヘルス対策として、ストレスチェックの実施、メンタルヘルス研修
の実施、産業医および外部カウンセラー等専門家への相談体制確保等、一次予防から三次予防までの対応を行いながら心
身の健康維持と向上に努めています。

◆安全防災への取り組み
●ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置
本組合では、万が一の事態に備え施設内にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置してい

ます。
＜設置場所＞
　県民共済プラザビル：防災センター（地下２階）、受付（３階）、お客様総合受付（10階）
　県民共済馬車道ビル：受付（１階）
また､ 機材面の充実だけではなくもしものときのために普通救命講習の受講を推進しており、消防署による普通救命講
習を毎年１回実施しています。平成24年度は３月に講習を行い、22名の職員が受講しました。
また､ＡＥＤを設置し救命講習修了者が勤務している施設として、平成20年に消防署より「救命講習修了者常駐施設マー
ク」を取得しています。

●防災への取り組み
組合内に「防災協議会」を設置して消防計画を定め、万が一の災害時には安全を確保するために行動できるよう定期的

に防災訓練、消防訓練を実施しています。

いきいきと働ける職場であるために
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6 本組合では、協同組合としての理念からも地球環境との調和を目指した事
業活動の維持ということは、重要な課題であると認識しています。そのこと
から平成21年度より環境マネジメントシステムに取り組み、組織的な環境
負荷の低減活動を推進しています。

地球環境保護への
貢献

環境マネジメントシステム態勢 
本組合は、C…S…R…推進室とC…S…R…推進委員会を設置し、環境保護の推進をしています。C…S…R…推進委員会は各部署か

ら委員を選出し、原則１ヵ月に１回開催しています。各種環境に関する活動についての計画やその実施段階での監視を行
い、計画、実施、監視、改善等一連のP…D…C…Aサイクルを回しています。
　平成24年度のC…S…R…推進委員会は、意識を高めることを目的に「我が事化」活動の一環として、各委員でC…S…R…活動に
ついての調査・報告を行いました。よりいっそうC…S…R…活動に対して理解を深め、また多角的な考えをもって、環境保護
活動の推進にあたります。

　
◆神奈川の緑を守る活動への支援
本組合は、神奈川の緑を守る財団法人かながわトラストみどり財団の会員として、本組合が所在する神奈川の緑を守る
活動を支援しています。森林を守ることは同時に水を守ることであり、豊かな水資源を枯らすことなく次世代に引き継ぐ
ことは、本組合にとって大事な使命の一つと認識しています。
財団法人かながわトラストみどり財団では、ナショナル・トラスト運動をはじめとして、森林づくり、里山の保全活動
等幅広く神奈川の緑を守る活動をしています。本組合は、神奈川県を基盤とした協同組合であり、地域社会の一員として
支援するとともに、これからも地域の環境保護活動の推進に努めていきます。

◆主な環境負荷低減活動
●県民共済プラザビル（本部ビル）の設備によるエネルギー削減の取り組み
・屋上に設置した風力発電機による電力の活用
・ＬＥＤを使用した広告や複写機の採用と蛍光灯のＬＥＤ化の検討
　（箱根グリーンハイツでは館内の電灯を一部ＬＥＤ化）
・ダウンライト・蛍光灯の削減
・蒸気と冷水による、環境に配慮した冷暖房を使用
・夏場のブラインド設定による遮光
・水洗トイレの流水量設定を下げ、水使用量を削減

●役職員によるエネルギー削減の取り組み
・クールビズの採用（５月21日～ 10月31日）
・ノー残業デーの実施（毎週水曜日）
・照明およびパソコン等機器の離席時・退社時のこまめな電源オフ
・ＬＥＤ照明を採用したペデストリアンデッキの広告
・階段を使用することの励行
・事務用品の一元管理による使い捨ての防止

●役職員による、紙使用量削減への取り組み
・出力時の両面および縮小設定の徹底
・会議時における資料の閲覧についてプロジェクターの積極利用

LED照明を採用した
ペデストリアンデッキの広告
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◆印刷物に対する取り組み
本組合では、共済を主とした事業の性格上、広告やパンフレット等をはじめ大量の印刷物を使用しています。印刷物に
対しては、以下の環境負荷低減活動に取り組んでいます。
・ …本組合の広告やパンフレットにおける、再生紙および植物油インキ（大豆インキやベジタブルオイルインキ）※の積極利用

　　 ※限定的な資源である化石燃料からの代替を目的としています。

・本組合で使用する発送用封筒の窓素材における、グラシン紙※の採用
　　 ※フィルムと違い、古紙としてリサイクルが可能です。

環境影響データ 
平成21年度より事業活動に伴う環境負荷データを収集し、環境負荷低減活動の効果確認や職員の意識向上に利用して
います。

◆電気・水道・冷水・蒸気等、主に照明や水、冷暖房等に関するエネルギーについて
東日本大震災をきっかけに、従前から実施している環境負荷低減活動に加え、いっそうの節電を継続してきました。そ
の結果、平成24年度の電気量は平成23年度からさらに削減することができました。
水道と冷水・蒸気（冷暖房用に使用）の使用量については、ほぼ前年度どおりとなりました。

◆ガソリンについて
平成22年度から環境対応営業車を導入し、化石燃料であるガソリンの削減に向けて取り組みを継続してきた結果、平成
24年度はガソリンの使用量を大幅に減少することができました。

◆紙資源について
印刷用紙は、適正な発注を心掛けていますが、平成23年度より使用量は増加しました。広告の媒体をより適切なものへ
変更したことによるものと考えられます。
ＯＡ用紙は、適正な使用を心掛けていますが、平成23年度より使用量は増加しました。各部署で全体的に使用量があがっ
ているため、今後は、両面・縮小での出力やプロジェクターの利用改善等に努めます。

エネルギー・紙使用量

平成23年度 平成24年度 前年度比（％） 80   85   90   95  100 105 110 115

電気（千kW/h） 2,781 2,722 97.9%

水道（ｍ3） 28,583 29,293 102.5%

冷水（千MJ/h） 3,300 3,319 100.6%

蒸気（千MJ/h） 3,436 3,299 96.0%

ガソリン（ℓ） 33,798 28,983 85.8%

紙（印刷用紙）（千枚） 232,713 233,147 100.2%

紙（OA用紙）（千枚） 2,164 2,344 108.3%

※県民共済プラザビル、馬車道ビル、各地域プラザ、箱根グリーンハイツの合計。ただし冷水・蒸気は冷暖房用として県民共済プラザビルにの
み使用しています。　※印刷用紙・OA用紙はA4判の大きさに換算した枚数です。
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◆風力発電、リサイクル、CO2排出について
本組合の県民共済プラザビル（本部ビル）の屋上に小型
の風力発電機を設置し、緊急時の通信確保用や平常時の
補助電源として活用しています。
また、組合内で廃棄物の選別を徹底しリサイクル可能な
ものは廃棄物とせずにリサイクル化を進めています。
CO2排出量についても管理をし、削減に努めています。

カーボンニュートラルに向けての取り組み
産業革命以来、温室効果ガスの増加により地球の表面温度が高まっていることは、世界共通の重大な課題となっていま
す。しかしCO2等の温室効果ガスの排出は、削減努力を徹底したとしてもゼロにすることはできません。そのため、その
排出量に見合った温室効果ガスの削減活動への投資等によって、排出される温室効果ガスを相殺（オフセット）する「カー
ボンオフセット」の取り組みが欧米で活発になり、国内でも広がりつつあります。また「カーボンニュートラル」は、その「カー
ボンオフセット」を通じて、温室効果ガスの排出が実質ゼロになった状況をいいます。
本組合としても地球温暖化防止のため、「カーボンニュートラル」に向けて取り組みを行っています。

◆環境対応営業車の導入
本組合では、所有する営業車を環境対応営業車へ入れ替える取り組みを平成22年度から行っています。平成24年度は
新たにハイブリッドカーを６台導入し、現在ハイブリッドカーは10台を所有しています。（そのほかに、電気自動車を１台
所有しています。）
ハイブリッドカーは電気モーターとガソリンエンジンを組み合わせているため、ガソリン１ℓでの走行距離はJC08モー

ド燃費30.4kmと、同じ排気量のガソリンエンジン車に比べて燃費は２倍ほどになります。
今後も継続して、営業車の更新時期に合わせて順次ハイブリッドカーに入れ替える予定です。
　

◆カーボンオフセット
●カーボンオフセットグリーンの設置
本組合では、国連認証排出権付（…CO2排出権付）レンタルグリーン 「カーボンオフ
セットグリーン」を組合内に設置し、CO2削減運動に参加しています。平成24年度は、
12,648tをオフセットしました。

●メールマガジンの活用
本組合は、毎月お得な情報を会員宛てに発信しています。その際、郵送のダイレクト

メールではなく電子メールを利用することで、CO2の排出を削減しています。また本組
合が発行するメールマガジンの配信は、CO2を「インド風力発電プロジェクト」によって
オフセットするシステムを利用しており、平成24年１月から12月までに排出した4.1㎏…
-CO2をオフセットできたことを確認しました。

地球環境保護への貢献

風力発電量・リサイクル量・CO2排出量

平成23年度 平成24年度

年間風力発電量（W/h） 92,077 96,978

リサイクル量（t） 49 50

CO2排出量（t-CO2） 1,081 1,062


