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ごあいさつ
神奈川県民共済生活協同組合は、今年で創立45
周年を迎えます。
神奈川県に根付いた共済としてここまで成長でき

たのも、ひとえに皆様に支えていただいたおかげと
心から感謝申し上げます。
さて「県民共済における社会的取り組み（CSR）報
告書 平成22年度版」をとりまとめましたので、ここ
にご報告いたします。
県民共済では従前より社会的貢献活動を行ってま
いりましたが、平成21年度にCSR推進室を創設し、
CSR推進活動を体系的に進める態勢を整えました。
本書のご報告は、その２年目の内容でございます。
２年目である平成22年度には、CSRの国際的規格
であるISO26000が11月に正式発行されました。こ
れまでもCSRに関するガイドラインなどはさまざま
なものが出されていますが、先進国から途上国まで
含めた国際的な場において複数の立場から議論され
た規格としては、ISO26000 は唯一のものであります。
近年、世界中でさまざまな社会的問題が深刻化し、
社会的責任を果たすことの重要性が増している中、
県民共済もISO26000に基づくことにより、CSR活
動の内容・報告事項に関して恣意的な判断をさらに
排除し、一層意義のあるCSR活動を行うことが可能
になりました。
また平成22年度は、県民共済自身も大きな転機を
迎えた年でもありました。「安心」を保障する共済事
業におきましては、平成23年１月に、基幹制度体系
の抜本的な見直しをいたしました。これは県民共済
創立以来最大規模の見直しであり、新しい制度はさ
らに皆様のお役に立てるよう、時代のニーズを取り
入れたつくりとなっております。
今後も永続的に神奈川県という地域に根ざし、社
会的責任を果たすべく「共済」の品質向上に尽力する
所存でございます。
まだまだ未熟ではありますが、役職員一丸となっ
て生協の精神「相互扶助」に則り、県民共済としての
CSR活動を行ってまいりたいと思います。
本書により、県民共済がどのような理念を持って
運営されているのか、そして社会的課題の解決にど
う係わっていくかを皆様にご理解いただければ幸い
です。

神奈川県民共済生活協同組合
平成23年５月

理事長
宇田川 一彦
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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、２年目の内容（報告）となります。
平成22年度版の特徴として、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
な社会作りへの貢献”“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”で構成されています。特に３点
目の“いきいきと働ける職場であるため
に”という項目は今年度新たに追加した
テーマです。

　報告対象期間
平成22年度（平成22年４月～平成23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23年５月

　次回発行（予定）
平成24年５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

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。

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。

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。

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。

信頼

自律

前進

育成

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。

県民共済の基本理念
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。

県民共済の運営理念
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、「県民共済の基本理念」
を実現します。
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組合員 地域社会

職員 地球環境

県民共済のCSR

【県民共済におけるステークホルダーとCSRを支える態勢図】

CSRを支える態勢
ガバナンス

コンプライアンス
リスクマネジメント

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。

組合員の信頼と期待に応える
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。

地域社会への貢献
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。

働きがいのある職場
「安心と生きがい」のサービス提供を行っていく上で、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
職場作りを進めていきます。

地球環境の保護
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。
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本組合の基本理念である「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を
支える態勢2

■ 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。

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

専務理事統括本部長

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
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。
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内部統制の強化
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、個人情報保護を始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おります。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
内部規定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、法律の基準よりも一層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、運用しています。

◆神奈川県民共済の勧誘方針
　本組合では、共済制度の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。職員が常に携行す
ることで、遵守の徹底を図っています。

＜神奈川県民共済の勧誘方針＞
神奈川県民共済は、県民の福祉の向上に資するため設立された生活協同組合です。組合員の安心とゆとりあ

る生活の支えとなることを目指すとともに、社会的信頼に応えられるよう、公正かつ適切な経営を心掛けてお
ります。「金融商品の販売等に関する法律」に基づく＜勧誘方針＞は、以下のとおりです。

■勧誘方針
1.「適切な説明資料の提供」について
　 共済制度の推進に当たっては、重要事項説明書（パンフレット・契約概要・注意喚起情報）・ＤＭ・新聞広告
などの各種広告媒体を利用し、共済契約の締結に際しては、契約申込書・ご契約のしおりなどを使用してい
ます。
　 共済制度のご契約に際しては、制度内容の正しいご理解とお客様の実情に沿った選択をしていただかなけれ
ばなりません。
　 そのため各種資料の内容は、客観的かつ分かりやすいものとし「適切な説明資料の提供」を心掛けております。
2.「ご迷惑とならない業務活動」について
　 共済制度の推進は、郵送による契約申込のほか、共済制度の内容を直接お客様にご説明するために、当組
合職員が電話や訪問などをする場合があります。その際にはお客様の立場に立って時間帯などに十分配慮し、
「ご迷惑とならない業務活動」を心掛けております。
3.「重要事項の記載」について
　 共済契約についての大切な事柄となる、被共済者の告知事項・共済期間・保障内容・免責事項・解除事由・
支払請求権の消滅時効・契約内容変更などの内容については、手続きの際に提供いたします各種「重要事項
説明書(説明資料)」に記載しております。
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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－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 品質の高さをさらに発展させていくために、｢安心｣と「生きがい」のサービ
ス提供をとおして、組合員の信頼と期待に応えるために、お客様の声やご要
望をしっかりと把握し、適切・迅速・公正な対応を心掛けながら、常に組合
員との接点を進化させるよう努めています。

サービスの質向上に向けて継続的改善
本組合にとっての品質とは、組合員に提供する商品やサービスの良さはもちろんのこと、接客や電話での応対、正確か
つ迅速な事務処理、迅速な支払いであると考えています。
品質を管理するために本組合では平成19年に共済生協としては初となる品質マネジメントシステム「ISO9001」を導入し
ました。これにより、継続的な業務の見直し、マニュアル類の整備と活用、内部牽制の仕組み、教育訓練、品質の内部監
査や外部審査など一連のプロセス活動をとおして、継続的な品質改善に取り組んでいます。ISOの運用をとおして、地域
社会の“風”を読める組織作りと人材の育成により、これからも組合員に貢献できる組織であり続けたいと思います。

神奈川県民共済は、県民に対し“総合福祉共済により安心
と生きがいを保障する”を基本理念とし､ 組合員のニーズ
を的確に把握し､ 組合員に満足され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ます。
1.  品質マネジメントシステムの確立、運用及びその有効
性の継続的改善に積極的に取り組みます。
2.  法令・規制要求事項、顧客要求事項への適合を確実に
行い、組合員の満足度の向上を目指し､ 利便性の高い
制度・サービスを提供します。
3.  信頼感のある効率的な組織にするため、無理・無駄・
ムラを廃し､ 判りやすさをモットーに業務ルール、各
種文書、ツール作りを行うなど、常に、業務改善に取
り組みます。

役職員向け　神奈川県民共済生活協同組合品質方針

ISO9001登録証
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＜共済制度に対する不満内容とその割合＞

病気入院の
給付金額が少ない
から

共済契約の
終期年齢に不満
だったから

病気入院が
５日目からの
保障だったから

55％

20%

25%

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、制度の改善やサービスの向上に役立たせています。

◆ニーズを把握する
組合員が望むもの、不満に思うものを的確に把握するためにアンケート調査を行っています。

＜調査結果（抜粋）＞

1.「途中解約した方」への調査
Ｑ.保障内容について、不満に感じるものは？

◆ニーズをかたちにする
アンケートを始め、組合員からいただいたご意見を基に、満足度の高い共済制度、サービスの提供を目指します。

＜組合員の「声」から生まれたもの＞
1. 平成23年１月より保障開始した新制度「県民共済活き生き1500」「県民共済活き生き3000」に、アンケートか
ら把握したニーズを反映しました。
2. 保全（アフターサービス）の改善
　 Newこどもコース終期切換調査より、「通知物に気が付かなかった」「手続きの仕方がわからない」などのご
意見から、電話でもご案内を行い、疑問や手続きの負担を少しでも取り除けるように取り組んでいます。

2.「Newこどもコース終期者で切換をしなかった方」への調査
Ｑ.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？

主な自由回答（回答数 165 件） 件数

保障全般に関する不満および要求・提案等 48件

切換希望だったが手続きを忘れた等 26件

特に不満なし 17件

制度全般に関する満足 15件

他共済・他保険へ加入 14件

利用事業への不満 14件

保障以外の不満 13件

その他（個別の質問等） 8件

顧客対応への感謝 7件

環境の変化 3件

【平成22年度 Newこどもコース終期切換調査より】

【平成21年度 解約調査より】
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＜県民共済の想い＞
本組合にご契約されていて、共済期間中に死亡された組合員のご遺族（受取人）様宛に、盂蘭盆にお供物をお
届けしております。

◆ニーズに合った共済制度の開発と提供
●支えあいの「絆」で、神奈川を元気に。「家族みんなの新制度」発売
本組合は、県民の皆様とともに人生を歩んでいきながら成長しております。お子様のための「Newこどもコース」からご
高齢者のための「生涯コース」まで、全世代を守る共済制度を揃え、万一の時の保障のほかに結婚お祝品や出産お祝金で
人生の幸せな場面を祝福するなど、共済ならではの温かな制度内容で組合員のくらしを応援してまいりました。色々な保
障内容に取り組んだ実績を基に、「県民共済はもっと県民の皆様のお役に立ちたい･･･」との想いで、お客様にとって“シン
プルでわかりやすい制度”を目標に家族みんなを保障する新制度の開発に取り組みました。
また、さまざまな観点から実施した「顧客アンケート」では、“新制度の発売”を望む声を多く承りました。最近の保険等
に関する消費者動向や社会保障の調査、関係法令の確認、組合内の数々の検討により新制度を設計した後、諸手続きを経
て、家族みんなの保障を目指す＜家族の絆＞をテーマとした新制度が平成23年１月１日からスタートしました。

●新制度＜家族の絆＞　平成23年１月１日からスタート
「新こども」
　０歳～満17歳のお子様がお申込みできます。（終期：18歳）
「こども医療特約」
　「新こども」のご契約に上乗せしてお申込みできます。（終期：18歳）
「県民共済活き生き1500」「県民共済活き生き3000」
　満18歳～満75歳の方がお申込みできます。（終期：80歳）
「女性医療特約」「三大疾病特約」
　「県民共済活き生き1500・3000」のご契約に、いずれか１特約を上乗せしてお申込みできます。（終期：75歳）
「マイファミリー特約」
　「県民共済活き生き1500・3000」のご契約に上乗せしてお申込みできます。（終期：80歳）

新制度＜家族の絆＞の特長
基本となる主制度は18歳～ 80歳まで一貫した保障体系とし、各制度の給付要件の統一化を行いました。最新の手術に

も対応できるように「診療報酬点数基準」による支払方式を導入、障害給付金の「対象となる障害状態」の要件を統一しま
した。
・病気・ケガ入院１日目から保障！
・日帰り手術も保障！
・先進医療も保障！
・「女性医療特約」に「女性特定疾病がん診断一時金」、「三大疾病特約」に「がん診断一時金」を導入！

◆県民共済は制度の改善努力を続けています。─制度改定の実施
共済掛金はそのままで、より制度内容を充実させるため、平成22年度は下記の制度改定を行いました。

・ 「Newこどもコース」の親権者病気死亡共済金の給付要件を変更し、「被共済者の親権者が病気等により死亡した日を含
む月の翌月から終期月までの共済掛金相当額を一括して支払います。※」としました。
　※ 改定前は「親権者病気死亡共済金の請求の申し出をした日の翌月から共済契約が消滅する日の属する月までの共済掛
金相当額を一括して支払います。」

・「マイファミリー特約」では、「共済金等の増額、手術の給付事由の変更、免責事由の追加」の制度改定を行いました。
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お客様の利便性向上を目指して
◆組合員にわかりやすい帳票作成を心掛けています
本組合では、組合員から共済契約のお申込みをいただく、あるいは各種変更のお申し出をいただく際に、各種帳票のご
提出をお願いしています。
各種の帳票は、組合員と県民共済をつなぐ大切な役割を担っています。
本組合では、よりわかりやすい、あるいは記入しやすい帳票作成を日々心掛けています。新契約申込書を例にご説明い
たしますと、共済契約者と被共済者が同一人である場合、従来は２箇所の記入をお願いしていましたが、１箇所でお手続
きできるようにいたしました。また続柄等も直接記入いただく方式から、選択方式に変更しています。そのほかにも、ご
記入いただく箇所は白抜きとし記入漏れがないようにいたしました。
今後も誤記入、記入漏れの多い箇所などを検証し、「組合員にわかりやすい帳票作成」を心掛け、改善を行っていきます。

◆インフォメーションセンターにおける応対品質の向上を図っています
平成22年７月より、インフォメーションセンターにおける応対品質向上のため、お客様との通話内容の録音を実施して
いる旨を通話開始時にお客様へ告知しています。
定期的に応対内容の確認を実施するとともに、特にお客様よりご指摘いただいた応対につき、改善に役立てています。

・ 平成22年10月より、お客様からのご意見のうち、多く寄せられるご意見の類型をまとめて所管部門に報告しました。
・ お客様のご指摘に基づき、共済金等請求時の回答ルールを改善しました。具体的には、関係部門と連携し、書面での回
答とお電話による回答基準を定めました。

◆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ひと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一層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22年度の相談･苦情件数の内訳】

項番/項目 件数

1 ．新契約関係 9件

2．収納関係 6件

3．保全関係 35件

4．共済金等関係 8件

5．その他 12件

合計 70件

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

マネジメント
レビュー
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適正かつ迅速な支払いに向けて
本組合に共済契約をされている被共済者の方に、共済契約に係わる共済金等の支払事由が発生した場合には、支払事

由に対しての支払義務が発生しますので、支払処理にあたっては適正かつ迅速な対応に努めております。
支払処理においては、公平性・危険選択・モラルリスクへの配慮を行うと同時に、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おります。

支払態勢の強化
請求数の増加（平成20年：68,248件⇒平成21年：69,481件）に伴い、要員の増加（２名）を図り、迅速な支払いに努めてお

ります。
また、各階層別に外部および内部研修を行い、査定スキルの向上および知識・経験の蓄積を図っております。（平成22
年４月から平成23年３月末まで21回実施）

契約者保護の施策
共済金等のご請求の際に、本組合指定の診断書をご提出いただいたにも係わらず、共済金等のお支払いの対象とならな
かった組合員に、診断書の取得費用相当額として、一律5,250円をお支払いする取扱いを開始いたしました。（平成22年11
月より受付）

共済金等の支払い管理
保険法施行に伴い、共済金管理システムを構築（平成22年４月より運用）することにより、支払い履行期（共済金等をお
支払いする場合の支払期限）の管理を行っております。
また、すでに共済金等の請求書を発送済みで一定期間内に請求関係書類の提出をされていないご請求者への案内も、シ
ステム化して対応をしております。（平成22年７月より実施）

共済金等の受付からお支払いまでの基本的な流れ 平成22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 163 650,430 

病気等一般死亡 3,197 4,014,680

後遺障害 420 453,600

入院・通院 47,642 2,813,190

賠償事故給付金 125 11,200

出産お祝金 5,622 123,100

その他 195 1,440

合計 57,364 8,067,640

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（請求勧奨）を行っ
ております。（平成22年７月より実施）

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
遵守いたします。
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4 本組合では、組合員の生活の向上、ひいては豊かで快適な社会作りへの貢
献を目的として、さまざまな文化活動の推進と、地域への参画を行っており
ます。

豊かで快適な
社会作りへの貢献

文化活動の推進
◆みらいホール
みらいホールは、組合員の発表の場

として、ダンス、バレエ、日舞、音楽、
演劇等、さまざまな催し物にご利用い
ただいております。利用者の要望やイ
メージを十分にヒアリングし、プロの
スタッフがさまざまなアイディアをア
ドバイスしながらそれぞれの発表会の
運営、舞台の演出・進行などの打合せ
を行い、発表当日まで丁寧に準備を進
めます。出演者と観客が一体となった
感動する舞台作りを実現しています。
自主事業として、演劇、落語、コン
サートなどを企画し、組合員に生の舞
台の鑑賞をとおして、豊かな人間性を育む機会を提供しています。300席のコンパクトながら専門的な設備の整ったみら
いホールは、ほかのホールにはない、舞台と客席が一体となった劇場空間を創り出しています。観客は、演者の細かなニュ
アンスを堪能することができ、演者は、観客の反応をダイレクトに感じることができ、舞台と客席がともに感動する緊密
な舞台ができあがっています。平成22年度は主催公演として、松坂慶子の朗読しばい「楽劇　天守物語」や「海援隊トーク
＆ライブ2010」「林家正蔵・三平　兄弟会」など、芸術性、話題性の高い演目を組合員にお楽しみいただきました。
横浜みなとみらいの新しい文化・芸術の発信地として、地域にそして利用者の心に根ざした劇場を目指しています。

◆シネマホール
シネマホールは、組合員のための文
化事業の一環として設立されました。
組合員とそのご家族であれば、どなた
でもご利用いただけます。
世界の名画を上映、興奮と感動をお
届けいたします。
また、子育て支援と社会福祉を増進
するため、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てお
ります。
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◆ギャラリー
組合員の文化活動の発表の場として、県民共済馬車道ビル１階に開設さ
れています。絵画・写真などの平面作品はもちろんのこと、陶芸・手芸な
どの立体作品を展示することも可能です。
施設の照明は、自然環境保護の観点を考慮し、省エネルギーのLED照明

を使用しております。
平成22年度は、子育て支援および児童教育推進の一環として、本組合の

カルチャースクールであるコミュニティ フレアと共同で親子参加型講座を
開催し、組合員とそのご家族からご好評をいただきました。

◆コミュニティ フレア
組合員のための女性専用カルチャースクール「コミュニティ フレア」では、
知識の向上、健康増進を目的とした文化教育講座により、趣味さがしを通
じたコミュニケーションの場を提供しております。
平成22年度は子育て支援・生涯学習にも積極的に取り組み、親子参加型
講座や暮らしに役立つ実用講座を開講いたしました。家族や仲間、人と人
との絆を大切にしたカルチャースクールを目指しています。

◆その他
結婚式場メルヴェーユ
結婚式場メルヴェーユでは、披露宴ご列席者の皆様に、シェフが心を込
めて作る創作フレンチを安心して召し上がっていただくため、食の安全の
確保に努めております。この食品衛生管理の取り組みが横浜市より評価さ
れ、平成20年度より「秀級施設」に認定されております。さらに平成22年度
には、「食品衛生最優秀施設」として市長表彰をいただきました。

箱根グリーンハイツ
箱根グリーンハイツは、組合員専用の温泉保養施設です。源泉かけ流し
の単純硫黄泉（リウマチ、消化器疾患等に効能があります）の大浴場や足湯
を備えており、お手頃な料金で、組合員ご本人だけでなくご家族全員で「健
康増進」や「心身のリフレッシュ」を図っていただけます。

わかばカード
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。52の医療機関での人間ドックや保育施設などの
子育て支援メニューなど、組合員の健康増進や児童育成のお役に立ててい
ただけます。

結婚相談所グリーンファミリー
結婚相談所グリーンファミリーでは、年間21回のお見合いパーティーを開催しており、その中でも「シングルマザー応援
パーティー」は、一生懸命に子育てをされている女性たちに素晴らしい伴侶を見つけていただく機会を広げていただこうと、
子育て支援の一環として開催しています。

相談センター
相談センターは、核家族化などの影響で、悩みを相談する相手がいない方が増加傾向にあるという社会情勢を鑑み、お
一人で悩んでいる組合員の問題解決の一助となるよう、経験豊富な相談員による「こども悩みごと相談」、小児科医師によ
る「こども医療電話相談」、医療カウンセラーによる「医療テレホン相談」、男女11人の弁護士による「家庭の法律相談」など、
心を込めた相談事業を行っております。
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地域とのふれあいを大切に
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で営業職員が共済制度の推進活動を行って
います。
近年においては、神奈川県内に「地域プラザ」を出店することで、さらに地域に根ざした推進活動を展開するとともに、
地域の皆様とのコミュニケーション、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。
日々の推進活動の中で、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、“フェイス・トゥ・フェイス”
の利点を活かして共済制度に関するご相談はもちろんのこと、各種イベントへ積極的に参加することで地域の皆様との“ふ
れあい”を大切にしています。

◆地域イベントへの積極的な参加
本組合では、地域で行われるイベントへ積極的に参加しています。
参加させていただくイベントは、花火大会やお祭り、スポーツイベントなどさまざまです。例えば、「相模原納涼花火大会」
や「第９回中原区ジュニアカップドッジボール大会」「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」
など、協賛というかたちで参加しています。
「夏の夜空を彩る花火を見上げて溢れる笑顔」「お子様が汗を流しながら一生懸命がんばる姿、その姿に一喜一憂するお
父さんお母さん」、そんな素敵なひとときを創るためのお役に少しでも立ちたいという思いで、協賛しています。

ドッジボール大会当日 花火大会当日

◆３年連続！！　相模大野北口商店会主催「ハロウィンフェスティバル」への参加
相模大野プラザの職員の中では、もはや恒例行事となっている「ハロウィンフェスティバル」。毎年この時期が待ち遠し
い職員もいるくらいです。
そんな「ハロウィンフェスティバル」も相模大野プラザを出店してから３回目の参加となり、年々増加する参加者と相模
大野の町が活気に満ち溢れるイベントへの参加は、職員にとっても幸せを感じるひとときです。
当日は、可愛らしく仮装したお子様を始め、趣向を凝らしたさまざまな衣装に身を包んだ参加者が町全体を彩っています。
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地域への貢献
本組合では、組合員の健康生活支援・子ども育成支援活動を始めさまざまな活動をとおして、地域・社会との関係を深
め、社会貢献活動の分野にも取り組んでいます。

◆健康生活支援活動
著名人や専門家を招いて、「県民共済いきいき健康講演会」と題した講演会を行っています。組合員が、毎日元気に生活
する知恵を修得し、明るく健康な生活を送ることができるよう支援しています。平成22年度は、女優・秋野暢子さん、落語家・
ヨネスケさん、タレント・向井亜紀さんをお招きいたしました。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」では、「漢方セミナー」を開催し、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いただきました。

◆子ども育成支援活動
「交通安全フェスティバル」は、毎年４月の「春の交通安全週間」に神奈川県警との共催で行う、新入学および新入園児
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22年に第15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22年
の第17回コンクールには、合計1,889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。

「親子で楽しむクリスマス・コンサート」を毎年開催し、子どもたちが家族と一緒にクラシック音楽に触れる機会を提供
しています。本物の芸術に触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。

第17回クレヨン画コンクール　展示風景と大賞受賞作品
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◆本組合ホームページ「ちびっこポケット」情報提供
本組合の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おります。
「ちびっこポケット」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おります。
特に「おやと子の童話」のページでは、情操教育に役立つテー
マを基に、毎月新しい童話を動画形式で掲載しております。
平成23年１月には「ラクダさんのたび」という、本組合にとっ
ても縁の深い童話を掲載いたしました。この童話は「ふれあい
を大切に。思いやりの心を持ちましょう。」というテーマで作成
しております。

◆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お客様がご利用になる施設
内にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置いたしております。
＜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お客様のもしものために少し
でもお役に立てるよう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。

◆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、万が一の災害時に職員がお客様の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を実施しています。

http://www.chibikko.jp
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支援活動
◆募金支援活動
本組合の社会貢献活動の一環として、さまざまな募金を行っています。

１. 東日本大震災に対する義援金寄託ならびに物資の支援
平成23年３月に発生した東北地方太平洋沖を震源とした地震により被災された方に対して、義援金といたしまして、同
月に本組合は神奈川新聞厚生文化事業団に総額546万円を寄託させていただくとともに、物資の支援といたしましては神
奈川県災害対策課を通じて陸上自衛隊 久里浜駐屯地より被災地域に支援物資一式（下記参照）をお送りいたしました。
支援物資一覧

1 非常食 2,004缶

2 水（0.5リットル） 4,800本

3 Ｔシャツ、ショーツ（女性用） 500セット

4 Ｔシャツ、ショーツ（男性用） 500セット

5 非常用タオル・軍手セット 500セット

6 寝袋 500個

7 毛布 350枚

2.その他
・ 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、ユニセフ募金活動に参加し、県民共済の各施設に募金箱を設
置し、募金集めを行い、毎年集まった募金を日本ユニセフ協会に募金しています。
・ 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基に、発展途上国の子どもたちに「ワクチン」
を届ける活動に参加しています。
・ 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、神奈川県共同募金会に寄付をしています。

◆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、県立養護学校への機器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22年度実績）

項目 寄付対象機関 寄付内容

①器械備品等整備費用および基金 県立こども医療センター 600万円

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
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2.神奈川県社会福祉協議会
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22年度実績）

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 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

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の一施設に、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22年度実績）

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

約100万円
　①学園祭模擬店食材等
　②ホワイトボード、一輪車等②物品購入寄付

4.野毛山動物園（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22年度実績）

項目 寄付対象機関 寄付内容

物品購入寄付 （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 ）

（

（

）

）

●県民共済と「ツガルさん」

北国の風雪の下、寂しそうに独り残された「ツガルさん」の姿を見た本組合役員
が約30年前に私費を投じ、野毛山動物園に寄贈しました。そして現在も本組合
が地域貢献および児童育成を目的に施設機材、飼育飼料等の物品寄付を行い「ツ
ガルさん」との交流は続いています。
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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

雇用の機会均等
本組合では性別、雇用形態、障がいの有無に係わらず、職員全員が力を発揮できるよう職場環境作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と能力のある職員が性別に係わらず能力を最大限発揮できる職場環境作りが、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。今後とも働きやすい職場作り
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作りの観点から仕事と生活
の調和を図っています。また、改正育児・介護休業法に則した就業規則を整えるとともに、次世代育成支援対策推進法へ
の対応を積極的に進めています。

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

育児休業取得者 1 0 3 1

育児短時間勤務利用者 1 0 4 1

◆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。本組合では、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作りを目指します。本組合の
障がい者雇用率は平成22年12月現在では2.17%で、法定雇用率を上回っています。

正職員新卒採用男女比率職員の比率　

男性1名

女性4名

女性2名

男性4名

女性2名

男性2名

女性6名
男性1名

女性2名

平成18年度 （平成22年12月現在） 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
0
1
2
3
4
5
6
7
8

男性
105名
36% 女性

188名
64%
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いきいきと働ける職場であるために

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、職員個人にとって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作りに取り組んでいます。

◆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。また組合員専用保養施設箱根グリー
ンハイツに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を取扱う職員として基礎的な能力や知
識を習得するための制度として本組合独自の「共済取扱主任」
の資格制度を展開し、役職員全員がその資格を有しています。
また各部署においてOJTのほか、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日間、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、専門医によるカウンセリングの実施等の施策をとおして、心身の健康維持と向上に努めています。
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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、外せない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、平成21年４月に環境マネジメントシステム態勢を整備し、その中心組織であるCSR推進室およびCSR推進
委員会も平成22年度で２年目となりました。これらの組織は組合内の事業費の削減を推進する別の組織と連携し、地球環
境保護の視点から組合全体の環境保護活動の推進をしています。
平成22年度の本組合における各種環境に関する活動を計画し、その実施段階での監視をCSR推進委員会で行うことに

よって、計画、実施、監視、対応等一連のPDCAサイクルを回し、実効性のある態勢をとっています。

　

◆環境問題の意識向上への支援
平成22年４月24日から５月５日および同年７月31日から８月15日にかけて、ランドマークプラザで「UNEP（国連環境
計画）世界環境写真展」（主催 ： UNEP、主管 ： 特定非営利活動法人　地球友の会神奈川協会）が開催されました。本組合
は、協賛として100万円を寄付いたしました。
UNEPは1991年より４回にわたり世界最大規模の「UNEP世界環境フォトコンテスト」を開催しています。「Focus on 
Your World（身近な地球環境へのフォーカス）」をテー
マに、すべての国連機関からの協力を得て、これまでに
全世界169ヵ国から12万点以上もの"地球の今の姿"を
捉えた素晴らしい作品が集まっています。
これらの作品は、美しい地球・はかない地球・悲しい
現実・力強い生命力・環境破壊・地球温暖化等の強いメッ
セージ性を持っています。このような機会において多く
の方々に直接見てもらうことで、地球を愛する気持ちを
持ち、また環境に対する興味や意識が向上すると考えて
おります。そしてその精神こそが、地球環境問題の解決
の第一歩となっていけばと願っております。

【平成22年度の環境保護に関する主なテーマと活動】
■昨年度創設したCSR推進室を中心として、地球環境保護の推進態勢を整える
■ ガソリン使用量の削減を目指し、営業車を電気自動車もしくはハイブリッドカーに順次切り替えることとし、第
一陣の導入を実施する
■電力の削減を目指して、ビルの照明や複写機のLED対応を進める
■組合本部の水使用量の削減を図り、トイレの構造の変更を行うことで効率的な節水対策を実施する
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地球環境保護への貢献

◆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県の緑を守

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、豊かな水資源をいつまでも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・トラスト運動を始めとして、森林作り、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。

事業による環境負荷低減活動
◆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から、広告や重要事項説明書を始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。
・ 本組合の広告や重要事項説明書等の印刷には、再生紙および植物油インキ（大豆インキ）※を使用するよう取り組んでいます。
　※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。

・ 本組合より発送するダイレクトメールで使用している発送用封筒の窓素材は、グラシン紙※を採用するよう取り組んでい
ます。
　※フィルムと違い、古紙としてリサイクルが可能です。

◆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
・ ビル壁面のネオンサインおよびペデストリアンデッキの広告の
照明をLED化
・ほぼすべての複写機をLED型機に入れ替え
・白熱灯から消費電力の少ない蛍光灯への変更
　 （点灯時間の長いものについては、蛍光灯からさらに消費電力
の少ないLEDへ変更することを検討中）

・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（６月から９月末日まで）
・ノー残業デーの実施
・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OFF
・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はプロジェクターを積極利用

※この写真はイメージです
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◆エネルギー・紙の使用量実績
平成21年度より事業活動にともなう環境負荷のデータを収集し、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。

地球環境保護への貢献
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電気の使用量は前年度比101.5％と増加いたしました。
施設別で見ますと、全体の電気使用量の65.6％を占めている県民共済プラザビ
ルは前年度比99.6％とわずかですが減少し、各地域プラザも同様に減少してい
ます。増加した施設は、馬車道ビルおよび箱根グリーンハイツ（あわせて全体
の電気使用量の32.4％を占める）で、あわせて前年度比105.9％と増加いたしま
した。
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水道の使用量は前年度比94.7％と減少いたしました。
施設別で見ますと、全体の水道使用量の55.4％を占めている箱根グリーンハイ
ツは前年度比97.9％とわずかですが減少し、全体の水道使用量の33.7％を占め
ている県民共済プラザビルは前年度比88.9％と10％以上の削減に成功いたしま
した。
※上大岡プラザのみ計測の関係上、３月～翌年２月の使用量で比較しています。
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冷水の使用量は前年度比119.6％、蒸気の使用量は前年度比109.4％といずれも
増加いたしました。
これは県民共済プラザビルがある横浜の平均気温について、前年度差が大き
かったことが要因と考えられます。今年度は夏場、特に７月は前年度から平均
気温が2.5℃上昇と猛暑になり、冬場、特に４月は前年度から3.1℃下降と寒春
になっています。

冷水・蒸気
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地球環境保護への貢献
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ガソリンの使用量は前年度比121.2％と増加いたしました。
四半期毎に見ますと、全期において増加となっており、前述の気温差も一因と
考えられます。今年度は本組合初の環境対応営業車を導入し、今後も順次導
入していく予定ですので、来年度は減少の見込みとなっております。
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印刷用紙の使用量は前年度比80.5％と減少いたしました。
四半期毎に見ますと、第３四半期を除いて前年度の使用量を下回っています。
第３四半期は前年度比106.8％と増加し、これは共済制度の新発売による説明
書類の新たな印刷や広告出稿量の増加が要因と考えられます。
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OA用紙の使用量は前年度比95.6％と減少いたしました。
四半期毎に見ますと、第１・第２四半期は前年度の使用量を越えておりました
が、第３・第４四半期では前年度から約20％の削減に成功いたしました。
前述の取り組みが役職員の中で習慣化している結果と考えられます。

紙（OA用紙）

※ 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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地球環境保護への貢献

カーボンニュートラルに向けての取り組み
平成22年は100年来といわれる猛暑となりましたが、本組合のプラザビルがある横浜市も同様に、７月より35℃を超え

る猛暑日が続きました。このような猛暑やゲリラ豪雨といわれる現象も、異常気象が原因といわれています。
産業革命以来、地球上の温暖化ガスの増加が著しくなり、地球温度が高まり、結果として異常気象に繋がっているとの
説が有力です。
本組合としても地球温暖化防止のため、CO2の増減に影響を与えない「カーボンニュートラル」に向けて以下の取り組み

を行っています。

◆環境対応営業車の導入
平成21年度のCSR報告書では「環境対応営業車の導入への
取り組み」という項目で、ハイブリッドカーや電気自動車への
切り替えを計画する旨を記載いたしましたが、平成22年度は
その計画を実行いたしましたのでご報告申し上げます。

まず、９月にハイブリッドカー２台を導入いたしました。
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１リットルでの走行距離は10・
15モード燃費35.5kmと、同じ排気量のガソリンエンジン車よ
り走行距離が２倍ほどになります。
現在は２台のみですが、今後は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。　

次に12月に電気自動車１台を導入いたしました。
電気自動車は排気ガスを一切出さないため、国・神奈川県・
横浜市共々普及に努めており、平成23年３月31日現在で充電
ポイントは神奈川県内では228ヵ所、横浜市内には101ヵ所
が設置されています。

◆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。

●カーボンオフセット年賀はがきの採用
カーボンオフセットはがきは１枚につき５円の寄付金が付加されており、地
球温暖化防止を推進するプロジェクトに用いられています。
本組合は平成22年度年賀用としてカーボンオフセット年賀はがきを使用しま

した。
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第三者意見

7
相互会社・協同組合保険会社500社にランクインしました
さきごろ国際協同組合保険連合（略称「ICMIF」、本部：英国）では、相
互会社と協同組合が行っている保険（共済）の世界500社（組合）ランキン
グを発表しました。
対象は、ICMIFが把握している世界約2,500社（組合）の平成20年度の
保険料（掛金）規模で500位以内にランクインした事業者です。
ICMIFによるランキング作成は平成17年から始まりましたが、本組合

は前回の「451位」から「427位」とランキング順位が上がりました。
ランクインした日本の事業体（株式会社は法人形態が異なるため対象
外）は、25社・団体です。


