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ごあいさつ
まず初めに、平成23年３月11日に発生した東日本
大震災により被災された皆様、ならびにそのご家族
の方々に対しまして、心よりお見舞い申しあげます。
一日も早い復興を心よりお祈り申しあげます。
この度の大震災は、多くの尊い命と社会基盤を一
瞬にして奪い去り、日本に大打撃を与える痛ましい
災害でありました。しかしながら、その痛みの中で
も日本人の冷静さと思いやり、そして家族の絆の深
さと他人を思う心の優しさが世界から注目され賞賛
されました。県民共済はこれからもそんな皆様を守っ
ていきたい、そして神奈川を応援したい、という想
いをいっそう強くいたしました。
そのために県民共済は何ができるか。その想い
は平成24年１月、主制度「県民共済活き生き3000・
1500」の保障拡大という形になりました。掛金はそ
のままに、全ての保障年齢層でニーズの高い入院給
付金などを増額するというものです。この「県民共済
活き生き3000・1500」は、共済制度の体系を見直し、
新しい生命共済として平成23年１月に発売した制度
ですが、さらに組合員の皆様のお役に立てるよう保
障を拡大した次第です。
また、このような保障拡大だけではなく、大震災
はインフラの重要性を再認識するきっかけにもなりま
した。電気や水道などの社会インフラはもちろんで
すが、「安心」を保障する本組合において組合内イン
フラも非常に重要なものであります。今後また同じ
ような災害がいつどこで起こらないとも限りません。
従前よりインフラ整備を行ってまいりましたが、より
いっそう強固なものとなるよう、ＢＣＰ（事業継続計
画）導入の検討などを進めております。
以上のような東日本大震災における対応につきま

しては、本書に特別ページを設けておりますので、
ぜひご一読いただければと思います。
さて、本書「県民共済における社会的取り組み（Ｃ
ＳＲ）報告書」は平成23年度で３年目を迎えます。平
成23年１月には「共済事業向けの総合的な監督指針」
が一部改正され、新たにＣＳＲにかかわる項目が盛
り込まれました。ＣＳＲについての情報開示の意義
や有効性が示された内容で、ＣＳＲと ｢共済｣の関係
性がより明確になったと思います。
県民共済は今後も「共済」の品質向上に尽力し、役
職員一丸となってＣＳＲ活動を推進する所存です。
本書により県民共済をご理解いただき、また皆様が
県民共済を判断する一つの材料となれば幸いです。

神奈川県民共済生活協同組合
平成24年６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、３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。
また平成23年度につきましては、平成23
年３月に発生した東日本大震災にかかわ
る項目として“東日本大震災の対応につ
いて”というページを設けました。

　報告対象期間
平成23年度（平成23年４月～平成24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24年６月

　次回発行（予定）
平成25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



2011 CSR REPORT

CSR
REPORT

3

1 平成23年３月11日に東日本大震災が発生しました。被災された皆様とそ
のご家族の方々に対しまして、心よりお見舞い申しあげます。未曾有の大災
害であり、本組合は共済事業者としての使命を果たすため、東日本大震災発
生直後から役職員一丸となって対応しております。

東日本大震災の
対応について

緊急事態対応
◆ＢＣＰ（事業継続計画）導入の検討
ＢＣＰ（事業継続計画）とは、企業が災害や事故などの予期せぬ緊急事態に遭遇した場合において、限られた経営資源で
中核となる事業の継続あるいは早期復旧ができるように、事前にその方法や手段などを取り決めておく計画のことです。
本組合はこの度の大震災をきっかけにして、現在導入の検討を進めております。

◆防災訓練
本組合では、定期的に防災訓練、消防訓練を実施して
おりますが、本組合の本部が所在するみなとみらい21地
区の合同防災訓練にも参加しています。平成23年度は東
日本大震災の発生に鑑みた訓練内容となりました。

◆住所管理
震災の影響により本組合の通知物が契約者様に届かなかった場合、通常の居所不明と区分し、住所管理をしています。

電力使用量削減の取り組み
電力使用量削減の取り組みは、地球環境保護の一環として従前より継続して行ってまいりましたが、東日本大震災によ

る電力供給量の低下に伴う使用制限への取り組みが喫緊の課題となりました。本組合の本部が置かれている県民共済プラ
ザビルは、契約電力500kW以上の大口需要家であることから、平成23年度の夏期の電力需要が増加する見込みの期間・
時間帯において、平成22年度の同期間における使用最大電力から15％の使用制限を求められることとなり、下記の取り組
みを新たに実施しました。

以上の取り組みによって、平成23年度の夏期は県民共済プラザビルの電力使用量を下表のとおり削減いたしました。
電力使用量（県民共済プラザビル）

（kW/h） 平成22年度 平成23年度 昨年度比（％） 80   85   90   95  100 105 110 115

５月 162,504 147,840 91.0

６月 168,408 153,048 90.9

７月 185,640 168,744 90.9

８月 184,608 162,600 88.1

９月 172,800 156,672 90.7

10月 167,544 151,056 90.2

起震車の体験 応急手当の実演

・オフィスフロアの消灯
・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消灯
・冷房の設定温度の引き上げ（28度）または使用停止
・自動販売機の消灯または使用停止
・エレベータの稼働制限
・トイレにおける洗面の温水・保温便座・エアータオルの使用停止

・給湯室における冷蔵庫の利用制限および温水の使用停止
・離席時におけるパソコンのスリープ・スタンバイ機能の活用
 または適切な電源オフ
・モニターの低輝度設定、また離席時におけるこまめな電源オフ
・クールビズ期間の延長（５月16日～ 10月７日）



東日本大震災の対応について1

42011 CSR REPORT

支援活動
本組合は地震発生直後に義援金および支援物資を贈り、平成23年度も継続して支援活動を行いました。

◆募金箱の設置
義援金の「募金箱」を下記施設の受付カウンターに設置しております。

＜設置場所＞
県民共済プラザビル：みらいホール（１階）、メルヴェーユ…ブライダルサロン（４階）、
フレア（８階）、グリーンファミリー（９階）、お客様総合受付（10階）
地域プラザ：上大岡プラザ、相模大野プラザ、湘南プラザ（平塚）
県民共済馬車道ビル：シネマホール（２階）
箱根グリーンハイツ

◆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
贈呈しております。平成23年度は少しでも東北復興の一
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。

◆「東日本震災復興祈念 花火大会」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23年
度で26回を迎え、今回は東日本大震災で尊い命を奪わ
れた方々の鎮魂と、被災された方々と被災地の復興を祈
願する特別な大会となりました。本組合は協賛として参
加し、その協賛金の一部は財団法人神奈川新聞厚生文化
事業団を通じて、東日本大震災で被災された方々のため
の義援金に充てられました。
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2 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。

信頼

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。

自律

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。

前進

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。

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。

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】

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
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。

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
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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を
支える態勢3

■ 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

に基づいて行っております。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については「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おります。
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4 平成23年度は平成23年３月に発生した東日本大震災を契機として、今ま
でにも増して信頼が求められるようになりました。組合員の皆様の信頼と期
待に応えるため、本組合では品質向上活動をとおしてサービス向上に向けた
取り組みを継続的に行い、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継続的
な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おります。
また、平成23年度は「 ISO9001：2008年版」に合わせて、規程類の曖昧な部分の明確化や、個人情報保護マネジメント
システム文書との整合性を図り、職員が品質向上によりいっそう活用できるように見直しを行いました。

◆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、組合員はもとより利害関
係者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23年度は、文化事業部グリーンファミリー（結婚相談
所の新規登録者数の大幅な目標達成）と経理部（財務会計・管理
会計に関する態勢の強化）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。
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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、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、不満に思うことを的確に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＞
・新制度契約…顧客満足度調査
…平成23年１月より保障を開始した新制度「県民共済活き生き3000・1500」の満足度を測定し、お客様の声を平成24年１
月の制度改定に役立てました。

・「LIFEcom通信」顧客ニーズ調査
顧客ニーズを収集し、傾向を調査しました。

・解約調査
途中解約の理由を調査し、分析しました。

＜調査結果（抜粋）＞
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「病気等」
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「交通事故・不慮の事故」
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「交通事故・不慮の事故」
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２．…「 LIFEcom通信」（県民共済メールマガジン）登録者
への調査

Q．…これからのライフプランにおいて、必要と思われる保
障は何ですか？（複数回答可）

１．…「県民共済活き生き3000・1500」の共済契約者への
調査

Q．…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）

【新制度契約 顧客満足度調査より】 【「LIFEcom通信」顧客ニーズ調査より】
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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）様宛てに、盂蘭盆にお供物をお
届けしております。

◆ニーズを「かたち」にする
アンケートをはじめ、組合員からいただいたご意見を基に、「県民共済活き生き3000・1500」の保障拡大を平成24年１
月に行いました。さらに満足度の高い共済制度の提供を目指しています。

◆ニーズに合った新しい共済制度の提供と制度改善
平成24年１月１日に「県民共済活き生き3000・1500」を保障拡大
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。平成23年１月１日に新しい共済制度を発売

してから１年を経過しました。お客様にとって“シンプルでわかりやすい制度”を目標に開発された家族みんなを保障する
新しい共済制度は、“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まいりました。
今後さらに新しい共済制度が県民の皆様の支えとなるよう、平成24年１月１日付けで主制度「県民共済活き生き3000・
1500」の保障拡大を行いました。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・障害に対する保障を拡大しました。さらに安心が広がった県民共済にご期待ください。

●新しい共済制度
「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」のご契約に付加してお申込みができます。（終期：18歳）
「県民共済活き生き3000・1500」
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3000・1500」のご契約に、いずれか１特約を付加してお申込みができます。（終期：75歳）
「マイファミリー特約」
「県民共済活き生き3000・1500」のご契約に付加してお申込みができます。（終期：80歳）

●新しい共済制度の特長
基本となる主制度は18歳から80歳まで一貫した保障体系とし、万一のときの死亡保障はもちろんのこと、病気・ケガ入
院１日目からの保障や先進医療の保障を加え、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
入した“シンプルでわかりやすい制度”となっています。また、主制度の保障を充実させる「女性医療特約」「三大疾病特約」
には、特約制度の給付に応じた「がん診断一時金」を導入しています。
・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！

●新しい共済制度(主制度)「県民共済活き生き3000・1500」の保障拡大
新しい共済制度（主制度）の「県民共済活き生き3000・1500」を、月額共済掛金はそのままで、より制度内容を充実させ

るため保障拡大を行いました。
＜「県民共済活き生き3000」の主な改定内容＞
・入院１日目から最高7,000円給付（第１保障年齢層）…
・交通事故死亡・高度障害共済金を800万円給付（第２保障年齢層）
・不慮の事故死亡・高度障害共済金を600万円給付（第２保障年齢層）
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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、共済契約をお申込みされる契約申込書やご契約内容を
変更・訂正される各種変更通知書など、お手続きの内容に応じてさまざ
まな帳票が発送されて受け付けられています。その帳票件数は平成23
年度の累計によりますと月間およそ8,700件にのぼります。各種帳票は、
多くのお客様・組合員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。
帳票を作成する際には、わかりやすい帳票であることを第一に考え
て取り組んでいます。このことは、組合員の皆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“わかりやすさ”にこだわりをもって帳票作成に取り組
んでいきます。

◆「組合員の皆様の声」に基づいて業務改善を行っています
・……平成23年12月より関係部門と連携し、支払金振込口座の確認ルールを見直し、改善いたしました。そのほかにもお客様
のご指摘に基づく事項について、適宜検証の上、改善を実施しております。
・……アンケートに基づき、関係部門とともにホームページの改善を実施しました。具体的には、契約内容変更関係書類の受
付に関し、関連するページへの誘導方法などを改善いたしました。
　　　

◆「コールセンターにおける応対品質の向上」を図って業務改善を行っています
・……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
善につなげております。そのほか、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反映させてお
ります。
・………お客様のご指摘に基づき、本人確認ルールの一部を改善しました。具体的には、場面に応じた対応とするよう、一部の
案内通知停止依頼受付時の本人確認ルールを改善しました。

◆「認知症サポーター」への取り組み（業務推進部 地域プラザ） 
「認知症サポーター」とは、なにか特別なことをする人ではありません。
認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認知症の方やご家族に対して温かく見守ることからスタートします。
地域プラザ【本部10階お客様総合受付・上大岡・相模大野・湘南（平塚）】において、まだまだ少人数ではありますが、「認
知症サポーター」への取り組みを実施しています。
地域プラザへご来店されるお客様にとって利便性の高い、親しみやすい店舗を目指すとともに、安心して暮らせる町づ

くりを地域住民の手で展開する事業に少しでもお役に立てればと考えています。

＜平成23年度の主な取り組み―次年度の帳票改訂に向けて―＞

・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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 【平成23年度の相談･苦情件数の内訳】

区分 件数

1. 新契約関係 19件

2. 収納関係 2件

3. 契約保全関係 15件

4. 共済金・給付金支払関係 11件

5. その他 17件

合計 64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

◆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23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

保障内容などを調べることもあるので、募集を
停止した制度もホームページに掲載してほしい。

インターネットサイトで映画を検索していたら
県民共済シネマホールで見たい映画を上映して
おり、予約をした。当日会場に行ったところ組
合員でないとダメだといわれ見ることができな
かった。検索したときに組合員でないと見るこ
とができないとコメントを入れる等してほしい。

保障内容掲載のページを一新し、募集を停止し
た制度の保障内容を掲載しました。

ホームページのシネマホールのご案内・上映ス
ケジュール・空席状況の各ページに下記文言を
記載しました。

「シネマホールは組合員サービスです。県民共済
の組合員とそのご家族がご利用いただけます。」

また留守電応対文言に下記を追加しました。

「当施設は神奈川県民共済生活協同組合の施設です。
組合員と組合員家族がご利用いただけます。」
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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た場合には、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、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。

◆支払処理日数の短縮
支払事由毎に支払処理日数の基準値を設定し、それぞれの実績値を月次単位で集計し把握することにより、支払迅速化
の意識付けを図っております。（平成23年４月より実施）

◆帳票の電子化
請求書類が到着した際に、その到着書類をスキャニングしてパソコンに保存することにより、請求書類の管理を行って
おります。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・正確な対応をさせていただくことができるようになりました。（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、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23年４
月から平成24年３月まで36回）

◆「請求手続案内」の同封による書類不備の逓減
共済金の請求書の発送時に、本組合不備統計分析を基に作成いたしました「共済金・給付金請求手続に伴うお願い」を
同封し、案内をさせていただくことで、書類不備の逓減を図り、迅速なお支払いに努めております。（平成23年10月３日
発送の請求より封入開始）

共済金等の受付からお支払いまでの基本的な流れ 平成23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 162 675,330

病気等一般死亡 3,183 3,668,160

後遺障害 419 345,570

入院・通院 49,440 2,890,220

賠償事故給付金 129 10,790

出産お祝金 5,591 121,000

その他 113 890

合計 59,037 7,711,960

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。

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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5 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づくりへの
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
社会づくりへの貢献

文化活動の推進

◆みらいホール
みらいホールは、組合員の皆様の発表の場として、ダンス、バレエ、日舞、音楽、

演劇等、さまざまな催しに利用されています。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づくりを実現しています。
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。

◆主催公演
組合員の皆様に文化・芸術にふれる機会をご提供するため、演劇、コンサートなどの公演を行っております。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、舞台と客席が一体となったほかのホールにはない劇場空間をつくり出しています。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23年度は加藤剛さん主演の劇団俳優座「月光の海…ギタラ」、南原清隆さん・野村万蔵さん出演の「現代狂言Ⅴ」、研ナオコさ

ん芸能生活40周年記念コンサート「LOVE…LIFE…LIVE」、桂歌丸さん・三遊亭好楽さんの落語二人会など、芸術性や話題性の高い
演目を組合員の皆様にお楽しみいただきました。　

◆シネマホール
シネマホールは、組合員の皆様に世界のさまざまな名画や、子どもも一緒に楽しむ

ことのできる良質な作品をご提供しております。
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

分科会推薦作品などを上映しております。

◆ギャラリー
組合員の皆様の芸術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・書・写真などの平面作品展示を主体としますが、陶芸・手芸などの立
体作品の展示も可能です。組合員の皆様の幅広い活動にご利用いただいています。
また、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、作品にも環境にも優しいつくりとなっております。
　

◆コミュニティ フレア
組合員のためのカルチャースクールとして、教養、芸術文化、健康維持、趣味さがし、

子育て支援などのさまざまな生涯教育講座をご提供しております。
平成23年度は生涯学習や子育て支援への取り組みとして、親子を対象とした手工芸

講座や動物園ふれあい講座、夫婦で参加できる横浜散策講座など、家族みんなで楽し
める講座を積極的に開講いたしました。
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。



豊かで快適な社会づくりへの貢献5

162011 CSR REPORT

◆その他の活動
結婚式場メルヴェーユ
これから新しい家族を築くおふたりの経済的な負担軽減を目的とした結婚式場メル

ヴェーユを平成16年より運営しております。低料金ながら、桜木町駅前という立地に
恵まれ、ワンフロア貸切でみなとみらいの景色を一望できる会場としてご好評いただき、
これまでに2,600組以上のカップルが誕生しました。
また、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年度から「秀級施設」に認定
されております。平成22年度には「秀級施設」の模範となる「食品衛生優良施設」にも認
定されました。さらに、平成23年度は…（社）日本食品衛生協会からも衛生管理の優れて
いる施設として表彰を受けました。
今後も、食品衛生意識のさらなる向上を目指し、食の安全・安心の確保に積極的に

取り組み、人生の中でも大きな節目となる結婚式を心のこもったサービスでサポートし
ていきます。

箱根グリーンハイツ
組合員の皆様にご利用いただくために、昭和49年に開設いたしました温泉保養施設

「箱根グリ―ンハイツ」も、平成23年で38年目を迎えました。
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る）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。また、組合員の皆様の多様なニーズにお応
えするために「通常宿泊プラン（１泊２食付）」のほかにも「素泊りプラン（１泊朝食付）」
「宴会プラン」などをご用意しており、ご好評をいただいております。
味わい深い歴史が眠る観光名所とともに、一年をとおしてさまざまな表情を見せる

自然豊かな箱根の大地にふれる機会を、できるだけ多くの組合員の皆様にご堪能いた
だけるよう、心温まるサービスのご提供を目指しております。

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に鑑み、お一人で悩んでいる組合員の方の問題解決の一助と
なるよう、相談の対応を行っております。
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」は、子育て中の組合員の方や成長期のお子さんを応援しております。看護師によ
る「医療テレホン相談」は、幅広い年齢層の組合員の方の健康に関するアドバイスをし
ております。
また、男女11人の弁護士による「家庭の法律相談」では、相続や離婚など身近に起こ

る民事事件を対象に法律相談を行っております。担当者との事前の打合せと準備を行
うことで相談時間を効率的にでき、しかも低料金ということで「弁護士事務所は敷居が
高いと思っていたけれど、とても身近に感じられ、思い切って相談してみて本当に良かっ
た」との感想をいただいております。
これからも、相談センターでは組合員の皆様が心身ともに健康で心配ごとなくいき

いきと毎日を送っていただけるよう、心を込めた相談の対応を行ってまいります。

結婚相談グリーンファミリー
グリーンファミリーは、長年にわたり地域密着型の結婚相談所として、組合員の皆

様の結婚への素敵な出会いのお手伝いをさせていただいております。
少しでも組合員の皆様の“生きがい”につながるよう、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ようと、子育て
支援の一環として開催しています。また、幅広い年齢の方々を対象としたお見合いパー
ティーも開催し、組合員の皆様には大変ご好評をいただいております。
今後も組合員の方々の幸せなご結婚のために、グリーンファミリーはパートナー探し

をサポートしていきます。
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地域とのふれあいを大切に

◆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
域で職員が共済制度の推進活動を行い、県内に４店舗ある地域プラザでも同
様の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
に関するご相談はもちろんのこと、皆様とのコミュニケーション、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23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積
極的に参加することで、地域の皆様との“ふれあい”の時間を共有させていた
だきました。

【平成23年度　参加イベント】
・第10回・第11回川崎市中原区ジュニアカップドッジボール大会
・第30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23年度　春季・夏季・新人・秋季大会）
・かながわ商工会まつり
・2011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2011
など

地域への貢献
本組合では、イベントなど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。

◆わかばカードによる地域施設への利用促進
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ご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。

わかばカードとは
組合員の皆様に発行しております「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、歯科ドック、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。

第11回川崎市中原区
ジュニアカップドッジボール大会

第30回青色申告・小学生の税の書道展
（小田原青色申告会）



豊かで快適な社会づくりへの貢献5

182011 CSR REPORT

◆子ども育成支援活動
●本組合にゆかりのあるラクダの「ツガルさん」は、平成23年12月に推定36歳となり、
世界最高齢の記録と並びました。その長寿を記念して、平成24年３月に野毛山動
物園と共催で「ツガルさん」展を県民共済プラザビルで開催いたしました。

●「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23年度に第16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23
年度の第18回コンクールには、合計2,497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を開催しました。
また、「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。

●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おります。特に「親と子の童話」のページでは、情操教育に
役立つテーマを基に、毎月新しい童話を動画形式で掲載しております。

◆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」「県民共済いきいき生きがい講演会」と題した講演会を行っ
ています。毎日元気に生活する知恵を習得し、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23年度は、
山田邦子さん、木下博勝さん、東ちづるさんをお招きしました。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
門家の先生にお話しいただきました。

幼児の部大賞 低学年の部大賞 高学年の部大賞

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。
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◆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ときのために少しで
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。平成23
年度は９月に講習を行い、43名の職員が受講いたしました。
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、消防訓練を実施しています。

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23年度）

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

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23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 （ ）
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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23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学園祭模擬店食材等
　②電子機器等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23年度）

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 ）

◆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基に、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、神奈川県共同募金会に寄付をしています。

（ ）
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6 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と能力の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。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。

職員の比率 (平成23年12月現在)

◆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。

育児休業・育児短時間勤務制度の利用者数：今回から集計方法を年度単位としたことにより平成22年度版CSR報告書と数字が異なります

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 育児休業取得者の
職場復帰率

育児休業取得者 1 1 4 4 3 平成19年度から
平成23年度まで

80%育児短時間勤務利用者 0 0 1 3 2

育児休業・育児短時間勤務制度の利用者の声

男性102名　38% 女性164名　62%

育児休業の手続きや流れがわからないうちは不安でしたが、詳しい説明があり復職まで安心して過ごすことができました。また、
休んでいる間にも職場と何度か連絡を取り合うことができて、安心感につながりました。育児短時間勤務制度がなければ仕事
と育児の両立はできなかったと思います。子どもと少しでも一緒にいられる時間があってよかったと感じています。(Aさん)

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。



6

222011 CSR REPORT

◆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づくりを目指します。本組合
の障がい者雇用率は平成23年６月現在では1.92％で、法定雇用率（1.8％）を上回っています。

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。
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、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。

いきいきと働ける職場であるために

育児休業に入ることに不安がありましたが、部署や人事部門からの説明を受けて解消されました。仕事に復帰できること
がわかっていたので安心して育児に専念することができました。給付金があったため生活する気持ちに余裕が持てました。
(Bさん)

産休明けから１歳になるまで継続して休みが取れ、育児に専念できました。退職してしまうと保育所入所が難しくなった
り、再就職も困難になるので育児休業は大きなメリットでした。育児休業中は育児休業基本給付金や社会保険料の免除が
あったほか、復職６ヵ月後には育児休業職場復帰給付金が給付され、金銭的負担が軽減されました。 (Cさん)
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7 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、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23年度で３年目を迎えました。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。
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。

　
◆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。

◆新聞バッグ親子工作教室
新聞紙面だけを使ってバッグを手作りし「新聞」の温かい手触りを感じながら、親子

の絆を深めていただくと同時にモノの再利用について考える「新聞バッグ親子工作教
室」が神奈川新聞社主催で平成24年２月から３月にかけて県内数ヵ所で開催され、本組
合は協賛として参加いたしました。

◆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の印刷には、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）※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。
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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・冷水・蒸気等、主に照明や冷暖房等に関するエネルギーについて
従前から環境負荷低減活動を実施してきた結果と、平成23年３月の東日本大震災後の節電要請に伴う諸活動の結果、
平成23年度の電気量は平成22年度より約10％削減することができました。
また、水道と冷水(冷房用に使用）も15％以上の削減に成功しました。蒸気(暖房用に使用）は増加しましたが、これは平
成23年度の冬期の気温が平成22年度より低かったことが原因と考えられます。

◆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の取り組みをしてきましたが、平成
23年度は新制度発売に伴う募集活動を活発に行ったことから、結果としてガソリンの使用量が増加しました。

◆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22年度より使用量は増加しました。新制度発売や保障拡大に伴い、
広告の出稿量を増やしたことが原因と考えられます。
ＯＡ用紙は、平成22年度に引き続き、削減することができました。両面・縮小での出力やプロジェクターの積極利用が、
役職員の中で習慣化した結果と考えられます。

エネルギー・紙使用量

平成22年度 平成23年度 前年度比（％） 80   85   90   95  100 105 110 115

電気（千kW/h） 3,071 2,781 90.6

水道（ｍ3） 34,863 28,583 82.0

冷水（千MJ/h） 3,985 3,300 82.8

蒸気（千MJ/h） 3,380 3,436 101.7

ガソリン（ℓ） 31,620 33,798 106.9

紙（印刷用紙）（千枚） 215,804 232,713 107.8

紙（OA用紙）（千枚） 2,354 2,164 92.0

※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。

◆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おります。
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。

風力発電量・リサイクル量・CO2排出量

平成22年度 平成23年度

年間風力発電量（W/h） 85,714 92,077

リサイクル量（t） 55 49

CO2排出量（t-CO2） 1,089 1,081
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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
平成22年度版CSR報告書では、本組合が所有する営業車についてハ
イブリッドカーを２台、電気自動車を１台導入した旨を記載しましたが、
平成23年度も新たにハイブリッドカーを２台導入いたしました。
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１ℓ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倍ほど長くなります。
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。　
また、テレビ神奈川の番組「ｔｖｋ…NEWS ハーバー」の平成23年６月
24日放送分にて、本組合の環境への取り組みが紹介されました。
本組合が所有する電気自動車を主体に、LED 対応や風力発電機の説
明をしました。

◆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。

●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おります。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の排出を削減しております。また
本組合が発行するメールマガジンの配信は、CO2を「ブラジルバイオマス発電プロジェ
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23年１月から12月までに
排出した7.73㎏ -CO2をオフセットできたことを確認しました。

●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23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。

地球環境保護への貢献


