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　神奈川県民共済生活協同組合は昭和41年12月に任意団体として総合生命共済制度を発売し、その後、
昭和48年３月に消費生活協同組合の認可を神奈川県より受け、日本で初めての「県民共済」として総合福祉
共済を行う共済生協としてスタートしました。今日まで“総合福祉共済として安心と生きがいを保障する”基本
理念のもと、豊かで不安のない社会生活の実現に貢献し、神奈川県に根付いた共済生協として成長してまいり
ました。このことはひとえに皆様のご支援の賜物であり、心から感謝申し上げます。
　神奈川県も急激に進む少子高齢化の波は避けられず、平成22年に20.2％だった高齢化率は年を追う毎に
上昇し、2050年には36.4％に達するといわれております。さらに超高齢社会の到来までが叫ばれるところ、
神奈川県では「未病」対策をはじめとしたヘルスケア意識の改善など、積極的に取り組んでいます。私どもは
その活動に参画するとともに、県民の皆様に総合福祉共済を提供する“県民共済”として何ができるのかを
考えてまいりました。
　そしてその思いは平成29年６月、ご契約の「引受範囲の拡大」という見える化によりお届けすることができ
ました。これは高血圧や脂質異常症の方でも一定の条件を満たせば、主力商品の「県民共済活き生き制度」
にお申込みができるお取り扱いでございます。県民の皆様のご期待にお応えし、お役に立てるよう取り組
みました。
　社会的な課題は高齢化だけでなく、人口減少や自然災害の巨大化等、限りなく存在します。私どもは「神奈
川でナンバーワンの共済である」という自負を持ち、目の前の課題に一つひとつ着実に取り組んでおります。
そして安定した共済制度の運営に努め、剰余を生じ、割戻金として還元することを最大の使命と捉え、共済
事業の維持・発展に努めてまいります。
　本書「県民共済における社会的取り組み（ＣＳＲ）報告書」では、役職員全員が取り組んださまざまな活動を
とりまとめております。本書をご高覧のうえ、本組合の活動をご理解いただき、そして「県民共済」を評価する
一つの材料としていただければ幸いです。
　これからも役職員一人ひとりが、組合員とそのご家族の皆様との「絆」を深める活動を行い、持続可能な
社会を実現するためにＣＳＲを推進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。

ごあいさつ

平成30年６月
神奈川県民共済生活協同組合

理事長　手島 康博
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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、
9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等である組合員・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。

平成29年度（平成29年４月～平成30年３月）
※一部期間外の情報を含みます。

神奈川県民共済生活協同組合

平成30年６月

次回発行
2019年６月（予定）

ISO26000「社会的責任に関する手引」

神奈川県民共済生活協同組合
ＣＳＲ推進室

報告対象期間

報告対象範囲

発行時期

参考ガイドライン

編集



県民共済におけるCSRとは県民共済におけるCSRとは

県民共済の思い
　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。

　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、そ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。

ＣＳＲを
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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。
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。
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。

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。

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。

コミュニケーション

基本理念

ステークホルダー ＣＳＲ活動の基本姿勢

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少なくするよう努めていきます。

県民共済における社会的責任（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。
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県民共済のCSRが目指すもの



CSRの基盤となる活動の強化CSRの基盤となる活動の強化

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、常勤理事会、コンプライアンス統括部によって、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、また顧問弁護士など第三者の意見を仰ぎながらガバナンスを維持しています。

●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総代による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。また理事会へ出席し、必要に応じて意見を述べます。
●常勤理事会
理事会の委任を受け、組合運営に係る実務上のさまざまな事項を決定し、執行します。
●コンプライアンス統括部（内部監査担当）
本組合では「内部監査規程」に基づいて、業務全般にわたり内部監査を実施しています。内部監査は監事と連
携して年度毎の基本計画書に沿って実施されます。内部監査の結果から改善措置が必要と判断された場合に
は、実施状況を確認するためフォローアップ監査を行います。
●監査法人
自主的に監査法人による会計監査の実施を継続し、内部統制の充実と強化を図っています。

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。
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CSRの基盤となる活動の強化CSRの基盤となる活動の強化

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、
法令順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持っています。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
業務を誠実に履行することはもちろんのこととして、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組みや姿勢等の基本的な考え方を「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の具体的な取扱いを「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
情報保護法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

●反社会的勢力対応
共済事業を一層適切に運営していくため、「共済事業向けの総合的な監督指針」等を踏まえ、創業以来
貫いてきた反社会的勢力に対する断固とした態度を「反社会的勢力対応の基本方針」に定めており、
その徹底を図るため専門部署として「コンプライアンス統括部」を設置しています。
平成29年度は、各種取引契約に反社会的勢力排除条項を導入し、より一層の関係遮断に努めています。

●情報開示
　本組合では、平成21年度から消費生活協同組合法に基づく「業務及び財産の状況に関する説明書類」
として「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置きしています。
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CSRの基盤となる活動の強化CSRの基盤となる活動の強化

●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、順次リスク管理対策を作成するなど
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。
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CSRの基盤となる活動の強化CSRの基盤となる活動の強化

●事業継続マネジメントシステム（ＢＣＭＳ）
本組合では、大規模地震、津波および台風などの自然災害または火

災など災害発生時の事業継続計画（ＢＣＰ）を定め、計画を運用・管理す
る事業継続マネジメントシステム（ＢＣＭＳ）を構築しています。最優先す
るものは、各施設の来館者や職員の「安全確保」と、組合員のくらしを守
る「共済金等の支払業務（以下、「重要業務」といいます。）」の継続です。
「安全確保」を支える非常用備品については、県民共済プラザビル

のエレベーターに非常用品収納ボックスを設置しているほか、全職
員に飲料水・食糧・サバイバルシートなどの非常用備品を収納した防
災リュックとヘルメットを配付するなど、必要な時に迅速に役立つ緊
急時対策を実施しています。

また大規模災害等によるシステム喪失に備え、平時のシステム拠点
とは別に、同時被災しない地域にバックアップセンターを設けています。
データをリアルタイムで反映するなどバックアップシステムとしての運
用はすでに開始しており、「重要業務」を継続するための環境を整備する
ことで、ＢＣＭＳの強化を促進しています。
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＜平成29年度のトピック＞
横浜市「一斉帰宅抑制の基本方針」の賛同事業者として登録
横浜市は市内事業所に、帰宅路での混乱や道路混雑による救出活動の
妨げを防ぐことを目的として、「大規模災害発生直後に従業員の一斉帰
宅を抑制してほしい」との依頼をしています。本組合は職員の安全を鑑
み、事務所にとどまるための非常用の水・食糧等の備蓄も完了している
ことから、地域協力の一環として平成29年10月に賛同事業者になりま
した。

「一斉帰宅抑制の基本方針」
賛同事業者証

県民共済プラザビル エレベーターの
非常用品収納ボックス

職員に配付し、各自管理している
「防災リュック」と非常用備品



組合員の皆様の
信頼と期待に応えたい
組合員の皆様の
信頼と期待に応えたい

組合員ファーストの視点に立ち、継続して業務改善に努めています

●業務改善に向けた取り組み
本組合は“総合福祉共済として安心と生きがいを保障する”を基本理念として、組合員ニーズを的確に把
握し、組合員に満足していただける共済制度と組合員サービスの提供により、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。
そのためには、各部門の業務遂行に際し、常に「お客様からの声」に耳を傾けること、さらにご要望等があれば
真摯に受けることを実践し改善に取り組んでいます。

●ＰＤＣＡサイクルの活用
本組合では、各部門の業務遂行にあたっては「目標、実施、

レビュー、改善」を実践するＰＤＣＡサイクルを活用し、常にサ
イクルを循環させることにより継続した業務改善に結びつ
け、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。

本組合では、共済事業専業組合として法令に基づき共済事業を的確に運営しているところ、
組合員の皆様の信頼と期待に応えるため、常に継続して業務内容を見直し改善を図って
います。
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内部監査（年次）

レビュー

実施

目標

改善



組合員の皆様の信頼と期待に応えたい組合員の皆様の信頼と期待に応えたい

●ニーズを把握する（アンケート調査）
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。
組合員の皆様からいただいた回答を基に、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ます。

実施したアンケート調査
●「活き生き制度任意解約」調査　（調査月：平成29年８月／４～６月末解約389件）

平成29年４～６月に県民共済活き生き制度を解約された共済契約者を対象に解約理由等を調査しました。
＜調査結果（抜粋）＞

□ 県民共済を解約された理由について該当する番号にすべて○をつけてください

□ 今必要性を感じているのはどのような商品ですか(複数回答可)

組合員にご満足いただける共済制度を提供するために
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　本組合では「組合員の満足度の向上」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。

300

250

200

150

100

50

0

件

242

142

74 63

7
39

他共済・他保険に
加入・加入予定

家計の節約 保障内容に
不満

結婚・出産等
環境変化

県民共済の
対応が不親切

その他

カテゴリー別内訳

「働けなくなったときの保障」に重点を置いた商品
「入院保障」に重点を置いた商品
終身医療の商品

「がん保障」に重点を置いた商品
介護を保障する商品

「通院保障」に重点を置いた商品
「死亡保障」に重点を置いた商品

137件
115件
113件

86件
83件
81件
59件

回答数



組合員の皆様の信頼と期待に応えたい組合員の皆様の信頼と期待に応えたい

●ニーズに合った共済制度の提供
●共済制度の利便性の拡大
平成23年１月より県民共済活き生き新こども、こども医療特約、県民共済活き生き3000・1500、三大疾
病特約、女性医療特約といった家族のための共済制度を発売し、平成24年１月には、県民共済活き生き
3000・1500の保障内容の拡大を行いました。
また、平成27年度には、県民共済活き生き2000と県民共済活き生き入院特約の発売を開始し、ニーズ
に合わせて選択できる制度の充実を図るとともに、メイン・エース・ミドルコースをはじめとする各種共済制
度が終期を迎えた際の切換対象制度を生涯コースから県民共済活き生き3000・2000・1500へと変更
し、より幅広い保障を備えた総合保障タイプの共済制度に切換えて継続していただけることとなりました。
さらに、平成29年６月よりご契約の引受範囲を拡大し、高血圧（症）・脂質異常症（高脂血症）により医師
の投薬治療などを受けている満30歳以上の方も一定の条件を満たしていればお申込みいただける取扱い
を開始しました。
本組合は、今後も皆様のニーズに合った共済制度の開発を推進していきます。

＜共済掛金の「生命保険料控除の適用」について＞
本組合の共済掛金は、平成26年分から、死亡・入院・手術等に基因して共済金や給付金を支払う部分にかか

る共済掛金が生命保険料控除の対象となりました。
＜死亡共済金の「みなし相続の適用」について＞
“共済契約者と被共済者が同一である場合”の死亡共済金につきましては、平成26年４月１日以後に
被共済者がお亡くなりになった場合は、みなし相続財産として相続税が適用されることになりました。
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＜平成29年度の主な取り組み＞
高血圧（症）・脂質異常症（高脂血症）の方も一定の条件を満たしていればお申込みいただける取扱いの
開始にあわせて、共済契約申込書を新設しました。通常の共済契約申込書とは別に専用の共済契約申込
書を作成したことにより、お客様が記入しやすく、わかりやすさを重視した帳票となりました。

●“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いただく際に必要な契約申
込書やご契約内容の変更・訂正手続きに必要な各種変更通知書
など、さまざまな帳票が使用されています。平成29年度の帳票
受付合計件数は86,790件、月間平均でおよそ7,233件になり
ます。これらの各種帳票は、組合員やお客様と本組合とのコミュ
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、あるいは組合員の皆様

に負担の少な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。
今後も“組合員の皆様にわかりやすい”帳票作成を心掛け、改
善に取り組んでいきます。

お客様の利便性向上を目指して

平成29年度の受付件数
の推移

0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
（件数）

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月
（期間）



組合員の皆様の信頼と期待に応えたい組合員の皆様の信頼と期待に応えたい

●コールセンターにおける応対品質の向上
オペレーターの対応内容を定期的に確認し、改善すべき点、より深化させる点等の対応ポイントのフィー

ドバックを継続的に行うことでコールセンターにおける応対品質の向上を図っています。
また、平成29年度は研修カリキュラムを作成し、年間を通して定期的に研修を行いました。

●｢県民共済ハンドブック｣の活用
本組合では、共済金・給付金等のご請求および共済契約の内容変更に際して、お手続き等についての

ご案内を記載した「県民共済ハンドブック」を作成し、共済契約者にお届けしています。共済契約にかかわる
お手続きについて、わかりやすい環境を整備するとともに、今後も更なる利便性向上に努めていきます。

●ホームページによるお客様対応
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」を、ご契約前に確認することができる
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。
・今すぐ申込みたい方のために「申込書作成フォーム」のサービスをご用意しています。資料請求を
しなくても、お客様による申込書の印刷が可能です。

●お客様相談業務の内容
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」として大切にしています。
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「コンプライアンス
統括部」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。

【ご意見・ご要望受付態勢図】
平成29年度の「お客様の声」の
主な受付状況
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区分 件数
1．契約関連
2．請求関連
3．支払関連
4．広報関連

4件
3件
4件
3件

顧客対応部門

コンプライアンス
統括部

常勤理事会

お客様

インフォメーション
センター 県民共済プラザ 推進職員

各担当部門

「お客様の声」
集約分析 報告提案業務改善



組合員の皆様の信頼と期待に応えたい組合員の皆様の信頼と期待に応えたい

●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、「10階お客様総合受付」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年には更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」
を開設し、県内の地域プラザが３ヵ所となりました。

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来店されるプラザ、
お勤め帰りの方が立ち寄られるプラザなど、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。

こうしたプラザの窓口では、お客様とふれあうことで、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、
各種変更お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。
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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、迅速な支払処理に努めています。
お客様にお手続きをしていただく際には、親切で丁寧な対応を心掛け、顧客サービスの向上に繋がる改

善を実施しています。

●帳票の電子化
共済金等の支払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、顧客対応部門で、支払内容や請求書類のお手続き状況等の情報共有
を可能にし、業務効率の向上と迅速・正確な対応を図っています。 また、請求書類の電子ファイル管理によ
り、支払処理後のお問い合せに対して、迅速かつ確実な回答を行い、お客様をお待たせしない対応を心掛
けています。

●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、査定スキルの更なる向上、および医療知識・経験の蓄積を

図っています。

●請求書をご返送いただいていないお客様へのご案内
共済金請求書の発送後、一定期間ご返送をいただいていないお客様を対象に、ご請求手続きがお済み

でない旨のご案内を差し上げています。これらのご案内に対してお問い合せをいただいたお客様へあら
ためて詳しいご説明を行うなど、ご請求手続きに関するサービス向上に努めています。

適正かつ迅速なお支払いに向けて

湘南プラザ（平塚）

相模大野プラザ
県民共済プラザビル
（桜木町）



組合員の皆様の信頼と期待に応えたい組合員の皆様の信頼と期待に応えたい
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共済金等の受付からお支払いまでの基本的な流れ 平成29年度の共済金等の支払状況
総支払件数　89,643件

●健康生活応援
・「みらいホール」では、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。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29年度は、藤田弓子さん、愛華みれさんをお招きしました。
また、「いきいき健康セミナー」として、「認知症予防セミナー」「生活習慣病予防セミナー」を開催しました。
専門の医師をお招きし、病気についての詳しい説明や、病気にならないための生活習慣などをお話しいた
だきました。
・「コミュニティフレア」では、組合員の健康増進と医療知識の向上を目的とした「県民共済いきいき健康
医療講座」を無料で開講しています。医師などの専門家を講師に招き、よくある症例や最新の治療法
などについてわかりやすくお話しいただきました。
≪平成29年度に開催したテーマ≫
ロコモティブシンドローム、更年期、睡眠、歯周病、食の安全、女性のがん、脳卒中、ノロ・ウィルス、認知症、
漢方、食物アレルギー

お客様の体と心の健康向上を目指して

お客様 県民共済

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

支払日は所定の履行期を遵守します。

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

●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

支払金額
死亡等
病気入院等
交通事故入通院等
不慮の事故入院等
祝金・祝品等
見舞金等・その他
合計

31億9,037万円
37億8,472万円
4億4,379万円
5億7,528万円
4,351万円
2,875万円

80億6,644万円

< 共済金・給付金をより請求しやすくするために>
共済金・給付金のご請求の際に、本組合指定の診断書をご提出されたにもかかわらず、共済金・給付金
の支払対象とならなかった場合は、その診断書の取得費用相当額として、一律5,000円（消費税別）を
お支払いしています。

※万円未満切り捨て



豊かで快適な
地域・社会づくりへの貢献
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
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し、地域の
活性化や発展のお手伝いをすることで、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。
・横浜市小学生野球連盟大会
・かながわ商工会まつり
・湘南ひらつか七夕まつり
・湘南藤沢市民マラソン
・やまと産業フェア
・さがみおおのハロウィンフェスティバル

●地域イベントへの協賛
神奈川県内で実施された各イベントに協賛しました。
・第36回横浜開港祭
・第22回人権メッセージ展
・横浜セントラルタウンフェスティバル“Ｙ１５8”

●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思いで提携施設の
展開を図っています。

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。
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＜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、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
・本組合は平成24年度以降、葉っぱの一生をとおしていのちの尊さを

描いたミュージカル「葉っぱのフレディ―いのちの旅―」神奈川公演を
応援してきました。そして平成27年度には第二弾となるミュージカル

「マリアと緑のプリンセス」が誕生し、平成29年度も引き続き特別協賛
しました。

「マリアと緑のプリンセス」は、四季のうつろいの中、人間や緑の妖精
たちが織りなす、思わず家族をそっと抱きしめたくなる「いのち」の物語
です。本組合では、明るい未来を築くためにも、感動のミュージカルを
とおして、県民の皆様に「いのち」と「平和」の尊さをお伝えしたく「マリアと緑のプリンセス」に300組
600名様をご招待しました。

・本組合は、神奈川県の主な取り組みである3033運動（運動
やスポーツに親しみ、健康で明るく豊かな生活を送っていた
だくための推進）をとおして、このたび、乳幼児期における遊
び・運動の重要性を啓発する「親子ふれあい体操」リーフ
レットに協賛しました。
市町村が乳幼児に対して行う１歳６ヶ月児、３歳児の健診時
やスポーツイベントの際に配布いただき、啓発活動にお役
立ていただいています。

・第52回あすなろ交歓会・第56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理事長賞｣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。

・「みらいホール」で開催している「交通安全フェスティバル」は、毎年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29年度に第22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が育まれる
よう応援しています。平成29年度の第24回コンクールには、合計3,017
点の力作が集まりました。表彰式をみらいホールで行い、200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。
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幼児の部大賞 小学校低学年の部大賞 小学校高学年の部大賞
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・「みらいホール」では、ファミリーコンサートを夏休み・冬休み・春休みに、また、影絵劇や人形劇など、
家族で参加できるイベントを年間を通して行っています。生の舞台に触れることで子どもたちの感性
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、映画による多彩な映像体験を、家族揃って楽し
んでいただくために、「いしぶみ」「ペット」「シン・ゴジラ」「赤毛のアン」
「ＳＩＮＧ／シング」の５作品を学校の休業時期等にあわせ上映し、小学
生以下のお子様を無料でご招待しました。

・「コミュニティフレア」では、小学生・中学生のお子様とご家族を対象にした体験型の親子講座を開催
しています。夏は「夏休みの自由研究講座（小学生対象）」、冬は「クリスマス＆お正月のハンドメイド
講座（小学生・中学生対象）」、春は「親子で学ぶ食育講座（小学生・中学生対象）」をテーマに、親と子、
祖父母と孫が協力してひとつの作品を作り上げる「物づくり体験」をとおして、ご家族の思い出づくりを
お手伝いしています。

・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います。

●イベント活動による地域社会への貢献
・「県民共済いきいき写真展」を県民共済プラザビル内メインエントランスロビーで開催し、150点の
組合員の優秀作品を展示しました。
「家族って、いいね。」部門は、平成29年度で５回目を迎え、家族の幸せ、絆をより一層大切なものと感じて
いただく機会となっています。また、２回目の「箱根って、いいね。」部門では、各々の視点で撮影された
四季折々の美しい風景が箱根の魅力を伝えていました。
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夏・大学出張講座
アートどろ団子

夏
陶芸

冬
チョークアート

春
和菓子

「家族って、いいね。」
大賞

「箱根って、いいね。」
大賞
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・日本の伝統文化を子どもたちに身近に感じてもらえるように、「端午の節句飾り」「七夕飾り」「十五夜
飾り」「正月飾り」「ひな飾り」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。エン
トランスが華やかな雰囲気となり、訪れたお客様からは喜びと感動の声をいただきました。七夕飾りで
ご来場者が願い事を書いた短冊は、伊勢山皇大神宮にお納めしました。
また、日本の伝統文化だけでなく、「クリスマス飾り」も展示しています。みなとみらいにふさわしい、
ロマンティックな雰囲気が大変好評です。ｔｖｋのニュース番組でも取り上げられ、例年以上にたくさんの
お客様にお楽しみいただきました。

●地域への協力活動
●県立こども医療センター、県立養護学校、横浜市立特別支援学校
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、横浜市立特別支援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。
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七夕飾り端午の節句飾り 十五夜飾り

正月飾りクリスマス飾り ひな飾り

支援活動

実施内容（平成29年度）

項目

①かながわ県立病院小児医療基金

②特別支援教育関係

県立こども医療センター

県立養護学校

横浜市立特別支援学校

700万円

700万円

約100万円

寄付対象機関 寄付内容



豊かで快適な地域・社会づくりへの貢献豊かで快適な地域・社会づくりへの貢献

●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に「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。

2017 CSR REPORT 18

44

実施内容（平成29年度）

項目

①児童福祉駅伝大会

②母子生活支援施設合同スポーツ大会

③その他寄付

神奈川県児童福祉文化体育協会

母子生活支援施設協議会

児童福祉施設協議会

計100万円
①スポーツドリンク
②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（　　 　　　 ）

寄付対象機関 寄付内容

●野毛山動物園（公益財団法人 横浜市緑の協会）
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29年度）

項目

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
（施設機材等）

寄付対象機関 寄付内容

お礼状お礼状
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●募金支援活動
●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を集め「日本ユニセフ
協会」に納付をしています。

●役職員による寄付活動
役職員が個人レベルで取り組める活動として、「ピンクリボン自動販売

機」の導入による寄付や「チャリボン」「ベルマーク」の収集による寄付を
しています。

●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東北・九州の名産品を採用
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年度からは東北復興、平成28年度からは
九州復興の一助になればとの思いで、「つなげる絆 東北・
九州応援」ページを設けています。
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いきいきと働ける
職場であるために
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
性別、雇用形態、障がいの有無にかかわらず、職員全員が能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
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
組合員の皆様へ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18.2％となって
います。（厚生労働省「平成28年度雇用均等基本調査」企業規模30人以上におけ
る同比率…8.7％）
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
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年度に定めた「母性健康管理実施要領」により、妊娠中の女性職員が安心して就業できる環境を整

えています。

本組合では、時代とともに変化する価値観やライフスタイルを尊重し、職員一人ひとりがいき
いきと働ける職場であるよう各種の支援、仕組みを整備しています。
また、成長をサポートするための教育・研修制度、心身の健康維持への取り組みを通じて県民
共済を支える人材を育成しています。
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＜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。

育児休業・育児短時間勤務制度の利用者数

項目

育児休業取得者

育児短時間勤務利用者

９

４

６

７

５

５

８

５

９

７

平成25年度から
平成29年度まで

93.3%

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 育児休業取得者の
職場復帰率

男性
96名

（41.4％）女性
136名

（58.6％）

職員の比率
（平成30年３月現在）
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●育児休業・育児短時間勤務制度の利用者の声

●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30年３月現在では2.1％で、法定雇用率（2.0％※平成30年3月現
在）を上回っています。
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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、組合員のための温泉宿「箱根 緑樹山荘」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、“組合員サービス”を体験しています。

●本組合の職員として
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。

品質向上を支える職員の育成・支援

【育児休業】保育園へ４月以外に入園するのが難しく、また、両親も高齢で子どもを預けることができな
いため、育児休業の制度はありがたかったです。夜間の授乳等で睡眠不足が続くため、お休みをいただ
けて良かったです。

【育児休業】産後の体を休めることができました。
初めて寝返りをした時やお座りができるようになった時など、子どもの成長の節目を自分の目で確認
でき、子どもと一緒にいることでスキンシップを図ることができました。子どもが病気になった際、すぐに
病院へ行けるのも良かった点です。

【育児短時間勤務】育児短時間勤務制度により、子どもと一緒にいられる時間が多く取れる点が大変良
かったです。またこの制度のおかげで仕事復帰という環境の変化に対し、少しずつ慣れていけるので不
安な気持ちがかなり緩和されました。
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●ワークライフバランスの推進
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、職員が家庭や地域コミュニティ、自己啓発にかか
る個人の時間を持つことを推進しています。勤怠管理システムによる残業時間管理を行っており、長時間労
働の発生防止に取り組んでいます。

休暇制度では年次有給休暇以外に、特別有給休暇として勤続10年目、20年目にそれぞれ５日間、10日間
の有給休暇を付与し、職員の心と体のリフレッシュに努めています。そのほか、配偶者が出産する職員に対
しては、2日間の出産休暇（特別有給休暇）が付与されます。

●心身の健康のために
活力ある組織づくりには職員が心身ともに健全であることが重要と考え、インフルエンザ予防接種を毎

年実施し、平成27年度からは月に2回ラジオ体操を行い、職員の健康保持・増進に取り組んでいます。
メンタルヘルスケアにおいては平成28年9月に制定した「心の健康づくり計画及びストレスチェック実施

計画」に基づき、年１回ストレスチェックを実施しています。ストレスやメンタルヘルスへの理解を深めるた
め「メンタルヘルス　セルフケアマニュアル」を作成し、全職員へ周知しています。また産業医および外部カ
ウンセラー等専門家への相談体制を確保し、予防に努めています。メンタルヘルス不調からの回復時には、
復職プログラムにより復職者の支援を行い、円滑な職場復帰と再発防止に取り組んでいます。

●安全防災への取り組み
●ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置

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。

そのほか､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
「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。
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環境マネジメントシステム態勢
本組合は、CSR推進室とCSR推進委員会を設置し、環境保護活動の推進をしています。
CSR推進委員会は各部署から委員を選出し、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PDCAサイクルを回しています。

●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。

●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
・電球等の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
・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（平成29年度は５月8日から10月31日
まで）
・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
・階段の積極利用
・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

本組合は、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が重要
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。
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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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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
平成29年度のエネルギー使用量は前年度と比較して全て微減となりました。今後はさらなる削減に向け

て、役職員一同でエネルギー削減の取り組みを徹底します。

●ガソリンについて
平成29年度のガソリン使用量は前年度と比較して減少となりました。今後も引き続き、役職員の意識向

上に努めます。

●紙資源について
前年度と比較して平成29年度の印刷用紙使用量は微減、ＯＡ用紙使用量は微増となりました。今後は紙

資源の適正な使用・発注を心掛け、削減を目指します。

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紙資源を使用しています。
紙資源に対しては、前頁の環境負荷低減活動以外にも、下記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※の利用
※フィルムと違い、古紙としてリサイクルが可能です。

・本組合で使用するＯＡ用紙における、再生紙の利用

※県民共済プラザビル（含むメルヴェーユ）、馬車道ビル、各地域プラザ、箱根 緑樹山荘の合計。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。
※「メルヴェーユ」「箱根 緑樹山荘」は本組合の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。

環境影響データ

エネルギー・紙使用量

電気（千kW/h）

水道（ｍ3）

冷水（千MJ/h）

蒸気（千MJ/h）

ガソリン（ℓ）

紙（印刷用紙）（千枚）

紙（OA 用紙）（千枚）

2,575

26,561

3,608

3,448

23,962

251,465

1,927

2,539

24,892

3,505

3,295

21,024

249,281

2,049

98.6

93.7

97.1

95.6

87.7

99.1

106.3

平成28年度 平成29年度 前年度比（％） 80 90 100 110
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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。

風力発電量・リサイクル量・CO2排出量

年間風力発電量（W/h）

リサイクル量（t）

CO2排出量（t-CO2）

62,114

52

1,344

63,938

38

1,323

平成28年度 平成29年度

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。

●環境対応車両の導入
本組合では、使用する車両を環境対応車両へ入れ替える取り組みを平成22年度から行っており、現在ハ

イブリッドカーを16台、電気自動車を１台使用しています。

●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」を県民共済プラザビル内に設置し、CO2削減運動
に参加しています。平成29年度は12,048t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あ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

をオフセットするシステムを利用しており、平成29年１月から12月までに
排出した7.8㎏ CO2をオフセットできたことを確認しました。

カーボンニュートラルに向けての取り組み


