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ごあいさつ
　神奈川県民共済生活協同組合は、昭和41年12月に総合生命共済制度を実施する任意団体としてス
タートし、昭和48年３月には、神奈川県から生協法に基づき総合福祉共済を行う消費生活協同組合の認可
を受け、日本で初めてとなる「県民共済」が誕生いたしました。そして今日、神奈川県に根付いた共済生協
として成長できましたことは、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。

　この国が令和という新たな時代を迎えた昨年度は、本組合にとりましても新たな一歩を踏み出した年に
なりました。昨今のデジタル時代の到来で、スマートフォン普及率は約８割に達し、人々の生活の利便性は
大きく向上いたしました。このような時代の変化に対応し、令和元年10月には共済契約申込媒体としてイ
ンターネット申込みを開始し、また令和２年２月には生活便利カードである「わかばカード」を「かながわ県
民共済」アプリとしてリリースいたしました。こうしたデジタル化による利便性向上とともに、「人と人との
つながり」を大切にしたいという思いから「地域に根付いた共済」「子どもの成長に寄り添う共済」をテーマ
に、各地域のイベント参加や親子で楽しめるイベント開催などの活動にも取り組んでいます。

　さて、新しい時代へ踏み出した令和元年度でしたが、一方で新型コロナウイルス感染症の感染拡大は
まだまだ予断を許さない状況が続くものと思われます。罹患された皆様の一日も早いご回復を心よりお
祈り申し上げますとともに、ご不安な日常生活を余儀なくされていらっしゃる皆様に、謹んでお見舞い申し
上げます。

　本組合は、皆様に寄り添い、不安やリスクを軽減することで、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おります。こうした有事のときこそ、基本理念である「安心と生きがいを保障する」とい
う共済生協としての使命を果たし、安心をお届けできるよう尽力する所存です。

　本書『県民共済における社会的取り組み（ＣＳＲ）報告書』では、全役職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。ご高覧の上、本組合の活動をご理解いただく材料の一つ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られ、持続可能な未来を実現
していくための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。

令和２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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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、11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。

●編集方針 ●報告対象期間
2019年度（2019年4月～2020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
2020年６月

●編集
神奈川県民共済生活協同組合　文化広報部



●逗子みやげまつり

●横浜セントラルタウンフェスティバル"Y160"

●秦野市商工まつり

●湘南ひらつか七夕まつり

●藤沢市民まつり

●TOKAIグローカルフェスタ

●逗子市民まつり

●さがみおおのハロウィンフェスティバル

●ビッグハヤマ・マーケット

●やまと産業フェア

●さがみはらフェスタ

●寒川町産業まつり

●座間市民ふるさとまつり

●あやせ産業まつり

本組合は神奈川生まれの県民共済として、地域からの信頼を大切にしています。神奈川県内で実施され
たさまざまなお祭りやフェスティバル等の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。これからも地域に根付いた
サービスを提供してまいります。
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秦野市商工まつり

TOKAIグローカルフェスタ

寒川町産業まつりビッグハヤマ・マーケット

特 集

1 かながわに根付いた
県民共済

●2019年度参加イベント



特 集

2 こどもにやさしい
県民共済
本組合では子どもに寄り添う共済として、教育や支援をするための活動を行なっています。2019年度は
「こどもにやさしい県民共済」をテーマに、さらに組合員の皆様に喜んでいただけるよう親子で楽しめる
イベントを拡充しました。これからも県民共済は健やかなお子様の成長を応援しています。
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通年【いきいき親子講座】
親子バレエ、親子フラ、ミニチュアクラフト など

夏 【夏休み自由研究講座】
陶芸、お天気教室、サマーリースづくり など

夏 【夏休み大学出張講座】
アートどろ団子、乗馬体験、冷たい科学実験 など

冬 【クリスマス＆お正月のハンドメイド講座】
クラフトバンド、スノードーム など

春 【春の食育親子講座】
キッズ食育教室、和菓子、飴細工 など

●コミュニティフレア
「コミュニティフレア」では、年間をとおして小学生・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。親と子、祖父母と孫が協力して一つ
の作品をつくり上げる「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。

●みらいホール
「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とお
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。

●みらいホール
「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とお
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。

劇団かかし座

劇団こぐま座

スノードーム和菓子

毎年開催している神奈川県警後援の「交通安全フェスティバル」は、新入園および新入学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。2019年度に第24回を迎えました。

スノードーム和菓子

サマーリース 冷たい科学実験



●シネマホール
「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、「ボス・ベイビー」「ジュラシック・ワールド／炎の王
国」「若おかみは小学生！」など、学校の休業時期等に合わせ8作品を
上映し、小学生以下のお子様を無料でご招待しました。

●シネマホール
「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、「ボス・ベイビー」「ジュラシック・ワールド／炎の王
国」「若おかみは小学生！」など、学校の休業時期等に合わせ8作品を
上映し、小学生以下のお子様を無料でご招待しました。
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●夏休みいきいきフェア
夏休み開催の各種親子イベントに参加のお客様を中心
に、「夏休みいきいきフェア」を開催し、非常に多くのお
客様にご来館いただきました。契約者向け専用サイト
「県民共済マイページ」や県民共済の組合員サービス
等についてＰＲを行いました。

●夏休みに描く絵画コンクール
「夏休みに描く絵画コンクール」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。
2019年度の第26回コンクールには、合計3,404点の力作が集まりました。神奈川県、神奈川県教育委員会、横浜
市、横浜市教育委員会、川崎市、川崎市教育委員会、相模原市、相模原市教育委員会、神奈川新聞社、テレビ神奈川
より後援をいただき、それぞれの名前を冠した賞を授与しました。表彰式をみらいホールで行い、300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、黒岩神奈川県知事にもご来場いただきました。

●親子旅行
組合員の皆様に親子で体験日帰り旅行を楽しんでいただくた
め、夏休み期間に日帰り親子旅行を開催しました。「JAL整備工
場見学」「筑波宇宙センター＆鉄道博物館」「寿司づくり体験」の
旅行を実施し、多くの方にご参加いただきました。

特 集

2 こどもにやさしい県民共済

●夏休みいきいきフェア
夏休み開催の各種親子イベントに参加のお客様を中心
に、「夏休みいきいきフェア」を開催し、非常に多くのお
客様にご来館いただきました。契約者向け専用サイト
「県民共済マイページ」や県民共済の組合員サービス
等についてＰＲを行いました。

夏休みいきいきフェア

絵画コンクール作品展神奈川県知事賞

JAL整備工場見学

シネマホール



特 集

3 デジタルへ移行する
県民共済
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●インターネット申込み開始
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、ご登
録いただいたご契約者の専用サイト県民共済マイページが開設され、ご契約内容の照会や一部のお手続きを完結
することができます。
　2019年度は、10月16日よりホームページおよびマイページにて新規お申込みおよび共済掛金振替口座変更手
続きが完結できるようになりました。今後もさらにご満足いただけるよう、サービスおよび機能の充実に努めてい
きます。

●「かながわ県民共済」アプリのリリース
2020年2月よりマイページと連動した「かながわ県民共済」アプリ
の運用を開始しました。組合員の皆様に発行している、全国5,000
カ所以上ある提携施設で割引・特典が受けられる「わかばカード」
のスマートフォン表示や便利な機能が追加され、さらにご利用しや
すくなりました。
組合員の生活便利アプリとして、割引・優待による利便性提供はも
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。

●動画コンテンツの拡充
本組合のさまざまな情報をわかりやすく伝えるために、動画コ
ンテンツを今後拡充予定です。説明が難しい共済手続きや、各
種イベント、提携施設の魅力など動画ならではの手法を使い、
より簡潔に丁寧にお客様のもとへ情報を発信します。

本組合では時代の流れに対応し、県民共済各種機能のアナログからデジタルへの移行を積極的に行い
ました。今後さらにご満足いただけるよう、お客様の利便性向上に努めていきます。



7
2019 CSR REPORT

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、組合員の万が一の際の保障に限らず、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、社会の発展への
貢献を目指しています。

県民共済におけるCSRとは
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。

1

組合員 地域社会

地球環境職員

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。

前進

｢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。

ガバナンス
コンプライアンス
リスクマネジメント

CSRを
支える態勢

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。

組合員に満足され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。

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
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。

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

行動力と創造力が豊かで
地域社会に貢献できる人材の育成に努めます。

基 本 理 念 運 営 理 念

県民共済の思い

県民共済のCSRが目指すもの
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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。

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止めることを実
践し改善に取り組んでいます。

　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。

組合員の皆様の
信頼と期待に応えたい

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適正に行うところ、
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。

2

●業務改善に向けた取り組み

●ＰＤＣＡサイクルの活用

組合員ファーストの視点に立った継続的な業務改善

レビュー

目標

実施改善

内部監査（年次）

　2019年1月には、従来の「県民共済活き生き」シリーズに加え、「県民共済かがやき4000」「県民共済かがやき
2000」「県民共済生命特約」を新たに発売しました。
　「県民共済かがやき」は終期年齢を「県民共済活き生き」より5歳長い85歳とし、給付種目を絞り込むことで入院給付
金の大幅な増額を図りました。「県民共済かがやき4000」の場合、18歳から60歳までの入院給付金が日額17,000円
と、病気やケガなど入院に手厚い保障内容となっており、多くの組合員の皆様にお申込みいただいています。
　同時期に発売しました「県民共済生命特約」は死亡・高度障害のみのシンプルな制度設計で、月額掛金1,000円で死
亡給付を必要とされる世代のニーズに応える商品となっており、「県民共済かがやき」に加え「県民共済活き生き」にも
併せてお申込みいただけます。
　また、2019年10月より、2018年に発売した個人賠償責任保険に携行品損害等をセットにした充実プランとして「く
らしの安心保険」（本組合を団体保険契約者とし、組合員を被保険者とする団体保険）を発売しました。
　そして、2019年12月には組合員の皆様からのご要望にお応えし「県民共済かがやき」に「県民共済活き生き三大疾
病特約」「県民共済活き生き女性医療特約」を付加できるよう取扱いを変更し、ニーズに合わせて選択できる制度の充
実を図りました。
　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。

●ニーズに合った共済制度の提供
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4～6月 7～9月 10～12月 1～3月
（期間）

　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。2019年度の帳票受付合計件数は
104,136件、月間平均でおよそ8,678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。

●“わかりやすさ”にこだわりを持って帳票作成に取り組んでいます

お客様の利便性向上を目指して

35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000

0

（件数）
■2019年度の受付件数の推移

組合員の皆様の信頼と期待に応えたい2

　オペレーターの応対内容を日々確認し、改善すべき点やより深化させる点等のポイントをフィードバックすることで、
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。
　また、2019年度は、次年度より取扱いが変更になる割戻金の返戻方法および出資金の取扱いについて、組合員の皆
様にご案内を開始するに際し、研修の実施やマニュアル作成などを着実に行い、ご質問に対する迅速・丁寧な回答を実
践しました。
　さらには10月より発売した｢くらしの安心保険｣の取扱い開始に際しても、取扱代理店である株式会社県民共済マネ
ジメントサービスと協力し合い、加入手続きに関するご説明等を円滑に行いました。
　今後も職員教育を充実し、お客様に信頼されるインフォメーションセンターを目指します。

　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。

●インフォメーションセンターにおける応対品質の向上

●お客様相談業務の内容

お客様

県民共済プラザ 推進職員インフォメーション
センター

コンプライアンス
統括部 常勤理事会各担当部門

「お客様の声」
集約分析 報告提案業務改善

■ご意見・ご要望受付態勢図

顧客対応部門

■2019年度の「お客様の声」の
　主な受付状況

区分

1. 契約関連

2. 請求関連

3. 支払関連

4. 広報関連

件数

4件

1件

3件

3件



10
2019 CSR REPORT

組合員の皆様の信頼と期待に応えたい2

　地域密着の共済をモットーとする本組合は、2004年３月みなとみらい29街区での「県民共済プラザビル」グランド
オープンに合わせて同ビル10階に「お客様総合受付」を開設し、続いて2005年10月に「湘南プラザ」を平塚に開設し
ました。また、2007年10月には「相模大野プラザ」を開設し、地域プラザは県内に３カ所となりました。
　これらのプラザは、ご年配の方、お子様連れのご家族、お勤め帰りの
方など、さまざまな方にご利用いただいています。各プラザではお客様
と直接ふれあうことで、皆様のご要望等をダイレクトに感じ取ることが
できます。この利点を活かして、共済制度のお申込み、契約内容の変更
等のご相談を承っています。また、このような通常業務以外にも、各プラ
ザ独自のイベントの開催、そして地域イベント（湘南ひらつか七夕まつ
り、さがみおおのハロウィンフェスティバル等）への積極的な参加により
地域の皆様との“ふれあい”も大切にしています。

●地域プラザの役割・活動

　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。

　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。

●帳票の電子化

●請求書をご返送いただいていないお客様へのご案内

適正かつ迅速なお支払いに向けて
　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。

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）

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

請求書と必要書類の返送

共済金等の受領

請求書は受付日の翌営業日に発送します。

支払日は所定の履行期を遵守します。

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

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

■共済金等の受付からお支払いまでの基本的な流れ ■2019年度の共済金等の支払状況
　総支払件数　95,126件

※万円未満切り捨て

死亡等

病気入院等

交通事故入院等

不慮の事故入院等

祝金・祝品等

見舞金等・その他

合計

支払金額

28億9,768万円

40億2,757万円

3億9,131万円

6億3,646万円

2,688万円

1,379万円

79億9,373万円

お客様 県民共済
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　神奈川県内で実施された各イベントに協賛しました。
　・第38回横浜開港祭
・第24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“Ｙ160”
・チャリティーコンサート（特定非営利活動法人スマイルオブキッズ）
・みなとみらいスマートフェスティバル2019

●エントランスディスプレイ
　　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。テレビ神奈川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。

豊かで快適な
地域・社会づくりへの貢献

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・社会への参画を行っています。

3

●地域イベントへの協賛

●イベント活動による地域社会への貢献

地域・社会への参画

端午の節句飾り

正月飾りクリスマス飾り

十五夜飾り

ひな飾り

七夕飾り

みなとみらいスマートフェスティバル
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●マグカル公演
　　神奈川県が推進するマグカル（マグネット・カルチャー）事
業の一環である「共生共創事業」へ協力し、「みらいホー
ル」で演劇、ダンス、コンサートなどのイベントが実施され
ました。「共生社会の実現」「未病」「多様性」などをテーマに
し、障がいや年齢にかかわらず、すべての人が「ともに生き
る」「ともに創る」社会の実現に寄与することを目指した事
業です。芸術文化に触れ、実際に参加する場として、老若男
女多くの方の来場でにぎわいました。

●高校生部活動の応援
　　本組合は、神奈川県高等学校文化連盟をとおして高校生
の文化系の部活動を応援しています。2019年度は、6月に
軽音楽サマーコンサート（みらいホール）、10月に鉄道研
究部写真展（県民共済プラザビル内メインエントランスロ
ビー）、11月に新聞コンクール表彰式（みらいホール）の開
催にあたり、ご協力をさせていただきました。若いエネル
ギーとみずみずしい感性で作品づくりに力を注ぐ高校生
を県民共済は応援しています。

●かがやき講演会
　　「みらいホール」にて経済をテーマに「かがやき講演会」を開催しました。日本経済
新聞社の編集委員兼キャスターの鈴木亮氏を講師にお招きし、世界情勢や経済
についてわかりやすく解説していただきました。

●県民共済いきいき健康講演会
　　「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。2019年度は、
三遊亭好楽さん、ピーター・フランクル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。

●県民共済いきいき健康医療講座
　　「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。

2019年度に開講した健康医療講座

狭心症と心筋梗塞、睡眠、骨粗しょう症、目の病気、
がん、ロコモ予防体操、脳卒中とめまい、
食事療法、漢方、未病とサルコぺニア、認知症

●健康生活応援活動

「サルサガムテープ」公演

鉄道研究部写真展

豊かで快適な地域・社会づくりへの貢献3
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●親子ふれあい体操
　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、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
トに協賛しています。

　　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。

●あすなろ交歓会・児童福祉施設作品展
　　第54回あすなろ交歓会・第58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。

●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として交通遺児や子ども
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
に対する寄付を行っています。

●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。

豊かで快適な地域・社会づくりへの貢献3

●子ども育成支援活動

●地域への協力活動

支援活動

■実施内容（2019年度）

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

寄付対象機関項目

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

寄付内容

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

■実施内容（2019年度）

①かながわ県立病院小児医療基金

②特別支援教育関係

寄付対象機関項目

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

寄付内容

700万円

700万円

約200万円
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豊かで快適な地域・社会づくりへの貢献3

●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（2019年度）

物品購入寄付

寄付対象機関項目

（公財）横浜市緑の協会　横浜市立野毛山動物園

寄付内容

50万円（施設機材等）

●神奈川県高等学校文化連盟
　　神奈川県の高校生による文化部活動の充実・発展に寄与するため、県を介し寄付を行っています。

■実施内容（2019年度）

共用物品の整備等

寄付対象機関項目

神奈川県高等学校文化連盟

寄付内容

300万円

●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。

●募金支援活動
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　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20.8％となっています。（厚生労働省「平成30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。

いきいきと働ける
職場であるために

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。

4

●女性職員の活躍推進

　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、2011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。
　2012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。

●多様で柔軟な働き方

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。

■職員の比率（2020年3月現在）

男性
91名
（41.7％）

女性
127名
（58.3％）

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

育児休業取得者

育児短時間勤務利用者

2015年度項目

5

5

2016年度

8

5

2017年度

9

7

2018年度

9

5

2019年度

9

5

育児休業取得者の職場復帰率

2015年度から
2019年度まで
94.1％
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いきいきと働ける職場であるために4

入園当初、保育園に慣れるまで時間がかかりましたが、預ける時間が短い
ことで子どもの負担を少し減らすことができました。 
まだ子どもが小さく、朝の準備と送迎に時間がかかり、就寝も早いため、時短
勤務を取得することで時間に余裕ができ、気持ちにもゆとりが持てました。

●育児休業・育児短時間勤務制度の利用者の声

　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2020年３月現在では2.39％で、法定雇用率を達成しています。

●障がい者雇用

●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付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」においてベッドメイキング、客室等の清掃を行い、“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。

　　また、資格手当の制度を備えており、職員の成長を積
極的にサポートしています。

●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。

●適切な教育

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。

【育児短時間勤務】
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いきいきと働ける職場であるために4

　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、自己啓発に係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。

　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、
2015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2016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。

●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。

　　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、2008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。

●ワークライフバランスの推進

●安全防災への取り組み

●心身の健康のために

〈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）

　2019年７月、職員の健康維持や福利厚生の向上を目的として、職員食堂をオープンし
ました。美味しく栄養バランスのとれた食事に加え、職員同士のコミュニケーションの場と
しても活用されています。

●職員食堂を活用した食育への取り組み
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　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。

●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
　　　（2019年度は５月１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

5

●神奈川の緑を守る活動への支援

●主な環境負荷低減活動

環境マネジメントシステム態勢

地球環境保護への貢献
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、2009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。

LED照明を採用したペデストリアンデッキの広告



19
2019 CSR REPORT

●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
　2019年度の電気・水道・冷水使用量は前年度と比較して減少となり、蒸気使用量は増加となりました。今後は削減
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
　2019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
　2019年度の印刷用紙は前年度と比較して減少となりました。紙による広告の削減が主な要因です。また、OA用紙
使用量は増加となりました。今後も適正な使用・発注を心掛けます。

●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）※1
の積極利用

  ※1 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※2の利用
  ※2 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

地球環境保護への貢献5

環境影響データ
　2009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。

※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。

■エネルギー・紙使用量

電気（千kW/h）

水道（㎥）

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）

2,495

23,512

4,044

2,818

19,668

218,514

1,917

2018年度

2,402

20,608

3,594

2,985

19,382

213,210

2,044

2019年度

96.3

87.6

88.9

105.9

98.5

97.6

106.6

前年度比（％） 80 90 100 110
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　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。

地球環境保護への貢献5

●風力発電、リサイクル、ＣＯ2排出について
■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）

55,533

39

1,301

2018年度

67,744

34

1,284

2019年度

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。「カーボンニュートラル」とは、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。

　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2010年度から行っており、現在ハイブリッド
カーを17台、電気自動車を１台使用しています。

●環境対応車両の導入

●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。2019年
度は8.904ｔ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、
2019年１月から12月ま
でに排出した6 .5㎏ -  
CO2をオフセットできた
ことを確認しました。

22019年 スパイラル® カーボンオフセット証書
S p i r a l ® C a r b o n  O f f s e t  C e r t i f i c a t e

発 行 日 ： 2020 年 3月 25日
証書 No. ：
発 行 元 ： 株式会社パイプドビッツ

インターネット上を流通する情報量と、その必要電力量は指数的に増加しており、それに伴う日本全体の CO2 排出量は、2020年時

点で 5,100 万トンに達するとの試算（総務省『グローバル時代における ICT 政策に関するタスクフォース』）もあります。そう

いった中、特に政府・企業において、ASP・PaaS（クラウド）への集約化・効率化による CO2 削減効果が有望視されています。

当社では国内 ASP・PaaS（クラウド）のリーディング・カンパニーとして、地球環境保全と事業活動の調和を経営上の重要課題

と位置づけ、2008年 1 2月に「グリーン IT 基本方針」を制定いたしました。お客様は、自社サーバー運用からスパイラル®の利用

に切り替えることによって、大幅な CO2 排出削減効果を得ることができ、地球環境保全に貢献することができます。

今後も、お客様がスパイラル®を利用することで生じたCO2 排出量の可視化や、活用シーンに応じたCO2 排出量削減モデルの設計をする

など、地球環境の保全と情報生活の発展の調和を目指す「Spiral Leads Green」プロジェクトを促進してまいります。

殿

貴社アカウント排出量　 ‐CO2

2019 年　スパイラル® カーボンオフセット量　82 tonCO2

Spiral Leads Green

貴社が株式会社パイプドビッツの提供するスパイラル®の運用利用に伴い排出した CO2は、スパイラル®
を構成するコンピュータと通信機器が2019年中に排出した全てのCO2をオフセットするカーボン
ニュートラル化により、その排出量のゼロ化を実現されました。

これにより、スパイラル®を利用している全てのユーザーは「Integrated Biomass Energy 
Conservation Project ‒ Malawi マラウィにおける効率的なストーブ利用による森林破壊の減
少プロジェクト」によるCO2削減活動に参加したこととなり、またそのCO2削減量は経団連低炭
素社会実行計画における目標値等に直接カウントできます。

Spiral Leads Green について

神奈川県民共済生活協同組合

644.8g

SLG20198589
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監査

　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。

ＣＳＲの基盤となる活動の強化
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、
事業運営の透明性、信頼性、健全性を確保し、社会倫理の尊重を追求しています。

6

ガバナンス態勢

総代会

監事会 理事会

理事長（代表理事）

常勤理事会

専務理事・常務理事

各部門

監
査
法
人

監査連携
選任・解任 選任・解任

連携

内部監査

コンプライアンス統括部
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　本組合では、健全かつ適正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、消費生活協同組
合法や関係法令を遵守するとともに、社会倫理や規範の遵守に向けた「コンプライアンス規程」を定め、コンプライアン
スの推進に取り組んでいます。
　また、コンプライアンスの理解と推進の重要性を認識させるために、全職員に対し定期的に教育研修を実施し、コン
プライアンス態勢を徹底する組織風土の醸成に努めています。

　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保有していることから、2005年４月１日に施
行された個人情報保護法（2017年５月30日に全面改正）、および2015年10月５日に施行されたマイナンバー法、なら
びに消費生活協同組合法に規定される「個人利用者情報の安全管理措置等」「特別非公開情報の取扱い」に基づき、個
人情報の保護を行い適切に管理しています。
　なお、本組合では、個人情報保護に関する取り組みや態勢等の基本的な考え方を「個人情報保護方針」として掲げ、
取得する個人情報やマイナンバー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
れぞれ本組合のホームページにて公開しています。
　また、個人情報保護の意識を徹底させるために、全職員に対し毎年度の教育研修の受講を必修とし、個人情報保護
の万全な態勢の構築に努めています。

　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。

https://www.kenminkyosai.or.jp/kanyu.html

　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」等をふまえ、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、コンプライアンス統括部を中心
に対応の徹底を図っています。
　2019年度は、反社会的勢力対応研修として、顧客対応場面における不当要求への対応研修（面談編と電話編）を各
担当部署に対して実施しました。

　本組合では、2009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。

　本組合が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、コンプライア
ンス（法令順守）と基本理念を追求する組織態勢の充実が不可欠と考えています。
　これらを実践するために、本組合のガバナンス態勢のもと、コンプライアンスの推進、個人情報の保護と
適切な管理、勧誘方針に基づく共済の適正な普及推進、反社会的勢力対応、情報開示、および的確なリスク
管理態勢の構築に取り組んでいます。

●勧誘方針に基づく共済の適正な普及推進

●反社会的勢力対応

●情報開示

●コンプライアンスの推進

●個人情報の保護と適切な管理

コンプライアンスと基本理念を実践する組織態勢の充実

ＣＳＲの基盤となる活動の強化6
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　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、さまざまな分野におけるリスクの対応策を講じ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。

〈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。

●的確なリスク管理態勢の構築

ＣＳＲの基盤となる活動の強化6

理事会 監事会

理事長（代表理事）

常勤理事会

リスク管理統括部門

内
部
監
査資産運用リスク共済引受リスク

付随リスクコアリスク

システムリスク事務リスク

各部門

　本組合では、大規模地震・台風などによる災害発生時の事業継続計画を定め、計画を運用・管理する事業継続マネジ
メントシステム（以降、ＢＣＭＳ）を推進しています。
　ＢＣＭＳにおける２大指針は「来館者や職員の安全確保」と「共済金等支払いの継続」であり、平時から次の事前対策を
実施しています。
　本組合の本部である桜木町駅前の「県民共済プラザビル」には「みらいホール」「喫茶オンディーヌ」「コミュニティフ
レア」「結婚式場メルヴェーユ」などの多様な組合員サービス施設と、共済のご案内をする「お客様総合受付」があり、幅
広い世代の皆様が利用されています。
　ご来館者の安全確保のためには、ＡＥＤ（自動体外式除
細動器）を1０階「お客様総合受付」、3階「受付」、地下2
階「防災センター」に設置、エレベーターへは非常用収
納ＢＯＸを配置した上で、実践的な消防・防災訓練を年数
回実施しています。新入職員も新人研修の中で本組合
のＢＣＭＳを学び、普通救命講習を受講することで、所属
業務に就く前から、危機管理意識を身に付けています。
　また、災害時に速やかに共済金等がお支払いできるよ
うに、情報システムの運営については、バックアップセン
ターを稼働させ、さらに、作業の一部を自動化するなど、
事業継続力の強化を図っています。

●事業継続マネジメントシステム（ＢＣＭＳ）

AED・消火器 非常用収納BOX


