
2019年度の活動実績
北海道 ラムサールサポーターズ（ウトナイ湖環境保全） 北海道本部 札幌⽀店 北海道⽀店 北海道⾃動⾞営業部 北海道損害サポート部 コンプライアンス部

清掃活動（札幌北ビル周辺道路） コンタクトセンター企画部（札幌）

清掃活動（旭川クリーン作戦） 北海道中央⽀店 北海道損害サポート部
清掃活動（ルスツリゾート周辺） 北海道⽀店 北海道損害サポート部
使⽤済み切⼿・ペットボトルキャップの収集 札幌⽀店
献⾎ 北海道本部 札幌⽀店 北海道⾃動⾞営業部 北海道損害サポート部 コンプライアンス部

東北 清掃活動（北上川河川敷） 岩⼿⽀店
清掃活動（仏沼クリーン作戦） ⻘森⽀店 東北損害サポート部
清掃活動（最上川河川敷） ⼭形⽀店 東北損害サポート部
いわて盛岡シティマラソン給⽔ボランティア 岩⼿⽀店
⼭形まるごとマラソン給⽔ボランティア ⼭形⽀店 東北損害サポート部
献⾎ 東北本部 仙台⽀店 仙台⾃動⾞営業部 東北損害サポート部
Jヴィレッジオープン記念式典での防災PR活動 福島⽀店
⻄会津市「なつかしCarショー」交通安全ブース出展 福島⾃動⾞営業部
スペシャルオリンピックス⽇本・秋⽥ボランティア 秋⽥⽀店
福祉施設・児童施設へクリスマスケーキ寄贈 東北本部 仙台⽀店 仙台⾃動⾞営業部 東北損害サポート部
カレンダーの寄付 東北本部 仙台⽀店 仙台⾃動⾞営業部 東北損害サポート部

関信越 清掃活動（敷島公園） 群⾺⽀店 関東甲信越損害サポート第⼆部

清掃活動（千波湖畔） 茨城⾃動⾞営業部
清掃活動（⾼崎、前橋ビル周辺） 群⾺⾃動⾞営業部
清掃活動（⿅島神宮） 茨城⽀店 関東甲信越損害サポート第⼀部

国宝松本城天守床磨き ⻑野⽀店 ⻑野⾃動⾞営業部 関東甲信越損害サポート第⼆部

献⾎ ⼭梨⽀店 関東甲信越損害サポート第⼀部

世界の⼦どもに絵本を届ける運動 茨城⽀店
児童養護施設へクリスマスプレゼント寄贈 新潟⽀店 新潟⾃動⾞営業部
カレンダー、⼿帳の寄付 茨城⽀店
フードバンクへの⾷品寄付 ⼭梨⽀店 関東甲信越損害サポート第⼀部

ペットボトルキャップの収集 関東甲信越本部
千葉埼⽟ ⻑瀞宝登⼭百年の森下草刈り 埼⽟⽀店 埼⽟⻄⽀店 埼⽟⾃動⾞営業部 埼⽟損害サポート部

ラムサールサポーターズ（⾕津⼲潟環境保全） 千葉埼⽟本部 千葉⽀店 千葉⾃動⾞営業部 千葉損害サポート部 ⼈事部 経理部 総務部 東京⾃動⾞損害サポート部

児童福祉施設へクリスマスケーキ寄贈 埼⽟⻄⽀店 埼⽟損害サポート部
SDGｓ研修開催 埼⽟⾃動⾞営業部
省エネ・省資源セルフチェック取り組み（エコライフ埼⽟） 埼⽟⾃動⾞営業部
（⼀社）みっくすビート野外活動参加 埼⽟⾃動⾞営業部
ペットボトルキャップの収集 千葉埼⽟本部 埼⽟⾃動⾞営業部
カレンダーの寄付 埼⽟損害サポート部
献⾎ 埼⽟⽀店 埼⽟⾃動⾞営業部 埼⽟損害サポート部
布チョッキン活動（布ボールをカンボジアの⼦どもたちに贈る活動） 埼⽟損害サポート部

東京 清掃活動（中央区クリーンデー参加） 東京本部 東京南⽀店
清掃活動（東京港野⿃公園） 企業営業第⼀部

千葉埼⽟本部 ⾸都圏業務部 総合営業第⼀部 総合営業第四部 総務部 経理部 商品企画部 海上航空保険部
再保険部 損害サポート業務部 東京⾃動⾞損害サポート部 グローバル損害サポート部 傷害疾病損害サポート部

湘南国際村めぐりの森植育樹祭参加および苗⽊寄付 企業営業第四部 海損部
東⽇本⼤震災⽀援プロジェクト「BOOKS FOR JAPAN」の活動 経営企画部
「命を守る 応急⼿当の⽅法〜命の尊さ講座」受講 経理部
「⼼肺蘇⽣法」勉強会開催 経営企画部
献⾎ 東京北⽀店 ⼈事部 経理部 ⾦融法⼈第三部 再保険部
復興マルシェ等の物品購⼊ ⼈事部 営業事務部
世界の⼦どもに絵本・辞書等を届ける運動 東京企業第⼀本部 東京企業第⼆本部 コンプライアンス部 内部監査部 財務企画部 ブローカー部 アジア⽣保部
カンボジア井⼾堀り⽀援【Well Done! Project】 国際企画部 国際事業部 東アジア・インド本部
⼦供の町チャリティバザーへの参加 公務開発部

清掃活動（駿河台周辺クリーンアップ活動参加）



東京 児童福祉施設へクリスマスケーキ寄贈 総合営業第四部
（続き） 児童福祉施設への物品寄贈 東京⾃動⾞損害サポート部

盲導⽝募⾦ ⾦融ソリューション部 投資部
ペットボトルキャップの収集 ⾦融法⼈第⼆部
外国コイン募⾦ 再保険部 国際管理部

東京北⽀店 東京東⽀店 総合営業第⼀部 総合営業第三部 総合営業第五部 企業営業第⼆部 ⾃動⾞営業推進部 ⾃動⾞法⼈営業部
⼈事部 経理部 広報部 ⾦融公務営業推進本部 再保険部 営業企画部 海損部 ＩＴ推進部

忘れな傘への協⼒（不要な傘を寄付、傘の利⽤者が100円を寄付する取り組み） ⾃動⾞営業推進本部 ⾃動⾞営業推進部 ⾃動⾞法⼈営業部 東京⾃動⾞営業第⼀部 東京⾃動⾞営業第⼆部 ⽕災新種損害サポート部

航空運輸産業部 経理部 広報部 リスク管理部 ⾦融営業推進部 新種保険部 ⽕災傷害保険部 営業推進部
コンタクトセンター企画部 国際管理部 損害サポート業務部 営業事務部

使⽤済切⼿の収集、寄付 経営企画部 ⼈事部 経理部 広域法⼈部 営業企画部 海損部 東アジア・インド本部
ベルマークの収集、寄付 経理部
布チョッキン活動（布ボールをカンボジアの⼦どもたちに贈る活動） ⾦融事務部
⼿編みプロジェクト協⼒（名札作成） ⾦融公務営業推進本部
チャリティコンサートへの協⼒ 企業営業第三部 経理部
⼦どもの町チャリティーバザー参加 公務開発部
ふるさと納税を活⽤した台⾵被災地への寄付 総合営業第四部
ANAマイル、JREポイントをUNESCO、⽇本⾚⼗字等へ寄付 航空運輸産業部
省エネ・省資源取り組み（通年でのビジネスカジュアルウェアの着⽤、フレックス勤務導⼊） デジタル戦略部
おもてなし語学ボランティア講座参加 企業品質部 国際企画部 国際事業部 東アジア・インド本部
認知症サポーター養成講座受講 総務部 
犯罪被害者⽀援（ホンデリング） 公務部
SDGｓ研修開催 ⾃動⾞保険部

神奈川静岡 清掃活動（相模川「六市町村合同クリーンキャンペーン」） 神奈川⽀店
静岡三友会清掃活動（久能⼭東照宮） 静岡⽀店 静岡⾃動⾞営業部 静岡損害サポート部
清掃活動（遠州浜海岸） 浜松⽀店 静岡損害サポート部
清掃活動（海の公園海岸） 神奈川損害サポート部
ペットボトルキャップの収集 静岡損害サポート部
本・CD・DVD・ゲーム等の収集、寄付（かながわキンタロウ☆ブックキフ） 神奈川静岡本部 横浜⽀店 神奈川⽀店 神奈川⾃動⾞営業部 神奈川損害サポート部

中部 中部本部 愛知⽀店 愛知中央⽀店 愛知東⽀店 中部損害サポート部 名古屋企業本部 名古屋企業営業第⼀部 名古屋⾃動⾞営業第⼀部
名古屋⾃動⾞営業第⼆部 名古屋損害サポート部 中部⽕災新種損害サポート部 中部総務部

清掃活動（豊川稲荷） 愛知東⽀店
清掃活動（⻑良川を美しくしよう（仲川河川敷）） 岐⾩⽀店 岐⾩⾃動⾞営業部
全市⼀⻫クリーンキャンペーン・なごや２０１９（名古屋ビル周辺清掃） 中部本部 中部総務部
清掃活動（四⽇市駅周辺） 中部損害サポート部
献⾎ 三重⽀店 三重⾃動⾞営業部 中部損害サポート部
バレンタイン・あげたつもり、貰ったつもりで⽇頃の感謝 名古屋企業本部 名古屋⾃動⾞営業第⼀部

児童福祉施設へクリスマスケーキ寄贈 中部総務部 三重⽀店
中古本、DVD等の寄付 名古屋企業営業第⼆部

北陸 清掃活動（クリーン・ビーチ⽯川） 北陸本部 ⾦沢⽀店 北陸損害サポート部
交通安全活動（チラシ配布） 富⼭⽀店
障がい者福祉施設制作パンの通年購⼊ 福井⽀店

関⻄ 熊野古道環境保全ウォーク 和歌⼭⽀店
清掃活動（⼆⾊の浜ビーチクリーンアップ） 堺⽀店
清掃活動（淀川河川敷） 関⻄⾦融法⼈部

⼤阪北⽀店 関⻄企業本部 関⻄企業営業第⼆部 関⻄企業営業第三部 関⻄企業営業第四部 関⻄企業⾃動⾞損害サポート部 関⻄⾃動⾞本部 ⼤阪⾃動⾞営業第⼆部
関⻄業務部 関⻄総務部

清掃活動（神⼾市中央区および再度⼭登⼭コース） コンタクトセンター企画部（神⼾）

清掃活動（姫路城周辺） 姫路⽀店
清掃活動（クリーンアップキャンペーン古都なら） 奈良⽀店 関⻄損害サポート第⼆部

清掃活動（和歌⼭県⺠運動〜クリーンアップ運動〜） 和歌⼭⽀店 関⻄損害サポート第⼀部

清掃活動（明⽯⼤蔵海岸） 兵庫損害サポート部

清掃活動（御堂筋クリーンイベント）

清掃活動（藤前⼲潟）

中古本、CD、DVD、ゲームソフト等の寄付

カレンダー、⼿帳の寄付



関⻄ 京都マラソンボランティア 京都⽀店 京都⾃動⾞営業部
（続き） ペットボトルキャップの収集 関⻄企業営業第⼀部

カレンダーの寄付 和歌⼭⽀店 滋賀⽀店 姫路⽀店 関⻄損害サポート第⼀部 関⻄損害サポート第⼆部 関⻄損害サポート第⼆部 神⼾⾃動⾞営業部
中古本、DVD等の寄付 神戸支店 関⻄損害サポート第⼀部

使⽤済切⼿の収集、寄付 ⼤阪南⽀店 和歌⼭⽀店 滋賀⽀店 関⻄損害サポート第⼀部 関⻄損害サポート第⼆部 関⻄企業営業第⼀部
世界の⼦どもに絵本を届ける運動 姫路⽀店
認知症サポーター講座の受講 ⼤阪⾃動⾞営業第⼀部
復興マルシェ協⼒ 関⻄本部

中国 ラムサールサポーターズ（⼋幡川清掃） 中国本部 広島⽀店 広島⾃動⾞営業部 中国損害サポート第⼀部 船舶営業部 コンプライアンス部 営業推進部 海損部
平和記念公園樹⽊いきいきボランティア 広島⽀店
清掃活動（太⽥川河川） 広島⽀店
清掃活動（「芦⽥川を守る⽇」⼀⻫清掃活動） 広島⽀店 中国損害サポート第⼀部

清掃活動（広電ビル周辺） 広島⾃動⾞営業部
清掃活動（福⼭市内⼀⻫清掃） 広島⾃動⾞営業部
清掃活動（岡⼭城周辺） 岡⼭⾃動⾞営業部
清掃活動（⿃取砂丘） ⼭陰⽀店 中国損害サポート第⼆部

清掃活動（宍道湖周辺） ⼭陰⽀店 中国損害サポート第⼆部
清掃活動（きこりプロジェクト：秋吉台カルストＴＲＡＩＬＲＵＮのコース沿道の除伐作業） ⼭⼝⽀店 ⼭⼝⾃動⾞営業部 中国損害サポート第⼀部

KIDSプロジェクト（⼦どもの福祉） 中国本部 広島⽀店
OｄB（オフィスdeボッチャ）in 広島（ボッチャ⼤会会場提供、運営⽀援） 中国本部
福祉施設へクリスマスケーキとお餅等を寄贈 岡⼭⽀店 岡⼭⾃動⾞営業部 中国損害サポート第⼆部

交通事故遺児救済チャリティバザー 岡⼭⽀店 岡⼭⾃動⾞営業部 中国損害サポート第⼆部

児童養護施設への物品の寄贈 中国損害サポート第⼀部 中国損害サポート第⼆部

修道院へクリスマスオードブル寄贈（⼦どもの福祉） 広島⽀店
カレンダー、⼿帳の寄付 広島⽀店

四国 ラムサールサポーターズ（吉野川すみよし⼲潟⽣物多様性保全） 四国本部 ⾼松⽀店 徳島⽀店 愛媛⽀店 ⾼知⽀店 四国損害サポート部
清掃活動（⾼知市） ⾼知⽀店 四国損害サポート部
清掃活動（⾼松市中央通り） 四国本部
清掃活動（アドプトプログラム吉野川⼀⻫清掃） 徳島⽀店 四国損害サポート部
三井住友海上松⼭ビル前の交通安全活動 愛媛⽀店 四国損害サポート部
児童養護施設への⾃転⾞の寄贈 四国損害サポート部
カレンダー、⼿帳の寄付 四国本部 ⾼松⽀店 徳島⽀店 愛媛⽀店 ⾼知⽀店 四国損害サポート部
使⽤済切⼿の収集、寄付 四国本部 ⾼松⽀店 徳島⽀店 愛媛⽀店 ⾼知⽀店 四国損害サポート部

九州 ラムサールサポーターズ（タデ原湿原外来種駆除） ⼤分⽀店 九州損害サポート第⼆部

清掃活動（⼤浦天主堂） ⻑崎⽀店
清掃活動（「しらかわの⽇」⽩川流域⼀⻫清掃） 熊本⽀店 九州損害サポート第⼆部

清掃活動（ラブアース・クリーンアップ（海の中道海浜公園）） 福岡⽀店
清掃活動（みやざき臨海公園サンビーチ） 宮崎⽀店
清掃活動（カフーナ旭橋清掃ボランティア） 沖縄⽀店
年末交通安全県⺠運動街頭キャンペーン参加 北九州⽀店 福岡⾃動⾞営業部 九州損害サポート第⼀部

献⾎ 九州本部 福岡⽀店 福岡⾃動⾞営業部 九州損害サポート第⼀部 九州⽕災新種損害サポート部

犯罪被害者等早期援助団体寄付 佐賀⽀店
カレンダー、⼿帳等の寄付 九州本部 福岡⽀店 福岡⾃動⾞営業部 佐賀⽀店 九州損害サポート第⼀部 九州⽕災新種損害サポート部 船舶営業部
ペットボトルキャップの収集 佐賀⽀店
使⽤済切⼿の収集、寄付 九州本部 佐賀⽀店 ⿅児島⽀店 沖縄⽀店
中古本、DVD等の寄付 九州本部 九州損害サポート第⼀部


