
社員による社会貢献活動
全国の部支店が、年に1つは地球環境・社会貢献活動を実施することを目標に活動を展開しています。「安心・安全、環境、福祉」をテーマに、各部支店に配置された「環境・社会活動サポーター」が中心となり取り組んでいます。

活動地域

北海道 カレンダー寄贈 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
未使用マスク寄贈 北海道東支店
ペットボトルキャップの回収・寄贈　 北海道支店
リングプル収集・寄贈 北海道中央支店

東北 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 仙台自動車営業部
交通安全活動（チラシ配布・声掛け） 山形支店 福島支店
カレンダーの寄付 東北損害サポート部
東日本大震災関連DVD視聴 福島自動車営業部

関信越 清掃活動（涸沼自然公園） 茨城自動車営業部
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
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

交通安全活動（チラシ配布） 長野支店 長野自動車営業部
ペットボトルキャップの収集 栃木支店 栃木自動車営業部

千葉埼玉 長瀞宝登山百年の森下草刈り 埼玉支店
児童福祉施設へクリスマスケーキ寄贈 埼玉西支店
カレンダーの寄付 千葉損害サポート部 埼玉損害サポート部
ペットボトルキャップの収集 埼玉自動車営業部
使用済み切手の収集・寄付 千葉支店 埼玉損害サポート部
中古本等の収集・寄付 千葉自動車営業部
MS&ADゆにぞんスマイルクラブへの加入 埼玉自動車営業部

東京 清掃活動（札幌市北区） コンプライアンス企画部

清掃活動（職場・自宅周辺） コンプライアンス企画部

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
エコバッグ利用（レジ袋削減）運動 首都圏業務部 商品企画部 総合営業第三部 海上航空保険部 火災新種損害サービス部 総務部 火災傷害保険部
サステナブル・シーフード推奨 営業企画部 総務部 火災傷害保険部
安全運転啓発 自動車保険部
「命を守る 応急手当の方法～命の尊さ講座」受講 経理部
「AED救命＆健康講習会」WEB開催 コンプライアンス部 金融法人第三部
献血 総務部 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 総務部
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 アジア生保部 財務企画部 ブローカー部
カンボジア井戸堀り支援【Well Done! Project】 国際企画部 国際事業部 東アジア・インド本部
児童福祉施設へクリスマスケーキ寄贈 総合営業第四部
児童福祉施設への物品寄贈 金融公務営業推進本部 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 経営企画部 公務第二部 広域法人部 広報部
外国コイン募金 再保険部 国際企画部 国際事業部 国際管理部

金融法人第一部 自動車法人営業部 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 企業営業第三部 自動車法人営業部
人事部 デジタル戦略部 データマネジメント部 金融公務営業推進本部 経理部 営業企画部 IT推進部 海損部

フェイスマスク作成、寄贈 航空運輸保険部 首都圏損害サポート部

東京北支店 総合営業第二部 企業品質管理部 リスク管理部 公務第一部 コンプライアンス企画部 傷害疾病損害サポート部 総合営業第一部
経理部 内部監査部 金融公務営業推進本部 金融法人第二部 金融法人第三部 新種保険部 国際管理部 経営企画部
グローバル損害サポート部 火災傷害保険部 損害サポート業務部 営業事務部 営業企画部 東京西支店 企業営業第一部
経営企画部 営業企画部 東京本部 コンプライアンス企画部 東京東支店
経理部 国際事業部 国際企画部 海損部 総務部

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 営業推進部
MS&ADゆにぞんスマイルクラブへの加入 経理部
ふるさと納税を活用した地域支援 総合営業第三部

神奈川静岡 ペットボトルキャップの収集 静岡損害サポート部
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） 浜松支店
世界の子どもに絵本を届ける運動 浜松支店

カレンダー、手帳の寄付

中古本、CD、DVD、ゲームソフト等の寄付

使用済切手の収集、寄付



神奈川静岡 カレンダー、手帳の寄付 静岡支店
中古本、CD、DVD、ゲームソフト等の寄付 横浜支店 浜松支店

中部 清掃活動（豊川稲荷） 愛知東支店
安全運転啓発 中部本部 中部総務部 愛知支店 愛知中央支店 名古屋企業本部 名古屋企業営業第二部

ベルマークの収集、寄付 中部本部 愛知中央支店 名古屋企業本部
ペットボトルキャップの収集 中部損害サポート部
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） 名古屋企業本部 名古屋自動車営業第一部 名古屋自動車営業第二部

献血 三重自動車営業部
清掃活動（名古屋ビル周辺） 中部総務部 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

社会福祉法人カフェ・アイリスの利用促進 中部火災新種損害サポート部

中古本、DVD等の寄付 名古屋企業営業第二部

北陸 使用済切手の収集、寄付 富山支店
交通安全活動（チラシ・反射材配布） 福井支店

関西 医療用フェイスシールド作成、寄贈 関西損害サポート第一部

交通安全活動（チラシ配布） 関西企業本部 関西本部 関西自動車本部 関西企業営業第三部

ベルマークの収集、寄付 関西業務部
障がい者就労支援イベント 関西総務部
盲導犬ユーザー接遇研修 関西総務部
ペットボトルキャップの収集 関西企業営業第一部

カレンダーの寄付 神戸自動車営業部 滋賀支店 姫路支店 関西企業営業第二部 関西損害サポート第二部

中古本、DVD等の寄付 兵庫損害サポート部 関西企業自動車損害サポート部

使用済切手の収集、寄付 大阪南支店 堺支店 奈良支店 京都支店 関西損害サポート第二部 関西企業本部
世界の子どもに絵本を届ける運動 京都自動車営業部
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） 関西自動車営業本部

エコバッグ利用（レジ袋削減）運動 大阪自動車営業第二部

中国 清掃活動（広電ビル周辺） 広島自動車営業部
医療用フェイスシールド寄贈 山陰支店
KIDSプロジェクト（子どもの福祉） 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

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

広島乳児院へクリスマスケーキ寄贈（子どもの福祉） 広島支店
カレンダー、手帳の寄付 山口支店 山口自動車営業部

四国 マスクの寄付 高松支店
フードバンクへの食品寄付 高松支店
福祉団体へ制服、学用品の寄付 四国本部 高松支店 四国損害サポート部
NPOへの寄付 徳島支店
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
福祉作業所の商品購入、寄付 愛媛支店
児童養護施設へのクリスマスチキンの寄付 四国本部 高松支店 四国損害サポート部
清掃活動 高知支店 四国損害サポート部
中古本、DVD等の寄付 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 こどもの居場所支援、子ども食堂絵の寄贈 沖縄支店
清掃活動（熊本支店ビル周辺） 熊本支店 九州損害サポート第二部

献血、骨髄ドナー登録 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 熊本支店 沖縄支店 九州損害サポート第二部

交通遺児への募金活動 熊本支店 九州損害サポート第二部

ペットボトルキャップの収集 佐賀支店 長崎支店 熊本支店 九州損害サポート第二部

使用済切手の収集、寄付 大分支店 佐賀支店 鹿児島支店 九州損害サポート第二部

中古本、DVD等の寄付 宮崎支店 九州損害サポート第二部


