
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 カレンダーの寄贈 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

中古本等の収集・寄付 北海道中央支店
ペットボトルキャップの回収・寄贈　 北海道支店 北海道東支店 北海道損害サポート部

タオル収集・寄贈 北海道本部 北海道東支店 札幌支店 北海道自動車営業部 北海道損害サポート部

東北 使用済み切手の収集・寄付 岩手支店
フードバンクへの食品寄付 東北本部
福祉施設・児童施設へクリスマスケーキほか寄贈 東北本部 仙台支店 仙台自動車営業部 青森支店 東北損害サポート部 営推・代理店経サ・東北ＵＴ

交通安全活動（声掛け） 福島支店
カレンダーの寄贈 東北本部 仙台支店 仙台自動車営業部 山形支店 福島自動車営業部 東北損害サポート部
ペットボトルキャップの回収・寄贈　 山形支店
清掃活動（最上川河口） 山形支店 東北損害サポート部
サイバーセキュリティーセミナー開催 秋田支店

関信越 清掃活動（涸沼自然公園・会社周辺） 茨城自動車営業部 群馬自動車営業部
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ほか寄贈 新潟支店 新潟自動車営業部 関信越損サ第二部
フードバンクへの食品寄付 山梨支店 関信越損サ第一部
カレンダーの寄贈 茨城支店 群馬支店 群馬自動車営業部 長野自動車営業部 関信越損サ第二部
使用済み切手の収集・寄付 長野支店
ペットボトルキャップの収集 関信越本部 栃木支店 栃木自動車営業部

千葉埼玉 会社周辺清掃活動 埼玉支店 埼玉自動車営業部 千葉支店 千葉自動車営業部 埼玉損害サポート部 千葉損害サポート部
児童福祉施設へクリスマスケーキ寄贈 埼玉支店
カレンダーの寄贈 千葉自動車営業部 埼玉損害サポート部
使用済み切手の収集・寄付 埼玉損害サポート部
中古本等の収集・寄付 千葉埼玉本部
交通安全活動（情報提供） 千葉支店
部が提示する活動項目から各自複数選択して、取組 埼玉損害サポート部

東京 清掃活動（会社周辺） 企業営業第二部
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
エコバッグ利用（レジ袋削減）運動 総合営業第三部
世界の子どもに絵本・辞書等を届ける運動 東企１本部 東企2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 自営推本部
カレンダーの寄贈 総合営業第三部 総合営業第五部 企業営業第二部 船舶営業部 自動車法人営業部
中古本等の収集・寄付 企業営業第三部
使用済み切手の収集・寄付 東京本部 東京東支店 東京北支店 東京南支店
NPO法人にマスクの寄付 東京自営第一部
気候変動セミナーDVP視聴 首都圏業務部
社会が抱える課題をテーマとした部内勉強会の開催 自動車法人営業部
「各種紙媒体を電子化」
「宅急便再配達防止策の実行」 東京自営第二部
ふるさと納税を活用した地域支援 総合営業第三部
部が提示する活動項目から各自複数選択して、取組 東京本部 東京西支店 総合営業第一部 総合営業第二部 企業営業第一部 企業営業第五部 自動車法人営業部

神奈川静岡 清掃活動 神奈川自動車営業部 静岡支店 静岡自動車営業部
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） 浜松支店 神奈静損害サポート部

リサイクル工場見学 神奈静本部 神奈静損害サポート部

中古本等の収集・寄付 神奈川支店 浜松支店
使用済み切手の収集・寄付 浜松支店



北陸 清掃活動 北陸本部 金沢支店 北陸損害サポート部
使用済み切手の収集・寄付 富山支店
障害者施設製作パンの通年購入 福井支店

中部 中部本部 中部総務部 愛知支店 愛知東支店 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

名古屋企業本部 名古屋損害サポート部 中部火災新種損害サポート部

児童福祉施設へのクリスマスケーキ寄贈 三重支店
SONオンラインマラソンの参加・女子柔道部とのコラボ企画 名古屋企業本部 名古屋企業営業一部
ペットボトルキャップの収集 中部損害サポート部
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

中古本等の収集・寄付 名古屋企業営業第二部

関西 清掃活動 和歌山支店
小学生向けSDGｓ出前授業の実施 堺支店
地域子ども支援（食品寄付） 関西損害サポート第一部

エコバッグの使用推進、ゴミの分別廃棄 関西企業営業本部
ペットボトルキャップの収集 神戸支店 関西損害サポート第一部 関西損害サポート第二部 関西企業営業第一部
カレンダーの寄贈 和歌山支店 滋賀支店 姫路支店 関西損害サポート第一部 関西総務部 神戸自動車営業部 関西損害サポート第二部

中古本等の収集・寄付 兵庫損害サポート部 関西企自損害サポート部

使用済み切手の収集・寄付 大阪南支店 奈良支店 和歌山支店 京都支店 関西損害サポート第一部 関西総務部 関西損害サポート第二部

世界の子どもに絵本を届ける運動 関西本部 関西自動車営業本部 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） 関西企業営業第四部
ドリームザデイ・アット・ザ・ズーへのボランティア参加 和歌山支店 関西損害サポート第一部

アイシティecoプロジェクト参加 大阪自動車営業第一部

フードバンクへの寄贈 大阪自動車営業第二部

社員1人ひとりのCO2排出削減取組 関西金融法人部 関西総務部 関西企業営業本部
部が提示する活動項目から各自複数選択して、取組 関西企業営業第二部 関西企業営業第三部 関西火新損害サポート部

中国 清掃活動 広島自動車営業部
フードバンクへの寄贈 山口支店 山口自動車営業部
児童養護施設・福祉施設へのクリスマスケーキ、お餅、物品の寄贈 中国本部 広島支店 岡山支店 岡山自動車営業部 中国損害サポート部
ペットボトルキャップの収集 岡山自動車営業部
ベルマークの収集・寄付 山陰支店

四国 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
フードバンクへの寄贈 高松支店
児童養護施設への食品寄贈 四国本部 高松支店 四国損害サポート部
交通安全チラシ配り・情宣活動 愛媛支店 高知支店 四国損害サポート部
中古本等の収集・寄付 四国損害サポート部
カレンダーの寄贈 四国本部 高松支店 愛媛支店 四国損害サポート部
使用済み切手の収集・寄付 四国本部 愛媛支店 徳島支店 四国損害サポート部 船舶営業部（四国船舶） グローバル損害サポート部（四国海損）

部が提示する活動項目から各自複数選択して、取組 愛媛支店
九州 SONオンラインマラソンの参加 九州本部

交通安全推進活動、交通安全ボランティア 福岡支店
交通遺児募金活動 熊本支店 九州損害サポート第二部

CO2排出削減取組み（ECO推進活動） 福岡支店 佐賀支店 宮崎支店
清掃活動 北九州支店 熊本支店 鹿児島支店 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 九州火新保険サポート部

フードバンクへの寄贈 沖縄支店
書損ハガキ等の寄贈 長崎支店
カレンダーの寄贈 熊本支店 大分支店 沖縄支店 九州損害サポート第二部

子どもの居場所へのクリスマスのお菓子寄贈 沖縄支店
使用済み切手の収集・寄付 沖縄支店 九州損害サポート第一部

部が提示する活動項目から各自複数選択して、取組 佐賀支店

清掃活動



本社各部 会社取組の環境・社会貢献活動への参加 経理部
ミートフリーランチの実施 再保険部
社員食堂でサステナブルシーフード 営業企画部
フードバンクへの寄付 広報部 傷害疾病損害サポート部

清掃活動（会社周辺） 海上航空保険部 コンタクトセンター企画部 東京自動車損害サポート部

湘南国際村めぐりの森植育樹祭参加および苗木寄付 グローバル損害サポート部

エコバッグ利用（レジ袋削減）運動 コンプライアンス部 火災新種損害サポート部

ビニール傘のリサイクル活動 コンタクトセンター企画部

世界の子どもに絵本・辞書等を届ける運動 財務企画部 ブローカー部 アジア生保部
途上国への物資寄付 国際企画部
国際NGOへの寄付（ロヒンギャの子ども支援） 国際事業部
児童福祉施設へのクリスマスプレゼントの寄贈 自動車営業推進本部 自動車営業推進部
盲導犬募金 金融ソリューション部
ペットボトルキャップの収集 金融法人第二部 公務第二部 広域法人部
外国コイン募金 国際管理部 グローバル損害サポート部

ホンデリング（犯罪被害者等支援） 公務第一部
経営企画部 デジタル戦略部 データマネジメント部 人事部 経理部 投資部
金融公務営業推進本部 自動車法人営業部 グローバル損害サポート部 IT推進部
経営企画部 企業品質管理部 経理部 内部監査部 リスク管理部 個人金融サービス部 新種保険部
コンタクトセンター企画部 首都圏損害サポート部 IT推進部 営業事務部

使用済み切手の収集・寄付 経営企画部 企業品質管理部 経理部 グローバル損害サポート部

ベルマークの収集、寄付 経理部
自転車利用への転換推進活動 IT推進部
社会課題の勉強会開催 自動車営業推進部
NPO法人レインボーリボンにマスクの寄付 東京自動車営業第一部

気候変動セミナー受講 金融法人第三部
「気候変動」「脱炭素」「キャッシュレス」に関しての学習 金融法人第一部
AED利用など応急手当の学習 経理部

ビジネスイノベーション部 総務部 商品企画部 自動車保険部 火災傷害保険部 営業企画部 営業推進部
損害サポート業務部 自動車法人営業部 東京自動車営業第二部

カレンダーの寄贈

中古本等の収集・寄付

部が提示する活動項目から各自複数選択して、取組


