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Ⅰ 明治安田生命について

■ 明治安田生命は、 生命保険本来の相互扶助の精神に基づき、健康増進事業の推進や学術の振興、次世
代を担う子どもたちの健やかな成長とその環境づくりなど、地域社会のニーズにお応えできるよう、会社・従業
員が一体となり地域に根ざした活動を行なってまいりました

■ 企業ビジョンに掲げる「地域社会との絆」を深める活動の一環として、地方自治体さまと様々な分野で協働を
させていただきたく、当社の取組みをご案内いたします

私たちは、「一番古くて、２１世紀生まれの」生命保険会社です。

当社は、明治初期に創業した明治生命と安田生命が２００４年１月に合併して誕生した、
日本で最も「歴史と伝統」があり、２１世紀生まれの「若々しい」生命保険会社です。

私たちはこれからも、果敢に挑戦し、お客様・地域社会に新しい価値を創造し続けてまいります。

■経営理念 確かな安心を、いつまでも
■企業ビジョン 信頼を得て選ばれ続ける、人に一番やさしい生命保険会社

お客さまとの絆

【会社概要】 ※2020年3月末現在（拠点数は2020年4月1日現在）
従業員数 ： ４３,６７６人（うち営業職員３３,０００人）
拠点数 ： 支社・マーケット開発部/１０５ 法人部/２１

営業部・営業所等/１,０３３

明治安田生命のご紹介

地域社会との絆 働く仲間との絆
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Ⅱ 2「大」プロジェクト ～「地元の元気プロジェクト」～

■2020年4月、新たに「地元の元気プロジェクト」を展開いたしました。日本の一つひとつのまちが元気になるため、人が
「集まり」、地元が「つながり」、経済が「まわる」機会や場をつくり、地元のみなさんと一緒に地元の元気に取り組みます

■「地元の元気プロジェクト」では以下のような活動を通じ自治体や地域社会との連携を深めて参ります

地方自治体との連携協定締結

「地方創生に関する連携協定」を自治体・地方金融機関・大学等と締結しています

【都道府県との連携協定締結数】

３２都府県
※2020年3月31日現在

•地域の伝統文化(民俗芸能
および民俗技術)の継承、特
に後継者の育成を支援する
「地域の伝統文化保存維持
費用助成制度」を運営

明治安田クオリティオブライフ文化財団による伝統文化への支援

地域のお祭りへの助成やボランティア参加

祭事当日のブース出展やボランティア
参加により応援をしています

地域の祭事への助成を
実施しています

道の駅との協働

「全国道の駅連絡会」との協定のもと地域の健康増進や産業振興に取組んでいます

＜主な活動内容＞
・ 「道の駅」従業員向け福利厚生

セミナーの開催
・ 地域イベントへの協賛・事業支援

の実施
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“健康は大切だけど、ひとりで何かを始めるのは難しいもの”

私たちMYライフプランアドバイザー等が

対面でお客さま・地域社会のみなさまの

「健康に向けた前向きな活動＝健活」を応援していきます！

健康を

「知る」

健康を

「つくる」

健康を

「続ける」

「セルフ健康チェック

forみんなの健活」 等

「明治安田生命

Jリーグウォーキング」 等

健康増進に向けたお客

さまの継続的な取組みを

支援する商品 等

■超高齢化社会の進展に伴い、健康寿命の延伸や社会保障費の抑制が社会的課題となるなか、「お客さま」「地域社会」
「働く仲間」の継続的な健康増進を応援する「みんなの健活プロジェクト」を展開しています

■プロジェクトを通じて、病気の予防・早期発見の取組みを応援し、「病気になったときの保障」にとどまらない『新たな価値』
の創造・提供をめざします

・ 地域のみなさまが地元のJクラ
ブ選手等と楽しみながら一緒
に歩くことで、健康づくりを応援
するウォーキングプロジェクト

・ 2018年度に2回開催し、
2019度は、各地域で順次実
施しています

【明治安田生命Jリーグウォーキング】

【明治安田フットサルフェスタ】
・ Jリーグパートナー企業等と協
働し、社会人の方を対象とし
たフットサル大会を実施

・ 2018年度は全国57箇所で
の予選大会、10箇所での地
区大会を経て、11月に全国
決勝大会を開催し、約
5,800人の方に参加いただく

【セルフ健康チェックforみんなの健活】

・ けんしん（健診・検診）を促進するた
め、ケアプロ株式会社と提携し、支社
等を簡易な血液検査等を行う場所
（機会）として提供するとともに、医
療機関等での受診勧奨に取り組む

・ 年間約200回を開催予定

Ⅱ 2「大」プロジェクト ～「みんなの健活プロジェクト」～
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「みんなの健活プロジェクト」コンセプト 健康を「つくる」取組み紹介



■ 明治安田生命は、今まで以上に地域に密着したパートナーとなれるよう、守谷市様と連携協定を結び、地方
創生に取り組んでまいります

■ この度ご提案させて頂きます守谷市様との連携事項は、下記のとおりです。具体的な連携項目につきましては、
協議を重ね、双方が継続して協働できる内容にさせていただければと存じます

１、高齢者支援、健康を「知る」「つくる」「続ける」機会の創出に関すること

■ 「地域を見守る」活動を活かした各種ネットワークへの参加
■ 「介護、健康づくり、終活」等のライフプランに関するセミナー、イベントの開催
■ 認知症予防に向けた取組み

２、結婚・出産・子育て支援に関すること

■ 「自転車保険」の広報活動
■ もりやっ子食堂への寄付
■ 守谷市開催のイベント、お祭り等への参画

３、産業・観光振興支援に関すること

■ 守谷市産品、観光のＰＲ活動
■ もりやテイクアウト応援クーポンの広報・活用

４、地域経済の支援、地元地域活性化の取り組みに関すること

■ がん検診や生活習慣病予防に向けた取組みのＰＲ
■ 守谷市内店舗の販路先開拓
■ もりんふぉの登録推進

Ⅲ 明治安田生命と守谷市様との連携事項
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移住・定住対策 少子化対策
新たな地域社会

の形成

健康づくり支援

地方での安定した雇用の創出
地方への新しい人の
流れをつくる

若い世代の結婚・出産・子育
ての希望をかなえる

時代に合った地域をつくり
くらしの安全を守る

結婚・出産・
子育て支援

産業・観光
振興支援

地域経済の
自立支援

産業振興による
仕事づくり

『まち・ひと・しごと創生』がめざす将来の姿

Ⅳ 「まち・ひと・しごと創生」の実行支援に向けて
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（１）子どもや高齢者が安心して暮らせる街づくりに向けた「地域を見守る」活動への取組み
・当社従業員が日々のお客さま訪問活動のなかで、子どもやご高齢者等の様子に変わったことや気付いた
ことがあれば、警察署等に連絡し、不測の事態を未然に防ぐ活動を推進

（２）高齢者が元気に活躍する社会づくりの推進支援
・「介護、健康づくり、終活」等のライフプランに関するセミナーの実施
・当社従業員が、がん検診受診の勧奨や、がん対策・生活習慣病予防に関する自治体の取組みをＰＲ

（３）長く健康で働き続けられるように、事業者による従業員の健康管理に向けた取組みの支援
・従業員の健康管理が経営に大きな影響を及ぼしてきていることの情報提供や意識啓発を推進
・経営者向けのセミナーや、中小企業の担当者向けの研修会および従業員向け健康測定会など、運動・
スポーツによる健康づくりの提案・実施

（４）認知症予防に向けた取組み
・当社従業員が「認知症サポーター養成講座」を受講し「認知症サポーター」を取得する
・認知症に関するリーフレットの配布等、地域の皆さまへ認知症に関する周知・啓発活動を実施

※今後、実施に向けて検討する事項を含む

１．高齢者・健康づくり支援

Ⅴ 支援メニューのご提案
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（５）サッカー教室等のスポーツを通じた、子どもの健全育成の取組み
・Ｊリーグで健闘している「鹿島アントラーズ・水戸ホーリーホック」を地域のみなさまと一緒に当社従業員が応援
・ 「鹿島アントラーズ・水戸ホーリーホック」の選手・スタッフがコーチを務める「小学生向けサッカー教室」を開催

（６）こどもの虐待防止に向けた取組みへの協力
・自治体が作成する虐待防止に向けたリーフレット等を地域の皆さまに配布

２．結婚・出産・子育て支援
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※今後、実施に向けて検討する事項を含む

（７）異業種交流会、中小企業の支援に向けたビジネスマッチング
・当社の取引企業に呼び掛け、異業種交流会を開催。情報交換やビジネスマッチングにつながる機会を提供

（８）地域特産品のPR活動
・当社グループの職員1万人が閲覧可能な社内イントラネットへ、地域特産品をPR

３．産業・観光振興支援

Ⅴ 支援メニューのご提案



健康測定会の開催

がんセミナーの開催

認知症サポーター養成講座の受講

当社従業員が認知
症サポーター養成講
座を受講

認知症サポーターに
認定されました

当社が実施する「血管年齢測定会」が
自治体が推進する「健康パスポート事
業」に認定
コラボチラシを作成し、事業への参加を
推進しています

自治体の健康増進事業とのタイアップ

ご来場の地域の皆さ
まに多数ご参加いた
だきました

協定に基づき都立病院と連携して
セミナーを開催いたしました

〈山口県〉

〈茨城県〉

〈東京都〉 〈高知県〉

【参考①】 健康分野の協働事例(1)
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これまでの健康分野における自治体との協働取組みをご紹介いたします。各自治体のご担当課とお打ち合わせをし、自治体様と一緒に
様々な協働を実施しています。



「感染予防啓発情報」をLINEアプリで配信 「手洗い方法」を従業員へ周知

「手洗いの方法」チラシを
各事業所の衛生委員会
を活用し従業員に周知し
ました

アドバイザーがもつMY
フォン(スマートフォン)の
LINEアプリを活用し、お
客さまへ感染予防啓発
情報を配信しました

〈埼玉県〉〈久留米市〉

【参考①】 健康分野の協働事例(2)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大にともない、感染症対策に向けた協働を実施いたしました

「地域の飲食店」のご紹介

市内のテイクアウト可能
なお店の情報をまとめて
地域の皆様にチラシをD
M発信するなど、周知に
協力させていただきました

〈茅ヶ崎foodaction〉 10



当社では、子どもたちが登下校中に事件に遭う事態を防ぐため、2006年から「子どもの命・安全を守る」地域貢献活動に取り組んでま
いりました。2014年からは、地域全体でご高齢者等を見守る取組みが推進されている社会情勢をふまえ、上記の活動に「ご高齢者等
の見守り」活動を加え、「『地域を見守る』社会貢献活動」を実施しています。

＜「ご高齢者等の見守り」活動とは＞
お客さま訪問活動のなかで、ご高齢者等に変わった様子があれば、地方自治体の窓口等に連絡し不測の事態を防ぎます。
警察庁ご協力のもと、地方自治体と“協力協定書の締結”“協力事業者登録”等を通じて連携を強化し、地域に密着した活動として
推進しています。

子どもの命・安全
を守る活動

・助けを求めてきた子どもの保護
・事件発生を認知したときの110番
通報と学校連絡
・危険な場所、不審な車や行動を見
かけた場合の情報提供

ご高齢者等の
見守り活動

・ご高齢者等の様子に変わったことが
あれば、自治体等窓口へ連絡
・緊急を要する場合は警察等へ通
報

※ 2019年3月末日現在。掲載を承諾いただいた自治体のみ。

【参考②】 「地域を見守る」社会貢献活動
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■ 「愛と平和のチャリティーコンサート」 「未来を奏でる教室」

■ 「ふれあいコンサート」

2009年度より開催数・地域を拡大し実施している「愛と平和のチャリティーコン

サート」。2019年度は大分県・茨城県・新潟県・愛知県・高知県の5ヵ所で開催
し、お客さまには本コンサートの音楽監督・三枝成彰氏による楽曲解説とソリスト
による演奏をお楽しみいただきました。チャリティー募金は(公社)日本フィランソロ
ピー協会を通じ全国各地のNPO等に寄付しています。
また、チャリティーコンサートの公演とあわせ、開催地近郊の小・中学校で三枝成
彰氏による音楽授業「未来を奏でる教室」を開催。 クラシック音楽の特徴や歴史
を解説しながら展開する授業は、子どもたちに音楽への興味・関心を深めてもらう
内容となっています。

当社では、「子どもの健全育成への貢献」をCSR・社会貢献活動の重点分野と位置づけ、さまざまな活動を実施してきました。
2012年度からは、「子どもの健全育成」に向けた活動の総称を「子どもの明日応援プロジェクト」と定め、子どもの健やかな成長を総合
的に応援する活動として展開しています。

歌手の鳥塚しげき氏と当社従業員による手作りのコンサートで、
日頃コンサートに行く機会の少ない障がいのある子どもたちに
「生の音楽」を届けることを目的としています。
2019年度は滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・兵庫県の特
別支援学校や養護 学校で開催しました。

【参考③】 「子どもの明日 応援プロジェクト」
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「地域に根ざし、地域に愛される存在であり続けたい」という想いから、2015年に締結したタイトルパートナー契約を、2019年から4年間
更新しました。
2020シーズンも引き続きJリーグの発展に貢献するとともに、各クラブとのパートナーシップを強化し、地域社会の活性化や子どもの健全育
成に貢献していきます。

明治安田生命は地元のクラブと協力し
「小学生向けサッカー教室」を開催しています

○ 北海道から沖縄まで全国規模で開催
○ ７，８９２人のお子さまや保護者の方々に

ご参加いただきました

2019シーズンは、お客さま・当社従業員・家族をあわせて約38万人がスタジアムに足を運びました。
これからも地域に密着したスポーツの応援を通じて、地方公共団体や各地域の企業のみなさまとの交流を深め

官民一体となった地域社会の活性化にいっそう貢献していきたいと考えています。

【参考④】 Ｊリーグ等のスポーツを通じた子どもの健全育成
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