
Materiality3

信頼を高め
事業基盤を
堅固にする
CSR活動

当グループは、地域の営業拠点を中心にさまざまな社会貢献活動を行っています。こうし
た活動は、お客さまや地域社会からの信頼や親近感を醸成し、当グループの事業基盤を堅
固なものにする上で重要な役割を果たしています。
また、東日本大震災においては、被災された方々の支援や被災地復興の一助として義援

金を拠出したほか、支店やグループ会社においても、独自の復興支援活動を行いました。
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共通価値の創造
企業が推進する社会貢献のテーマはさまざまですが、当グループは、①環境・生きもの応

援活動、②サクセスフル・エイジング支援活動、③地域・社会貢献活動の3つの活動を中心に
取り組みを強化しています。こうした取り組みが追求する社会的価値は、当グループの事業と
は直接関連性のないものも含まれていますが、地道な活動を続けることでお客さまや地域
社会からの信頼を高め、結果的に当グループの事業基盤を堅固にするものと考えています。

犯罪・災害

教育水準の低下 自然破壊

生物多様性
の損失

地域における社会問題

共通価値の
創造

社会的価値増加 当グループの
事業基盤の強化

真摯な取り組みを通じた信頼性の向上

サクセスフル・エイジング
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“With You”の取り組み―社会貢献活動―

当グループでは、With You活動として、①環境・生きもの応援活動、②サクセスフル・エイジング支援活動、③地域・社
会貢献活動の３つを特に重視していきたいと考えています。各営業拠点では、これらを中心に地域に根ざした活動を行う
ことで、地域社会に貢献し、地域の皆さまと強固な信頼関係を築いていきたいと考えています。当グループの事業基盤は、
海外も含め各地に置かれた営業拠点にあり、こうした社会貢献活動は当グループに対する信頼を高めるとともに、当グ
ループの事業基盤を一層堅固にする役割を担っています。

当グループでは、各地の営業拠点を中心にステークホルダーからの信頼
を高め、事業基盤を堅固にするためにさまざまな社会貢献活動を展開し
ています。当グループは、このような取り組みを “With You活動” と呼
んで推進しており、ここではその中から、中央三井信託銀行・住友信託銀行
の営業拠点における代表的な取り組みを中心にご紹介します。

環境・生きもの
応援活動

サクセスフル・
エイジング
支援活動

地域・社会
貢献活動

With You活動



ナショナル・トラスト活動を支援

ナショナル・トラスト活動とは、美しい自然や歴史的建造
物を、寄付金による買い取りや寄贈・遺贈によって取得し、
後世に継承していく世界的な運動です。日本でも多くの団
体が活動しており、社団法人日本ナショナル・トラスト協会
などが国内での取り組みの取りまとめや普及啓発活動を
行っています。
当グループは、日本ナショナル・トラスト協会や財団法人

日本生態系協会から専門的なアドバイスを得ながら、社
会貢献寄付信託、遺言信託、投資信託によるキャンペーン
など、さまざまな形でナショナル・トラスト活動を支援して
います。
その一環として、2010年、投資信託「グリーンバランス

ファンド」の発売に合わせて3種の貴重な生きものを守る
「ナショナル・トラスト応援キャンペーン」を実施しました。この
キャンペーンは、鹿児島県奄美大島（アマミノクロウサギ）、
長崎県対馬（ツシマヤマネコ）、北海道黒松内町（北限のブ
ナ林）の3カ所の土地を購入し、絶滅が危惧される希少生
物の生息地を保護するプログラムを援助したもので、キャン
ペーン終了後は日本生態系協会に寄付を行いました。
なお、公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWF

ジャパン）とも連携した取り組みを行っており、同団体に寄
付を行う特別金利キャンペーンを実施しました。キャン
ペーン期間中は、支店ロビーで生物多様性の保全をテーマ
とした自然保護に関するパネル展も開催しました。

環境・生きもの応援活動
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COP10に関連したイベントへの参画

2010年10月に名古屋で開催された「生物多様性条約第
10回締約国会議（COP10）」に関連し、同地において、企業
や市民向けの事前イベントでの講演やパネル出展、支店主
催のセミナーやロビー展などを行いました。また、地元NPO

団体が中核メンバーとして参画したCBD市民ネットワークに
対しては、COP10準備活動の支援として、支店のセミナー
ルームやロビーコーナーのスペース提供を行いました。
さらに、COP10に関連し、2009年10月には「COP10

『1年前イベント』」、2010年5月には「COP10『半年前イベン
ト』」、同年7月には「COP10『100日前イベント』」と、本会議
開催までの1年間にわたって、継続して生物多様性に関する
イベントが開催され、当グループはそれらを協賛するなど
積極的にサポートしました。なかでも、「COP10『半年前イ
ベント』」では、ブースの展示やステージでの取り組み紹介、
「COP10『100日前イベント』」では、「企業によるSRI活動」
の講演などを通じて、生物多様性に関する情報を積極的に
発信しました。
なお、COP10後も、金沢では、2010年12月に石川県立

音楽堂で行われた国際生物多様性年クロージングイベント
に参加しました。ここでは支店がパネル出展を行って、当
グループの生物多様性問題に対する取り組み姿勢や活動
内容を紹介しました。
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生物多様性のロビー展を開催
お客さまの身近にある自

然に興味を持ってもらう生
きもの応援活動の一環とし
て、茨木（大阪府）の支店で
は、生物多様性に関するロ
ビー展「しんたくんの生き

物みっけ！生物多様性レポート」を実施しました。2010年
7月には、茨木市民の命の水である「琵琶湖」にスポットを
当て、社員自ら現地に赴き、生息する生物の写真を撮り、た
くさんの写真や絵をロビーに展示しました。さらに、同年8

月の「昆虫編」では折り紙を使って、身近に生息する昆虫に
潜む秘密を紹介しました。同年9月の「茨木の里山編」では、
支店近隣の里山を紹介し、里山の地図や折り紙で作成し
た生物のモチーフの展示を行いました。

緑豊かな山口で、里山や竹林を整備
緑豊かな山口県でも、過

疎化などの影響で、担い手
不足により手入れの行き届
かない森林があります。防
府の支店では、竹林ボラン
ティア防府や防府ロータ

リークラブの皆さまと一緒に、森林・竹林の間伐作業や枝
打ち作業に参加し、定期的に里山整備や、竹林整備活動を
行っています。この活動を通じて、森や里山の再生に貢献
することはもとより、地元の市民や子どもたちとの交流も
深めています。2005年にスタートしたこの活動も7年目を
迎え、支店の恒例行事としてすっかり定着しました。

「奈良の鹿」生息地エコツアー
奈良の支店では、地元の

シンボルである「奈良の鹿」
を題材として、人間が他の
生物に与えている影響、功
罪などを説明することを通
じ、生物多様性の重要性を

訴える取り組みを行ってきました。2010年9月には、お客
さま25名と一緒に「財団法人奈良の鹿愛護会」主催の生息
地フィールドワーク（鹿の生態観察と施設見学）に参加し、
自然と鹿の共存や、循環バランス論について学びました。
また、支店ロビーでは、奈良の鹿愛護会よりお借りしたパ
ネルを展示するイベントなどを行い、来店されたお客さま
に対して広く生物多様性について知っていただきました。

自然公園における在来植物の保護活動
埼玉県にある北本自然

観察公園は、「里地里山」の
自然環境を残しながら、野
生の生きものが暮らしやす
いよう整えられた公園で
す。大宮の支店では、2006

年から、外来植物の駆除作業など公園内の自然の植生を
保全する活動にボランティア参加しています。5回目となる
2010年は、公園の職員の方から公園内の動植物について
のお話を伺い、日本固有の生態系に影響を及ぼす外来種
の樹木を伐採することによって地域の生態系を守りました。
これにより、在来植物のコナラやシラカシなどが育成でき
るスペースを確保しました。
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絶滅危惧種の魚の保護啓発活動

八尾（大阪府）の支店では、地域に生息する絶滅危惧種
「ニッポンバラタナゴ」をショーウインドーに設置した水槽
内で飼育し、市民に広く保護を呼び掛けています。これが
きっかけとなり、現在では、神戸（兵庫県）、仙台（宮城県）、
青葉台（神奈川県）の支店、コンサルティングオフィスが、地
域の保全団体の協力のもと、それぞれカワバタモロコ、ゼニ
タナゴ、横浜メダカをロビーで飼育・展示するようになりま
した。また、ロビーでは、それらの生態のパネル展も開催
しています。

身近な行動から省エネ・温暖化対策を
身近なところから省エネ・

地球温暖化防止対策を進め
ていこうという機運が高まっ
ています。札幌の支店では、
「みんなで20℃大作戦」と銘
打った活動で、冬場に職場だ

けでなく、家庭でも暖房を20℃に設定することを呼び掛け、
社員やその家族のCO2削減に向けた意識向上を図っていま
す。この活動を通じ、不必要な照明を消すことなど、当たり前
だけどなかなかできないことを習慣化させるだけでなく、その
ほかにも省エネ・地球温暖化防止のさまざまな取り組みが活
発化しています。室温調整については、相模原（神奈川県）の支
店などでも実施しているほか、夏場の省エネ・温暖化対策と
して、福井や新宿（東京都）の支店などでは、自治体や地域
商店街などと協力して、支店周辺などに打ち水をしました。

「家庭菜園セミナー」で地産地消推進
青葉台（神奈川県）のコン

サルティングオフィスでは、
株式会社サカタのタネに協
力を仰ぎ、取引先のお客さ
まを中心に、最も身近な地
産地消ともいえる「家庭菜

園」に関するセミナーを開催しました。本セミナーの第一
部では、春からの家庭菜園、第二部では、CSR・環境に関
するファンドをご紹介しました。定員を上回る方々にご参
加いただき、予定時間を30分もオーバーするほど活発な質
問が飛び交いました。育苗の専門家から家庭菜園の成功
の秘訣を伝授されるなど、セカンドライフとして「家庭菜園」
「ガーデニング」などに熱心に取り組んでいらっしゃるお客
さまには大変関心の高いセミナーでした。

エコキャップ運動などのリサイクル活動の推進
当グループでは、全国の

支店で、プルトップ・書き損
じハガキ・切手などの、さま
ざまなリサイクル活動を推
進しています。中でもペッ
トボトルのキャップを集め、

売ったお金で発展途上国の子どもたちにワクチンを贈る
「エコキャップ運動」については、本部ビルや各営業拠点で
の役員・社員からの回収のほか、店頭への回収ボックス設
置などを推進し、お客さまと一体となった活動を展開して
います。また、古本や中古CDなどを換金しアジアの子ど
もたちの教育・文化支援活動に充てる「リサイクル・ブック・エ
イド」についても同様に取り組みを推進しています。



サクセスフル・エイジング支援活動
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医療や健康に関するセミナー
高齢社会を迎え「医療」や

「健康」についての関心が高
まっていることを踏まえ、当
グループでは地域の専門機
関やNPOなどと共同で、さ
まざまなお客さま向けセミ

ナーを開催しています。新宿西口（東京都）や梅田（大阪府）
の支店ではがんについて医療関係者が講演し、参加者から
ご好評をいただきました。また、健康習慣やアンチエイジ
ングについても、阪急梅田（大阪府）の支店における「健康
増進 すっきり健康体操セミナー」や新宿（東京都）の支店に
おける「実践ハッピーエイジングセミナー」など、多くの支店
でセミナーを開催し、「気を付けなければならないことがよ
く理解できた」などの声を多数いただきました。

ピンクリボン運動の推進
当グループは、乳がんの

早期発見・早期診断・早期治
療の大切さを伝える「ピン
クリボン運動」に取り組んで
います。和歌山の支店では、
ロビー展を開催し、小冊子

の配布を行ったほか、「ピンクリボン運動 in 和歌山」に協
力し、和歌山市内で開催される「和歌浦ベイマラソン with

ジャズ」の走者のためのピンクリボンを作りました。また、
福岡の支店では、久留米大学病院と提携し、PETがん検
診コースを提携料金で受診することができるサービスを
ご案内しました。このほか、千葉や仙台（宮城県）などでは
スマイルウオークイベントへの参加、梅田（大阪府）では乳
がんセミナーの開催など、各支店においてさまざまな活動
を行っています。

AEDの導入と使用研修に向けた活動推進
何かのアクシデントで心

臓が停止した人を蘇生する
装置AED（自動体外式除細
動器）が急速に普及してお
り、一般市民にもその操作
方法の習熟が求められてい

ます。名古屋（愛知県）の支店では、市内の中村消防署か
ら講師を招き、「普通救命講習」を実施しました。心臓マッ
サージなどの救急蘇生法やAEDの使用方法などを中心
に、人形を用いて要救護者発見から救急車到着までの一
連の流れをロールプレイングにて実習し、講習終了後は、
参加者全員が名古屋市消防局消防長発行の「普通救命講
習修了証」を受領しました。また、広島でも、支店の1階の
エントランスにAEDが設置されたのを契機に外部から講
師を招き、AED講習を開催しました。

介護や成年後見制度に関するセミナー
当グループでは、高齢の

お客さまが安心してセカンド
ライフを送っていただくため
に、「介護」や「老人ホーム」に
ついてのセミナーやパネル展
を実施しています。芦屋（兵庫

県）のコンサルティングオフィスでは、施設の違いや費用、サー
ビスなどを説明したセミナーを開催し好評を得ました。また、
全国の支店で介護保険制度に関するパネル展も実施しまし
た。中高年層の関心が高まっている成年後見制度については、
行政書士を講師に迎えたセミナーを横浜（神奈川県）の支店
で開催し、個別相談のご希望を多数いただき好評でした。ま
た、茨木（大阪府）や青葉台（神奈川県）の支店、コンサルティン
グオフィスでは「お葬式」をテーマとしたセミナーも開催し、「な
かなか聞けないお話で良かった」などの声を頂戴しました。
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認知症サポーター養成講座の受講
当グループでは、高齢者

に関するお手続きや高齢者
を抱えるご家族からのご相
談が増加している状況を踏
まえ、「認知症サポーター養
成講座」の開催や、社員に外

部セミナーの受講等を勧めています。千葉の支店では、千葉
市役所公認の社団法人から講師を招き、「認知症サポー
ター養成講座」を開催しました。また、吉祥寺（東京都）や佐
賀の支店では、社員が認知症サポーター養成講座に参加し、
認知症の正しい理解に努めました。これらを通じ、認知症を
患っているお客さまとそのご家族へのサポート方法や、社員
が日常生活の中でもできることなどについて学んでいます。

年金ロビー展の開催
お客さまが年金制度への

ご理解を深められること
で、セカンドライフへの認識
もより高まります。そこで、
豊かに年齢を重ねていく
（サクセスフル・エイジング）

ことをサポートする試みとして、年金制度の基礎知識に関
するロビー展を、各支店で開催しています。大阪の営業本
部では、「ねんきん定期便」の見方など年金制度の基礎知識
に関するパネルの掲示に加え、冊子・リーフレットをロビー
および店頭に設置しました。同様のロビー展は、立川（東京
都）、岡山などでも行っており、お客さまからはセカンドラ
イフを積極的にサポートするものと好評を得ています。

「60歳のラブレター」
「60歳のラブレター」は、セ
カンドライフという人生の節
目を迎えた方々に、より充
実した生活を送っていただ
くために、2000年11月22

日（いい夫婦の日）から始め
た応募企画です。夫婦間のラブレターをはがき1枚に綴っ
て送っていただき、その中から毎年160編を選んで、NHK

出版から書籍を刊行しており、印税は、「NHK歳末たすけあ
い・海外たすけあい」「日本盲導犬協会」に全額寄付していま
す。これに合わせ明石（兵庫県）の支店では、明石フィルハー
モニー管弦楽団の演奏会を兼ねた朗読会を開催したほか、
柏（千葉県）のコンサルティングオフィスでは、アニメ「サザエ
さん」のマスオさんの声役として有名な声優の増岡弘氏を招
き、朗読会と群読劇を開催しました。

インドの孤児支援活動をご紹介
新潟の支店では、新潟県

とタイアップし、地元在住
の片桐夫妻が退職金を投じ
て設立したボランティア団
体「教育と環境の『爽（さわ
やか）』企画室」の活動を、

店頭ロビーで紹介しています。本団体は、危険と隣り合わ
せで暮らすインドのストリートチルドレンを守るために、宿
泊所、調理施設、農園、職業訓練所、瞑想室、診療所、図
書館などの施設を建設し、現在では、州政府の認可を得て
学校の建設も進めています。ロビーでは、活動内容に加え
て、インドの子どもが描いた絵や文章なども展示しており、
ご来店されたお客さまからも好評を博しています。



地域・社会貢献活動

66 三井住友トラスト・ホールディングス　2011CSRレポート

“With You”の取り組み―社会貢献活動―

M
ateriality1

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー・ダイ
ア
ロ
グ

M
ateriality2

M
ateriality3

富士山の清掃活動
静岡・甲府（山梨県）の支

店では、NPO法人富士山
クラブの協力のもと、2005

年からの恒例行事となって
いる「富士山（青木ヶ原樹海）
清掃活動」を実施しました。

当グループの社員とその家族を含め120名が参加し、缶や
ペットボトル、ビニール袋など軽トラック１台分、約280キロ
のごみを2時間かけて回収しました。また、支店のロビー
では、清掃活動の時期に合わせ、富士山の美しい写真と
清掃活動やごみの写真を対比させた展示も行いました。
今後も日本の象徴である富士山の清掃活動とお客さまの
ご理解を深める活動を通じ、地域の環境問題に取り組ん
でいきます。

「日本橋」橋洗いで地域貢献
国の重要文化財である

「日本橋」は、2011年4月に
架橋100周年を迎えまし
た。それに当たり、日本橋
（東京都）の営業部が地域
貢献の一環として、名橋「日

本橋」保存会に入会し、社員とその家族含め28名が、毎年
恒例の「日本橋」橋洗いに参加しました。このイベントは、
かつての江戸繁栄のシンボル「日本橋」を末永く後世に伝
え、近隣地域の発展を願おうと1971年に始まったもので
す。日本橋消防署や消防団による散水の後、町内会や当地
区企業の社員の方々を中心とした約1,500名の参加者が、
デッキブラシを手に1年間の橋の汚れを落とし、日本橋川
への水質浄化ダンゴの投入などを行いました。

各地域の清掃活動に積極的に参加
当グループは、地域貢献

として清掃活動に積極的に
参加しており、支店に隣接
する商店街・歩道の清掃や
観光名所の美化などに努め
ています。具体的には、京

都市の街のシンボル「鴨川」や、美しい「鳥取砂丘」などの一
斉清掃に参加したほか、藤沢（神奈川県）の支店では、地
元のフランス語教室（ソレイユ・プロヴァンス）主催の藤沢
ビーチクリーンプロジェクトのメインスポンサーとなり、鵠
沼海岸の清掃活動への参画を続けています。また、上野
（東京都）の支店では、はっぴ姿で「大江戸清掃隊」に参加
し、地域の一員であることを実感しました。山口の支店で
は、地元の方 と々登山をしながら清掃活動を行いました。

各地域イベントへの参画活動

当グループでは、地元の皆さまと連携しながら、さまざ
まなイベントを開催しています。所沢（埼玉県）の支店では
MOA美術館の児童作品（絵画）展に協力し、「三井住友トラ
スト・グループ賞」を贈呈しました。また、金沢の支店では、
ショーウインドーに金沢城の石垣をモチーフにした金沢工
業大学の斬新な作品を展示しました。このほか、高槻（大
阪府）の支店では、街全体で行われるさまざまなアートイベ
ント「わくわくストリート」に参加し、市民の絵画の展示や、
優秀作品賞の贈呈を行いました。
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農民工学校の生徒を上海万博へ招待
上海の支店では、中国各

地からの出稼ぎ者の子息が
多い上海郊外の農民工学校
の生徒30名（先生5名）と支
店社員44名が一緒になっ
て、上海万博の環境関連パ

ビリオンを見学するイベントを実施しました。招待した生
徒には、見学後に感想文を提出してもらい、優秀作品には
文房具を贈呈しました。このイベントを通じ生徒の環境意
識の向上が感じられました。支店では引き続き、社員の意
識向上を図りながら農民工学校に対する教育サポートや環
境意識の向上を図るための、啓蒙活動などを積極的に
行っていきます。

次世代教育、金融・経済研究を支援
当グループは、金融機関ならではの社会貢献として、国

内外の大学への寄付講座の設置などを通じて、将来を担う
次世代のための金融・経済分野の研究を支援しています。
中国の教育機関に対する支援も行っており、2011年11月
は、中国人民大学の成績優秀学生8名と教授を日本に招待
したほか、同年12月は中国上海市の復旦大学において、
環境保全等の先端分野での金融・信託スキームの将来を考
える「日中研究交流フォーラム」を開催しました。

日本の次世代リーダー養成塾への支援
当グループは、日本の今

後を担い、世界に貢献する
次世代のリーダーを育成す
る「日本の次世代リーダー
養成塾」（塾長：社団法人日
本経済団体連合会 米倉弘

昌会長）の趣旨に賛同しており、開塾当初から協賛を続け
るとともに、毎年社員を「クラス担任」として派遣しています。
8回目の開催となった2011年も、全国から選抜された約
160名の高校生が福岡県宗像市で2週間の合宿を行い、各
分野のそうそうたる講師陣から次世代リーダーとして身に
付けるべき哲学・知識・教養を学びました。「クラス担任」と
して派遣した当グループの社員も、生徒たちの良き相談相
手となりました。

職業体験の機会提供とキャリア設計支援
当グループでは、ロンド

ンの支店を通じた英国の名
門パブリック・スクール、イー
トン校への寄付金を活用
し、日本語講座を開設して
います。同講座では、当グ

ループの社員が銀行業務の手ほどきを行うなど、生徒に貴
重な職業体験の機会を提供しています。またニューヨーク
の支店では、教員教育や公的教育向上を目的とした活動で
国際的に高い評価を得ているバンク・ストリート・カレッジ
を、20年にわたり支援しています。2011年は、特別課外活
動「リバティープログラム」を通じ、地元高校生のキャリア設
計の支援を行いました。

青山学院大学

中国・復旦大学
大阪電気通信大学
中国・中国人民大学

中国・清華大学

三井住友トラスト先端金融・信託講座
―中国・復旦大学共同研究プロジェクト―
日中研究交流フォーラム
資産承継論入門、不動産投資特論
中央三井信託銀行経済学講座
中央三井信託銀行―清華大学
中国経済研究センター研究プロジェクト

■ 当グループが提供する寄付講座・研究プロジェクト
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義援金の拠出と口座の開設
当グループは、東日本大震災で被災された方々の支援

や被災地復興の一助として、日本赤十字社および社会福祉
法人中央共同募金会に対して合計1億円の義援金を拠出し
ました。
また、当グループの役員・社員向けに義援金口座を開設

するとともに、個人のお客さまをはじめ広く社会一般に対
しても義援金口座を開設し、義援金の募集を行っています。
このほか、当グループでは、震災復興に少しでもお役立て
いただくため、被災された個人のお客さまや事業法人のお
客さま向けに、優遇金利でご融資する「特別金利住宅ロー
ン」や「災害復旧支援資金融資」などを取り扱っています。

社会貢献寄付信託＜明日へのかけはし＞
を通じた寄付
当グループでは、2011年4月から新しい信託商品「社会

貢献寄付信託」（愛称：明日へのかけはし）の取り扱いを開
始しました（28頁参照）。本商品は、社会貢献活動に取り組
む団体への寄付を目的とした個人向けの金銭信託商品で
す。毎年1回、当初信託元本の5分の1を9団体の中から指
定して寄付するもので、東日本大震災の復興支援を目的
として社会福祉法人中央共同募金会をご選択いただくこと
が可能です。

「ふるさと紀行2020」などの委託者報酬を
復興支援金として提供
日興アセットマネジメント（以下、日興AM）は、東日本大

震災からの復興支援として、社員による「日興AM 社員チャ
リティプログラム」等から義援金約2,500万円の寄付を行
いました。加えて、投資信託「日本公共債ファンド2020」
（愛称：ふるさと紀行2020）から日興AM が受け取る委託
者報酬のすべてと、他の一部の日本株投資信託の委託者報
酬の50％に相当する額を支援金とし、「東日本の子どもた

ちと歩もうプロジェクト」を開始しました。同プロジェクトで
は、教育や医療・保健等の専門家からの助言や、子ども向
け支援に実績のあるNPO・NGOのご協力を得て、被災さ
れた方々を応援・サポートする活動を展開しています。

被災地でボランティア活動を実施
「東日本の子どもたち
と歩もうプロジェクト」で
は、これまでに3回にわ
たって宮城県本吉郡南
三陸町を訪問し、社員
参加型のボランティア
活動を行なっています。

毎回15～20名の社員が参加し、小学校において被災
された子どもたち向けにブロックを使った町づくりイベ
ントを実施したほか、ガレキの撤去や土のう作りなど
の作業を行いました。なお、日興AMはかねて、社員が
積極的にボランティア活動を行えるよう、「ボランティア
休暇」を整備し、通常の有給休暇とは別に年間2日間の
特別有給休暇を取得できる制度を導入しています。

被災者の方々へ物資支援
当グループの立川（東京都）の支店では、宮城県出身の

お客さまから、被災者の方々が衣料品不足で困っていると
のお話を伺い、社員よりダンボール6箱分の衣料品を集め、
ご提供しました。集まった衣料品は、南三陸町から避難さ
れた方々を受け入れている旅館に、ご相談いただいたお客
さまご自身の手によって届けられました。また、二回目の
物資ご提供に当たっては、近隣店舗とも連携し、初回を上
回る多くの衣料品や茶碗、鍋などを集めることができ、被
災者の方々にご提供しました。

東日本大震災における当グループの取り組み




