
P A T H

2
世界が複雑化する中で、企業がさまざまなステークホル
ダーから信頼を得ることの重要性がますます高まってい
ます。当社は、お客様からの信頼を得ることが、企業活動
の基本であるとの考えに基づき、全社的なCS推進活動に
取り組んでいるほか、地域の特性を踏まえ、地域に根ざ
した社会貢献活動を行うことで、地域社会からの信頼の
醸成に努めています。

計画

■ お客様の声をサービスの改善につなげる取り組みの継続。
■ 生物多様性条約COP10名古屋開催を支援する市民活動
のバックアップ。

■ 金融詐欺対策セミナーの全国での開催。
■ 中・高生を中心とした職場体験プログラムのシステマティッ
クな推進体制の構築。

実績

■ 個人のお客さまの声を「CSお客さまの声ポータル」で全
社展開。商品・サービスやお知らせをよりわかりやすくす
る改善を実施。

■ 市民団体と連携し、COP10関連イベントを支援・実施。
■ 金融詐欺対策セミナーを13回、15ヵ店で実施。
■ 職場体験プログラムを新しく構築し、社内横断的な受け
入れ体制を整備。

計画

■ お取引先へのアンケートおよび直接ご意見をうかがう活
動を通じ、商品・サービスの品質向上活動を強化。

■ 金融ADR（裁判外紛争解決手続）制度開始に伴う態勢整
備および円滑な運営。

■ With You活動において、生きもの応援活動とサクセス
フルエイジング関連の取り組みを重点的に展開。
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お客様へのお約束

私たち住友信託銀行は、「的確な運用と万全の管理」に努める「資産運用型金融機関」として、法令等を遵守するとともに、
お客様に適切にご判断いただけるよう、次の勧誘方針に基づき、商品サービスをお勧めすることをお約束いたします。

1.お客様にお伺いした、商品サービスのご経験・知識、ご資産の状況、お取引の目的などに応じて、
お客様に適した商品サービスの提供に努めます。

2.提供いたします商品サービスにつきましては、その内容やメリットだけでなく、
リスク、手数料なども十分ご理解いただけるよう、適切でわかりやすい説明に努めます。

3.事実と異なる情報をお伝えしたり、不確実なことを断定的に説明するなど、
お客様に誤解を招くような説明や勧誘はいたしません。

4.お客様への電話や訪問による勧誘は、お客様のご都合に合わせて行うように努めます。

5.お客様に適した商品サービスをご提供できるよう、
正しい知識とわかりやすい説明方法の習得に努めます。

ステークホルダーからのご意見

リコージャパン株式会社顧問

田村 均 氏

重要となる主な指針
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「CSとは、自分たちが選んだ
お客様から喜ばれることです。」

ＣＳについての本を読むと、「お客様の声を聞け」と書かれていますが、実は順番が逆
です。選ぶ基準を決めずにお客様の声を聞いても、何をどうしたら良いのかわかりませ
ん。まず、自分たちが大事にしているものや、こだわっていることを明確にして、それをお客
様に伝える。そして、お客様が共感してくださるかを問う。「自分たちがこだわっているこ
とはこれです。いかがでしょうか？」と。共感するお客様が少なかったら、こだわりが間
違っているということです。その場合は、共感が得られるものに、どんどん修正していけば
いいのです。言い換えれば、ＣＳとは、自分たちが選んだお客様から喜ばれることです。
銀行にしても、誰をお客様にするのかを決めなければなりません。そして、自分たちが

選んだお客様が何を求めていて、自分たちがそれに応えているかどうかを徹底的に考
えるべきです。つまり、ＣＳは従業員任せにするものではなく、トップ自らが取り組むべき事
業戦略だと思います。
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お客様の声をお聞きする仕組み

お客様

CS
モニター
調査

テレフォンバンク
営業店部に
寄せられる声

お客様の声
ハガキ

お客様サービス
推進室に
寄せられる声

お客様
アンケート

経営改善、より良い商品・サービスの開発、提供

問題点の明確化

原因を調査・分析

お客様の声

ご意見 ご要望 ご不満 ご批判

お客様から信頼をいただくための取り組み

銀行はお客様からの信頼を得られなければ、一日も事業を営むことはできません。当社
は、お客様からの信頼を得ることが、企業活動の基本であるとの考えに基づき、絶えず
お客様の声に耳を傾け、お客様の満足度を向上させていきたいと考えています。

1 当社の考えるCS（お客様満足）

金融環境の激変の中、お客様が金融機関を選ぶ目はます
ます厳しくなっています。いつの時代にもお客様に選ばれる
金融機関であるために、当社では、CS（Customer Satisfaction;
お客様満足）推進活動を、事業を行ううえで最も必要な基礎
となる活動と位置付けています。受託者の精神をベースに、
お客様の側に立ち、一つひとつ丁寧でベストなソリューション
を提供する「信託らしさ」を大切にしながら、「住信ならでは」
の多様な機能を組み合わせ、お客様のニーズに合った付加
価値の高いサービスをスピーディにご提案することを通じて、
「CS評価No.1」ブランドの構築を目指します。

2 CS推進活動

（1）CS推進体制

当社は、お客様のご意見やご要望、苦情などを真摯に受
け止め、迅速で適切な対応につなげるよう努めています。ま
た、お客様の声を起点としたPDCA（Plan,Do,Check,Act）
サイクル*を通じて、商品・サービスなどの品質向上を図ります。
お客様の声は、全国の営業店または営業担当窓口のほ

か、「お客様サービス推進室」「お客様の声ハガキ」「CSモニ

ター調査」「お客様アンケート」「コールセンター」などを通じて
本部に届けられ、各事業で調査・原因分析・問題点の明確
化・改善プランの策定が行われます。CS推進部はこれらCS
推進活動を統括し、お客様にとってわかりやすいものになっ
ているかどうかを確認しています。なお、2009年度のお客様
の声の総数は21万件でした。
* 事業活動において、管理業務を円滑に進めるためのプロセス。Plan（計画）、Do（実行）、
Check（評価）、Act（改善）の4段階で構成されます。

（2）「お客様の声」を改善につなげるために

「お客様の声ハガキ」や「お客様アンケート」のように、ご意
見としていただく声のほか、店頭やお電話でいただく日常の
ご相談・お問い合わせ・ご要望の中で頂戴するお叱りやお褒
めの声なども、当社にとっては大変貴重です。
年間20万件を超えるお客様の声を埋もれさせることなく、ご

満足につなげていくために、お客様の声の分析と照会ができ
るシステム「CS お客さまの声ポータル」を全社展開し、本部・営
業店部の双方で、お客様の声に基づく改善を促進しています。
お客様のさまざまな声を「見える化」し、「気づき」を得やすくする
ことで、お客様のニーズにお応えしていけるよう、努めています。

「CS お客さまの声ポータル」画面イメージ

（3）改善事例

2009年度も寄せられたお客様の声を分析し、さまざまな
取り組みに反映させました。例えば、「店舗や駐車場の場所
がわかりにくい」というお声に対しては、ホームページの「店舗
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また、「投資信託は数が多く、どの商品を選んだらいいか
迷う」という声に対しては、ホームページの「ファンド比較ボタ
ン」でお応えしました。「投資信託基準価額一覧」から、比
較したいファンド（最大3つまで）の右端にチェックを入れて、こ
のボタンをクリックするとグラフが表示され、現在までの基準
価額の推移（6ヵ月/1年/3年）を比較することができます。さ
らに、「ヒストリカルデータ比較」のページでは、投資信託の
基準価額を、主要株価指数や為替などの指標と比較するこ
とができるようにしました。この機能は、インターネットバンク
サービスの「投資信託ファンドラインアップ」画面にも新たに
導入しています。

社員のCS意識向上のための3 取り組み

（1）イントラネット（CS推進サイト）での情報発信

2009年4月、イントラネットにCS推進サイトを立ち上げました。
サイトでは、当社が考えるCSとはどんなものかについてわか
りやすく解説しているほか、「CS お客さまの声ポータル」を
使ってお客様の声を分析したレポートを掲載したり、各営業
現場で取り組んでいるCS活動の好事例や参考になる他社
の取り組みについて紹介しています。2009年度は、営業店
部で確保すべきお客様へのサービス水準について、リテール
事業が毎月注力項目を定めて徹底を図った活動を取り上げ、
お客様の声をもとに具体的な改善の必要性とその意義を周
知する情報発信を行いました。また、お客様の声に基づき
事業が実施した改善の社外ホームページでの公開を、同時
に社内にも周知しました。こうした情報を全社員で共有する
ことで、全社的なCS意識向上につなげています。

（2）CS研修の実施（顧客接遇プロセスの改善）

当社は顧客接遇プロセスを改善するため、お客様からの
お叱りや苦情も参考にして作成した「店頭チェックリスト・
DVD」をすべての国内支店に配布し、「ロビー・ブースなどの
設備状況」「身だしなみ・基本動作」についての品質向上と標
準化を図っています。
「ロビー・ブースなどの設置状況」や「身だしなみ・基本動

作」はお客様の当社に対する印象に大きな影響を与えるも
のです。各支店では全員でDVDを視聴した後、「店頭
チェックリスト」に基づき、ATMポスターが日焼けしていな
いか、1ヵ月以上前の雑誌が置かれていないかなどの観点
でロビー・ブースなどをチェックするとともに、ジャケットを着用
しているか、ネイルアートをしていないかなどの身だしなみ
チェックも行っています。

（3）サービス介助士の活動

2004年に大手金融機関で初めて「サービス介助士*」を全
営業店部に配置しました。2010年3月末現在78名の資格保
有者が、ご高齢のお客様やハンディキャップをお持ちのお客
様にも安心して来店いただける環境づくりに努めています。
* 特定非営利法人日本ケアフィットサービス協会が認定する民間資格。資格保有者は、目
の不自由なお客様への補助など、サービス業において必要な介護技能を習得しています。

店舗や駐車場の場所をわかりやすく掲載した画面イメージ

「ファンド比較ボタン」の活用による画面イメージ

のご利用案内」に、今までの簡単な地図に加えて詳細地図
情報も掲載しました。これにより店舗と駐車場の場所だけで
なく、「拡大・縮小」機能を使って、最寄駅や交差点、ビル、デ
パートなどさまざまな目印もあわせてご確認いただけるように
なっています。さらに、携帯電話のバーコード読み取り機能
を使えば、店舗や駐車場周辺の詳細な地図をご覧になりな
がらのご来店も可能です。
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お客様への誓い
ミッション・ステートメントとは、住友信託銀行の「行動宣言書」であり、
それが社員の行動指針とお客様へのお約束になるものです。

お客様の満足
私たちは、お客様の信頼に応えるために知識、教養、人格を磨き、
あらゆるご相談に最高水準の対応ができる、金融のプロフェッショナルをめざします。

行動目標
• 常にお客様の利益を第一に考える
• お客様のご要望にはまず「どうしたらできるか」を考える
• お客様と銀行の関係の前に、人と人の信頼関係を大切にする
• お客様への言動に責任を持ち、常に迅速な対応を心掛ける
• お客様の信頼に応えているかを自らに問いかけ、責任を持って対応する

価値ある提案
私たちは、お客様がお気づきでない課題も含めて、お客様ひとりひとりの問題意識や期待に基づいた、
他にはない魅力的な商品、サービスを提案します。

行動目標
• コンサルティングとしての質について追求し続ける
• お客様のライフスタイル・ライフステージに合わせたオーダーメイド的な資産管理を行う
• お客様ご自身も気づいておられないニーズを引き出し、お客様本位の提案をする
• 最新の情報、専門知識をお客様のためにタイムリーに提供し続ける

個の力の結集
私たちは、ひとりひとりが個人として、お客様に対する役割・責任をしっかりと果たしていくと共に、
最高のチームワーク・組織力でこれをサポートしていきます。

行動目標
• ひとりひとりが、お客様のためにできる役割を考え、その責任をしっかりと果たす
• ひとりでは解決できない課題について、チームワークを活かして、その解決に取り組む
• 何がお客様のためになるかを常に考え、そのために必要な力を結集して課題を解決していく

夢と挑戦
私たちは、社会環境等を的確に捉え、それらに対応するために必要な準備・能力向上・努力を惜しまず、
お客様のために必要な変化・改革に果敢に挑戦し続けます。

行動目標
• 常に一歩先を行こうとするフロンティア精神を持ち続ける
• 常に情報収集を心掛け、また勉強を怠らず、自分自身を高める努力をする
• お客様にとって良いこと、銀行がなすべきことを実現するために挑戦し続ける
• 全員がトータルなアドバイス・コンサルティングができるよう個々のスキルアップを図る

社会的な信頼
私たちは、お客様からの信頼感、安心感を大切にし、お客様の声に耳を傾け、
愛されるパートナーであるとともに、社会に貢献できる金融機関をめざします。

行動目標
• お客様の声やご意見に対して、常に前向きに取り組み、誠実で信頼される銀行であり続ける
• 情報開示について積極的であり続ける
• 経営の健全性について高い評価を得る
• 全社挙げて社会貢献活動に取り組み、あらゆる場を通じて社会貢献活動を支援していく
• 地域活動に参加するなど、地域貢献に努める

高齢者疑似体験セミナーの模様

認知症サポーター講座の模様

（5）高齢者疑似体験セミナーの受講

静岡支店では、ご高齢のお客様の立場に立ったサービ
スの提供を目指し、静岡県社会福祉協議会のご協力のもと

（4）認知症サポーター講座の受講

津田沼支店では、高齢者手続きや高齢者を抱えるご家族
からの相談が多くなってきたことを踏まえ、船橋市役所から
講師をお招きして「認知症サポーター講座」を開催し、支店
職員全員が認知症サポーターの証であるオレンジリングをい
ただきました。ロビーにおいては、多くのお客様に認知症に
対する正しい知識や理解を深めていただくために、冊子や
認知症チェックリストなどを備えています。

「高齢者疑似体験セミナー」を受講しました。体の自由を妨
げるシルバーセットを装着し、来店から定期預金の契約ま
での手続きを体験することで、伝票の記入箇所が見づら
かったり、立つ・座るさえも負担だったりといった不便を実感
し、この体験を契機に一層の気配りやご負担の軽減に努
めています。

（6）お客様への誓い～ミッション・ステートメント

個人のお客様に接する部署では、お客様へのお約束とし
て、「お客様への誓い～ミッション・ステートメント」を策定して
います。社員は小冊子を常に携帯し、日々 の活動の指針とし
ており、半年に一度自らの活動が「お客様への誓い～ミッ
ション・ステートメント」に沿ったものであったかの振り返りを
行っています。
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お客様などの金融知識の4 向上を支援する取り組み

（1）金融詐欺に巻き込まれないための対策セミナー

2009年に全国で発生した振り込め詐欺は、前年から減
少したものの、被害総額約96億円と引き続き大きな社会問
題となっています。当社の支店でも、振り込みにいらしたお
客様の異変に職員が気づき、事情をお聞きして被害を未然
に防ぐといったことが実際に起こっています。このような状況
のもと、当社では、金融詐欺から身を守るための知識をもっ
と持っていただくことができないかと考え、金融教育を行う
NPO法人楽学生活協会と連携した金融詐欺対策セミナー
を、2009年3月から翌年3月までの1年間に合計13回、15ヵ
店のお客様を対象に開催しました。
このセミナーでは、詐欺犯が人間の心理面を巧みに突いて

いる現状を踏まえ、「人は誰でもだまされる」ことを前提に、なぜ、
どのようにだまされてしまうのか、実際の詐欺現場の実録音声
も使いながら心理分析に重点を置いて詳しく解説しました。
また、このセミナーでは地元警察にも協力をお願いし、地

域内での被害の実例の紹介などをしていただきました。ど
の会場でも参加された皆様は大変真剣で、質疑応答も活発
に行われました。

（2）将来世代の金融知識の向上に寄与する職場体験

①中・高校生を対象とした職場体験プログラム
未来を担う中学生・高校生に、金融についての学習の場と、

働くことの意味を考える機会を提供することを目的として、当社
は職場体験プログラムを導入しており、2009年度からは受け入
れ方針やカリキュラムなどについてレベルアップを図りました。
これに基づき2009年度は、リテール事業と受託事業が、

群馬県立尾瀬高等学校など5校から、合計71名の生徒を受

金融詐欺対策セミナーの模様

春休み特別企画「金融親子講座」の模様

け入れました。生徒からは、「銀行にはお金を管理・運用す
る仕事もあるのだと知った」「社員のお客様に対する熱意や
細やかな気配りを感じた」「進路を決定するうえで貴重な体
験となった」といった声が聞かれました。また、職員も生徒た
ちとの対話の中で、あらためて自分の働く意味を見つめ直す
ことができ、双方にとって有意義な体験となりました。

②春休み特別企画「金融親子講座」の開催
地域居住者との交流や情報提供を通じた貢献を大切にし

た活動を展開しています。青葉台コンサルティングオフィスでは、
2010年3月に、近隣小学校の新小学6年生、新中学1年生と
その父母を対象として、「金融親子講座」を開催しました。当
日は「金融講座」「名刺交換」「札勘定」「ATMの裏側や貸金
庫見学ツアー」などの講座を所長以下職員が交替で担当し、
参加者からは、「普段見ることのできない銀行の裏側などが
見られてよかった」とのお声をいただき、好評を得ました。

お客様を保護するための5 取り組み

（1）お客様の情報を保護するための取り組み

近年、企業が保有するお客様の個人情報の流出が社会
問題となっており、その適切な管理の重要性は一層高まって
います。お客様の情報を保護することは、大切なお客様と信
頼関係を築くうえでの基本です。当社では、「情報セキュリ
ティ管理方針（セキュリティポリシー）」において、個人情報保
護に関する規定を設けており、「情報管理責任者」を定める
とともに、情報の収集、利用、保管・保存、および廃棄などに
ついての遵守すべき基準を定めています。2005年4月には、
「個人情報保護宣言」を行い、社内体制の整備と顧客情報
の適切な保護・利用に努めているほか、全職員に対しe-
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ラーニングによる研修の受講を義務付けています。また、お
客様の個人情報が危険にさらされないように、24時間体制
で情報システムの厳重な安全管理に努めています。さらに、
業務を外部に委託する際には、その委託内容の規模・特性
に応じた適切なお客様情報の保護を義務付けています。
* 当社は、このような取り組みを通じ、万全を期していますが、大変遺憾ながら2010年6月に
企業年金のお客様のデータを誤って提供するという事態が発生しました。当社は本件を重
く受け止めており、事態の概要・対応・再発防止策については59頁に詳細を記載しています。

（2）お客様への適切な情報提供

従来よりも複雑な仕組みや特徴を持つ金融商品が増加
する中、金融機関がお客様から信頼され続けるためには、
その商品の仕組みやリスクなどをお客様に適切かつ十分
にご説明し、ご理解いただくことが必要です。当社では、
金融商品の勧誘や販売に関する方針である「お客様へのお
約束」を店頭やホームページで公表しているほか、適合性
原則*の徹底や適切な情報提供などを定めた顧客説明マ
ニュアルの作成による社内規則の整備、さらに研修の充実
などを通じて、お客様の立場に立った適正な金融商品の勧
誘・販売を徹底しています。
* 顧客の知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的に照らして、不適当
な勧誘を行ってはならないという規制。

（3）金融犯罪からお客様を守るための取り組み

当社では、金融犯罪からお客様を守るために、次のよう
な対策を実施しています。
• 生体認証機能付きＩＣキャッシュカードサービス

個人情報保護宣言

1.個人情報関連法令等の遵守について
当社は、個人情報の適切な保護と利用を図るため、当社の業務に関連す
る法令及びその他の規範を遵守いたします。

2.利用目的による制限について
お客さまからお預かりした個人情報は、当社の業務及び利用目的の達成
に必要な範囲で利用し、それ以外の目的には利用いたしません。

3.個人情報の管理について
当社が保有する個人情報は、正確かつ最新の状態で保持するよう努めま
す。また、個人情報の管理にあたっては、不当なアクセス、破壊、改ざん、
漏洩等を防止するため必要かつ適切な安全管理措置を講じます。

4.個人情報のお取扱いの委託について
当社では個人情報のお取扱いの委託を行う場合には、お客さまの個人情
報の安全管理が図られるように、委託先に対し適切な監督をいたします。

5.お客さまからのお問い合わせ等への対応について
当社は、個人情報の取扱いに関するお問い合わせ等につきまして迅速か
つ的確に対応いたします。

6.個人情報の第三者提供について
当社は、お客さまからお預かりしている個人情報を、お客さまの同意があ
る場合を除き第三者には提供いたしません。
ただし、公共の利益を図るため、その他の法令等に基づき必要と判断され
る場合には、提供することがあります。

7.個人情報保護に対する取組みの継続的見直しについて
当社は、個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの継続的改
善を行い、定期的に個人情報の管理方法の見直しを実施するとともに、
本宣言も継続的に見直し、改善に努めます。
なお、利用目的の公表に関する事項等個人情報の取扱いの詳細につきまし
ては、別途公表しております「個人情報のお取扱いについて」をご覧ください。

• キャッシュカードの利用限度額やATMでの暗証番号変
更機能の導入

• 異常な取引のモニタリング
• 金融詐欺対策セミナー（31頁）などのセミナーの実施

金融円滑化に関する6 基本方針と体制

当社は、「中小企業者などに対する金融の円滑化を図
るための臨時措置に関する法律」の施行を踏まえて、「金
融円滑化管理方針」を制定するとともに、体制の整備を行
いました。

基本方針

お客様からの新規借入や条件変更などの申し込みがあっ
た場合には、個別事情をきめ細かく把握し、適切な審査を
実施し、必要に応じ他の金融機関などとも緊密に連携のう
え、迅速な検討・回答に努め、ご相談・苦情などに対しても、
適切に対応します。やむを得ずお断りする場合は、お客様に
ご理解いただけるよう、具体的かつ丁寧な説明を行います。

体制

基本方針に基づく適切な管理運営を行うため、金融円滑
化管理担当役員を任命しているほか、金融円滑化推進室を
設置し、円滑化のための各種規程などの企画立案を行うと
ともに、営業店などへの周知徹底を行っています。
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“With You”の取り組み —社会貢献活動—

当社では、お客様をはじめとするステークホルダー（利害関係者）の皆様にとって“顔”の見
える銀行であることを目指し、さまざまな社会貢献活動を展開しています。当社はこのよ
うな活動を“With You（あなたとともに）”という言葉で推進しており、ここではその中か
ら代表的な取り組みをご紹介します。

1 社会貢献活動の5大テーマ

当社では、お客様が関心を寄せておられる社会性の高
いテーマとして、①環境（生きもの応援活動含む）、②サクセ
スフル・エイジング*、③セキュリティ（防犯・防災）、④健康、⑤
教育の5つのテーマを設定し、各テーマに沿った社会貢献活
動を企画・推進しています。また、この5つのテーマは、当社
が新しい金融商品を設計する際の切り口としても活用してお
り、With You活動とのシナジー（相乗効果）も追求していま
す。各支店では、5大テーマをヒントに、コミュニティの一員と
して、地域の特性を踏まえ、地域に根ざした活動を行うこと
で、地域の皆様と継続的な信頼関係を築いていきたいと考
えています。
* 心身ともに健康な高齢期を過ごすこと。

2 With You運営方針

各支店では、地域に密着したWith You活動を展開する
ために、地域性や立地など支店の特性を踏まえた中長期的
な活動テーマを設定のうえ、毎年、そのテーマに沿った実行
計画を策定しています。活動を促進するために特別予算を
設けており、予算を活用した支店は、活動の実績や取り組
みの効果、お客様の反応などを企画部・社会活動統括室に
報告することになっています。社会活動統括室は、報告書を
もとに、次年度の注力テーマや活動の推進方法などを定期
的に見直しています。
また、毎年、1年間の社会貢献活動を一冊にまとめた

「With You（支店社会貢献活動報告）」（写真）を発行し、店
頭で設置・配布するなどして地域社会とのコミュニケーション
を図っています。当社はこれらの取り組みを通じ、“顔”の見
える銀行であることを目指します。

環　境
（生きもの応援活動）

社会貢献活動

セキュリティ健　康

教　育 サクセスフル・
エイジング
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環境

鵠沼海岸清掃への参加
藤沢支店では、2009年

10月に、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
プロジェクトにメインスポン
サーとして参加し、鵠沼海
岸の清掃を行いました。当

日は100名を超えるボランティアが集まり、当社からも17名が
参加しました。また、作業後はフランス人講師宅で立食パー
ティーが開かれ、地域の方 と々交流を深めました。このプロ
ジェクトは、年に2回（春・秋）世界同時期に開催される国際
イベントで、清掃だけでなく、集められたゴミを分別、記録を
とることで、国内外で行われている海洋生態系環境の研究
に役立てられる活動を特徴としています。藤沢支店では、今
後も継続的にこの活動に参加する予定です。

富士山清掃活動
2009年8月に静岡・甲府

支店が中心となり、「富士山
（青木ヶ原樹海）清掃活動」
を実施し、職員とその家族
94名が参加しました。日本
の象徴である美しい富士山
は、いま、樹木が立ち枯れ
たり、ビニールひもで野生動

物がけがをするなど、不法に投棄されたごみによる環境への
影響が懸念されています。より美しい富士山を取り戻そうと、
両店ではこの清掃活動を2005年からNPO法人富士山クラブ
の協力により実施しているもので、参加した子どもたちにも貴
重な学びの場となっています。活動当初目立っていた粗大ゴ
ミは大分減り、当社が富士山のクリーン化に多少なりとも貢献
してきたことに喜びを感じています。

飛鳥寺周辺の景観整備活動
奈良県明日香村は、飛鳥寺など飛鳥時代の貴重な史跡が

存在し、周囲の集落や田園風景と一体となって独特の歴史的
景観を形成しています。しかし、近年、自然と景観の衰退が
問題となっており、阿倍野橋支店、奈良西大寺支店、難波支
店、堺支店、八尾支店の近畿5ヵ店では2008年5月から、間伐

や下草刈りなどの飛鳥寺周辺の景観整備活動に取り組んでい
ます。

エコキャップ運動の全社的な推進
全国の支店で、プルトッ

プ・書き損じハガキ・切手な
ど、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、売買代金で発展途

上国の子どもたちにワクチンを贈る「エコキャップ運動」には、
回収ボックスを全国の支店など90ヵ所以上に設置し、全社
をあげて取り組んでいます。川西支店では、お客様にもご
協力いただき、2008年10月から2010年8月に8万6,120個（ワ
クチン約107.7人分）のキャップを収集しました。最近では近
所のスポーツジムや保育所にもご協力いただくなど、徐々に
活動が広がっています。

生きもの応援活動

当社は、支店における絶滅危惧種の飼育・展示活動やパネ
ル展などの生物多様性に関する啓発活動を「生きもの応
援活動」と名付けて全国展開し、広く地域社会に、生物多
様性保全の重要性を呼びかけています。

COP10に向けた活動

2010年10月に名古屋で開催される生物多様性条約第10
回締約国会議（COP10）に向けて、名古屋支店と名古屋駅
前支店では、市民向けの事前イベントにおける、講演やパ
ネル出展、支店主催のセミナーやロビー展を開催し、お客
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絶滅危惧種の魚の保護啓発活動

八尾支店では、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かけています。この活動がきっかけと
なり、現在では、神戸支店、仙台支店、青葉台コンサルティ
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
しています。また、それらの生態についてのパネル展も開催
しています。

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、
大宮支店では、2006年か

ら、外来植物の駆除作業など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。4回目となる2009年は、
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
保するため、指導員の監督のもと、園内に植えられたイチョ
ウの間伐を行いました。

谷津干潟に関するロビー展
谷津干潟は、東京湾の

最奥部に残された約40ha
の干潟で、ゴカイ、カニ、魚、
水鳥などさまざまな生きもの
が生息し、「ラムサール条約」
に登録されています。津田

沼支店では、地域の方 に々生物多様性を身近に感じていた
だけるよう、習志野市谷津干潟自然観察センターのご協力の
もと写真展を開催し、谷津干潟で観察される生きものたちと
それらの食物連鎖や、大正時代から潮干狩りなどで市民に
親しまれてきた海や干潟が1970年ごろから埋め立てにより縮
小してしまった経緯などについて紹介しました。

様や地域社会に、生物多様性に関する情報を積極的に発
信しています。また、市民連携組織である「生物多様性条約
市民ネットワーク」に、当社セミナールームやロビーコーナー
の提供を行ったほか、2009年10月のCOP10 1年前のイベ
ントや2010年7月の100日前イベントなどに協賛するなど、市
民活動を支援しています（13頁参照）。

ナショナル・トラスト活動応援企画

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（19頁参照）です。日本でも50
以上の団体が活動しており、社団法人日本ナショナル・トラス
ト協会が国内の取りまとめや普及啓発活動を行っています。
池袋支店では、同協会が池袋を拠点としていることから、

当社におけるナショナル・トラスト活動の情報発信基地とし
て、年間を通じて普及啓発活動を行っていく予定です。そ
の第一弾として、2010年8月から、パネル展示や動画放映
などの大規模なロビー展を開催しています。なお、虎ノ門
コンサルティングオフィス、梅田支店でも同様の企画を開始
しています。

和歌山県 企業の森への参画
「企業の森」とは、荒廃
した森林を所有者が企業
などに無償で貸し出し、森
林保全活動の場として活用
してもらう事業です。和歌
山支店では、2007年度か

ら10年計画で和歌山県が推進する「企業の森」事業に参画
し、事業地のうち当社が育成する森をイメージキャラクター
にちなんで「しんたくんの森」と名付けて活動しています。
2009年度は、地元の森林組合の協力を得て当社職員やそ
の家族53名が参加し、2回目の下草刈り活動を実施しまし
た。また、この活動と地球温暖化防止についてのロビー展
も開催しました。

カワバタモロコ

横浜メダカ

ニッポンバラタナゴ

ゼニタナゴ
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健康

ピンクリボン運動の推進

当社は、2005年から全社をあげて乳がんの早期発見・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
り組んでおり、2009年10～11月に実施した寄付キャンペーン
「ピンクリボン運動 応援特別企画」では、200万円を日本対
がん協会「乳がんをなくす ほほえみ基金」へ寄付しました。
さらに2009年度は、当社オリジナルのピンクリボンバッジも作
成し、役職員の意識も高めました。
また、梅田支店では、ロビー展を開催したり、ピンクのニッ

トやネクタイを身につけて受付を行うなど、ピンクリボン運動
をアピールしました。神戸で開催されたピンクリボンスマイル
ウォークには職員50名が参加し、活動を盛り上げました。

健康をテーマとしたセミナー

当社は、地域の医療機関などにご協力いただき、お客
様の関心の高い「健康」に関する各種セミナーを開催して
います。福岡支店では、2009年12月、久留米大学医学部
の早渕尚文先生をお招きして、「がんの検診と治療の最近
の進歩」をテーマに、通常行われる検診方法や早期発見
に役立つPET検診、先進医療として注目されている粒子線
治療など最新のがん治療についてご説明いただきました。
また、神戸支店では、2006年6月と12月に、粒子線治療の
第一人者である兵庫県立粒子線医療センターの菱川良夫
院長（当時）をお招きして、治療方法や最新情報、効果、費
用などについてご講演をいただき、「第一人者の方の話が
聞けて有意義な時間を過ごせた」など参加者からご好評
をいただきました。

サクセスフル・エイジング

映画「60歳のラブレター」試写会

「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きたいと
の想いから、2000年11月22日（いい夫婦の日）より当社が始
めた、夫婦間のラブレターをはがき1枚に綴っていただく応
募企画です。毎年160編を選出しNHK出版から刊行してお
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。10年目を迎えた
2009年には、この企画に着想を得た映画が全国公開され
ました。
千里中央支店では、2年前から定期的に「60歳のラブレ

ター」の朗読会を開催してきましたが、その取り組みの集大
成として、2009年5月に映画「60歳のラブレター」の試写会を
開催しました。当日は550名ものお客様にご来場いただくな
ど盛況で、中には、涙ぐんでいる方や、上映後に「お誘いい
ただいてありがとう」と駆け寄ってきてくださる方もおられ、職
員にとっても励みになりました。

安心できる老後を考えるセミナー

東京営業部・東京中央支店では、2010年8月、東京国際
フォーラムにおいて、介護情報館／有料老人ホーム・シニア住
宅情報館 館長の中村寿美子氏をお招きして、安心できる老
後のために知っておきたい介護と老人ホームの情報を紹介
する特別セミナーを開催し、老人ホームの選び方のポイント
や今から考えておくべきことなどについて、詳しくお話しいた
だきました。当日は、86名の方 に々ご参加いただきました。

©ひこねスタジオ
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東京都小学5年生サッカー大会への協賛
スポーツ大会への協賛

を通じて少年の健全な心
身の育成に貢献したいとの
想いから、当社は、財団法
人東京都サッカー協会が主
催する東京都の小学5年生

のサッカー大会を「住友信託東京カップ」と冠し、2004年から

協賛しています。2009年度は、都内16ブロックで9月から
1ヵ月半にわたって行われた予選大会に約1万3,000人が参
加し、11月の決勝大会では、予選を勝ち抜いた強豪48チー
ムが熱戦を繰り広げました。当社は、大会を盛り上げるため、
支店ロビーでのポスター展示や参加者全員への景品贈呈な
どを行いました。

日本の次世代リーダー養成塾への協賛

日本の今後を担い、世界に貢献する次世代のリーダーを
育成することを目指し、2004年から自治体首長・財界人らが
音頭をとって「日本の次世代リーダー養成塾」（現塾長：日本経
済団体連合会会長米倉弘昌氏）が開塾されています。当社
は趣旨に賛同し、初年度から協賛を続けるとともに、毎年職
員を「クラス担任」として派遣しています。6回目の開催となっ
た2009年度も、全国から選抜された180名の高校生が福岡
県宗像市で2週間の合宿を行い、各界の著名人から、リー
ダーとして身につけるべき哲学・知識・教養を学び、ディスカッ
ションを通じて理解を深めました。また、2009年12月に開催
された就職セミナーにも職員を派遣し、就職活動をしている
卒塾生に、働くことの意義や社会人としての心構えなどにつ
いてアドバイスしました。

地元の大学生との環境をテーマとした共同活動
上海支店では、2006年

から、貧しい生活を余儀な
くされている民工（農村から
の出稼ぎ労働者）の子ども
たちの教育支援など、「教
育」をテーマとしたCSR活動
に継続的に取り組んでいま
す。2009年度は、市内の著
名大学である華東師範大

学の学生と、近年中国においても重要な社会問題となって
いる「環境」について、意識を高めるための共同活動を実施
し、討論会やエコバッグのデザインコンテスト、大学構内の
清掃活動、寄せ書き作成などを行いました。

各種防犯活動
各支店が地域と連携し

ながらさまざまな防犯活動
を行っています。松山支店
では、2006年12月から週2
回、支店に隣接する番町小
学校の子どもたちの通学を

見守る活動を続けています。また、八王子支店では、子ども
の安全を地域全体で守ることを目的に、八王子市立小学校
PTA連合会が行っている「ピーポくんの家」事業に登録して
います。2009年3月から開始した金融詐欺対策セミナーも、
継続して実施しています（31頁参照）。

地震への備えに関する情報提供
和歌山県は以前から「東

南海地震」到来の可能性
が高いと言われており、和
歌山支店では、2009年9月
の防災月間に、東南海地
震に備えた避難場所、耐震

パネル、津波情報パネルなどを掲示するロビー展を実施し、
東南海地震の恐ろしさと地震に備える必要性を呼びかけま
した。ほかにも、立川コンサルティングオフィスで、「地震の際
の対応」についてセミナーを開催したり、神戸支店で、阪神・
淡路大震災15周年の震災メモリアルウォーキングへ参加する
など、各支店にて地震への備えを呼びかけるさまざまな活動
を行っています。




