
Materiality 3

信頼を高め
事業基盤を
堅固にする
CSR活動
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和歌山県田辺市天神崎は、日本におけるナショナル・トラスト活動の草分けの地です。2012年10月、天神崎

田辺第三小学校の５年生の生徒は、公益財団法人「天神崎の自然を大切にする会」の玉井済夫氏から天神

崎の自然が育む生き物について学びました。当日の風景はGreen TVが映像に収め、後日、三井住友信託銀

行社員が先生となったクラスルームでの授業で学習教材として利用しました。



Materiality 3　信頼を高め事業基盤を堅固にするCSR活動

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・社会貢献活動の三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
の喪失

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

サクセスフル・エイジング

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

真 な取り組みを通じた
信頼性の向上
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甲信越・北陸 ●

県のライトアップ企画に協力
地域・社会貢献活動

福井支店は、2012年11月、福
井県のテーマ企画「光福（人を
幸せにする光）」に協力し、ビ
ルをライトアップしました。戦
前に建築された支店ビルは、
有名デザイナーの電飾で幽玄
の雰囲気を醸し出し、道行く
人の目を楽しませました。

九州 ●

「ラブアース・クリーンアップ」に参加
地域・社会貢献活動

ラブアース・クリーンアップとは、「地球
環境と地域行動」の実践として始まった
地球環境美化活動で、市民、企業、行政が
協力して海岸や山などの大掃除をすると
いうものです。福岡支店は2005年からこ
の活動に参加しています。

近畿 ●

「60歳のラブレター」朗読会
サクセスフル・エイジング支援活動

「60歳のラブレター」とは、夫
婦間のラブレターをはがき１
枚につづっていただく応募企
画です。明石支店では2012年
1月、この「60歳のラブレ
ター」朗読会を開き、選りすぐ
りの12作品と、第1回の大賞
作品を朗読しました。

東海 ●

「元気百歳になる方法」セミナー
サクセスフル・エイジング支援活動

岐阜支店は、「元気百歳になる方法」セミナーを
開催し、国際長寿センターの志藤洋子氏に講師
としてご講演いただきました。生き生きと幸せに
長生きするコツなどのお話に、参加されたお客
さまも熱心に耳を傾けていらっしゃいました。

山陽・山陰 ●

鳥取砂丘一斉清掃
地域・社会貢献活動

鳥取砂丘の景観を守る「鳥取
砂丘一斉清掃活動」は1980年
にスタートした活動で、鳥取
支店も2008年から毎年参加
しています。この活動には社
員だけでなく家族も含めて大
勢が参加し、親子で地元貢献
に取り組みました。
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全国での活動

三井住友信託銀行では、全国各地の営業拠点を中心に、地域社会に貢献し、

地域の皆さまと強固な信頼関係を築くため、地域に根ざした社会貢献活動

を展開しています。三井住友信託銀行は、このような取り組みを“With You

活動” と呼んでおり、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・社会貢献活動の三つを特に重視して推進しています。

組織統治

人権
コミュニティへの
参画および

コミュニティの発展

労働慣行 消費者課題

環境
公正な
事業慣行

ISO26000
社会的責任の
中核主題



● 北海道

黒松内町ブナ林の下草除去
環境・生きもの応援活動

札幌中央支店、札幌支店は2012
年７月、北海道黒松内町のブナの
苗床で下草の刈り取り作業を合同
で実施し35人が汗を流しました。
若見町長をはじめとした黒松内町
役場の方々などから大変温かいご
指導をいただきました。

● 東北

ピンクリボンスマイルウオーク参加
サクセスフル・エイジング支援活動

仙台支店は、乳がんに対する関心を高
め、検診への一歩を踏み出してもらうこ
とを目的とする「ピンクリボンスマイルウ
オーク」の仙台大会に、毎年参加してい
ます。2011年10月の大会では、当グルー
プから約65人が参加しました。

● 関東

リサイクル活動（エコキャップ）
環境・生きもの応援活動

本店営業部は、途上国の子どもたちへの
ワクチン代や震災復興支援に貢献するた
め、ペットボトルキャップの回収活動を
行っています。店舗移転のため一時回収
を休止していましたが、2012年6月より
新店舗で回収バケツを設置し、再開して
います。

● 関東

絶滅危惧種のメダカ飼育
環境・生きもの応援活動

小田原市内には、「絶滅危惧Ⅱ
類」に指定されるメダカが生息
しています。そこで小田原支店
では「メダ課」と通称する特別
チームを新設し、店内でメダカ
を飼育し、情報を発信すること
で、酒匂川水系のメダカの種
の保存に貢献しています。

● 四国

小学生を見守り隊！
地域・社会貢献活動

松山支店では、毎週火曜日と木曜日
に、登校する小学生の「見守り隊活
動」を行っています。社員は信号を守
るよう呼び掛けたり、子どもたちとあ
いさつしたりしながら、不審者が近
付かないように見守っています。

全国での活動
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全国での活動
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海外支店での活動

当グループは、お客さまを金融面だけでなく、「健康」

という面からも応援したいという思いから、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。主な取り組みとして、毎年

10月に東京、名古屋、神戸、仙台で行われる乳がん検診

啓発イベント「ピンクリボンフェスティバル」（日本対がん

協会主催）への協賛が挙げられます。ピンクリボンフェス

ティバルは、2003年から始まった「乳がんの早期発見・早

期診断・早期治療の大切さを伝える」ことを推進するプ

ログラムで、当グループは2005年から協賛しています※。

また、ピンクリボンフェスティバルのメインイベントとし

て行われる「スマイルウオーク」には、毎年、近隣の支店

ロンドン支店では2011年7月、チャリティーイベントとし

て有名な大会「British10K London Run」に参加しました。

東日本大震災の被災者の方々に寄付するため、「完走するこ

と」を条件にスポンサーを募っての参加です。このイベントで

スポンサーから集まった281.5ポンド（約3万6,000円）は、イ

ギリス赤十字社を通じて日本の被災者に届けられました。

三井住友信託銀行は、2012年10月、甚大な被害をもたら

した大型ハリケーン「サンディ」の被災者の救援や被災地の

復旧に役立てていただくため総額5万ドルの義援金を、地域

の救援活動機関に寄付しました。それに合わせ、ニューヨー

ク支店および米国三井住友信託銀行の社員は、義援金マッ

チング制度による寄付を行うとともに、被災者向けに物資を

搬送・配布するボランティア活動に取り組みました。

ピンクリボン運動

上海支店では、地域の子どもたちを対象に環境問題へ

の啓蒙活動に力を入れています。これまで、2010年の中

国・上海万博の環境関係のパビリオンの見学イベントや、

子どもたちとの植樹などを行ってきました。こうした取り組

みは、環境意識の向上に加えて、日中の友好関係を高める

ことにも役立つものと期待しています。

の社員や家族が自主的に参加し、ピンクリボン運動を盛

り上げています。

そのほかピンクリボン運動の一環として、全国営業店

のロビー内で、乳がんの早期発見の大切さについて伝え

るパネル展示も行っています。期間中、社員はピンクリボ

ンバッジを着用し、ピンクリボン運動のメッセージを伝え

ています。
※ 2005年~2010年までは旧住友信託銀行、2011年は旧住友信託銀行、旧
中央三井信託銀行にて協賛。

「サンディ」の被災者に
向けたボランティア活動

桃苑村小学校の皆さまと
上海植物園見学

スマイルウオークin名古屋
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震災復興における日興アセットマネジメントの取り組み

日興アセットマネジメントは、資産運用会社として地球

環境や持続可能な社会の発展に積極的に関わるべきであ

るという理念のもと、さまざまなCSR（Corporate Social 

Responsibility）活動を行っています。

その取り組みの一つとして、同社は、「東日本の子どもた

ちと歩もうプロジェクト」を立ち上げました。本プロジェク

トは、本業を通じた支援として、日興アセットマネジメント

が運用するファンドの委託者報酬を原資として立ち上げた、

東日本大震災の復興支援のためのボランティア活動です。

このプロジェクトにより、2011年から2012年にかけて

5回にわたり、社員ボランティアが宮城県南三陸町を訪問

し、漁港の清掃やがれき撤去などの復興支援活動と、数

学、英語などの学習支援活動を行いました。また、多数の被

災者が出た志津川病院や、戸倉中学校校舎をバスで巡りな

がら、被災された方から震災時のお話を伺いました。

その後、2012年8月には、南三陸町立戸倉中学校の3年

生14名を東京の本社に招待する「体験学習in東京」を実施

しました。1泊2日で行われた体験学習では、日興アセット

マネジメントをはじめとする、東京ミッドタウン内のオフィ

ス訪問のほか、コールセンターのオペレーター体験や名刺

交換など、簡単な職業体験を行いました。この職業体験は、

戸倉中学校のキャリア教育の一環として、例年2年生を対

象に実施していたプログラムですが、東日本大震災の影響

で、今回東京に招待した3年生は、1年前に職業体験に来る

ことができなかった生徒たちです。

また、体験学習最終日には、生徒たちの手による、南三陸

町の魅力をPRするためのプレゼンテーションを行いまし

た。生徒自らが考案したオリジナルキャラクターやCMを

用いたプレゼンテーションの見学に、同社社員だけでなく、

OECD本部や富士フイルムの方、学生ボランティアなど、社

外からも多くの方が来場しました。

南三陸町の漁港の清掃活動

オフィスの訪問と職業体験

英語の学習支援

参加者全員で記念撮影（体験学習in東京）

東日本の子どもたちと歩もうプロジェクト

生徒たちのプレゼンテーション（体験学習in東京）
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教育支援

将来を担う世代を育成していくことは社会の持続可能性の向上の基盤の形成につながります。当グループは、本業で培っ

た知見やノウハウ等を活用し、将来を担う世代のための教育および金融・経済分野の研究等の支援に取り組んでいます。

当グループは、国内外の大学を対象に、金融・経済分野

に関する寄付講座や研究プロジェクトの設置、信託制度の

普及・発展に向けた講師派遣等の支援を実施しています。

三井住友信託銀行の各営業店では、近隣小・中学生の職

業体験や見学会の受け入れ、地域の商工会議所と連携し

たキャリア教育の一環としての生徒と社員による座談会な

当グループは、2006年度より、小・中・高生の経済教育の

向上を支援する団体「経済教育ネットワーク」（理事長：同

志社大学・篠原総一教授）に協賛しています。

同ネットワークは、経済教育を実践しているさまざまな

個人や団体を緩やかなネットワークで結び付け、健全な資

公益財団法人トラスト60は、信託を中心とした金融・経済

に係る研究機関です。当グループが、1987年に「信託制度の

普及・発展に資する調査・研究を通じ、経済の発展と国民生

活の質的向上に貢献したい」という目的で設立しました。

国内外の大学への支援

地域の小・中学校への支援

経済教育ネットワークへの協賛

公益財団法人トラスト60を通じた信託制度の普及啓発

本主義のあり方や経済全体の仕組みを子どもたちに伝え

ることを目的として設立されました。同団体は、全国各地で

教員向けのワークショップやシンポジウムを開催している

ほか、教材を開発するなど経済教育に関するさまざまな活

動を積極的に展開しています。

トラスト60は、設立以来、特に信託に関する多数の研究成果

を世に送り出すとともに、信託の普及・発展等に向けた活動

を積極的に展開しています。

中国人民大学へ設置している「三井住友信託銀行経済学講

座」からは、毎年、成績優秀な学生を日本へ招聘し、研究報告

会や日中間の学術交流イベントなどを開催しています。

どを通じて、金融教育や社会の一員として働くことの意味

をお伝えする機会の提供に取り組んでいます。

中国・中国人民大学：三井住友信託銀行経済学講座
（研究報告会）

日本橋営業部 杉戸支店 横須賀支店

青山学院大学：信託法ゼミナール
（商品開発研究発表会）

慶應義塾大学：日本郵政寄附講座
（講義「ユビキタス社会における企業と株主のあり方」）
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グリーンTVは、英国に本部を置く世界唯一の環境専門

のグローバルメディアです。日本のグリーンTVジャパンは、

豊富な海外のコンテンツに加え日本独自に制作した総数

850本もの映像コンテツを無料で提供しており、最近は政

府や企業への質の高い作品の提供や、BS放送での独自番

組の提供など大きな注目を集めるようになりました。

三井住友信託銀行は、メディアスポンサーとして2007

年の創業から一貫してグリーンTVを支援しており、環

境コンテンツの制作などでさまざまな連携を図ってき

ました。最近では、ESD（Education for Sustainable 

Development：持続可能な開発のための教育）の場とし

て、全国のナショナル・トラスト活動を取り上げ、映像を

通じて近隣の小学校の環境教育を行う新たなコラボレー

三井住友信託銀行は、全国の支店におけるWith You活

動の取り組みを紹介する「With You支店ブログ」を立ち上

げました。ブログとは、日々の出来事などを日記形式で書

き込むインターネットのサイトで、近年利用者が爆発的に

増加している「ソーシャルメディア」と呼ばれる新しい情報

発信手段の一つです。

三井住友信託銀行がWith You支店ブログを開始したの

は、地域独自の情報をリアルタイムで発信すること、また地

域貢献に対する思いを支店担当者が生の声でお伝えする

ことが、地域の皆さまとの関係を深めることに役立つと考

えたからです。

今後は、セミナーやパネル展の案内などにも活用し、さ

らに有効なコミュニケーション手段として発展させていき

たいと考えています。

グリーンTVとESDで連携
サイトURL: http://www.japangreen.tv/

With You支店ブログ
サイトURL: http://branchblog.smtb.jp/

ソーシャルメディアを通じたCSR活動のご紹介

ションを、日本のナショナル・トラスト活動の起源の地とさ

れる和歌山県の天神崎から開始しました（56、57頁参照）。




