
当社は、生命保険会社の社会��任を�たす�く、生命保険事業� CSR �動（CSR 三本�）を��てサス�ナビ

リ�ィ�営に取���、お�さま��信�され、��れる会社を��しています。

当社では、�CSR �営���に��て当社�取�������を��・�行して、ス�ーク�ル�ーの�さまに�

する�任を�たしてい�ます。

��� ����

大樹生命は、経営理�の下、社会の�員として永��な発����し、�下のとお�企業経営�進めます�

� 役�員一������業��しての����任を�

ち、法�・社会��の��、���リスク�理、�

������開�を��て、社会の信�に��る公

�・����業�営を行います。

� お�さまの����を長�に�た�て��るた�、お�

さまの�点に��た商��サービスを��する不�

の��を�け、お�さま��の�上を��します。

� 株�の���信�に��るた�、���、����

�業��の�上��������を�現します。

� �業員の��、��、��性に��し、���長を

����開���事�生�の�和を��て、���

�ャ�ンジ��を��て��を��で�る����

の���社会生�の���上に��ます。

� 事業の���る社会の�展に�与し、�の�代に�

���������全・��に���る�全�社会

を����るよう、����取��を行います。

������������

社会������������

社会の一員�して��の��保全に��する���に、�������を��代に����た�、�����に

関する�本���を��、��保護�動を行�ています。

社会の一員�して���社会の�現に��する���に、��を�う子��たちの�全���に��するた�、

�社会���動に関する�本���を��、社会���動を行�ています。

�社会�����の取��

大樹生命は、社会の����長�企�し、経営理����る���生�の�������与するため、����が

地�規�かつ��代���わたる��な��であること��く��し、��保����した経営�推進します�

大樹生命は、経営理����き、生命保険事業��じて��生�の������めるととも�、�き企業市�として

�かな社会の実����します�

1� 地���保����した事業�動

��関�のルールを��し、常に����保護に��し

た事業�動を行います。

2� 資�・�ネ��ーの有��用

��れた��を��に��するた�、���、�エ�ル

�ーおよび��のリサイクルに取��、����の��

に��ます。

3� ���発�動の推進

全役�員の�����の���上に��、一����の

社�外での行動���保護に��るように��ます。

4� �����の���な取�み

��������保護に���るた�、��に��て取

��の��しを行い、長�に�た����に取��ます。

1. ���社会の一員である��を��し、社会の�全������長に��するた�、���さ�いでく�さい。��。�。

いのち。�を�ーマに�動を��・��します。

2. 社会����の�和を�����、役�員一����の行動�社会の�展に�与するよう��ます。

3. よ��い社会�く�に��で�るよう、社会の��を�ま���、公�性の�い�動に��して取��ます。
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���



当社は2019年12月に、����理事会によ���されたTCF� ����同

しました。

���動に関する取��をよ�一���する���に、TCF� の��する開���に���、本業である�生命

保険事業�、�関����しての��産���の��で��開�の��を��てまい�ます。

�お、���動��に取���う�での���標�して、CO2�����に関して�社������標2030

年�：�51� �上��（��年は2013年�）、2050年�：�ッ��ロを��しました。

����（����������タ����ー�）���の��

�������　�4��間���6��の�����まし��

当社は、� �・��を��、���子���しい�の�を��たい ��いう�い

を��て、1974年に���プ��ン��を開始しました。�れは、当社�常に��

�けて�た�ャン�ーン�ーマ���さ�いでく�さい。��。�。いのち。�を�葉

で����る���く、CSR �動の一��して�で表現した�のです。全国の�業、

公���、��、����の��および一���に�して、���生���にあ�

た��を��し�け、2021年�で48��を��ました。�れまでに��した�

�の本�は、�計で526�本に��ました。��は全国��ですくすく��ち、�

�よい��を�く��������の保護� CO2���に役��ています。 1991年に��した��

ガ
バ
ナ
ン
ス

当社は、2007年に��した�����に関する�本���に���、�������������代��に�たる�����で
ある��を�く認�し、��保護に��した�営を��しています。
2019年には�ESG ���に�する�本������を��して���動�の��を����・社会・�バナンスの��を��し
た�産��を行�ています。
また、�営会�の���関である�サス�ナビリ�ィ�営��会��では、���動�の��を��サス�ナビリ�ィ����に�
いて取���の P�CA を行�てお�、�営会�・取締役会に��を��しています。

戦
略

�生命保険事業�生命保険��は、保険���長�に�たる����、�����に�う平���の上��、�常��の����

中長��に�の��に��を与�、���の�生率���し、損�を�るリスクを物理�リスク�して認�してお�、���リス
ク�理�の取���を��てリスクの��に��ています。

�資産運用�保険��に���た中長������を行�てお�、���動によ�て、����産�物理���害を�けるリスク

�、���社会�の�行に�い����損するリスク�ある一�で、���社会に��する�業�プロジ�ク��のグリーンフ�
イナンスにおいて、����会の増�に���る�の���ています。
当社では、�れ�の���動に関�するリスク��会の�点を、�����に����でまい�ます。
また、����� S�Gs 達�の�ーマに��くESG �ーマ���を行�てお�、2021年�末の����は1,571��（�年�
比 �208��）���ています。
��て、���動関���の��によ�、���の����取��を��しする��で、���の�業���上��産���ー�
フォリ�の���動リスクの��を��てまい�ます。

〈���動関���の��〉
����業�の��において、���動に関�する�営の取���� CO����の�認をする���に、���開�に�けた�
��けに�取���でいます。

リ
ス
ク
管
理

���動リスクを��さま�ま�リスク�全��して会社に��す��を���に�理する�点��、���リスク�理を��し
ています。���動�生命保険事業および�産��に��を��すリスクの��に�いては、��の�お�です。
�リスク�理の��に�いては P51を��く�さい。

�生命保険事業��常���平���上�によ�、��率、����率�上�し、��の保険�・������増�するリスク�

�の���動リスクをエマージングリスク�して認�し、グループ�での�������の��・��による、当社および業��
の��の��・������の��を行う��、������の��に取���でまい�ます。
また、������災害によ�当社の事業�動に��を�す�災害リスク�の���して、ス��ス�ス�によ�保険���の損
��������の���の����を��のう�、事業��計�の��、バックアップセン�ーの�保、�災��による���
���の����に取���でいます。

�資産運用��ESG ���に�する�本������を��する���に、���動�の�����い石�火���事業�の��

���に�いては、国�外���取��ま�い���しています。

指
標
と
目
標

���動��の��に�けて、��の�お�、当社の CO�������標を��いたしました。

��社��������2030年�： �51％�上��（��年は2013年�）　2050年�：�ッ��ロ

2021年�の事業�動に�う CO����は、�2.7�����てお�、��年の2013年���の��率は、�26� ���ています。
（��生命��における�計�）
���、��取��、在�勤務の��、��������によ�、��に���を��してまい�ます。



大樹生命厚生財団は、国民の健康保持とその増進をはかり、社会公共の福祉に貢献することを目的として1967

年に設立されました。この目的に沿い、今日のわが国の健康上の重要課題である生活習慣病に関連する医学研究

助成事業等を設立以来一貫して行っています。

公益財団法人大樹生命厚生財団

「いのちと健康」への取組み

医学研究助成

第54回「医学研究助成」（2021年度）は、全国の大学・研究機関の研究者を対象に公募を行い、21研究に対し

て助成を行いました。また、第52回「医学研究助成」（2019年度）入選者の研究報告の中から、3研究を第30回 

「医学研究特別助成」としました。

● 《助成金の実績》

2021年度 累計

件数 助成金額 件数 助成金額

医学研究助成 21件 2,100 万円 1,038 件 11 億 9,700 万円

特別助成 3件 450 万円 106 件 1 億 3,200 万円

合計 24件 2,550 万円 1,144 件 13 億 2,900 万円

● 《研究課題》

2021年度 2022年度

①新型コロナウイルス感染症の予防と治療

②自閉スペクトラム (ASD) の病態解明と治療

③臓器連関による病態形成と治療

④脳卒中再発の予後の改善

①新型コロナウイルス感染症の重症化と治療法

② AI の医学への応用

③地域医療構想

④自殺予防

ピンクリボン運動

日本では現在、女性の9人に1人が乳がんに罹るといわれています

が、乳がん検診受診率はまだ低い状況です。そうした背景の中、乳が

んの早期発見啓発を行う運動がピンクリボン運動です。

当社は、生命・健康と密接な関係を持つ生命保険業を本業とする

会社として、また、女性従業員の割合が高い企業として、ピンクリボ

ン運動の趣旨に賛同し、この運動に参画しています。具体的には、多

くの方に乳がんの早期発見の大切さを伝える「ピンクリボンフェス

ティバル」（公益財団法人日本対がん協会など主催）への協賛、乳が

んセミナーの実施、チラシなどを用いたお客さま・地域の方々への

乳がんについての情報提供や啓発活動などを行っています。

先天性心臓病などに苦しみながら経済的な事情で手術を受けることができない子どもたちを救うため、1966

年に設立されました。50年以上にわたり200人を超える国内外の幼い命を救い、“ 愛といのちのバトンタッチ ”と

いう大きな善意の橋渡し役として成長し、現在では発展途上国の医療活動や研究活動にも適用を拡大しています。

当社は1994年から28年連続で寄付を続けています。

明美ちゃん基金　〜28年間続けています〜

ピンクリボンフェスティバル街頭キャンペーンの様子
（写真提供：日本対がん協会）



当社は、全国��のス�ー���および��年の�全��を���して、さま�ま��会・�ームに��して

います。 （2022年3月末現在）
� ����マラ�ン

� ��ア�ビ��クス ��、��ア�ビ��クス �� ラビ��

� 全�小�生ラ�ビーフ�ト�ー�大会 �ーロー���プ

� �波大�バス��ト�ー�部�子チーム

� ス�ー�ひのまるキ��大会

� 日本高��ンス部�手�

��ー���

当社は�のマエス�ロで��れる������・���一�氏�ス�シャル�リン�ックスの��に�同して�

�された��バ�ン�その��たち�ー�ス�ラ�の�さまに、本�17����生命�ール�をリ�ーサル会�の

���いう�で��を�けています。

�の�ー�ス�ラは、���達��いのある��をお��して生の��を�し�でいた�くた�に�ラン�ィア�ン

サー�を行�ています。さま�ま���いのある���常��同�����を��し同��びを��して、��に生�て

いける社会の�現を��て�動されています。

��������ー���

����における��の����に関する����を��するた�、2005年

�よ�������における���座�パー�ナル・マ�ー・マ�ジ�ン�入��

座～��生のた�のマ�ー・��・��の����～�を��しています。��

にあた�ては当社のフ�イナンシャル・ア�バイ�ー����の専���非常勤

���して��を執�、パー�ナルフ�イナンス（��の�計）の�点����し、

マ�ー・��・��に関する�本����の��を��す�����ています。

�������お������の�� ���1��間��,�00名�受�しまし��

�業��

1990 年9月、当社の��によ�、�シ�ン��（米国�シ�ン州アナーバー）�の���関�して��され

ました。��平���（アジア・ア�リカ）の���本��の�展のた�、��に関する����シリー�の�行を

行う���に、��を�る�イムリー��ーマに�いて、����シン�ジ�ムを開�しています。

また、����の����士��の�生�の���（2021年�は、78,611�ル）���しています。

���������������ー�　 ��itsui �ife Financial �esearch �enter�

��の��の����の取��

（男子）��アルビ�ックス��
（����：（株）��プロバス�ッ��ール）

����バス�ッ��ール�男子�ーム
（����：����バス�ッ��ール�男子�ーム）

（女子）��アルビ�ックス�� ラビッ�
（����：（一社）��アルビ�ックス女子バス�ッ��ールクラ�）

ス�ー��のまる�ッ��会の�子
（����：（一社）ス�ー��のまる�ッ��会）

�14��ーロー�カップの�子
（����：（株）���）

��国�マラ�ン2019 の�子
（����：��国�マラ�ン�行�員会）

2021年�日本���ンス����の�子
（����：（株）�ルースプラッシ�）
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