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東京海上グループのステークホルダー 

 

ステークホ

ルダー 

エンゲージメント 
リンク 

方針 内容 

お客様 

常にお客様や社会に、安心・安全を提供します。お

客様の期待に応える、より高い品質の商品・サービ

ス・プロセスを迅速かつ適切に提供し続けます。 

保険の基礎知識 
なるほど保険ガイド（基礎編） 

なるほど保険ガイド（ライフイベント編） 

お客様満足度 お客様の声への対応 

株主・投資家 

全てのステークホルダーの皆様に対して真摯に取

り組むことで、より大きく適正な利益を生み、株主

に正当な価値を提供し続ける循環をつくることに

努めます。 

株主との対話 

ステークホルダーエンゲージメント（株

主・投資家とのエンゲージメント） 

コーポレートガバナンス（株主との対話） 

情報開示の方針 情報開示 

代理店 

代理店と信頼し合い、力を合わせてお客様のニーズ

に対応するとともに、互いの健全な成長、発展を促

進するよう協力し合います。 

代理店との協働 

代理店とともに品質向上 

代理店向け教育・研修体制 

取引先 
取引先の皆様と、互いの健全な成長、発展を目指し

ます。 
取引先との協力 バリューチェーンでの CSR 

社員 

社員一人ひとりを個人として尊重し、その尊厳と価

値を認め、家族に対する責任が十分果たせるよう配

慮します。私たちは個性豊かなプロフェッショナル

集団を目指すとともに、ともに働く仲間がお互い活

力にあふれ、充実した仕事ができるよう協力し合い

ます。 

従業員満足度 
ワーク/ライフ・バランス（従業員満足度の

向上） 

ダイアローグ 
社員とのコミュニケーション（社員と役員

の直接対話） 

地域・社会 

良き企業市民として、すべての人や社会から信頼さ

れるとともに、多様な人々が健全で安心して暮らせ

る社会づくりに貢献します。次世代のために、地球

の環境を健全に守ることに努めます。また、NPO

等とのパートナーシップにより、マングローブ植林

プロジェクトや、主に子どもたちを対象とした体験

型の環境保護活動を行うプロジェクトを実施しま

す。 

表彰 外部評価・表彰・イニシアティブへの参加 

CSR ダイアロー

グ 

ステークホルダーエンゲージメント

（2014 年度 CSR ダイアローグ） 

マングローブ植

林プロジェクト 

生物多様性の保全（マングローブ植林プロ

ジェクト） 

体験型の環境保

護活動 

地球環境保護につながる地域・社会貢献活

動（「Green Gift」プロジェクト国内環境

保護活動） 

研究機関 

気候変動による災害に対応するため、産学連携によ

り自然災害リスク評価を高度化し、将来にわたって

安定的に災害に対応する商品・サービスを提供して

いきます。 

気候変動・自然災

害リスク研究 
気候変動・自然災害リスク研究 

外部イニシ

アティブ、団

体、政府行政 

気候変動・貧困と人権・資源・エネルギー等の世界

規模の課題に対応し、安心・安全でサステナブルな

未来づくりに貢献していくため、政府行政・業界団

体と協働し、国連グローバル・コンパクト、国連環

境計画 金融イニシアティブ（UNEP FI）等のイニ

シアティブに参加し、さまざまなステークホルダー

と連携して課題解決に向けた活動を実施します。 

イニシアティブ

への参加 
外部評価・表彰・イニシアティブへの参加 

メディア 

東京海上グループ CSR 憲章の「すべてのステーク

ホルダーに対して、適時適切な情報開示を行うとと

もに対話を促進し、健全な企業運営に活かします。」

に基づき、ステークホルダーから理解と信頼を得る

ために、メディアと連携して企業情報を公正・適時

適切に開示します。 

ニュースリリー

ス 

http://www.tokiomarinehd.com/relea

se_topics/release/ 

東京海上ホール

ディングス CSR

ページ 

http://www.tokiomarinehd.com/csr/ 

 

http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/guide/
http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/world/guide/life/
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/theme1/customer/customer03.html
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/group_csr/engagement.html#anc2
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/group_csr/engagement.html#anc2
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/governance/cogovernance.html#anc02
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/governance/disclosure.html
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/theme1/customer/agent01.html
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/theme1/customer/agent02.html
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/governance/valuechain.html
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/theme3/employee/employee04.html#anc01
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/theme3/employee/employee04.html#anc01
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/theme3/employee/employee06.html#anc1
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/theme3/employee/employee06.html#anc1
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/group_csr/evaluation/index.html
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/group_csr/engagement.html#anc1
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/group_csr/engagement.html#anc1
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/theme2/biodiversity.html#anc1
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/theme2/biodiversity.html#anc1
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/theme2/activity02.html#anc2
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/theme2/activity02.html#anc2
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/theme2/activity02.html#anc2
http://www.tokiomarinehd.com/sustainability/group_csr/evaluation/index.html
http://www.tokiomarinehd.com/release_topics/release/
http://www.tokiomarinehd.com/release_topics/release/
http://www.tokiomarinehd.com/csr/
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ステークホルダーエンゲージメントの実施状況 

 

区分 内容 形式 頻度 実施事項 内容の反映 

お客様 

ナレッジサイト なるほど保

険ガイド 
WEB － 保険の基本を教育する、顧客啓蒙サイト お問い合わせ内容

からサービス内容

を改善 顧客満足度（CS）調査 調査 年 1 回 
契約手続き管理、損害サービス、対応・マ

ナー等に関する不満 

株主・

投資家 

株主総会 総会 年 1 回 株主総会議決権行使と結果の連絡 
ガバナンス・コン

プライアンス強化 

株主のみなさまへ 中間報告

書 

情報開示・調

査 
年 1 回 

当社グループの事業等に関する状況のご説

明、当社へのご期待のアンケートを同封 

ご指摘事項を当社

グループへの貴重

なご提言として活

用 

アナリスト・機関投資家向け

説明会 
説明会 年 2 回 

IR 説明会を期末・中間決算後に開催。

さらに IR 担当部門の責任者による電話会

議を開催 

国内外の機関投資家への訪問

や個別取材 

訪問・取材対

応 
随時 当社グループの事業に関するご期待等 

海外投資家向け説明会 説明会 随時 

欧米およびアジアの海外投資家およびアナ

リストを個別訪問し、当社グループの決算

概況、事業計画および事業環境等につき説

明 

個人投資家向け説明会 説明会 随時 

「東京海上グループの経営戦略」をテーマ

に当社社長を説明者とする個人投資家説明

会を開催。また、IR 担当役員等を説明者と

する説明会も開催 

ホームページを通じた IR情報

の発信とリニューアル 
WEB ― 

投資判断に資する各種情報やデータを幅広

く掲載。ホームページの全面リニューアル

を行い、マルチデバイス対応や、分かりや

すいナビゲーションデザインの導入等実施 

代理店 

全国各支店での定期的な勉強

会・経験交流会・セミナー 

会議・セミナ

ー 
随時 

がん体験者、医療従事者等の専門講師によ

る講演会。 

各講演を通じて知

識・使命感の向上 

がんに関する知識の普及や検

診率向上のための啓発活動 
セミナー 随時 

あんしん生命では、代理店/取扱者向けの全

国各支店での定期的な勉強会・経験交流

会・セミナーに加え、全国代表代理店会議

を実施 

がん体験者、医療

従事者の各講演を

通じて知識・使命

感の向上を図る 

取引先 外部委託先の実態調査 調査 随時 

委託先に対する管理態勢を定めた｢外部委

託管理に関する規程」に基づき、毎年、外

部委託先の実態調査 

調査結果から取引

先のアセスメント

強化を図る 

社員 

「役員とのダイアローグ」 会議 随時 会社の方向性を役員から直に伝達 
社員のモチベーシ

ョン向上 

CSR コミュニケーションミ

ーティング 
会議 随時 

社員への CSR の取り組みに対する理解や

浸透を深める 

意見をた今後の

CSRの取り組みや

施策に反映 

社員意識調査 調査 随時 人財育成・多様性に関する要望調査 
要望の管理システ

ムへの反映 

地域・

社会 

マングローブ植林関連：みど

りの授業 
セミナー 随時 

小学校・特別支援学校で「地球温暖化防止・

生物多様性」をテーマとした授業を実施 

環境啓発活動の推

進 

マングローブ植林関連：

「Room to Read」途上国教

育支援プログラムへの参加ほ

か 

賛同・参加 随時 

インド・バングラデシュで貧しい少女たち

の将来自立のための総合的支援、図書室開

設で学習環境を整える国際 NGO「Room 

to Read」の支援 

マングローブ植林

地域の人材育成に

協力 
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環境：「Green Gift」プロジ

ェクト国内環境保護活動 
プログラム 随時 

日本各地で環境 NPO 等への寄付やイベン

ト参加等を通じ、地域と一体となった環境

保護活動を展開 

環境啓発活動の推

進 

社会貢献：「絵本を届ける運

動」ほか 
賛同・参加 随時 

公益社団法人シャンティ国際ボランティア

会の活動（台紙からシールを切り取り、絵

本に貼る作業） 

社会貢献意識の向

上 

防災：「小学生向け防災啓発

プログラム」、「防災啓発ツ

ール」、「自然災害セミナー」

ほか 

セミナー 随時 

東日本大震災で得た教訓を、次世代の子ど

もたちに伝えるため、社員ボランティアに

よる「ぼうさい授業」を実施 

社会の安心・安全

に資する活動を推

進、市民社会の皆

様に有益となる情

報発信 

気候変動・温暖化：「自然災

害セミナー自然災害研究の最

前線 – 高まる自然災害リス

クと大都市の脆弱性 -」開催 

セミナー 随時 
一般の方や企業の担当者を対象に、有識者

の講演やパネルディスカッション 

市民の地球温暖化

に関する知見を深

める 

研究機

関 

気候モデルデータを用いた台

風の将来変化予測 
共同研究 随時 

東京大学（大気海洋研究所）と連携した、

世界トップクラスの気候モデルを用いた

「台風リスク評価の高度化」への取り組み 

新たなリスクに対

応する商品・サー

ビスの開発・提供

を推進 

高解像度モデルを用いた台

風・豪雨シミュレーション 
共同研究 随時 

名古屋大学（地球水循環研究センター）と

連携した、「台風や爆弾低気圧などの気候

変動が豪雨災害に及ぼす影響」についての

研究 

将来気候下での水災リスク評

価 
共同研究 随時 

京都大学（大学院工学研究科 防災研究所）

と連携した、「国内河川における流量モデ

ル」による洪水リスク評価のさらなる高度

化 

地震・津波リスク研究 共同研究 随時 

東北大学と産学連携協定の締結による、双

方の地震・津波リスクの知見・データによ

る災害科学の研究開発・人材育成の取り組

み 

外部イ

ニシア

ティ

ブ、業

界団

体、政

府行政 

国連グローバル・コンパクト 賛同・参加 随時 

人権・労働・環境・腐敗防止に関する行動

10 原則からなる国連グローバル・コンパ

クトに賛同・参加 

東京海上グループ

の CSR 取り組み

姿勢や CSR 憲章

の推進 

UN-PRI（国連責任投資原則, 

Principles for Responsible 

Investment） 

賛同・参加 随時 

世界の金融機関・機関投資家等が資産運用

の意思決定のなかで、ESG（環境・社会・

ガバナンス）課題に配慮する姿勢・方針を

表明 

自社の様々な活動

のなかで、ESG の

課題を考慮した取

り組みに努める 

UNEP FI（国連環境計画・金

融イニシアティブ） 
賛同・参加 随時 

保険委員会・アジア地域代表理事として、

保険業界におけるサステナビリティ調査・

研究及び提言活動に参加 

経済発展と環境・

サステナビリティ

に配慮したビジネ

スの在り方の調

査・研究を実態業

務に生かす 

国連国際防災戦略事務局 

(UNISDR) 災害に強い社会に

向けた民間セクター・アライ

アンス（ARISE） 

賛同・参加 随時 

様々な組織、国家、政府間機関、ＮＧＯ、

金融機関、技術機関、民間セクター、市民

社会と防災・減災のために協働し、情報を

共有。 

災害に強い国・コ

ミュニティの構築

に貢献 

日本サステナブル投資フォー

ラム 
賛同・参加 随時 

メンバーとして、SRI・ESG 投資の調査研

究やその健全な発展に向けた取り組みに参

加 

。SRI・ESG 投資

関係者の情報交

換・意見交換、論

議、調査研究 

The Geneva Association

（ジュネーブ協会） 
賛同・参加 随時 

世界の保険会社約 80 社の CEO で構成さ

れる保険業界のシンクタンク組織、同協会

が行う保険業界における重要な課題（規

制・リスク管理・気候変動など）の調査・

研究を主導・支援 

研究結果を商品・

サービスの品実向

上に活用 

CDP 賛同・参加 年 1 回 
世界の企業の気候変動への戦略（リスク・

機会）や温室効果ガス排出量に関する開示 

企業における気候

変動・温室効果ガ

ス排出、エネルギ
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ーに関する情報開

示の促進 

ClimateWise 賛同・参加 随時 

世界の主要保険会社等約 40 社が共同で気

候変動にかかる様々なリスクと機会に関す

る調査・研究 

経済・社会生活に

与えるリスクの削

減に向けた提言活

動の継続 

業界団体への参加 賛同・参加 随時 
日本経済団体連合会に参加し、政策提言/

報告調査に参画 

業界の全体のレベ

ルアップ、共同歩

調促進 

金融安定理事会（FSB）・気

候関連財務ディスクロージャ

ータスクフォース（TCFD） 

賛同・参加 随時 

アジア地域のメンバー企業として参加。日

本の気候関連団体・企業との間で論議・意

見交換を行い、アジア・パースペクティブ

を提言に反映する取り組みを推進 

金融セクターに向

けた気候変動関連

の情報開示のガイ

ダンス策定 

アジア太平洋金融フォーラム 賛同・参加 随時 
各国財務当局者やその他の金融・保険関係

者等との対話 

アジア太平洋地域

の災害に対する経

済的な補償の充実

化 

21 世紀金融行動原則 賛同・参加 随時 

グループ 7 社が本原則の趣旨に賛同・署名

し、東京海上日動等が保険業務ワーキング

グループの取り組みに参加 

環境金融の取り組

み推進 

環境省、経済産業省の環境・

CSR のイニシアティブへの

賛同・参加 

賛同・参加 随時 

環境省・持続可能な社会の形成に向けた金

融行動原則（21 世紀金融行動原則）への

署名。環境省 エコ・ファースト制度に認定。

環境省・気候変動キャンペーン「Fun to 

Share」への賛同。 

経産省「ダイバーシティ経営企業 100 選」

に選定。 

行政の取り組みに

賛同し環境・CSR

を推進 

メディ

ア 
プレスリリース 

情報開示・取

材対応 
随時 

開示が必要な情報を、メディアを通してリ

リース 
情報開示の促進 

 


