
明治安田生命保険相互会社との協働取組みにつ
いて 
 
１． 背景 
明治安田生命保険相互会社は、「信頼を得て選ばれ続ける、人に一番やさしい生命保険

会社」を目指し、2020（令和２）年４月から自治体等との協働による「地元の元気プロ
ジェクト」を展開され、地域社会の貢献活動に取り組まれています。 
また、地域に密着したパートナーとなれるよう「まち・ひと・しごと創生」の実行支

援として多くの地方自治体と連携協定を結ばれており、当市においても 2021（令和３）
年９月 21 日に包括連携協定を締結しました。 

(1) 高齢者・健康づくり支援に関すること 

(2) 結婚・出産・子育て支援に関すること 

(3) 産業・観光振興支援に関すること 

(4) その他地域の活性化及び市民サービスの向上に関すること 

 

２． 2021（令和３）年度の取組実績 

項目 取組内容 担当部署 参加者数 

寄附 
「私の地元応援募金」として 417,500 円を

寄附 
総合政策課 － 

道の駅 
10 月 30 日に「道の駅いが」の健康イベン

トに 19 万円協賛し「ベジチェック」を実施 
商工労働課 50 名 

健康づくり 
市の取り組み周知活動（障がい者週間PRチ

ラシ配布） 
障がい福祉課 300 名 

高齢者支援 
市の取り組み周知活動（高齢者見守りサー

ビス PR チラシ配布） 
介護高齢福祉課 300 名 

道の駅 
3 月 20 日に「道の駅あやま」の健康イベン

トに 16 万円協賛し「ベジチェック」を実施 
商工労働課 未集計 

 

３． 2022（令和４）年度の取組照会 

本年度に協働可能な施策・事務事業等がありましたらご報告をお願いします。 

 イベントや行事 

 他自治体との協働事例（参考資料 P8～）のうち当市で取り組み可能なもの 

 地域の課題解決に繋がるもの など 

 

●報告フォーム 回答期限：令和４年５月 31日（火） 

https://tb.logoform.st-japan.asp.lgwan.jp/form/KPw2/91894 

 

●参考資料 

「2021年度協働実績のご報告」…明治安田生命保険相互会社提供 

2022（令和４）年５月 24日 

市政運営会議資料 

デジタル自治推進局 

https://tb.logoform.st-japan.asp.lgwan.jp/form/KPw2/91894


2022年3月18日

明治安田生命保険相互会社
津支社

2021年度協働実績のご報告

伊賀市 御中
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１．明治安田生命が推進する
２つのプロジェクト



健康増進を促す保険商品・サービス

のご提案や参加しやすい運動機会

等の提供により、「お客さま」「地域

社会」「働く仲間」の継続的な健康

増進を応援し、いっしょに健康づくり

に取り組むプロジェクト

地方自治体との緊密な関係やJリーグ協賛等で培った

スポーツ支援の仕組み、全国の営業ネットワーク等を活用して、

人が「集まり」、地元が「つながり」、経済が「まわる」機会や

場をつくり、地元のみなさんといっしょに地元が元気になる

取組みを推進するプロジェクト

１．明治安田生命が推進する２つのプロジェクト

■明治安田生命では、「ひとに健康を、まちに元気を。」を合言葉に、２０１９年４月より「みんなの健活
プロジェクト」を、２０２０年４月からは「地元の元気プロジェクト」の２つのプロジェクトを推進しています

私たちも地元の一員として、みなさんの地元を盛り上げます 4

「ひとに」

公民館や道の駅などで
地域活動に参加する
機会をお届けします

「職場に」

地元でがんばる企業の
健康経営を後押しします

「まちに」

みなさまと一緒に、
スポーツを観て、応援して、
楽しむコミュニティを

つくります

地元の元気プロジェクト
みんなの健活
プロジェクト
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全国の地方自治体や道の駅、公民館等との協働により、地域のみなさまの暮らしの充実をサポート

「 『道の駅』健活プロジェクト」や「地元の『公民館』元気プロジェクト」を推進し、各取組みを通じて地
域社会や地元住民へ貢献

「私の地元応援募金」等を通じて、より豊かな地域社会づくりや地域の課題解決を継続的にサポート

地元企業の健康経営のサポートを通じて、従業員のみなさまが心身ともにいつまでも健康で意欲的に働
ける環境づくりを支援

「地元の元気プロジェクト融資」を通じて、地域のみなさまの生活や地域の経済・雇用を支える企業の成
長をサポート

Ｊリーグに加え、新たにオフィシャルパートナー契約を結んだ日本女子プロゴルフ協会との関係を活かした、
スポーツを中心とした当社らしいコミュニティづくり

「地元アスリート応援プログラム」を通じた、地域のスポーツ振興や一体感の醸成への貢献

「道の駅富楽里とみやま」(千葉)で
開催した血管年齢測定会

協会けんぽ宮崎支部との

連携協定締結式

サガン鳥栖の選手との

アスリートヨガ教室

自治体や公民館、道の駅等との協働による地域の支え合いへの支援

地元を支える企業の健康経営をサポート

スポーツを通じて地域のみなさまが触れ合うコミュニティの提供

「ひとに」

「職場に」

「まちに」

地域のみなさまが安心してつながる機会をサポートする３つの宣言

１．明治安田生命が推進する２つのプロジェクト（地元の元気プロジェクト）

 社会保障を補完する役割をもつ生命保険会社として、子どもたちに自助の方法や重要性を伝えていくことが、豊かな人生と持続可能

な福祉社会につながると考え、全国各地の小・中学校にて、「保険」や「お金」に関する出張授業を開催しています

1 人生100年時代の
「リスク」について

2 「保険」の仕組みについて 3 「お金」の運用について

出張授業の
内容

「人生100年時代の『自助』」をテーマに、「お金」と「保険」について、クイズなどを交えながらわかりやすく説明

＜小・中学生向け金融・保険教育のご紹介＞



１．明治安田生命が推進する２つのプロジェクト（都道府県・市区町村との連携協定締結の状況）

■当社は全国の都道府県および市区町村と、健康増進に関する協定や包括連携協定の締結を推進して
います

都道府県 市区町村
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締結数 36都道府県 / 47都道府県

人口カバー率
84.6％

（10,754万人 / 12,710万人）

締結数 652市区町村 / 1,741市区町村

人口カバー率
62.6％

（7,962万人 / 12,710万人）

※2022年1月末時点 ※2022年1月末時点



１．明治安田生命が推進する２つのプロジェクト

■自治体との協働取組みは、2022年1月末までに、全国各地で約2,300回実施しています
■協定項目に基づき、自治体情報の周知活動やイベント・セミナーを実施しています

地域別での取組実績 協働取組内容

55.6%
28.2%

3.6%

12.8%
北海道

132回

東北

202回

関東

724回

中部

301回近畿

285回

中国

171回

四国

87回

九州・沖縄

251回

北陸・信越

192回

分野別の主な取組実績

分野 回数

健康増進 844回

高齢者支援 244回

スポーツ 89回

子育て 57回

産業振興 51回

その他 1,059回

合計 2,344回

取組内容 回数

自治体情報の周知・勧奨 1,303回

自治体との協働でのイベント・セミナー・
測定会等の開催

661回

自治体の事業への参画や支援 81回

その他 299回

合計 2,344回

自治体情報の
周知・勧奨

自治体との協働での

イベント等開催

自治体事業

への参画

その他
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協定項目 自治体名 具体的な取組み

健康寿命の延伸に関すること 秋田県

 秋田県庁職員で歯科医師である職員を講師とした

「歯の健康セミナーを開催」

 県民向けの健康課題データの周知活動を継続

 2019年「2,000歩多く歩きましょう」

2019年「健康診断を受けましょう」

2020年「歯の健康に注意しましょう」

2020年「受動喫煙と認知症」

健康づくりに関すること 千代田区

 千代田区の健康課題である受動喫煙について、区

作成のチラシの配布と、受動喫煙に対する区民、およ

び区内の企業に勤務する従業員に意識調査を実施

 約3,200名の地域住民や在勤者からアンケートを受
領し、結果を区にフィードバック（予定）

健康づくりに関すること 熊本市
 熊本市のHPに当社健康Webセミナーを掲載し、地
域住民向けに無料動画を提供

１．明治安田生命が推進する２つのプロジェクト

健康増進
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（１）各自治体で行なった協働取組みの事例を以下に掲載します



１．明治安田生命が推進する２つのプロジェクト

協定項目 自治体名 具体的な取組み

高齢者・認知症対策 島根県

 県民の認知症に対する意識の現状把握と、結果をふまえた

認知症対策を検討することを目的に、島根県と当社が協働

で、認知症に関する意識調査を実施(令和2年11月26日
～令和3年2月22日)

 2,886名の地域住民からアンケートを受領し、結果を県へ
フィードバック

 また、地域の健康課題解決に向けた認知症セミナーの開催

高齢者支援 沼津市
 沼津市の老人クラブとウォーキングイベントを開催

 187名が、ウォーキングと健康測定会に参加

高齢者支援
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（１）各自治体で行なった協働取組みの事例を以下に掲載します



１．明治安田生命が推進する２つのプロジェクト

協定項目 自治体名 具体的な取組み

産業振興支援
全国多数

自治体

 連携協定締結先の自治体と地域の特産品のPRを
目的に、地域物産展を開催

 当社が投資する商業施設「代官山アドレス・ディセ」に

おいて、地域PRイベントを開催

 ゆるキャラとともにチラシやグッズ配付するなど、来館者

に向け自治体の魅力をPRし、観光客やふるさと納税
を誘致(小規模であれば、一定の制限の下、物販も可能)

産業振興

スポーツ

子育て
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（１）各自治体で行なった協働取組みの事例を以下に掲載します

協定項目 自治体名 具体的な取組み

スポーツ振興 さいたま市

 さいたま市グラウンド・ゴルフ協会が主催するゴルフ大

会へ協賛（21年度は5大会へ協賛）

 当日は野菜摂取度測定や血管年齢測定等の体験

型ブースを設置し、大会参加者が体験

協定項目 自治体名 具体的な取組み

子育て支援 豊後高田市

 豊後高田市が提供する子育て応援アプリや、妊娠・

出産・育児に関するサービスを掲載したチラシを地域

住民向けに周知



関連組織等 具体的な取組み

全国道の駅連絡会

 道の駅への助成を実施

 「血管年齢」や「ベジチェック」などの健康測定会を

実施し、地域住民等が参加

 参加者へは、出荷者より購入した野菜詰め合わ

せを進呈するなど、地域へ貢献

都道府県の

公民館連合会

 公民館にて当社オリジナル講座(通称：MY定
期講座)を開催

 「健康増進」「介護・認知症」「相続」等のテーマ

で講座を開設

 講座は定期開催となっており、住民の継続的な

参加が可能

各都道府県の中学校

 中学生向けに、保

険やお金に関する金

融教育開催

公民館での当社オリジナル講座の開催

道の駅での健康測定会の開催

中学校での金融・保険教育を実施

１．明治安田生命が推進する２つのプロジェクト
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（２）自治体関連組織との協働取組みの事例を以下に掲載します



２．三重県内の市町との
連携協定締結等の状況



２．三重県内の市町との連携協定締結等の状況（2022年1月末時点）

連携事項 締結日

三重県 地方創生に関する包括連携協定 2019年7月31日

東員町 健康増進に関する連携協定 2020年8月3日

菰野町 健康増進に関する連携協定 2020年8月3日

伊勢市 健康増進に関する連携協定 2020年10月28日

尾鷲市 健康増進に関する連携協定 2020年10月29日

松阪市 健康増進に関する連携協定 2021年2月1日

鈴鹿市 連携と協力に関する包括協定 2021年8月2日

伊賀市 包括連携協定 2021年9月21日

亀山市 健康増進に関する連携協定 2021年9月29日

桑名市 包括連携協定 2021年11月2日

朝日町 健康増進に関する連携協定 2021年11月8日

津市 健康増進に関する連携協定 2021年12月20日

四日市市 包括連携協定 2022年1月27日

連携事項 締結日
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締結数 12市町/29市町

人口カバー率
80.8％

（143万人/177万人）

協定締結の状況



NO 協定項目 取組内容(※) 担当課
参加者数
（地域住民）

地域住民からの声(効果等)

例
健康づくりに
関すること

12/1、市主催の健康増進イベントに測
定会ブースを出展

健康づくり課 100名
・初めて血管年齢測定を行ない、実年齢より高く出たこと

に驚いた

１ 寄附
「私の地元応援募金」として417,500円
寄附

総合政策課 ー

２ 道の駅
10月30日道の駅いがの健康イベントに
19万円協賛し「ベジチェック」実施

商工労働課 50名

３
健康づくりに
関すること

市の取り組み周知活動（障害者週間

PRチラシ配布協力）
障がい福祉

課
300名

４ 高齢者支援
市の取り組み周知活動（高齢者見守り

サービスPRチラシ配布協力）
介護高齢福

祉課
300名

5 道の駅
3月20日道の駅あやまの健康イベントに
協賛金16万円協賛し「ベジチェック」実施
予定

商工労働課

２．三重県内の市町との連携協定締結等の状況
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■ 21年度の伊賀市との協働取組みについてご報告します



３. 2022年度の協働取組みの計画



伊賀市の重点政策等に沿って当社がご協力できる協働取組みについて意見交換させてください

３．2022年度の協働取組みの計画

重点政策等
協働取組みの案

項目 具体的内容

自治体情報の
周知・勧奨

イベント・セミナー
測定会の開催

自治体の事業への
参画や支援
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３．2022年度の協働取組みの計画

【意見交換のポイント】
①伊賀市で注力されている重点政策等について教えてください（いったん、我々の視点で抽出しています）
②課題解決に向けてご協力できる協働取組みについて意見交換させてください

1. 協定締結後の当社の取組みへのご意見
2. 2022年度開催予定の自治体のイベントや、当社が協働可能な行事など
3. 当社と他自治体との協働事例のなかで、ご興味を持っていただいた内容
4. 2022年度に向けて、当社が地域の課題解決にさらにお役にたてること
5. 公民館や道の駅等も含めて、協働取組みを行なうにあたり、担当となる部署や担当者
6. 当社以外の保険会社との協定締結状況や、取組み状況

重点政策等
協働取組みの案

項目 具体的内容

住民意識
調査の実施

その他

打ち合わせメモ
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