
1 

 

2021 年 11 月 26 日 

日本生命保険相互会社 

 

「SDGs 達成に向けた当社の目指す姿」に係る取り組み状況について 

 

 日本生命保険相互会社（社長：清水 博、以下「当社」）は、2015 年 9 月に国連総会で採択

された持続可能な開発目標（以下、「SDGs」）の達成に向けて、あらゆる企業活動を通じて取り組み、

当社らしい新たな価値を創造する観点から、「SDGs 達成に向けた当社の目指す姿」を 2019 年 3 月

に設定・公表しました。 

「貧困や格差を生まない社会の実現」「世界に誇る健康・長寿社会の構築」「持続可能な地球環境

の実現」の 3 つのテーマと、「SDGs 達成を後押しする ESG 投融資」に特に重点を置き、安心・安全で

持続可能な社会の実現を目指してまいります。 

 当文書では、「SDGs 達成に向けた当社の目指す姿」に係る直近１年間の主な取り組み状況につい

て報告いたします。 

 

 

   ＜SDGs 達成に向けた当社の目指す姿＞                 2019．3．20 公表（*１） 

      

 

（*１）2019．3．20 ニュースリリース URL：https://www.nissay.co.jp/news/2018/pdf/20190320.pdf 
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（１）「SDGs 達成に向けた当社の目指す姿」全体に関わる取り組み 

 

○お客様と共に取り組む社会課題解決（『サンクスマイル』の寄付先に社会課題解決に取り組む団

体の追加） 

当社は契約者の方々へ、「ありがとう」の気持ちを込めて『サンクスマイル』をお渡しします。貯まった『サン

クスマイル』は、お好きなときに様々な賞品と交換することが可能で、そのメニューには、社会課題解決に

取り組む団体への寄付も含まれています。 

今般、寄付先団体として、『日本赤十字社』、『ユニセフ（国際連合児童基金）』、『あしなが育英

会』、『WWF（世界自然保護基金）』の既存４団体に加え、新たに『一般社団法人若草プロジェクト

（以下、若草プロジェクト）』、『認定 NPO 法人フローレンス（以下、フローレンス）』、『国立研究開発

法人国立国際医療研究センター（以下、国立国際医療研究センター）』の 3 団体を追加しました。   

若草プロジェクトへの寄付は、少女たちの自立に向けた支援活動に活用されます。フローレンスへの寄

付は、国内の「親子の笑顔をさまたげる社会問題」解決のための事業活動に活用されます。また、国立

国際医療研究センターへの寄付は、新型コロナウイルス感染症対策の推進のため、医療体制の整備・

研究（治療薬開発等）、業務環境改善、国際協力・貢献等に活用されます。 

既存４団体を含む寄付先の各団体は、それぞれ社会課題解決を目指し尽力されています。これらの

団体の取り組みを支援する仕組みの提供により、お客様と共に SDGs 達成へ貢献してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『サンクスマイル』の寄付先団体を紹介する当社ビラ内容の抜粋 
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（２）貧困や格差を生まない社会の実現 －次世代を社会で育む仕組づくり－ 

 

○全国各地の営業活動を通じて社会課題の認知拡大に貢献（当社ノベルティグッズに『ウーマンズ

ハンドフェアトレードブレンド』を導入） 

 2021 年度、株式会社キャメル珈琲『ウーマンズハンドフェアトレードブレンド』を、当社の営業職員がお

客様へお渡しするノベルティグッズとして活用しました。女性の自立支援・社会的地位の向上・経済的環

境の改善を趣旨として作られたウーマンズハンドコーヒーの認証と、国際フェアトレード認証の両方を得たも

のです。 

 全国 5 万名の営業職員がお客様に当グッズをお渡しすることで、女性支援に関連する取り組みやフェ

アトレードの考え方を世の中に広げることに貢献いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○経済的に困難な状況にある子どもたちの大学進学支援（『進学応援奨学金 supported by 

日本生命』の開始） 

 当社は 2021 年度より、『進学応援奨学金 supported by 日本生命』を開始しました。 

当奨学金は、大学等への進学を希望する経済的に困難な状況にある高校 3 年生・浪人生を対象

に、受験の準備に必要とされる費用（受験料、受験関連交通費、模試受験料、受験関連書籍購

入費等）の支援を行うものです。 

経済的に困難な状況にある子どもたちに金銭的な支援を直接届ける活動を行う認定 NPO 法人キ

ッズドア基金と協働し、200 名を対象に一人当たり５万円の給付を行います。 

 経済的理由により受験を諦めざるを得ない方々や受験機会を制限されてしまっている方々に、平等

な教育機会を得て将来の選択肢の幅を広げ活躍いただくことで、格差の少ない社会の実現を目指し

ています。 

 

 

 

 

 

パッケージイメージ 
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○コロナ禍で尽力されている方々への支援（『新型コロナウイルス感染症：いのちとこころを守る

SOS 基金』への寄付） 

クラウドファンディングサービスを提供する READYFOR 株式会社が、新型コロナウイルス感染症の影響

により負担を抱える人々への社会的支援に取り組む各団体・事業者・医療機関等を支えることを目的に

運営しているプロジェクト、『新型コロナウイルス感染症：いのちとこころを守る SOS 基金』へ、2021 年 2

月に 2,000 万円を寄付しました。 

 新型コロナウイルス感染症の長期化は、雇用や家庭環境等、安心して暮らすための生活基盤に影響

を及ぼし続けています。当社は基金への寄付を通じて、このような状況下で負担を抱える人々が生活を

立て直し、困難から抜け出すことへの支えになることを目指しています。 
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（３）世界に誇る健康・長寿社会の構築 －健康寿命の延伸に資する取組－ 

 

○お客様自身による生活習慣改善をサポート（ 『血糖変動チェックプラン』の提供開始） 

ヘルスケア事業の一環として、『血糖変動チェックプラン』（愛称：じぶんで血糖チェック）（以下「当プ

ラン」）を開発し、2021 年 8 月より法人向けの有償サービスとして一部地域にて提供を開始しました。 

 当プランは、2020 年 7 月に本格展開を開始した糖尿病予防プログラムをベースに開発したサービスで

す。「糖尿病予防プログラム」でも使用しているアボットジャパン合同会社の『FreeStyle リブレ』の活用に

より、お客様自身がリアルタイムで血糖変動をチェックすることができ、一般的な健康診断や人間ドック等

では測定できない食後の血糖の動きを知ることができます。また、測定結果を専用 Web サイトに入力い

ただくことで、日本生命病院の糖尿病専門医によるアドバイスを受け取ることもできます。 

 多くのお客様にご利用いただけるヘルスケアサービスの拡充に努め、お客様の健康をサポートしていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ヘルスケア領域の取り組み推進へ向けた先端技術の導入（株式会社 MICIN との業務提携） 

 株式会社 MICIN（以下、「MICIN」）との間で、ヘルス

ケア領域における業務提携を締結しました。  

MICIN はオンライン診療のリーディングカンパニーであり、

患者と医療従事者をオンラインでつなぐアプリケーション、診

療・患者生活を支援するデジタルセラピューティクス、新たな

付加価値創出を可能にする医薬品の臨床開発向けデジ

タルソリューションを提供しています。当業務提携により、デ

ジタルを活用した魅力あるヘルスケアサービスを通じてリスク

を抑えることで、お客様の健康寿命の延伸に貢献してまい

ります。 

医療機関の予約・問診・診療・決済を行うことができる 

MICIN 提供のオンライン診療サービス『CURON』 
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○地域ごとの健康課題解決へ貢献（全国の支社による独自取り組み） 

 当社は、都道府県や市区町村との包括的連携協定や個別連携協定の締結等、官民協働を通じ、

地域・社会への貢献を目的とした取り組みを進めています。  

 

（北海道営業本部の事例） 

 北海道営業本部では、北海道民を幸せにする・健康を増進することを使命に掲げ、『なまら守るっしょ

プロジェクト』を展開しています。道民のがん検診率向上や喫煙率の低下を目的に、日々の営業活動

の中で健康にまつわる情報をお客様へお伝えする活動を通じ、道民の健康への関心・意識向上を図っ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（青森支社の事例） 

青森支社では、だしのうま味を利用しておいしく減塩に取り組む青森県の『だし活』の普及促進に協

力しています。青森県は、県民の平均寿命が全国で最も短く、雪国特有の塩辛い食事が生活習慣

病につながっている可能性があるとの危機感から、県産食材を原料にした手軽にだしの取れる『だしパッ

ク』を県内メーカー等と連携し開発しました。青森支社の職員が、日々の営業活動の中で資料等と共

にお客様へ『だしパック』を配布し『だし活』を広めることで、県民の健康増進へ協力しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 その他の支社についても、『地域振興アクションプラン』を計画し、本業や社会貢献活動を通じて、各

地域の健康増進に積極的に取り組んでいます。 

日々の活動を通じて『だしパック』を 

普及する様子 
『だしパック』 

日々の活動を通じてお客様に配布する 

「健康」にまつわる情報ビラ 
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（３）持続可能な地球環境の実現 －気候変動問題への取組－ 

 

○日本生命グループで CO2 排出量削減に取り組み  

 当社は、気候変動問題への取り組みの一環として、2050 年度に事業活動領域および資産運用領

域でのネットゼロを宣言しました。引き続き、CO2 排出量削減に向け目標を掲げ取り組んでいきます。 

 

＜CO2 排出量削減目標＞ 

   事業活動領域（グループ（*2）） 

     2030 年度：▲51％以上削減（基準年は 2013 年度） 

2050 年度：ネットゼロ 

     資産運用領域（単体）（*3）  

2050 年度：ネットゼロ 

（2030 年度目標は 2022 年度から設定予定） 

 

（*2）大樹生命保険株式会社、ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社、はなさく生命保険株式会社、ニッセイアセットマネジメント株式

会社、ニッセイ・リース株式会社、ニッセイ情報テクノロジー株式会社、米国日本生命（Nippon Life Insurance Company 

of America）、MLC Limited、ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメント（Nippon Life India Asset Management 

Limited）が対象。 

（*3）国内上場株式・国内社債が対象。今後、国内外の上場株式・社債等に対象を拡大予定。  

 

2020 年度の事業活動に伴うグループ全体の CO2 排出量は、約 20 万 t となっており、基準年の

2013 年度からの累計削減率は、▲21.3％となっています。今後も、社有車への EV・PHV 車の導入、

保有ビルへの高エネルギー効率設備の導入、オフィスでの省資源取り組み等を通じて、事業活動による

排出量を着実に削減していきます。また、再生可能エネルギーの導入等にも取り組み、環境負荷の低減

を目指してまいります。 

 

○省エネルギー・脱炭素化に向けた営業拠点・保有ビルにおける各種取り組み（生命保険会社初の

ZEB 認証取得・再生可能エネルギーの導入） 

 当社は、2018 年度以降、全国に所有する約 1,500 の営業拠点を建物の老朽化等により新築する

際、BELS（*4）の最高ランクにおける ZEB Ready（*5）水準を原則確保して建設しております。 

さいたま支社川口営業部・和歌山支社伏虎営業部については、太陽光パネルおよび蓄電池の追加

設置によりエネルギー消費量のネットゼロを実現し、2021 年 6 月に生命保険会社初となる ZEB（*6）

認証を取得しました。 

 また、新たに丸の内ビルやニッセイ総合研修所にグリーン電力を導入したこと等により、当社の電力使用

量を占める再生可能エネルギーの割合は約 10％となりました。 
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（*4）Building-Housing Energy-efficiency Labelling System の略称で、国土交通省が定めた「建築物の省エネ性能表

示のガイドライン」に基づき、建築物と省エネルギー性能を第三者機関が客観的に評価し、5 段階で表彰する制度。 

（*5）ZEB は Net Zero Energy Building の略称。ZEB Ready とは、快適な室内環境を保ちながら、高断熱化・日射遮蔽、

高効率設備等により、一般的な建築物に比べて 50％以上の省エネルギー性能であると認められる建築物に付与される。 

（＊6）ZEBとは、快適な室内環境を保ちながら、省エネルギー性能に加え、再生可能エネルギーの発電を組み合わせることで、建築

物で消費するエネルギー消費量を正味（ネット）でゼロにすることを目指した建築物に付与される。 

 

○『プラスチッククリアファイルゼロ』の目標設定（『ニッセイ Plastics Smart 運動』の展開） 

 日本生命グループとその役員・職員は、環境省が主

催する Plastics Smart 運動へ賛同し、2021 年度よ

り『ニッセイ Plastics Smart 運動』を展開しています。

業務や日常生活で使用するプラスチックのリデュース・リ

ユース・リサイクルに努めます。 

その一環として、2024 年度以降新規購入するクリ

アファイルをプラスチック製から全て紙製にする目標を設

定しました。 

 日々の営業活動で紙製ファイルをお客様にお渡しし、

お客様のプラスチック廃棄の機会を減らすことで、プラス

チック問題解決へ貢献してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいたま支社川口営業部 外観 和歌山支社伏虎営業部 屋上 

紙製ファイルを用いて 

資料を渡す様子 
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○地域の生物多様性を守る（全国の支社による独自の生物多様性保全活動） 

 近年、人間活動（自然環境の改変、有害物質の流

出、地球温暖化、プラスチック流出など）の影響で、生

態系や生物多様性が大きな危機に瀕しています。その社

会課題への取り組みとして、地域に根差した生物多様性

の保全活動に参加しています。 

例えば北九州支社の職員は、地域の放置竹林問題

の解決を目指すイベント『小倉城 竹あかり』に参加し、

地域の一員として課題解決に貢献しました。竹林被害の

ある山林の竹から竹灯籠を作成し、夜の小倉城を照らし

ました。イベント後は、竹灯籠を消臭効果のある竹炭に

変え、職員がお客様にお配りしました。日々の営業活動

の中でこの竹炭を配布することで、環境を保全しつつ、資

源を有効活用することの大切さをお客様にもお伝えしまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『小倉城 竹あかり』参加の様子 
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（４）ＳＤＧｓ達成を後押しするＥＳＧ投融資 

－資金提供やスチュワードシップ活動を通じた社会・企業行動への働きかけ－ 

 

○すべての資産クラスの運用プロセスに ESG の要素を組み込み（インテグレーション） 

 当社では、資産運用収益の長期安定的な拡大のためには、環境・社会・ガバナンスなどの ESG 要素

を考慮することが重要だと考えており、2021 年度よりすべての資産クラスの運用プロセスで、ESG の要素

を組み込んでいます。 

 具体的には、資産特性に応じた方法で ESG 情報を収集・評価するとともに、企業価値や信用力に影

響を与えるかといった観点で ESG 評価を加味し、財務分析等の従来の分析と合わせて投融資判断を

行っています。 

 

○投資先企業との対話により、持続可能な社会の実現を後押し（スチュワードシップ活動） 

長期投資を行う機関投資家として、スチュワードシップ活動において、株式や債券の投資先企業との

建設的な対話に取り組むことで、中長期的な企業価値向上を促し、その果実を、株主還元や株価上

昇、社債の安定的な元利償還といった形で享受して、運用収益の拡大に繋げるとともに、「安心・安全

で持続可能な社会」の実現を目指しております。また、これまで以上に持続的な企業の成長を支援して

いく観点から、ESG を主なテーマとする対話活動を推進しています。 

なお、投資先企業との課題認識の共有やサポートに継続的に取り組むことにより、ガバナンス等の論

点の解消が着実に進んでいます（*7）。また、環境・社会をテーマとした対話についても、継続的に強化

しています（*8）。 

（*7） 2017 年 7 月時点に議決権行使に係る重要な論点があった企業について、2021 年 6 月時点での論点解消率は半数 

以上の 62％です。 

（*8） 2020 年 7 月から 2021 年 6 月の期間で、672 社（対前年同期比＋362 社）と環境・社会に関する対話を実施しま 

した。 

 

○投融資を通じた SDGs 達成に資する投融資実施（テーマ投融資） 

 資金使途が SDGs 達成のテーマに紐づくテーマ投融資について、収益性確保を前提に、積極的に実

施しています。現中期経営計画期間（2021-2023）では、新たに 2017 年度からの累計投融資実

施額 1 兆 5,000 億円の目標を設定し、2021 年度上半期までに約１兆２,000 億円の投融資を実

施しています。 
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＜ご参考：SDGs 達成に向けた、これまでの主な取り組み＞2020 年 11 月以降の主な取り組みを記載 

 

【「SDGs 達成に向けた当社の目指す姿」全体に関わる取り組み】 

ニュースリリース・「日本生命について」に関するお知らせ 公表日 掲載ＵＲＬ 

茨城県との「包括的連携協定」の締結について 2021.4.8 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10408.pdf 

兵庫県との「包括的連携協定」の締結について 2021.4.16 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10416.pdf 

富山県との「包括的連携協定」の締結について 2021.5.14 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10514b.pdf 

栃木県との「包括的連携協定」の締結について 2021.6.29 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10629.pdf 

 

【貧困や格差を生まない社会の実現】 

ニュースリリース・「日本生命について」に関するお知らせ 公表日 掲載ＵＲＬ 

「第 13 回ペアレンティングアワード（2020）」の受賞

について 

2020.11.26 https://www.nissay.co.

jp/news/2020/pdf/202

01126.pdf 

新型コロナウイルス感染症対策に関する寄付について 2021.2.12 https://www.nissay.co.

jp/news/2020/pdf/202

10212.pdf 

第 2 回「日本子育て支援大賞 2021」の受賞につい

て 

2021.7.9 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10709a.pdf 

「子育てみらいコンシェルジュ」の第 15 回「キッズデザイ

ン賞 男女共同参画担当大臣賞」受賞について 

2021.9.29 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10929.pdf 

「進学応援奨学金 supported by 日本生命」制

度の開始について 

2021.10.18 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

11018.pdf 

 

 

https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210408.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210408.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210408.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210416.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210416.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210416.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210514b.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210514b.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210514b.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210629.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210629.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210629.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20201126.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20201126.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20201126.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20210212.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20210212.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20210212.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210709a.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210709a.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210709a.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210929.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210929.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210929.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20211018.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20211018.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20211018.pdf
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【世界に誇る健康・長寿社会の構築】 

ニュースリリース・「日本生命について」に関するお知らせ 公表日 掲載ＵＲＬ 

日本生命浜松町クレアタワー「WELL Health-

Safety Rating」の取得について 

2020.11.19 https://www.nissay.co.

jp/news/2020/pdf/202

01119a.pdf 

株式会社 MICIN(マイシン)との業務提携について 2021.1.26 https://www.nissay.co.

jp/news/2020/pdf/202

10126.pdf 

血糖変動チェックプランの提供開始について 2021.7.27 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10727.pdf 

 

【持続可能な地球環境の実現】 

ニュースリリース・「日本生命について」に関するお知らせ 公表日 掲載ＵＲＬ 

川口・伏虎営業部における当社初『ZEB』の認証取

得について～営業拠点のエネルギー消費量ネットゼロ

を通じた持続可能な地球環境実現への貢献～ 

2021.6.14 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10614.pdf 

「プラスチッククリアファイルゼロ」の目標設定について  

～「ニッセイ Plastics Smart 運動」を通じた持続可

能な社会の実現への貢献～ 

2021.6.30 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10630.pdf 

 

 

 

【SDGs 達成を後押しする ESG 投融資】 

ニュースリリース・「日本生命について」に関するお知らせ 公表日 掲載ＵＲＬ 

「（仮称）相模原市中央区淵野辺プロジェクト」始

動～三菱地所・日本生命の共同事業として物流施

設を開発～ 

2021.3.24 https://www.nissay.co.

jp/news/2020/pdf/202

10324.pdf 

大阪府枚方市所在の物流施設「枚方Ⅱロジスティク

スセンター」の取得について～マルチテナント型の大型

物流施設の取得～ 

 

 

2021.6.23 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10623.pdf 

ソーシャル・インパクト・ボンドへの投資について～アジア

最大のソーシャル・インパクト・ボンド・ファンドへの投資

を通じた持続可能な社会実現への貢献～ 

2021.7.1 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10701.pdf 

https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20201119a.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20201119a.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20201119a.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20210126.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20210126.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20210126.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210727.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210727.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210727.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210614.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210614.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210614.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210630.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210630.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210630.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20210324.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20210324.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2020/pdf/20210324.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210623.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210623.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210623.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210701.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210701.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210701.pdf
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当社初のグリーンローン契約の締結について 2021.8.26 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10826.pdf 

スチュワードシップ活動報告書（2021 年）の公表に

ついて 

2021.9.22 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10922b.pdf 

当社初のサステナビリティ・リンク・ローンの実行について 2021.9.24 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10924.pdf 

世界銀行（国際復興開発銀行）が発行するグリー

ンボンドへの投資について 

2021.9.30 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

10930.pdf 

ネットゼロ・アセットオーナー・アライアンスへの加盟につい

て 

2021.10.15 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

11015a.pdf 

米国での再生可能エネルギーインフラへの投資につい

て ～Sun Life Financial Inc.との共同投資～ 

2021.10.20 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

11020.pdf 

ESG Report 2021 の公表について 2021.10.25 https://www.nissay.co.

jp/news/2021/pdf/202

11025b.pdf 

 

（ご参考：「SDGs 達成に向けた当社の目指す姿」に係る取り組み状況について）2020 年度版） 

https://www.nissay.co.jp/topics/2020/pdf/20201116.pdf 

  以上 

 

2021-2347G,CSR 推進部 

https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210826.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210826.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210826.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210922b.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210922b.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210922b.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210924.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210924.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210924.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210930.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210930.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20210930.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20211015a.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20211015a.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20211015a.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20211020.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20211020.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20211020.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20211025b.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20211025b.pdf
https://www.nissay.co.jp/news/2021/pdf/20211025b.pdf

