「エコアクション２１」認証取得の提案を全国で一斉に開始
～ 今年度 1,000 社の認証取得を目標 ～
2009 年 9 月 10 日
あいおい損害保険株式会社（以下「あいおい損保」、社長 児玉正之）では、あいおい損保の保険販
売を専業とする代理店が組織する「あいおい全国プロの会」（会長：中野豊）とともに地域の企業に対し、
環境省策定の環境経営システム「エコアクション２１」の認証取得支援を展開しております。
その取り組みの一環として、全国７２ヶ所においてセミナーを開催し、当社代理店を含め全国で５，０００
社以上の企業に対して「エコアクション２１」の認証取得に向けた提案を実施いたします。
併せて、エコアクション２１中央事務局策定の「関係企業グリーン化プログラム」に参加し、今年度内に、
当社の代理店および「あいおい全国プロの会」の保険契約者である中小企業 合計１，０００社の「エコア
クション２１」認証取得を推進してまいります。
１．背景
環境問題が深刻化する中、企業における環境取組みの遅れは､各種規制の強化や厳しくなる社会・消
費者の評価によって、経営リスクにも発展していくことが想定されます。
そこで、あいおい損保および「あいおい全国プロの会」では、リスクマネジメントの観点から、地球環境
の保全と代理店およびお客様の企業経営をお守りするために「エコアクション２１」の認証取得に向けた取
り組みを、環境省および財団法人地球環境戦略研究機関 持続性センター エコアクション２１中央事務
局のアドバイス、支援を受けて展開することといたしました。
２．具体取り組み内容
（１）セミナーの全国箇所での開催
内

容 ： 「エコアクション２１」認証取得の効果と具体手続き

講

師 ： エコアクション２１の審査人

参加費用 ： 無料
開催日程 ： 裏面のとおり
（２）認証取得の推進
前記セミナー開催をきっかけに、エコアクション２１の各地域事務局ならびにエコアクション２１
の審査人の協力を得ながら、認証取得希望のある企業に対して、取得までの集合形式の勉強
会を無料で提供してまいります。
以上
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開催場所
あいおい損害保険㈱ 札幌支店
函館市中央図書館
あいおい損害保険㈱ 釧路支社
帯広東コミュニティーセンター
あいおい損害保険㈱ 旭川支店
青森市スポーツ会館
あいおい損害保険㈱ 秋田支店
あいおい損害保険㈱ 盛岡支店
山形商工会議所
あいおい損害保険㈱ 仙台支店
ビッグパレットふくしま
いわき市総合保健福祉センター
パルティとちぎ男女共同参画センター
あいおい損害保険㈱ 群馬支店
茨城県立県民文化センター
つくば研究支援センター
あいおい損害保険㈱ 埼玉支店
あいおい損害保険㈱ 春日部支社
川越南文化会館
熊谷流通センター組合会館
あいおい損害保険㈱ 千葉支店
あいおい損害保険㈱ 市川支社
あいおい損害保険㈱ 東葛支店
あいおい損害保険㈱ 東京中央支店
あいおい損害保険㈱ 新宿支店
あいおい損害保険㈱ 渋谷支店
あいおい損害保険㈱ 浅草支店
あいおい損害保険㈱ 葛飾支社
あいおい損害保険㈱ 東京北支店
あいおい損害保険㈱ 東京南支店
ファーレ立川ビル
あいおい損害保険㈱ 横浜支店
厚木商工会議所
あいおい損害保険㈱ 湘南支店
ダイエープロビスフェニックスプール
新潟市産業振興センター
TOiGO WEST 長野市生涯学習ｾﾝﾀｰ
諏訪市文化センター
山梨県立男女共同参画推進センター
あいおい損害保険㈱ 静岡支店
あいおい損害保険㈱ 沼津支店
あいおい損害保険㈱ 浜松支店
あいおい損害保険㈱ 名古屋支店
あいおい損害保険㈱ 名古屋支店
小牧商工会議所
アイプラザ岡崎
長良川国際会議場
アスト津
あいおい損害保険㈱ 金沢支店
あいおい損害保険㈱ 福井支店
富山県教育文化会館
あいおい損害保険㈱ 滋賀支店
京都府中小企業会館
あいおい損害保険㈱ 大阪支店
あいおい損害保険㈱ 奈良支店
あいおい損害保険㈱ 和歌山支店
あいおい損害保険㈱ 神戸支店
岡山商工会議所
あいおい損害保険㈱ 広島支店
広島厚生年金会館
鳥取市福祉文化会館
松江商工会議所
あいおい損害保険㈱ 山口支店
あいおい損害保険㈱ 周南支社
サンメッセ香川
アスティとくしま
松山市総合コミュニティセンター
ウェルサンピア高知
しんくみ 赤坂ビル
あいおい損害保険㈱ 北九州支社
あいおい損害保険㈱ 佐賀支店
サンスパおおむら
あいおい損害保険㈱ 大分支店
あいおい損害保険㈱ 熊本支店
あいおい損害保険㈱ 宮崎支店
あいおい損害保険㈱ 鹿児島支店
あいおい損害保険㈱ 沖縄支社

所在地
札幌市北区北７条西５－５－３
函館市五稜郭町２６－１
釧路市黒金町９丁目１－１
帯広市東７南９－１
旭川市５条通９－１７０３
青森市合浦１－１３－１
秋田市中通４－１－２
盛岡市開運橋通３－４７
山形市七日町３－１－９
仙台市青葉区花京院１－１－１０
郡山市安積町日出山北千保１９－８
いわき市内郷高坂町四方木田１９１
宇都宮市野沢町４－１
高崎市小八木町８９５
水戸市千波町東久保６９７
つくば市千現２－１－６
さいたま市中央区上落合１－１２－１６
春日部市中央６－８－２２
川越市今福１２９５－２
熊谷市問屋町２－４－１
千葉市中央区登戸１－２１－８
市川市鬼高１－１１－１３
柏市柏２６０－３
中央区日本橋３－１－６
渋谷区代々木３－２５－３
渋谷区渋谷２－１４－１８
台東区雷門２－４－８
葛飾区立石５－１０－１０
豊島区東池袋１－３４－２
大田区西馬込２－２１－３
立川市曙町２－３６－２
横浜市中区尾上町５－７７
厚木市栄町１－１６－１５
藤沢市南藤沢５－９
長岡市長倉町１３３８
新潟市中央区鐘木１８５－１０
長野市大字鶴賀問御所町１２７１－３
諏訪市湖岸通５－１２－１８
甲府市朝気１－２－２
静岡市葵区常磐町１－７－５
沼津市高沢町６－５
浜松市中区下池川町１５－３
名古屋市中区千代田５－７－５
名古屋市中区千代田５－７－５
小牧市小牧五丁目２５３
岡崎市上地３－１２－１
岐阜市長良福光２６９５－２
津市羽所町700
金沢市十間町５
福井市宝永3-35-19
富山市舟橋北町７番１号
大津市西の庄１９－１１
京都市右京区西院東中水町１７
大阪府大阪市中央区平野町３－６－１
奈良県奈良市西御門町２西御門服部ビル
和歌山市三木町中ノ丁１６
神戸市中央区磯辺通２－２－１６
岡山市北区厚生町３－１－５
広島市中区国泰寺町１－８－１３
広島市中区加古町３－３
鳥取市西町２－３１１
松江市母衣町５５－４
山口市小郡高砂町２－７
周南市花畠町１－７
高松市林町２２１７－１
徳島市山城町東浜傍示１－１
松山市湊町７－５
高知市高須砂地１５５番地
福岡市中央区赤坂１－１０－１７
北九州市小倉北区米町１－１－７
佐賀市神野東４－１－１１
大村市森園町６６３－３
大分市都町１－１－１９
熊本市練兵町５６－１
宮崎市中村西１－１－６
鹿児島市西千石町１６－１
浦添市勢理客４－１８－１

お問合せ先
あいおい損保窓口
電話番号
9月15日 札幌支店
011-728-0101
9月28日
011-728-1310
9月14日 北海道支店
（北海道本部）
9月14日
9月16日 旭川支店
0166-21-7101
9月10日 青森支店
017-776-3101
9月8日 秋田支店
018-889-1010
9月25日 盛岡支店
019-623-5365
9月28日 山形支店
023-642-8081
9月9日 仙台支店
022-265-1220
9月11日
福島支店
024-922-7856
9月14日
9月17日 栃木支店
028-635-6601
9月15日 群馬支店
027-361-2711
9月16日 茨城支店
029-231-3665
9月15日 茨城南支店
029-856-9911
7月24日 埼玉支店
048-858-9925
8月26日 埼玉東支店
048-738-2171
7月17日 埼玉西支店
042-959-1361
7月16日 埼玉北支店
049-524-2702
9月9日 千葉支店
043-245-6103
9月10日 京葉支店
047-422-6161
9月11日 東葛支店
047-162-7000
9月14日 東京中央支店
03-3242-7171
7月10日 新宿支店
03-5371-6557
9月15日 渋谷支店
03-3413-9853
9月11日 浅草支店
03-5828-1019
9月10日 東京東支店
03-3691-9231
9月15日 東京北支店
03-3988-2481
9月16日 東京南支店
03-3773-6251
9月4日 東京西支店
042-381-1577
8月27日 横浜支店
045-662-8845
9月11日 厚木支店
046-221-7771
9月9日 湘南支店
0466-23-6266
8月28日 長岡支店
0258-36-6606
9月29日 新潟支店
025-249-0002
9月16日 長野支店
0120-141013
9月4日 松本支店
0266-57-8101
9月16日 山梨支店
055-235-7428
9月2日 静岡支店
054-254-3303
8月28日 沼津支店
055-926-4101
8月5日 浜松支店
053-479-1166
9月9日 名古屋支店
052-252-2580
9月17日
尾張支店
052-252-2681
11月17日
9月16日 三河支店
0564-55-0131
9月8日 岐阜支店
058-265-6043
9月15日 三重支店
059-351-1668
9月28日 金沢支店
076-264-7811
10月5日 福井支店
0776-22-5757
8月26日 富山支店
076-493-2051
9月7日 滋賀支店
077-524-9820
9月17日 京都支店
075-353-8100
9月17日 大阪支店
06-6206-0301
9月25日 奈良支店
0742-23-1101
9月10日 和歌山支店
073-423-9305
9月11日 神戸支店
06-6414-3200
8月26日 岡山支店
086-224-6222
9月16日
082-243-7802
広島支店
10月21日
082-243-7802
9月15日 鳥取支店
0857-24-1031
9月17日 島根支店
0852-21-5052
9月16日
山口支店
083-974-1611
9月17日
9月2日 高松支店
087-851-8883
9月16日 徳島支店
088-622-0317
7月29日 愛媛支店
089-943-2155
9月8日 高知支店
088-883-7101
9月15日 福岡支店
092-771-1103
10月7日 北九州支社
093-521-5101
7月27日 佐賀支店
0952-31-6061
9月17日 長崎支店
0956-23-7234
9月17日 大分支店
097-534-7311
9月18日 熊本支店
096-353-7100
8月4日 宮崎支店
0985-59-3240
9月16日 鹿児島支店
0994-44-9331
9月28日 沖縄支社
098-876-2451
開催日

