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－目的－ 

お客さまに生命保険および当社に関する情報を提供し、当社の経営状況についてより深くご理解い

ただくとともに、お客さまのご意見・ご要望等を直接うかがい、経営に反映することを目的に毎年各

支社等でご契約者懇談会を開催しております。 

ご契約者懇談会では、より開かれた相互会社運営を目指す観点から、広くご契約者にご参加いただ

けるように努めております。 

 

－開催状況－ 

２０１９年は全国で８９回ご契約者懇談会を開催いたしました。 

ご契約者懇談会には幅広い層のご契約者の皆さまにご出席いただいております。ご出席者の年齢は

各年代に広く分布しており、会社員、会社役員、主婦、自営業者の方など、様々な職業のご契約者に

ご参加いただいております。 

席上でいただいたご意見・ご要望等につきましては、実行に移せるものは直ちに経営に取り入れる

とともに、その傾向を分析し、ご契約者の皆さまの意向を反映した経営を進めていく一助とさせてい

ただいております。また、主なご意見・ご要望等と対応状況につきましては、当社ホームページやデ

ィスクロージャー誌（REPORT SUMISEI）に掲載するなど、幅広くお知らせしております。 

また、ご契約者懇談会を総代会に先立って１月から３月に開催することで、総代会との連携を一層

強化し、ご契約者の皆さまのご意見・ご要望等をより迅速に経営に反映させるよう努めております。 
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１．開催回数と出席者数 

 ２０１８年 ２０１９年 

開催回数 ８９回 ８９回 

出席者数 

（１回平均） 

１，７６６名 

（１９．８名） 

１，８１１名 

（２０．３名） 

 

 

 

 

２．２０１９年ご意見・ご要望等の内訳 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

開催状況 

営業活動 
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商品関連サービス 
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事務・手続き 
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経営全般 

20% 

資産運用 

1% 

保険商品の内容 

54% 
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  （回答・対応状況は２０１９年４月時点の内容です。） 

ご意見・ご要望等 回答・対応状況 

〔１．保険商品の内容〕 

ａ．健康増進型保険 

（住友生命「Vitality」） 

 

Vitality 健康プログラム

のポイントは歩数や心拍数

などによるため、若い世代の

方が獲得しやすいように思

う。高齢者もより前向きに取

り組める工夫があればいい。 

 

Vitality健康プログラムは、世代を問わず多くのお客さまに健康増進活

動に前向きに取り組んでいただきたいという想いのもと、高齢のお客さま

も取り組みやすい仕組みを考えております。 

具体的には、「運動」ポイントの歩数による達成条件や、健康診断結果に

よって獲得できるポイント数において、６５歳以上の方と６４歳以下の方

との間で差を設けております。また、生活習慣に関する質問にご回答いた

だくオンラインチェックや、健康診断結果の提出、各種がん検診や予防接

種といった予防活動など、運動以外でもバランスよくポイントを獲得でき

るようにすることで、お客さまご自身の環境にあわせて無理なく健康増進

活動に取り組める仕組みとしております。 

住友生命「Vitality」は現在の形が最終形ではなく、人生１００年時代を

見据え、今後さらに様々な形でお客さまの健康増進活動をサポートできる

よう、プログラムの進化が必要と考えております。中高齢層も含めた多く

のお客さまにとってご利用いただきやすいものとなるよう、引き続き、住

友生命「Vitality」のさらなる進化に取り組むとともに、新たな価値ある商

品、サービスの研究、開発に努めてまいります。 

ｂ．健康増進型保険 

（住友生命「Vitality」）  

  

健康増進活動に積極的に

取り組むために、地域別の

ポイントランキング等、他

の加入者と競い合えるよう

な仕組みがあると面白い。 

 

住友生命「Vitality」にご加入のお客さま（以下、Vitality 会員）が、

お互いに健康増進活動に取り組む意欲を高め合いながら、また、楽しみな

がら、継続していただける仕組みを構築するため、研究を進めております。 

２０１９年３月には、英国の非営利団体 parkrun Globalとパートナーシ

ップを結び、世界各国の多くの人々に親しまれている運動イベント

「parkrun（パークラン）」を今後日本国内で展開していくこととしました。

パークランは毎週土曜日の朝定時に参加費無料の５㎞のウォーキング、ジ

ョギング、ランニング等を行う運動コミュニティイベントで、Vitality会

員は本イベントへの参加により所定の Vitality ポイントを獲得すること

ができます。２０１９年４月、東京都の二子玉川公園での開催を皮切りに

順次全国展開してまいります。 

また、パートナー企業と連携して Vitality 会員向けのイベントを開催

し、会員同士が情報交換する場を提供したり、近隣で開催されるランイベ

ント情報を営業職員からお届けする取組みも行っております。 

Vitality会員の皆さまが楽しみながら健康増進活動に取り組めるよう、

こうした会員同士が直接繋がる“リアルの仕組み”に加えて、会員同士がポ

具体的なご意見・ご要望等と当社の回答・対応状況 
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ご意見・ご要望等 回答・対応状況 

イントランキングを競い合うような“バーチャルの仕組み”についても、実

現可能性を検討してまいります。 

ｃ．健康増進型保険 

（住友生命「Vitality」） 

  

 住友生命「Vitality」のリ

ワードの提携先を拡大し、身

近な店舗で地域差なく利用

できるようにしてほしい。 

 

住友生命「Vitality」は、「健康状態を把握する」「健康状態を改善する」

「特典（リワード）を楽しむ」という３つのステップを通じてお客さまの健

康増進への取組みを応援するものであり、お客さまにとって利便性の高い

リワードを提供していくことは重要なポイントであると考えております。 

こうした中、スポーツジム会費の割引やコーヒーなどのドリンクチケッ

トといった実店舗において提供されるリワードに関しては、ご指摘のとお

り、地域によっては店舗が少ないとのご意見をいただくこともございます。 

こうしたことも踏まえ、Vitality の理念にご賛同いただき、お客さまの

健康状態の向上や日本の健康長寿社会の実現に資するサービスをご提供い

ただける新たなパートナー企業との提携や、現行のリワードのさらなる充

実等に努めてまいります。 

ｄ．健康増進型保険 

（住友生命「Vitality」） 

 

住友生命「Vitality」のア

プリは不具合が多く使い勝

手もあまりよくないと感じ

ている。 

 

お客さまにご不便をおかけしていることについて、お詫び申し上げます。 

アプリに不具合が発生した際には、不具合の影響を受けたお客さまに対

し、メールにて速やかに情報連絡を行い、専用の問合せ窓口（Vitalityサ

ービスセンター）を通じて、お客さまお一人おひとりにきめ細やかな対応

を行うよう努めております。 

また、お客さまが不利益を被ることのないよう、アプリの不具合に起因

して未反映となった運動ポイントの反映や、ご利用いただけなかったドリ

ンクチケットの再発行を行うなど、必要な対応を順次行っております。 

お客さまに安心して Vitality健康プログラムをご利用いただくため、３

６５日２４時間にわたりシステムを監視する体制を構築する等、アプリの

安定的稼動に向けた取組みを継続するとともに、お客さまから頂戴したご

意見等も踏まえ、健康増進活動をサポートするアプリとしての一層の利便

性向上に取り組んでまいります。 

ｅ．健康増進型保険 

（住友生命「Vitality」） 

  

住友生命「Vitality」のア

プリを通じて、健康に関する

情報やアドバイス等を提供

してほしい。 

 

住友生命「Vitality」のアプリでは、「総合チェック」「食生活のチェッ

ク」「こころのチェック」の３つの項目について、質問形式でお客さまの健

康状態を測定するオンラインチェックをご用意しており、回答結果に基づ

いて健康年齢が算出されるほか、回答内容について良好と判断された項目

や改善すべきと判断された項目を、その理由とともにご確認いただくこと

ができます。「Vitality」は、南アフリカの金融サービス会社 Discoveryで
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ご意見・ご要望等 回答・対応状況 

１９９７年に誕生しました。２０年以上にわたって「Vitality」を導入する

世界各国の加入者の健康に関するデータを蓄積しており、そのデータに基

づいてプログラムされた「Vitality」のオンラインチェックは、お客さまご

自身の健康状態を見つめ直すよい機会になると考えております。 

 このほか、お客さまの取組状況も踏まえた健康増進活動に関する情報や、

特典（リワード）に関する情報などを、メール、ＳＮＳ、ホームページ、各

種情報誌を通じて順次発信しております。 

 今後も、お客さまの健康増進活動をサポートし、お客さまご自身が健康

増進を実感いただけるような情報発信に努めてまいります。 

ｆ．健康増進型保険 

（住友生命「Vitality」） 

  

住友生命「Vitality」によ

り蓄積された加入者の健康

関連情報等のデータについ

て分析を進めているのか。ま

た、データはどのように利用

されるのか。 

 

住友生命「Vitality」を通じて得られるデータに関しては、適切な情報管

理のもと、お客さまの健康状態の向上、ひいては日本の健康長寿社会の実

現に向けた研究に活用してまいります。 

２０１８年５月、住友生命、国立研究開発法人産業技術総合研究所（以

下、産総研）、立命館大学の三者間で、それぞれが有するビッグデータと知

見を活用して、日本人の健康増進に関する共同研究を行う契約を締結いた

しました。 

具体的には、住友生命「Vitality」のお客さまの健康関連情報等のデータ

や、従来から保険事業を通じて蓄積している保険引受および支払いに関す

るデータ、産総研の保有する人間特性データや生活行動データ、立命館大

学が保有する運動や栄養などの生活習慣の見直しに関わる健康関連データ

等を連携させ、連携させたデータをもとに、両学術機関が有する健康増進

分野、スポーツ科学、情報理工学および心理学等に関する専門的な知見を

活用して、日本人の将来の健康状態を予測したり、持続的に健康増進に取

り組む方法等を見出したりする研究を開始しております。 

共同研究で得られた知見は、健康増進に関する新たな保険商品やサービ

スの開発、住友生命「Vitality」にご加入のお客さまに継続的に健康増進

活動に取り組んでいただくための情報提供等への活用を予定しておりま

す。 

ｇ．介護保障の充実 

 

母が介護状態になり、介護

保障の必要性を強く感じた。

自らの介護はもちろん、親の

介護に備えて家族が加入す

 

高齢化が進む中において、ご自身やご家族の介護に備える保険のニーズ

は益々高まっていくものと思われます。 

こうしたニーズに適う商品として、２０１５年９月から、保障範囲を「介

護保障」より幅広い「働けない状態の保障」に拡大した商品「１ＵＰ（ワン

アップ）」を提供しております。本商品は「公的年金制度の障害年金１・２
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ご意見・ご要望等 回答・対応状況 

る保険など幅広い視点で介

護保障を充実させてほしい。 

級に認定」または「公的介護保険制度の要介護２以上に認定」された時など

に、毎年一定額の年金をお支払いする仕組みとしております。ご自身やご

家族の生活をサポートする商品であり、親を被保険者、そのご家族を契約

者としてお引き受けすることも可能ですので、そうした介護保障等を必要

とするお客さまへの丁寧なコンサルティングに努めてまいります。 

また、三井住友海上火災保険株式会社の代理店として、団体長期障害所

得補償保険（ＧＬＴＤ）という企業向け商品（契約者＝会社、被保険者＝従

業員で、従業員の就業不能に対する補償を提供）を取り扱っております。Ｇ

ＬＴＤには、「親が公的介護保険制度の要介護３以上（※）に認定」された

時などに一時金を支払う「親介護一時金支払特約」を付保することが可能

です。 

今後も、高齢化の進展に伴う様々な介護保障ニーズを踏まえ、幅広い視

点で検討を行ってまいります。 

 

（※）専用の特約をセットすることで、保険金をお支払いする要介護状態

を「要介護２以上」に拡大することもできます。 

ｈ．認知症保険 

  

他社が販売しているよう

な認知症に特化した保険は

高齢者には魅力的な商品だ

と思う。 

 

人生１００年時代を迎える中、認知症の高齢者は増加し続けており、老

後に備える保険として認知症保険のニーズは益々高まっていくものと考え

ております。また、認知症による介護費用にお手頃な保険料で備える商品

へのニーズは高く、各社が認知症の保障に特化した商品を相次いで発売し

ております。 

当社に認知症の保障のみに特化した商品はございませんが、介護状態や

働けない状態になった場合の保障を提供する商品「１ＵＰ（ワンアップ）」

や一生涯の介護保障を提供する商品「バリューケア」等は、器質性認知症

（※）に該当した場合にも保険金等をお支払いする保障内容としておりま

す。 

このように、特定の疾病のみではなく様々なリスクに備える幅広い保障

の提供に努めておりますが、引き続きマーケットの動向を注視しつつ、よ

りお客さまのお役に立てる商品の開発に向け検討を進めてまいります。 

 

（※）器質性認知症については「要介護状態」のケースの一つとしており、

アルツハイマー病や脳卒中等により脳に障害をきたし、意識がはっ

きりとしているときでも時間・場所・人物の認識ができなくなった

状態を保障しております。 
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ご意見・ご要望等 回答・対応状況 

〔２．経営全般〕 

ａ．新たな事業展開 

 

生命保険事業の拡大のほ

かに、新たな事業展開とし

て何か検討していることは

ないか。 

 

  

 

生命保険と関連性の高い介護分野における事業展開に向けて、２０１８年

１１月にアクサ生命保険株式会社と共同で「ウェルエイジング共創ラボ」を

開設し、介護関連の新サービスの創出に関する調査・検討を実施しておりま

す。その調査・検討を踏まえた展開の第一弾として、高齢者施設紹介サービ

スを手がける株式会社笑美面との資本提携を行い、新たな介護サービスの共

同開発に取り組んでおります。 

また、お客さまに新しい経験や価値を提供していくため、２０１８年４月

に東京および米国シリコンバレーに、「スミセイ・デジタル・イノベーショ

ン・ラボ」を開設し、スタートアップ企業等の異業種とのネットワークを活

用しながら、社会課題の解決に貢献できる新ビジネス創造の検討・実証実験

を実施しております。さらに、デジタル領域に限らず、社会・マーケットの

変化を的確に捉えながら、当社の未来の主力事業の創出、成長基盤の拡大に

つなげることを目的として、２０１９年４月に「新規ビジネス企画部」を設

置しました。 

将来的なビジネス共創の可能性があるスタートアップ企業や社会起業家

との関係構築、出資、人的支援、当社のリソースを活用した様々な成長支援

を通じて、引き続き、オープンイノベーションによる新たな価値の創造を推

進してまいります。 

ｂ．VitalityのテレビＣＭ 

 

VitalityのＣＭが新しく

放映されているが、一見す

ると従来のものと変わらず

インパクトが足りないよう

に思う。せっかくの画期的

な商品内容が伝わらずもっ

たいないのではないか。 

 

現在放映中のＣＭは、住友生命「Vitality」に加入することで、体から活

力が溢れている様子をお伝えすることをコンセプトに制作いたしました。商

品内容をお伝えするＣＭも検討しましたが、１５秒・３０秒という限られた

時間の中で具体的に説明することは困難であると考え、こうしたコンセプト

としております。 

また、数々の広告賞を受賞し好評を博した「１ＵＰ」ＣＭシリーズのキャ

ラクター（瑛太さん扮する「上田一」）を登場させることにより、当社ＣＭの

新バージョンであることをご認識いただき、住友生命「Vitality」の認知度

を高められるような広告展開を行っております。 

今後は、住友生命「Vitality」によって受けられる各種特典（リワード）

等を通じて健康増進への取組みを応援するといった切り口から、お客さまに

とってよりインパクトのあるＣＭの制作を検討してまいります。 

ｃ．ソニー生命との提携 

 

なぜソニー生命と提携

 

長引く国内の低金利環境を背景に、外貨建商品のマーケットは拡大してお

り、当社においても、銀行窓販向けに自社で外貨建商品を開発いたしました。 
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ご意見・ご要望等 回答・対応状況 

し、同社の外貨建商品を販

売することになったのか。

自社で同様の商品を開発す

ることも可能ではないか。 

 

一方、営業職員が販売する外貨建商品については、「スミセイ中期経営計画

２０１９」において主力商品である住友生命「Vitality」の開発に重点的に

取り組む中、システム面のインフラ整備に相応の期間やコストを要する自社

開発を行うのではなく、ソニー生命保険株式会社（以下、ソニー生命）との

業務提携により、同社の外貨建保険を提供することを選択しました。これに

より、迅速に商品ラインアップを拡充し、幅広いお客さまのニーズにお応え

することを可能といたしました。 

２０２０年度以降も、当社は、住友生命「Vitality」を中心に商品のレベ

ルアップに取り組んでいく考えであり、外貨建保険については販売ノウハウ

や代理店チャネルでの強固なサポート体制を有するソニー生命の商品の販

売を継続し、当社の経営資源については成長分野やその他の強みとする分野

に振り向けていく所存です。 

ｄ．ＳＤＧｓの取組み 

 

国連が定めたＳＤＧｓ

（持続可能な開発目標）を

企業活動に組み込む会社が

増えているが、住友生命で

も企業活動の一環として取

り組んでいることを教えて

ほしい。 

 

  

当社は、事業活動を通じ

て、豊かで明るい長寿社会

の実現に貢献していくべ

く、「ＣＳＲ経営方針」を定

めております。今般、ＳＤ

Ｇｓをはじめ、企業活動お

よびＣＳＲを取り巻く国

際的な潮流・意識の高まり

を踏まえて、ＣＳＲ経営を

推進する上で重要となる

項目（ＣＳＲ重要項目）を

整理しました。 

 

 

また、それぞれのＣＳＲ重要項目と対応するＳＤＧｓ項目（目標）を示す

ことで、当社がＳＤＧｓについて重点的に取り組む分野を明確にしておりま

す。 

具体的な取組みの一つに、「ＣＳＶプロジェクト」がございます。本プロジ

ェクトでは、「お客さまへの住友生命 「Vitality」の提供」「社会全体への健

【住友生命のＣＳＲ重要項目】 
 保険事業を通じた健康寿命の延伸 
 保険事業を通じた安心の提供 
 持続的・安定的な成長の実現 
 ステークホルダーとの信頼関係の構築 
 ＣＳＲを支える経営体制 
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ご意見・ご要望等 回答・対応状況 

康増進の働きかけ」「職員とその家族が健康になる「健康経営」の推進」の３

つの行動を通じて日本の健康寿命の延伸を目指しております。これはＳＤＧ

ｓで掲げられている１７の目標のうち、「３．すべての人に健康と福祉を」に

つながる取組みであり、ＣＳＶプロジェクトを推進することでＳＤＧｓの達

成に貢献してまいります。なお、本プロジェクトは、厚生労働省およびスポ

ーツ庁が主催する「第７回健康寿命をのばそう！アワード（生活習慣病予防

分野）」において、最高峰の厚生労働大臣最優秀賞を受賞いたしました。 

ＳＤＧｓの達成および豊かで明るい長寿社会の実現に貢献していくため、

今後益々の努力を続けてまいります。 

ｅ．外国人の保険加入 

 

政府が外国人労働者受入

れを表明し、関連法の改正

を行う等、今後日本に居住

する外国人は一層増えてい

くものと思われる。そうし

た方へ保障を提供すること

も必要と思うが、対応に向

けて検討していることはあ

るか。  

  

ご指摘のとおり、今後、在日外国人の増加が見込まれるため、こうしたお

客さまへの保障提供について必要性が高まってくるものと認識しておりま

す。 

一方で、生命保険へのご加入可否の検討にあたっては、商品の複雑性や契

約期間が長期にわたるという特性から、契約内容や重要事項、約款などにつ

いてご理解いただくことや、保険契約期間にわたり日本に在留される見込み

があることが重要な要素となります。こうしたことも踏まえたうえで、個人

保険にご加入いただける基準の見直し等を検討してまいりたいと考えてお

ります。 

また、団体保険のうち、企業が契約者として保険料を全額負担し、原則全

従業員にご加入いただく総合福祉団体定期保険については、企業の福利厚生

制度の一環であることから、外国人従業員の方にもご加入内容を理解してい

ただいたうえでご本人の同意が確認できれば、お引き受けすることとしてお

りますので、今後、各種資料の翻訳など外国人従業員の円滑な加入手続きに

資する方策を検討してまいります。 
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ご意見・ご要望等 回答・対応状況 

〔３．営業活動〕 

ａ．Vitality加入者へのア

フターフォロー 

 

 継続して健康増進活動

に取り組むためには、住友

生命「Vitality」加入後も

定期的にコミュニケーショ

ンをとってもらうことが重

要だと思うので、営業職員

にはしっかりと関わっても

らいたい。 

  

ご指摘のとおり、住友生命「Vitality」にご加入のお客さまに継続して健

康増進活動に取り組んでいただくためには、お客さまとの定期的なコミュニ

ケーションが重要と考えております。そうした認識のもと、営業職員による

対面での活動等を通じ、会員登録の手続き面でのサポートに加え、健康増進

活動のモチベーションアップに資する特典（リワード）に関する情報や、各

地で開催されるランイベント情報のお届けといった取組みを行っておりま

す。 

また、タイムリーな情報提供として、お客さまの健康増進活動の状況に即

して一段の取組みを行っていただくことを目的としたメールや、楽しみなが

ら健康になっていただくことを目的としたリワードに関するメールの配信等

を本社から行っております。 

 今後も、住友生命「Vitality」にご加入のお客さまに、楽しみながら健康

増進活動に継続して取り組んでいただくよう、営業職員によるサポートに加

えて、メールやＳＮＳ、ホームページ等も活用した情報提供に努めてまいり

ます。 

ｂ．外貨建保険のリスクの

説明 

 

外貨建保険は為替リスク

等の不安がある。加入に際

し、営業職員からしっかり

と説明を受けられるように

教育を行ってほしい。 

 

 

営業職員が取り扱う外貨建保険については、迅速に商品ラインアップを拡

充し幅広いお客さまニーズにお応えするため、ソニー生命保険株式会社（以

下、ソニー生命）から商品の提供を受けています。リスクを含む商品の特徴

を十分に理解したうえでお客さまにご説明することが重要であるため、ソニ

ー生命が作成した映像教材を活用した研修を行うとともに、研修の理解度テ

ストに合格することを販売要件としております。 

さらに、ソニー生命の担当者から研修を受けた支社の販売スタッフや支部

長が、営業職員の習熟度向上を図るための研修を実施できるような取組みと

ともに、毎月のコンプライアンス研修においても継続的に教育を行っていま

す。 

こうした取組みにより、為替リスクや関係法令等への営業職員の理解を深

めるとともに、お客さまにリスクについて説明する手法を習得できるよう教

育しておりますが、実際にお客さまに外貨建保険をご提案するにあたって

は、お客さま向けに為替リスク等を説明する動画資料を準備する等、より理

解を深めていただくための体制も整備しております。 

また、お申込みいただいた後も、ソニー生命の担当者からお客さまに直接

連絡して、為替リスクや預金との違い等を理解されているかについて確認を

行い、十分にご理解いただいていないと判断される場合は、あらためて説明
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を行う体制としております。 

こうした取組みを通じて、引き続き、お客さまに安心してご加入いただく

ことができるよう、努めてまいります。 

ｃ．定年延長と担当者引継

ぎ 

 

今の担当者には長年お世

話になっており、これから

も引き続き担当してほしい

と思っている。営業職員の

定年について延長を検討す

るとともに、後任者への引

継ぎに関してもしっかり時

間をかけて取り組む体制と

してほしい。 

 

 

 営業職員については、長きにわたりお客さまにご信頼いただき、多くのご

契約を担当している職員も多いことから、働く意欲があり健康状態に問題が

無ければ７０歳まで勤務できる制度としています。同様の観点から、２０１

９年１０月には、一定の条件を満たす場合は７５歳まで継続して勤務が可能

となる制度改正を予定しております。 

一方で、お客さまへの説明責任を果たす観点と、営業職員への安全配慮義

務の観点から、６５歳以上の職員については、毎年、継続して勤務すること

が可能かどうかの確認を行っています。具体的には、毎年健康状態の確認を

行い、必要に応じて認知症のチェックを行うとともに、営業職員向けタブレ

ット端末「SumiseiLief（スミセイリーフ）」を活用したお客さまへのサービ

スが十分なレベルにあるか等の確認を行ったうえで雇用契約を更新してい

ます。 

また、後任者への引継ぎをスムーズに進める取組みとしては、６０歳以上

の営業職員が担当する一部のご契約について、在職中に後任担当者をお客さ

まにご紹介して引継ぎを行っておりますが、切れ目のないアフターフォロー

のご提供という考えのもと、退職前の引継ぎを推進する制度を２０２０年４

月から導入することを検討しております。 
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〔４．事務・手続き〕 

ａ．新契約電子化 

 

新契約の申込みを電子

サイン等の手続きで行っ

たが、記入項目も少なく

てスムーズだった。  

  

お客さまに各種お手続きをスムーズに行っていただけるよう、従来から事

務手続きの簡素化に取り組んでおり、２０１９年１月には、新契約について、

タブレット端末による電子申込手続きを導入しました。 

これまでの紙による申込手続きでは複数の書類に署名等をしていただいて

いましたが、電子申込手続きでは、手続きを統合することにより署名回数を

削減するとともに、健康診断結果の通知書をタブレット端末に搭載している

カメラで撮影することによって紙（コピー）の提出の代わりとするなど、事

務手続きの一層の簡素化を図っております。 

給付金請求手続き等、新契約申込み以外の手続きの際にも、書類等の提出

を不要とする電子的手続きの導入も検討しているところであり、引き続きお

客さまの利便性向上に向けた取組みを進めてまいります。 

ｂ．給付金の請求時の確

認コール 

 

給付金を請求した際、他

社では手続きの段階ごと

に確認コールがあって安

心することができた（書類

受領時、給付決定時、振込

完了時など）。 

住友生命でもこのよう

な確認コールや、支払いま

での期間を短縮するため

の手続きの簡素化を検討

してほしい。  

 

給付金等のお支払いについては保険の真価が問われる場面であり、迅速か

つ正確な手続きを行うとともに、丁寧な対応に努めることが重要であると考

えております。 

こうした考えのもと、入院・通院給付金のご請求が少額となる場合などに

おいては、ご提出いただく書類の簡素化、省略化、および、支払査定の一部

機械化を実施しております。給付金の請求において、書類の提出を不要とし、

請求手続きを電子化する対応についても検討を進めており、こうした対応を

含め、引き続きお支払いまでの期間を短縮するための簡素化等に取り組んで

まいります。 

また、お手続きの状況のご連絡については、営業職員を通じてお支払いが

完了した旨をご連絡する対応を推進しておりますが、お手続きの段階ごとに

連絡があれば安心できるというご示唆も踏まえて、引き続き丁寧なアフター

サービスの検討を進めてまいります。 
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〔５．社会貢献活動〕 

ａ．健康増進イベントの開

催 

 

 健康増進に関するイベ

ントを、世代を問わず高齢

者でも参加できるような

形で開催してほしい。 

 

「ＣＳＶプロジェクト」の推進にあたっては、社会全体への健康増進の働

きかけの一環として、世代を問わずどなたでもご参加いただける健康増進機

会の提供に取り組んでおります。２０１７年から実施している「スミセイ

“Vitality Action”」では、たいせつな人とカラダを動かそうというコンセ

プトのもと、様々なトップアスリートを講師にお招きして「親子スポーツイ

ベント」を開催しているほか、住友生命福祉文化財団および住友生命健康財

団と連携して健康に関するセミナー等を開催しております。 

さらに、２０１９年３月には、英国の非営利団体 parkrun Globalとパート

ナーシップを結び、世界各国の多くの人々に親しまれている運動イベント

「parkrun（パークラン）」を日本国内で展開していくこととしました。パー

クランは、毎週土曜日朝定時に行われる参加費無料の５㎞のウォーキング、

ジョギング、ランニングなどを行う運動コミュニティイベントで、大人から

子どもまで、どなたでも気軽に参加することができます。２０１９年４月現

在、日本を含め世界２１カ国、毎週１７００か所以上で開催され、ウォーキ

ング、ジョギング、ランニングを行う人々、そしてそれを支える運営ボラン

ティアとして毎週３０万人以上の人々が参加しています。日本では４月６日

の二子玉川公園での開催を皮切りに、順次全国展開することを予定しており、

当社は、日本における唯一のオフィシャルスポンサーとして日本国内でのパ

ークラン展開を全面的にサポートしてまいります。今後も幅広い世代の方々

に参加いただけるような健康増進機会の提供に努めてまいります。 
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〔６．商品関連サービス〕 

ａ．健康診断等の紹介サー

ビス 

 

 Vitality のポイント獲

得のためにも健康診断を

受診したいが病院を探す

のが面倒に思う。住友生命

が推奨するがん検診・人間

ドックなどを紹介いただ

けるとありがたい。 

 

 

住友生命「Vitality」では、健康診断や各種検診等の受診によりポイント

を獲得できる仕組みとしております。 

具体的には、健康診断ではＢＭＩ、血圧（最高血圧および最低血圧）、血糖

（空腹時血糖またはＨｂＡ１ｃ）、コレステロール（ＬＤＬコレステロール）、

尿蛋白の各項目がポイントの対象となります。また、各種検診等では、大腸

がん検診、肺がん検診、胃がん検診、乳がん検診、子宮頸がん検診、肺炎球菌

ワクチン接種をポイントの対象としております。 

こうした健康診断や各種検診等の受診は Vitality 健康プログラムの中の

「健康状態を把握する」というステップにおいて大きな割合を占めており、

加えて、昨今、健康への関心がより高まってきていることから、ご要望いた

だいたサービスについて今後調査、研究を進めてまいります。 
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ご意見・ご要望等 回答・対応状況 

〔７．資産運用〕 

ａ．健康経営を踏まえた議

決権行使 

 

各企業の健康経営の取

組みを株主の立場から後

押しする意味でも、例え

ば、健康増進に積極的であ

ることを議決権行使の賛

成基準に加えるといった

対応をしてはどうか。  

  

議決権行使は、当社が制定した「議決権行使ガイドライン」に則って行っ

ております。議決権行使ガイドラインにおいて検討を必要とする項目にあた

らない議案には原則賛成とする一方、投資先企業の業績・財務状況、資本政

策、株主への利益還元姿勢、法令遵守体制等の観点から個別に検討が必要な

議案については、企業との対話の内容や課題への取組状況等を踏まえて個別

に賛同・不賛同を判断しております。 

健康増進活動への取組状況については、現在の議決権行使ガイドラインに

基準は設けておりませんが、企業価値向上に向けて後押しすべき分野と考え

ております。そのため、企業と対話を行うにあたっては、健康増進の要素が

含まれるＳＤＧｓへの取組状況や従業員・地域社会・顧客との関係性を視点

の一つとしており、必要に応じて、健康増進に向けた活動への取組状況を対

話のテーマとして取り上げております。今後も、こうした取組みを通じて中

長期的に企業価値が向上するよう働きかけてまいる所存です。 

 

 


