社会とのかかわり

●一般財団法人 大和日緬基金

寄付先のNPO/NGOの活動状況は同団体のホーム

2013年4月、大和証券グループは、ミャンマー

ページで開示されており、寄付金の使途の透明性

国民の生活水準向上や持続的経済成長のために

も担保されています。このプログラムでは、
「ダイワ・

不可欠な人材育成等を目的に、一般財団法人 大

エコ・ファンド」
、
「ラッセル・インベストメント世

和日緬基金を設立しました。設立以降、大和日緬

界環境テクノロジー・ファンド」
に関連する寄付金

基金はミャンマー政府の若手幹部職員に対する日

が充てられており、寄付する製品や場所は同ファン

本への留学機会を提供する奨学生支援を続けてお

ドとの整合性を考慮したうえで決定しています。

り、これまで26名の奨学生を受け入れています。
加えて大和日緬基金はミャンマー公認会計士協

2012年5月、大和証券は東日本大震災の復興

もとづき、これまで64名のミャンマー公認会計

支援プログラムを設立しました。
「ダイワ・ニッ

士に対して研修を実施しています。2018年3月、

ポン応援ファンドVol.3―フェニックスジャパン

三者の覚書が更新され、同年8月の記念式典では

―」からの信託報酬の一部を寄付するもので、認

三者が共同でヤンゴン証券取引所への新規上場を

定特定非営利活動法人 日本NPOセンターの
「東

拡大するための会計士育成プログラムを始めるこ

日本大震災現地NPO応援基金（特定助成）」を通

とを発表しました。

じ、現地NPOへ継続的に助成を行なっています。

同基金における取組みは、日本の官民が連携し

このプログラムは、被災地域における教育支援や

て取り組むミャンマー資本市場活性化のひとつの

コミュニティ再建支援等を行なう団体の人材育成

施策としても位置づけられ、同国における将来の

に役立てられています。2018年10月には、大和

幹部人材育成、ネットワーク化に資する役割を

証券仙台支店にて、贈呈式を執り行ないました。

●コペルニク・プログラム
コペルニクは、開発途上国における生活の質向上

大和証券フェニックスジャパン・プログラムの仕組み
資金の流れ
報告の流れ

と貧困削減を目的として、2009年に設立された米
国の非営利団体で、2010年から日本でも本格的に
活動しています。インターネットを通じて、先進国
の寄付者が途上国のNPO/NGOに対し、直接必要
な製品
（簡易浄水器、太陽光ランプなど）
と支援地域
を選んで寄付できる仕組みを構築しています。また、
2019年度大和日緬基金奨学生歓迎レセプションの様子

一般財団法人 大和日緬
基金の実績（ミャンマー）
• 奨学生受入人数

26 名

• 会計士研修参加者数

64名

（2018年度までの累計実績）

●大和証券フェニックスジャパン・プログラム

会、日本公認会計士協会と三者で締結した覚書に

担っています。
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日本 NPO センター
東日本大震災現地NPO
応援基金（特定助成）
選考・助言

寄付

大和証券

「特定助成」
選考委員会

復興支援

NPO

運営・助成

市民社会創造ファンド
日本NPOセンター

文化・芸術・スポーツ活動への支援活動
大和証券グループは、展覧会やクラシックコン
サート、スポーツなど幅広い文化・芸術活動への
支援を行なっています。
2015年度からの継続した取組みとして、中学
生・高校生を対象に、クラシック音楽への親近感

コペルニク・プログラム
2018年度の寄付額

第三者
保証対象

308万9,592円
対象地区
インドネシア
バングラデシュ

6プロジェクト

（1）灌漑システムの改善：
ペ
 ットボトルを用いた
ドリップ式灌漑設備
農
 家の食糧確保と収
（2）
入向上に寄与する穀
物貯蔵方法
電
 気へのアクセスを提
（3）
供するソーラーシステム
（4）
農
 家の加工技術を改善
するヤシの葉切断器具
（5）
イ
 ンドネシア東部:遠隔
地の学校と生徒達へク
リーンエネルギーテク
ノロジーの提供
ロ
 ヒンギャ難民支援:
（6）
保健医療のためのソー
ラー発電システム

大和証券フェニックス
ジャパン・プログラム
「第7期 2018年
第三者
プログラム」助成決定額 保証対象
• 助成団体

7団体

• 助成総額

2,509万円

の向上を目的とした
「はじめてのクラシック～中学
生・高校生のために～」
に協賛しています。このイ
フェニックスジャパン・プログラム贈呈式（大和証券仙台支店）

ベントはリーズナブルな入場料で、質の高い音楽
に触れる機会を提供するもので、2018年度はひ
とり親家庭の保護者と子どもたちを招待しました。
また、すべての社員が健康で活き活きと働き続
けられる環境を整備しているなかで、2015年度
よりオフィシャルパートナーとして継続協賛して
いる
「東京マラソン」
のほか、スポーツ振興の一助
となるよう「公益財団法人日本障がい者スポーツ
協会」
「一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟」
にも加盟しています。

大和証券フェニックス
ジャパン・プログラム

社会とのかかわり
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●子どもの絵画展を開催

上国の学校給食費に充てられる、途上国と先進国

2018年度は新たに、本店ビル1階の展示スペー

の食の不均衡を是正する取組みです。

スにて子どもの絵画展を開催しました。全国社会

2016年には、社 員 の 健 康 増 進を目的とした

福祉協議会および全国児童養護施設協議会の協力

※
の参加者
「KA・RA・DAいきいきプロジェクト」

のもと、「第38回児童文化奨励絵画展」（全国児

に付与されるポイントプログラムの交換商品のひ

童養護施設協議会主催）で入賞した作品29点を展

とつに採用し、2017年には、本店ビルのカフェ

示しました。児童養護施設で生活する子どもたち

と大和総研の社員食堂でTFTメニューを導入し、

のことをより多くの方々に理解してもらえる機会

2018年には、大和オフィスサービスが、グルー

となりました。

プ内に設置されている飲料自動販売機の売上1本
あたり1円の寄付を開始するなど、活動に参加で
きるプラットフォームの更なる拡大を図りました。

企業市民活動

※「KA・RA・DAいきいきプロジェクト」については、「社

社員がボランティアなど地域活動に参加し、経
験することは、視野を広げ、新たな価値観をつく

員とのかかわり」P.64をご覧ください。

・江東区の
「美化啓発キャンペーン」
への参加

ることにつながり、仕事や人生にも良い影響を

2018年5月、江東区による
「美化啓発キャン

もたらすと考えています。当社グループが企画・

ペーン」として、近隣の自治会・企業等の総勢

運営するボランティア活動や、他企業やNPO/

150名により、東陽町
（東京都）周辺の美化活動が

NGOと連携した共催活動、啓発と気付きにつな

実施されました。この活動へは、大和証券ビジネ

がるイベントをイントラネットで紹介するほか、

スセンターの社員28名も参加し、地域住民の方々

ボランティア表彰など社員がボランティアに参加

と共同作業を行ないました。

しやすい環境の整備をしています。今後も外部団
体などと連携しながら、より多くの社員がボラン

●海外拠点の取組み

ティア活動に参加できる環境を目指し、情報発信

【ロンドン拠点の活動】

の充実と活動機会の拡大に努めていきます。

大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ
（以
下、DCME）では、さまざまな活動に取り組み、

●社員によるボランティア活動

SDGsの推進を積極的にサポートしています。た

・収集ボランティアによる国際協力

とえば、
DCMEが入居する建物で使用する電力は、

当社グループでは、社員が気軽に参加できる取

現在、100%再生可能エネルギーで賄われていま

組みとして、読み終わった本や書き損じはがきな

す。また、CO2排出量を削減するためさまざまな

どを集め寄付する、収集ボランティアを行なって

対策を講じ、2018年度は、エネルギー管理に関

います。収集品は換金された後、寄付先団体の活

する国際基準を達成しました。これは、ロンドン

動資金として、途上国の教育、医療、農業開発支

の金融機関では初めてのことといわれています。
さらに、DCME全体でリサイクルが推進され

援等に役立てられます。
また、2018年10月より、証券業界全体の取組

ており、その一環として、ビニールのゴミ袋の消

みである「こどもみらい古本募金」へ賛同し、参加

費量は年間で5万枚削減される予定です。

しています。

・Go Green Roadshow

・TABLE FOR TWO（TFT）プログラム
当社グループでは、特定非営利活動法人TABLE

2019年 初 め に、DCMEの 業 務 委 託 先
（ 清 掃、
リサイクル、
エネルギー管理およびケータリング）

FOR TWO Internationalが 展 開 す る「TFTプ ロ

が、社会的責任を果たすために行なっている取組

グラム」に、2013年春より参加しています。こ

みを紹介する
「Go Green Roadshow」というイ

れは、役職員の購入する飲食物の代金の一部が途

ベントを開催しました。
・ダイバーシティ & インクルージョン

子どもの絵画展

「ダイバーシティ &インクルージョン」の推進
は、従来からDCMEの最重要課題となっていま
す。DCME取 締 役 会 に て ジ ェ ン ダ ー 格 差 の 是
正および金融機関における女性役員の登用促進
を標榜する
“Women in Finance Charter”へ
署 名 し、 ま た
「Japan Diversity and Inclusion
Group」へも加入しました。より多くの女性大学
新卒者を採用するために、さまざまなイベントに
参加しており、なかでも
「Women in Science,

収集ボランティア
2018年度実績
（金額換算値）

第三者
保証対象

• 2018年度上期
「JEN」BOOKMAGIC

17,289円

• 2018年度下期
「こどものみらい古本募金」

49,453円

• 世界の子どもに
「
ワクチンを日本委員会」

180,071円

• 地球の友と歩む会」
「

145,914円

TFTプログラム

第三者
保証対象

2018年1月〜 12月実績
途上国の学校給食
約

62,335食

（1食20円換算値）

