
地域社会  413-1

基本的な考え方・方針

ユニ・チャームは、事業活動そのものが社会貢献につながって
いると考えています。この基本的な考え方に沿って、日本のみ
ならず、アジア、そして世界中の人々に快適と感動と喜びを提
供する活動を展開しており、事業活動を通じて、社会貢献する
ことに社員一人ひとりが喜びと誇りを感じています。その国や
地域の特性に合った商品・サービスの展開を通して、さまざま
な社会課題の解決と雇用の創出に貢献し、地域の人々に愛さ
れ歓迎される企業へ発展していきます。

コミュニティ投資に関する方針

当社は、事業展開を通じて、地域・コミュニティとの共生が重
要であると認識しています。当社の企業活動とつながりの深
い地域で、その地域が抱える課題に真摯に向き合い、地域貢
献に向けたさまざまな投資を通して、社会課題の解決や持続
可能性への貢献を実現していきます。

マネジメント体制

日本では、各部門および各法人が主体性を持って活動を展開
しています。また、海外では各国・地域の現地法人が主体と
なって、地域に密着した社会貢献活動を展開しています。グ
ループ全体の地域貢献の方針決定については、社長執行役員
が委員長を務めるESG委員会において協議、決定しています。

事業展開を通じた社会貢献に関する取り組み・実績

【日本】「ベビー用紙おむつ定額制サービス」を通じた取り組み

現在、保育園で使用している紙おむつの多くは、保護者が登
園時に持参しています。そうした中で、子育て世帯と保育士の
負担を軽減し、笑顔あふれる育児生活の実現に向け、全国46

カ所で保育所を運営するBABY JOB株式会社と提携して保
育園向けベビー用紙おむつの定額制サービス「手ぶら登園」
を2019年より開始しました。
「手ぶら登園」は、保護者の買い物頻度の減少や、各家庭と保
育園間での紙おむつやお金のやり取りが不要となることで、園
内の感染リスク低減が期待できることから、保育園における新
しい生活様式のひとつとも考えています。2021年12月末時点
で、1,600以上の保育施設にご利用いただいています。

P.026   重要取り組みテーマ 社会の健康を守る・支える＞『unicharm 顔がみえマスク 』

ピンクリボン活動支援

ピンクリボン活動は、乳がんの早期発見・適切な治療に向け
世界的に広がっている啓発活動で、当社でもグローバルで本
活動に協力しています。
日本におけるピンクリボン活動支援が14年目となる2021年も
「ピンクリボン活動応援特設ページ」を開設し、乳がんに対す

る基礎知識や早期発見のための
セルフチェック方法等の情報を
提供しました。また、ピンクリ
ボン活動応援デザインパッケー
ジの発売と対象商品の売上金の
一部の寄付、シンポジウム等への協賛を通して本活動を応援
しています。また、毎年10月をピンクリボン月間として、社員は
ピンクリボンバッジを着用し、家族や身近な人たちと一緒に乳
がんについて考える機会としています。ユニ・チャーム株式会
社では女性の乳がん・子宮頸がんへの早期予防対策として、
全女性社員（年齢不問）に受診を必須とし、費用も会社負担で
実施しています。
インドネシアの現地法人では、インドネシア乳がん財団（YKPI）
と協働して、ピンクリボン活動を応援しています。パッケージの
裏面にセルフチェックのイラスト
をつけた、啓発活動応援デザイン
パッケージや、動画配信等の情
報発信を通じて、乳がんの早期
発見・適切な治療の大切さを幅
広く伝達しています。
ピンクリボン活動の応援は、SDGsの目標「3.すべての人に健康
と福祉を」「17. パートナーシップで目標を達成しよう」に貢献す
るものと考えています。また、ライフスタイルコン
セプト「Ethical Living for SDGs」の「教育」
「会社の社会活動」「人と人とのつながり」の具
現化につながる活動と考えています。

ピンクリボン活動応援デザインパッ
ケージ（日本）

ピンクリボン活動応援デザインパッ
ケージ（インドネシア）
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初潮教育の取り組み

【中国】
中国の現地法人では、中国内陸部の都市部以外の地域におい
て、生理に関する正しい情報の浸透と生理用品の普及に努め
ています。2021年は、寧夏回族自治区の4つの中学校の約
800名の女子生徒に、初潮に関するパンフレットと生理用ナプ
キンの入った「成長ボックス」
を寄付しました。また、この4

つの中学校では、先生がパン
フレットの一部を引用した初
潮教育を行いました。

【台湾-大中華圏】
台湾-大中華圏の現地法人のWebサイト内に、女性のからだの
変化や生理用品の選び方・使い方などをまとめたサイトを開設
しています。このサイトの情報を基に支援を求める学校への生理
用品サンプルの提供も行っており、2021年は約500セットを配
布しました。また、2021年は小中学生を対象とした下着ブラン
ド「Been Teen」と連携して生理用品のサンプルを配布しました。

【日本】
初めての生理をポジティブに迎えられるよう、お子様と保護者
の方向けに、からだの仕組みや生理時の過ごし方、生理用品の
選び方などを「はじめてからだナビ」に掲載しています。学校の
先生に向けては、初潮や生理に関する情報をダウンロードでき
るようにしていますので、学校の教材としてもご活用いただいて
います。また、お客様相談センターにお問い合わせのあった学
校に、当社の生理用品と子ども用パンフレット、初経期のお子様
をサポートする大人用パンフレットなどを組み合わせた「初経教
育セット」を配布しています。2017年には東京、大阪、奈良の自
治体、2019年には日本カルミック株式会社と取り組みを開始
し、2021年は2,088校に約119,000セットを配布しました。

アや介護知識の普及に向けた取り組みを続けています。対象
者に合わせたテーマとプログラムを設定し、高齢者本人の快
適な生活とケア従事者の質の高いケアの実践に役立つ知識と
技術を啓発しています。
また、コロナ禍で外出を控えることが多い中、高齢者の認知症
リスクの高まりに対して、オンライン講座「ライフリー『今日か
らはじめよう!認知症予防とケア』」を、2021年3月と9月に開
催し、アーカイブ視聴を含めて4,322名が視聴しました。
講座では、講師の東京都健康長寿医療センター研究所の藤
原佳典先生が、認知症の基礎知識や、自分でできる「認知症
セルフチェック」などを紹介し、閉じこもりによる認知症や「フ
レイル」と呼ばれる心身の虚弱化が進行するリスクについて説
明した上で、コロナ禍で外出不安のある方であっても、感染症
に気を付けながら外出するためのポイントを解説しました。

【インドネシア】
インドネシアの現地法人では、2019年まで首都圏の学校を中
心に初潮教育を行っていましたが、COVID-19の影響で直接
訪問することができなくなったため、2020年11月にインドネ
シア国民健康デーを記念して公開された
Webサイト「Charm Girls Talk」を通じて、
オンラインによる初潮教育を行っています。
このサイトには初経に関する動画や情報、生
理用品などの情報が掲載されおり、2022年
1月末現在、25,163名が登録しています。

【日本】「尿もれケア・排泄ケア」講座を通じた健康寿命延伸

年齢を重ねても自分らしさをあきらめないで過ごしたいという
高齢者の想いに応えるため、当社では、2000年に排泄ケア研
究所を設立し、地域や教育機関などと連携し、適切な排泄ケ

対象 一般シニア 在宅介護専門職、家族介護者 介護&看護学生（専門職養成校）

テーマ 尿もれケア 排泄ケア 排泄ケア

2021年開催回数 4回 5回 33回

内容

介護に重要な「尿もれの対策とセルフケア」を
テーマに、その対策と改善、上手に付き合って
いくための方法を紹介しています。

おむつの適切な選び方や使い方（あて方）を通
して、在宅介護の大きな課題である排泄ケア
の負担を減らす方法を紹介しています。

高齢者ケアに携わる未来の医療・介護の専門
職に対して、高齢者の排泄ケアにおける専門
職の役割や知識を基本からお伝えしています。

※ 2021年はCOVID-19の影響により、一部講座の開催回数は例年よりも減少しました。

 排泄ケア研究所が行う「尿もれケア・排泄ケア」講座

Unicharm Group  
Sustainability Report 2022 096イントロダクション 社会サステナビリティ 

マネジメント ガバナンスKyo-sei Life  
Vision 2030

外部との連携／ 
外部評価一覧環境 第三者保証報告書



地域に密着した社会貢献に関する 
取り組み・実績（日本） 203-1

被災地継続支援

東日本大震災直後より実施している「被災地への継続的な支
援」と「身近なエコ活動、節電を通じた環境負荷低減」を目的に
創設した「マッチングファンド」と「スーパークールビズ／ウォー
ムビズ」活動も2021年に11年目を迎えました。この取り組みは、
就業中に着用できるオリジナルのポロシャツ、ジャンパーなどを
社内で販売し、その購入代金相当額と同額を「マッチングファン
ド」として被災地へ支援する社員参加型の取り組みです。これま
でに、「マッチングファンド」より拠出した費用で、東日本大震災
被災地への支援や、災害発生時の被災地への義援金・物資の
支援を実施してきました。「スーパークールビズ／ウォームビズ」
へは、2011年よりのべ23,810名の社員が参加しています。

静岡県掛川市 出生届提出時のおむつ贈呈に協賛

2016年より、静岡工場の立地する静岡県掛川市で、子どもの
すこやかな成長、子育て世帯の負担軽減、地域貢献を目的に、
出生届提出時のお祝いとして新生児用紙おむつを提供してい
ます。

鹿児島県志布志市、大崎町 出生届提出時のおむつ贈呈に
協賛

2018年より、子どもたちの未来のためにも必要な、紙おむつ
リサイクル技術の開発などに当社と共同で取り組んでいる鹿
児島県志布志市と大崎町において、子育て世帯への支援・お
祝い品として紙おむつを贈呈する取り組みに協賛しています。

P.030   重要取り組みテーマ 地球の健康を守る・支える ＞環境配慮型商品の開発／ 

リサイクルモデルの拡大

愛媛県四国中央市「乳児紙おむつ支給事業」に協賛

日本一の紙のまちである愛媛県四国中央市が行う官民連携
による「紙のまちの子育て応援」の取り組みに協賛しています。
1歳になるまでの子どもがいる家庭に配られる「子育て応援
券」と『ムーニー』『マミーポコ』の紙おむつを無償で交換する
ものです。子どものすこやかな成長や子育て世帯の負担軽減
を図りながら、紙商品の地産地消にもつながる同市の取り組
みを支援しています。

愛媛県「愛顔の子育て応援事業」に協賛

愛媛県が国内有数の紙産業集積地である強みを活かし、県と
市町、県内紙おむつメーカーが連携して子育て世帯を支援す
る「愛顔の子育て応援事業」に協賛しています。この事業は、
第2子以降が誕生した世帯に紙おむつを購入する際に利用で
きる券を交付し、子育て世帯の経済的な負担軽減を通じて、
子育てを応援するものです。

札幌市社会福祉協議会へ車椅子を寄贈

2021年11月、株式会社ツルハホールディングスと共同で、札
幌市社会福祉協議会へ車椅子20台と、COVID-19拡大防止
に寄与するため、マスク10,080枚を寄贈しました。2000年
より継続している車椅子の寄贈台数は累計で260台となりま
した。

ふるさと納税返礼品に採用

生産拠点のある自治体と連携して、地域活性化を目的に、静
岡県掛川市、香川県観音寺市、福島県東白河郡棚倉町、三
重県名張市などのふるさと納税返礼品に当社の商品を採用し
ていただいています。

FC今治「ユニ・チャーム マッチデー」を開催

2020年より、当社が「トップパートナー／共生社会実現パート
ナー」を務める日本プロサッカーリーグJ3、FC今治の冠試合
「ユニ・チャーム マッチデー」が開催されました。FC今治の「次
世代のため、物の豊かさより心の豊かさを大切にする社会創り
に貢献する」という企業理念と当社の企業理念に高い親和性
があることから、双方の理念実現に向け、スポーツを通じた 

地方創生に貢献していきます。

次代を担う学生の育成に奨学金財団を設立

当社が目指す「共生社会」実現のため、次代を担う大学生、大
学院生の中から特にモノづくり・福祉・グローバルを志向す
る学生の育成を目的に、2017年に当社代表取締役である高
原豪久が「ユニ・チャーム共振財団」を設立しました。
当財団は、社会に貢献する人材の育成に寄与することを目的
として、日本国内の大学、大学院に在籍する学生に対して奨学
金給付を行っています。

web  ユニ・チャーム共振財団
https://kyoshin-zaidan.or.jp/#section1
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地域に密着した社会貢献に関する 
取り組み・実績（海外） 203-1

【タイ】

COVID-19感染者の急増により建設されたバンコク等の臨時
特設病院に、生理用品を合計974ケース寄付しました。
また、2021年7月、COVID-19に感染した家族を支援するため
に、ユニセフ（タイ）と協力して、クローントゥーイ地区（バンコ
ク）の自治体にベビー用紙おむつ858ケースを寄付しました。

【ベトナム】

ベトナムの現地法人では、国際母子手帳委員会と連携し、母
子健康手帳および母子保健の普及活動に協力しています。
また、ベトナム政府が立ち上げたCOVID-19ワクチン基金に対
して、期間中に全国の小売店で
販売されたベビー用紙おむつ
『Bobby』1袋に付き、3,000VND 

（約14円）を寄付するプログラム
を実施しました。

【ブラジル】

ブラジルの現地法人は、慈善団体へベビー用紙おむつや手袋、
マスク、老人ホームへウェットティッシュを寄付しました。

【台湾-大中華圏】 

台湾-大中華圏の現地法人は、2021年8月にハイチ共和国で
起こった大地震と大雨による被災地支援のため、Taiwan 

Carrefour Foundationと協働
し、台湾赤十字社を通じて、
『SOFY 極浄肌 昼用ナプキン』
100ケースを寄付しました。

【中国】

中国の現地法人は、2021年7月に豪雨により被害を受けた鄭
州市への被災地支援として、中国造紙工業標準化技術委員
会と連携し、中国児童少年基金会を通じて、生理用ナプキン
『Sofy』300ケースを寄付しました。

【インド】

インドの現地法人は、月経や生理用品に関する知識や情報を正
しく広めるために、現地のNGOと協力して、思春期の少女と女
性を対象とした活動「SOFY Donation Drive」を行っています。
2021年は公立学校や大学、
アンガンワディセンター（農村部
の幼稚園）、刑務所、都市の貧
困地区、農村地域などに生理用
ナプキンを配布しました。

【アメリカ】

アメリカの現地法人は、「Rescue Rebuild®プロジェクト」を
通じて、ケンタッキー州の保護施設にキャティオ（猫用の屋根
付きベランダ）とドッグランのためのフェンスを寄付しました。
また、保護された猫が人に慣
れ、里親への譲渡が円滑に行
われるように、アリゾナ州にある
保護施設の猫の待機部屋の改
築費用を支援しました。

【インドネシア】

インドネシアの現地法人は、2021年6月、インドネシア看護師
協会と「尿失禁と高齢患者の介護」をテーマとしたウェビナー
を開催し、インドネシア各地から総勢1,705名の看護師がオン
ラインで参加しました。

また、2021年7月、COVID-19感染者の自宅療養を支援する
ために、工場のあるカラワン地
区のCOVID-19対策本部に
ウェットティッシュや食料などを
寄付し、COVID-19拡大防止
に貢献しました。

【ミャンマー】

ミャンマーの現地法人は、妊娠中の女性を対象とした講習会
を通じて、母子の健康に貢献しています。この講習会では、妊
娠期間中の栄養に関する知識や、子どもの成長に合わせた紙
おむつの選び方・使用方法など
を解説しています。2021年は
24の病院で開催し、995名が
参加しました。

【マレーシア】

マレーシアの現地法人は、2021年12月にマレーシアで発生し
た豪雨災害による被災者を支援するために、Family Wellbeing

社と国家人口・家族開発委員会（LPPKN）を通じてベビー用紙お
むつなどを寄付しました。

【韓国】

韓国の現地法人は、社会的な配慮を必要とする人々を支援す
るために、韓国シングルマザー家族協会に生理用品やベビー
用紙おむつを、亀尾地区の障がい者施設に大人用紙おむつを
寄付しました。また、パートナー・アニマル（ペット）との「共生
社会の実現」に向け、韓国猫保護協会を通して猫のトイレや
キャットフード等を継続的に寄付しています。
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