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ＥＳＧ戦略：社会性向上と⼈事戦略 

  ダイバーシティ＆インクルージョン取り組み状況 
 積⽔ハウスグループでは、ＥＳＧ経営のリーディングカンパニーを⽬指し
て「ダイバーシティ＆インクルージョンの推進」を掲げ、多様な属性・能⼒
の⼈材を受け⼊れ、活かす職場環境の整備に努めています。2006年「⼈材サ

ナビ を宣 ⼥性活躍推進グ プ（現 経営推進本部ステナビリティ」を宣⾔し、⼥性活躍推進グループ（現：ESG経営推進本部
※ ダイバーシティ推進部）を組織しました。「⼥性活躍の推進」「多様な⼈
材の活⽤」「多様な働き⽅、ワークライフバランスの推進」をダイバーシ
ティ推進⽅針の3つの柱とし、取り組みを進めています。2016年には「⼥性
活躍推進法 基づく「積⽔ ウ グ プ ⼥性活躍推進⾏動計 を定活躍推進法」に基づく「積⽔ハウスグループ ⼥性活躍推進⾏動計画」を定
めて活動を強化。「⼥性管理職を2020年度までに200⼈登⽤する」という⽬
標を2019年度に1年前倒しで達成。現在は新たな⽬標である「積⽔ハウスグ
ループ全体で ①⼥性管理職を2025年度までに310⼈以上登⽤する ②男性

育児休業 得率を 年度 す 達成 向 推進の育児休業取得率を2025年度までに100％にする」の達成に向け推進してい
ます。また、2020年4⽉には「積⽔ハウスグループ⼈権⽅針」を策定しまし
た。従業員⼀⼈ひとりがお互いの多様性や価値観、働き⽅を認め合い活かせ
る、⾃由闊達なコミュニケーションが⾏われる職場環境づくりを推進し、イ

が⽣ れ 組織⾵⼟を醸成す よ 体的 ⽅針 推進体制

従業員の意識改⾰ 
2016年から毎年6⽉を「ダイバーシティ⽉間」と定め 各職場でダイバーシティ＆インクルージョンの理解を深め

※ESG経営推進本部：2020年6⽉、ESG経営をさらに推進するためCSR部を発展的に廃⽌し新設。 
ノベーションが⽣まれる組織⾵⼟を醸成するよう、具体的な⽅針や推進体制
を定め、実⾏しています。 

 2016年から毎年6⽉を「ダイバ シティ⽉間」と定め、各職場でダイバ シティ＆インクル ジョンの理解を深め
ています。2021年度は2020年度に続き「アンコンシャスバイアス」について活発な議論を交わしました。 
 また、あらゆるマネジメント層の研修に「ダイバーシティ・マネジメント」の講座を繰り返し導⼊しています。固
定的な性別役割の⾒直しやキャリアアップを前提とした仕事の任せ⽅、評価の仕⽅、育児中の従業員をサポートする
体制の定着を図るなど 上司の意識改⾰や 会社の制度などの⽀援体制の強化にも意欲的に取り組み ⼥性の活躍の体制の定着を図るなど、上司の意識改⾰や、会社の制度などの⽀援体制の強化にも意欲的に取り組み、⼥性の活躍の
みならず多様な⼈材が活躍できる⾵⼟醸成に尽⼒しています。 
 さらに、経営トップと従業員のコミュニケーションツールの⼀つとして経営トップが思いや経営理念などを投稿する
「経営トップのブログ」でも、社⻑がダイバーシティを議論する重要性と、そこから⽣まれるイノベーションの期待に

投稿し 従業員 意識を⾼め ます 社外にお も「輝く⼥性 活躍を加速する男性リ ダ 会⾏動宣ついて投稿し、従業員の意識を⾼めています。社外においても「輝く⼥性の活躍を加速する男性リーダーの会⾏動宣
⾔」への賛同や、国連⼥性エンパワーメント原則⽀持声明、国連グローバルコンパクトへの署名など経営トップが⼥性
活躍推進に賛同し、強⼒に推進する姿勢を⽰すことで、より社内での⼥性活躍推進の理解促進へつながっています。 
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キャリア構築の⽀援 
 積⽔ハウスでは、⾃律型⼈材の育成を⽬指し、⼀⼈ひとりが⾃律的にキャリアを構築していけるよう、⼊社3年⽬に
「セルフエスティーム向上セミナー」 7年⽬に「キャリア⾃律コース」 45歳の従業員に対しては「ミドルキャリア

ＥＳＧ戦略：社会性向上と⼈事戦略 

「セルフエスティ ム向上セミナ 」、7年⽬に「キャリア⾃律コ ス」、45歳の従業員に対しては「ミドルキャリア
研修」と、各世代に応じたキャリア構築⽀援プログラムを実施しています。また、キャリアアップチャレンジ制度（総
合職への転換制度）や勤務地限定の地域勤務社員、退職者復職登録制度、ボランティア休職など、個々のライフプラ
ン・キャリアプランに応じて利⽤できる制度も整備しています。さらに、2021年の評定制度改訂に合わせて、上司と
メンバーが定期的に対話する「キャリア⾯談」を導⼊しました。フィードフォワードの視点に⽴って 従業員⼀⼈ひと

⼈材育成と⼈事評定 
 将来を⾒据えた戦略的・計画的な⼈材育成を⾏うことを⽬的に、2019年2⽉⼈事部内に「⼈材開発室」を新設しまし
た 幹部ク 対象 「経営塾 続き 若⼿ ダ を育成す た 修「

メンバ が定期的に対話する「キャリア⾯談」を導⼊しました。フィ ドフォワ ドの視点に⽴って、従業員 ⼈ひと
りの強みを伸ばし、⾃律的なキャリア構築をサポートしています。 

た。幹部クラス対象の「経営塾」に続き、若⼿リーダーを育成するための研修「SHINE! Challenge Program」
（Sekisui House Innovators and Entrepreneurs Challenge Programの略称）をスタート。若⼿層から、組織リー
ダー（⽀店⻑等）候補、執⾏役員候補に⾄るまで、次世代リーダー⼈材の計画的な選抜と育成を⾏う⼈材パイプライン
の構築に重点的に取り組んでいます。また、新卒採⽤のチャネル拡⼤に取り組み、優秀な若⼿⼈材の獲得を⽬指すと共

他業種 イキ ⼈材 ど 多様 才能 獲得を 能 す 採 改⾰を実⾏ すに他業種のハイキャリア⼈材など、多様な才能の獲得を可能にする採⽤改⾰を実⾏しています。
 新評定制度では、「業績評定」と「能⼒・⾏動評定」を明確に区分し、「能⼒・⾏動評定」にはキャリアコースに応
じて求められる10項⽬のコンピテンシーを定義しました。そのうち全従業員に共通で求める指標として、「インテグ
リティ」「グリット」「⼈材育成」「⾃⼰⾰新」「多様性尊重」を定め、⼈事評定の⾯からも、誰もが⾃分らしく、時
代 変化 対応 が 活躍 き 職場環境を 指 す代の変化にしなやかに対応しながら活躍できる職場環境を⽬指しています。

女性活躍推進に関する主要指標の実績（ＫＰＩ） 

指標 単位 
2016 
年度

2017 
年度

2018 
年度

2019 
年度

2020 
年度

2022年度
目標

 取締役及び執⾏役員の業績連動報酬の業績評価指標（KPI）
にも⼥性活躍に関する指標が含まれ、その達成状況について
は 客観性・透明性を確保するため 取締役会の諮問の機関年度 年度 年度 年度 年度 目標

グループ女性 名 141 158 176 206 236 260

管理職数と比率 ％ 2.79 2.94 3.10 3.44 3.79 -

女性正社員数 名 5,170 5,456 5,687 5,957 6,225 -

と比率 ％ 24.3 25.2 25.8 26.5 27.3 28.0

性新卒

は、客観性・透明性を確保するため、取締役会の諮問の機関
である⼈事・報酬諮問委員会にて審議のうえ、取締役会で決
議するものとしています。また、コーポレートガバナンスの
観点から取締役が有する知識・経験・能⼒を７つの項⽬でま
とめたスキルマトリックスを開⽰しています その中の項⽬女性新卒採用

数 
名 237 266 250 281 305 -

と比率 ％ 41.6 40.3 37.7 42.0 41.6 42.0

女性役員の数
※

名 0 0 3 3 3
取締役 

3名以上

とめたスキルマトリックスを開⽰しています。その中の項⽬
に「⼈材育成・ダイバーシティ・社会性向上」があります。
社内の取締役がオブーザーバーとして参加するESG推進委員
会では、経営戦略として⼥性活躍はもちろん、ESG経営を推
進しています

※取締役10名（内：社内6名）のうち社外取締役3名、監査役6名のうち2名、執行役員61名のうち2名が 女性。 
   グループ全体（積水ﾊｳｽ・積水ﾊｳｽﾘﾌｫｰﾑ・積水ﾊｳｽ不動産各社・積和ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾄ・積和建設各社・積水ﾊｳｽﾉｲｴ）では 
 取締役130名（社内86名）のうち社外取締役4名、社内取締役1名、監査役38名のうち2名、執行役員73名のうち3名が女性。2021年11月現在。 
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※ 3名以上 進しています。



ＥＳＧ戦略：社会性向上と⼈事戦略 

  ダイバーシティの推進  〜「多様なチカラ」を発揮する職場づくり〜 

 経営トップ⾃らが「⼥性の活躍なくして、会社の成⻑なし」とコミッ
ト ダイバ シテ の課題や取り組みについてト プと定期的に議論し

①⼥性の活躍推進（職種別の活躍⽀援、職域の拡⼤、管理職の登⽤） 

ト。ダイバーシティの課題や取り組みについてトップと定期的に議論し
ながら、職種別・階層別・地域別の⼥性従業員のキャリア形成や⼈的
ネットワークの構築に取り組んでいます。 
 営業職においては、2005年から積極採⽤を開始。優秀な従業員の成
功事例の共有やキャリア形成・ネットワーク構築を⽀援するため「全国
⼥性営業交流会」を2007年より毎年開催しています。他、「⼥性営業
推進委員会」を組織したり「メンター制度」の運⽤も開始し、若⼿の定
着・育成や⼥性店⻑登⽤のサポート体制を充実させています。着 育成や⼥性店⻑登⽤のサポ ト体制を充実させています。 
 技術職においては、マネジメントを⾏う⼥性リーダーの育成を始め、
「チーフアーキテクト」などスペシャリストの育成にも注⼒しています。 
 また、⼥性技術者の職域を拡⼤するため、グループ会社との⼈材交流
を⾏ たり 計画的に現場監督 登⽤も促し 「⼥性現場監督サポ

チーフアーキテクト 20⼈ 
⾼い設計能⼒や折衝能⼒を備

プラチナスペシャリスト 5⼈ 
⾼齢者住宅や福祉施設においを⾏ったり、計画的に現場監督への登⽤も促し、「⼥性現場監督サポー

トプログラム」や「妊娠時の働き⽅ガイド」などを運⽤することにより、
⼥性が働きやすい現場づくりに努めています。 
 管理職の育成・登⽤については、2014年より毎年約20⼈の受講⽣を選

⾼い設計能⼒や折衝能⼒を備
え、お客様から⾼い満⾜と信頼
を得た⼾建住宅・共同住宅の
設計者 

⾼齢者住宅や福祉施設におい
て⾼い専⾨⼒・スキルを有し、
質の⾼い相当数の実績を有す
る設計者 

構造計画スペシャリスト 5⼈ 
設計基準・構造計算・地盤判

チーフコンストラクター 7⼈ 
総合的な施⼯管理・現場運営管 職 育成 ⽤ 、 年 り毎年約 ⼈ 受講 選

抜し、約2年間のカリキュラムにより計画的かつ効果的な育成と、登⽤に
向けたパイプラインとして「積⽔ハウスウィメンズカレッジ」を開講。
2006年にはグループ全体で15⼈だった⼥性管理職は2021年7⽉現在で
279⼈となっています。

設計基準 構造計算 地盤判
定等の⾼い専⾨知識・スキル、
安全性・合理性の⾼い構造設
計能⼒を有する設計者 

総合的な施⼯管理 現場運営
などの⾼い業務推進能⼒を発
揮し、お客様から⾼い満⾜と信
頼を得た現場監督 

279⼈となっています。 
 昇進・登⽤にあたっては、ライフイベントなどにより不利にならない
よう、能⼒に応じて適切に選抜し、賃⾦体系・⼈事評価制度においても
年功序列を⾒直し、成果を重視しています。視野拡⼤の為に異業種交流
会や社外研修へ選抜者を派遣しています また 企業の経営経験者や専
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会や社外研修へ選抜者を派遣しています。また、企業の経営経験者や専
⾨家についても、役割に応じた登⽤を実施しています。 



ＥＳＧ戦略：社会性向上と⼈事戦略 

  ダイバーシティの推進  〜「多様なチカラ」を発揮する職場づくり〜 

②多様な⼈材の活躍⽀援（障がい者、性的マイノリティ、外国⼈等） 
 国籍や⼈種、性別、性的指向、性⾃認、年齢、障がい、学歴などを問わず、多くの従業員が⾃分らしくいき
いきと活躍できる機会の拡⼤を推進しています。
 障がい者の雇⽤については、法定雇⽤率2.3％を上回る状態を継続しています。2020年2⽉には専⾨組織
「障がい者雇⽤推進室」を新設し、さらに同年10⽉には、世界経済フォーラムで⽴ち上げられた障がい者の活
躍推進に取り組む国際イニシアチブ「The Valuable 500」に加盟しました。また、障がいのある従業員と上躍推進に取り組む国際イニシアチブ「The Valuable 500」に加盟しました。また、障がいのある従業員と上
司が参加する「ダイバーシティ交流会」を通じ、職場環境改善にも取り組んでいます。 

 LGBTQ理解に関する主な活動としては、2014年から研修を通じての情報提供、
2019年11⽉には「異性事実婚・同性パートナー⼈事登録制度」を新設 LGBTQ専2019年11⽉には「異性事実婚・同性パートナー⼈事登録制度」を新設、LGBTQ専
⾨の相談窓⼝も設置しました。さらに、代表取締役 社⻑執⾏役員兼CEOの仲井もア
ライ宣⾔し、LGBTQの⽀援者「ALLY（アライ）」であることを表明できる、積⽔
ハウスグループオリジナル アライ ステッカーを製作し従業員に配布しました。こ
のような継続的な取り組みが評価され 任意団体 k ith P id が策定した評価のような継続的な取り組みが評価され、任意団体work with Prideが策定した評価
指標である「PRIDE指標」において住宅メーカーで初めて4年連続（2018年〜
2021年）で最⾼位の「ゴールド」を受賞しました。引き続き、LGBTQフレンド
リーな企業を⽬指して、「学び」「表明」「安⼼」の社内体制を構築していきま
す

 積水ハウスグループオリジナル 
アライ・ステッカーす。 

 現在、国際事業を中⼼に、多くの外国⼈が活躍。異なる国籍や⽂化的背景を持つ⼈材が協働しながら、世界
を舞台に挑戦を続けています。 
 また、⼭⼝⼯場や、完全⼦会社の積和建設グループや協⼒⼯事店の⼀部では、外国⼈技能実習制度に則った
外国⼈就労者 受け⼊れなどを実施し ます 20 9年度には トナム ハノイにお ⽇本 就労する技

アライ ステッカ

外国⼈就労者の受け⼊れなどを実施しています。2019年度には、ベトナムのハノイにおいて⽇本で就労する技
能実習⽣の円滑な受け⼊れと育成をサポートするため、（⼀社）JIC協同組合⽀援協会や、現地機関と連携し、
住宅メーカー初となる当社住宅建設⼯事向けの技能訓練施設を開設しました。この取り組みにより、円滑な技能
習得と就労⽀援、積和建設や協⼒⼯事店の受け⼊れ・育成サポート、さらには国内の建築現場での施⼯⼒の確保
を図ります。積⽔ハウスグループは企業⾏動指針・⼈権⽅針に則り、外国⼈就労者の⼈権を尊重して⾏動してい
ます。  
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  働き⽅改⾰  〜無形資産が⽣み出す成⻑の活⼒〜 
①男性育児休業1カ⽉以上の完全実施の継続（個⼈と組織の価値創造） 
 3歳未満の⼦を持つ男性社員に1カ⽉以上の育児休業を促す「男性育児休業制度」を2018年9⽉より開始しました。
（グループは2019年から）男⼥とも最初の1カ⽉を有給とし、必要に応じて最⼤4分割の取得が可能。休業が賞与や
退職⾦の算定、昇給昇格に影響することはありません。家庭や職場で⼗分なコミュニケーションが図れるよう作成し
た「家族ミーティングシート」「取得計画書」など、ツールの整備や、対象者とその上司が参加し男性育児休業への経
営トップの思いや意義の理解を深める「男性育休フォーラム（社内）」の開催などの施策を⾏った結果、2019年2⽉の
本格運⽤から2021年10⽉末までに⼦が3歳の誕⽣⽇（取得期限）を迎えた男性社員1,120名全員が1か⽉以上の育児休
業を取得し、取得率100％※を継続しています。  
※当社は、法定以上の取得期間（3歳まで）と取得回数（4回）を定めている為、⼀般的な取得率（育児休業を取得した男性労働者数÷配偶者が出産 
 した男性労働者数×100）及び、平均取得⽇数算出⽅法で計算すると 取得率：128.7％ 平均取得⽇数：19.5⽇となる。出産休は別途時間単位   
 で取得可。 

 2020年6⽉には単に取得を促進するだけでなく「男性育児休業」の質の向上を⽬指し、「『わが家』を世界⼀ 幸せ
にする男性育休ガイドブック」を制作しました。2021年4⽉からは、制度の拡充策として、産後8週の期間は1⽇単位
で何回でも分割可能な「男性産後8週休」も導⼊しております。 
男性育児休業取得者による取得後アンケートでは 制度に対する総合評価として 「良かった」と回答した割合は 本男性育児休業取得者による取得後アンケ トでは、制度に対する総合評価として、「良かった」と回答した割合は、本
⼈98.4％、配偶者が97.8％と⾼い評価となっています。組織の協⼒体制についても、93.4％が「協⼒的だった」、職
場の⾵⼟についても、71.8%が「変わってきた」と回答しており、「男性育児休業」制度は職場環境にも好影響を与
えていることがわかります。 

さらに 9⽉19⽇を「育休を考える⽇」として記念⽇制定し さらに、9⽉19⽇を「育休を考える⽇」として記念⽇制定し、
産官学で男性の育児休業について考える「男性育休フォーラ
ム」を2019年より毎年開催しています。同時に、⽇本全国
9,400⼈にWEBアンケートを実施し、⽇本の男性の育児家事の
実態を調査した「男性育休⽩書」も毎年発⾏しています実態を調査した「男性育休⽩書」も毎年発⾏しています。
 上記の取り組みが評価され、2020年10⽉、厚⽣労働省主催の
「イクメン企業アワード2020」でグランプリを受賞しました。
引き続き、「男性育児休業」制度の運⽤から得られた学びや知
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⾒等を広く社会にも還元させていただくことで、社会全体の男
性育休への機運醸成に貢献できればと考えています。 



ＥＳＧ戦略：社会性向上と⼈事戦略 

  働き⽅改⾰  〜無形資産が⽣み出す成⻑の活⼒〜 
②仕事と育児・介護・治療の両⽴⽀援（優秀な⼈材の流出防⽌） 
 意欲のある従業員が育児中であってもキャリアロスなく安⼼して働けるよう
に、また、スムーズな職場復帰によって職場の負荷軽減を図るために、仕事と育に、また、スム ズな職場復帰によって職場の負荷軽減を図るために、仕事と育
児を両⽴させるための施策、フルタイム⽀援策※などを拡充。本⼈だけでなく、
上司や同僚など職場全体でサポートする仕組みを構築しています。  
（※在宅勤務、スライド勤務、スマートすくすくえいど、パートナーシップス
ライド 時間外労働の免除 連続3⽇以上の⼦の看護での失効年休利⽤等）ライド、時間外労働の免除、連続3⽇以上の⼦の看護での失効年休利⽤等）
 育児中や育児休業中の従業員とその上司を主な対象とした「仕事と育児の両⽴
いきいきフォーラム」を2015年から毎年開催しており、本⼈と上司が共に参加
することで、育児者の両⽴とキャリアアップ、上司の意識改⾰、パートナーとの
協⼒体制 社内制度の周知 につなげています 2018年度からは育児中の男性協⼒体制、社内制度の周知、につなげています。2018年度からは育児中の男性
社員も参加し、相互理解を深め、男⼥問わず仕事と育児の両⽴について考える機
会となっています。 
 また、介護をはじめ、不妊治療やがん治療などでも仕事と両⽴しキャリア
アップしながら安⼼して働けるように⽀援しています。  

スマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイスを徹底活⽤したテレワークを推進して
③スマートワークの推進（IoTを活⽤した、職務特性やライフキャリアにあった柔軟な働き⽅） 
 スマ トフォンやタブレット端末などのスマ トデバイスを徹底活⽤したテレワ クを推進して
います。業務に合った200以上の専⽤のアプリも⾃社で開発し、スマートデバイスからでも主要業
務を⾏えるようにすることで、場所を選ばず完結する業務範囲の拡⼤や業務効率の改善などにつな
げています。 

コロナ禍において 従来対象者を限定して運⽤していた在宅勤務規則を 誰もが理由を問わず在 コロナ禍において、従来対象者を限定して運⽤していた在宅勤務規則を、誰もが理由を問わず在
宅勤務できるよう柔軟に適⽤。普段からモバイルワークを推奨していたこともあり、スムーズに在
宅勤務へ移⾏できました。WEB会議システムも2017年から本格展開しており、有効に活⽤できて
います。引き続き、場所や時間を選ばない働き⽅を実現する設備や制度を充実させるとともに、ス
ライド勤務（7〜11時の間 15分刻みで勤務開始時間を設定できる）や 半⽇・時間単位有給休暇
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ライド勤務（7〜11時の間、15分刻みで勤務開始時間を設定できる）や、半⽇・時間単位有給休暇
などの従来からの制度利⽤の促進も併せ、コミュニケーションの活性化を図りながら、コロナ禍で
の経験を「スマートワーク」として、継続、深化させます。 



ＥＳＧ戦略：社会性向上と⼈事戦略 

  働き⽅改⾰  〜無形資産が⽣み出す成⻑の活⼒〜 
④幸せ経営（AI活⽤、チャレンジ６による健康増進等） 
 積⽔ハウスグループは、すべての従業員が⼼⾝ともに健康で、幸せに⽣き⽣きと働ける会社を⽬指し、活⼒に
溢れた従業員の⼒は企業の持続的な成⻑、イノベーションの創出に不可⽋とし「幸せ健康経営」の⽅針を定めて

組 グ プ全社 組 「⽣活 慣病 防 「従業 幸 注 運取り組んでいます。これをグループ全社で取り組むため「⽣活習慣病の予防」と「従業員の幸せ」に注⽬し、運
動、⾷事、睡眠、喫煙率等を指標に定め、2021年6⽉に従業員代表による「幸せ健康プロジェクト」を⽴ち上げ
ました。⽣活習慣＋メンタルヘルスに⽬標を掲げて、AIによる健診結果活⽤サービスや、⾃⾝や組織の幸福度を
可視化できる幸せ度調査を活⽤し、⾃らの課題に基づき計画したチャレンジに向かい、従業員が主体的に楽しく
進める幸せ健康づくり「幸せ健康 チャレンジ6」を進めています。 
 上記⽅針に基づき「幸せ健康経営」に取り組んだ結果、「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的
に取り組んでいる法⼈」として経済産業省から健康経営優良法⼈(ホワイト500)に2年連続で選定されました。 

時間外労働時間削減策としては 残業時間を携帯端末で把握できる「勤務管理アプリ」等での残業時間の⾒え  時間外労働時間削減策としては、残業時間を携帯端末で把握できる「勤務管理アプリ」等での残業時間の⾒え
る化や（管理職も勤務時間を登録し「総労働時間」を確認） 、事業所に対する社⻑表彰であるＥＳＧ表彰の指標
に「平均総労働時間」を⼊れるなどしています。さらに、社内監査の結果に応じて⽀店⻑に対し「労務管理時間
研修」を実施、事業所毎に業務配分の⾒直しや適正化、退社時間の設定などを推進しています。 
【参】年次有給休暇取得率47.7％（取得促進策として年休に、⼦ども休暇、ボランティア休暇等、名称を付けている）
   平均取得⽇数8.7⽇、法定外労働時間⽉平均21.6時間（2020年度ｸﾞﾙｰﾌﾟ計） 
 従業員が活⼒をもって仕事に取り組むためには、⾝体の健康
だけでなく「⼼の健康（メンタルヘルス）」も良好に保つことだけでなく「⼼の健康（メンタルヘルス）」も良好に保つこと
が重要です。管理職や⼊社2〜3年までの従業員を対象にした研
修を実施したり、外部専⾨家に匿名で悩みや⼼配事などを相談
できる「ヒューマン・フロンティア相談室」を設置しています。
（他にも両⽴・介護相談窓⼝ セクハラ・パワハラホットライ（他にも両⽴・介護相談窓⼝、セクハラ・パワハラホットライ
ン、積⽔ハウスグループコンプライアンス・ヘルプライン、⼈
事110番、と、あらゆる相談に対応可能な窓⼝を設置） 
 また、⼥性社員の⼊社時導⼊研修をはじめ、新任リーダー・
⽀店⻑研修にお 「⼥性特有 健康リテラシ （ホル ンリ
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⽀店⻑研修において「⼥性特有の健康リテラシー（ホルモンリ
テラシー）」についての講義を設け、⼥性特有の健康問題につ
いても理解を深めています。 


