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2022年度の予定

多様な人材が働きがいと成長への意
欲を持って能力発揮できる、柔軟で
活力ある職場づくりを引き続き進めて
いく

方針

すべての人の人権を尊重す
ること、また、従業員の人格
と多様性を尊重するととも
に健康で安全に働ける環境
を確保し、人材育成を図る

2021年度の結果

⃝  多様な人材が活躍できるよう人事・処遇制度
を改定

⃝  育児、介護等との各種両立支援制度を充実
⃝  男性の育児休業取得の推進
⃝  生命保険会社3社が健康経営優良法人〜ホワ

イト500〜に認定
⃝  在宅勤務制度やサテライトオフィス勤務制度を

導入し、多様な働き方を可能とする体制を構
築　等

社会的課題 主なステークホルダー 取組み

働く人の人格と多様性尊重
人材育成・能力開発支援 従業員

「ＯＪＴ」・「集合研修」・「自己啓発支援」・「リスキ
リング・学び直し」を柱とした教育研修
障がい者雇用の促進、LGBT（性的マイノリティ
－）に関する研修の実施や各種ハラスメントに関
する相談窓口の設置による多様性尊重と促進

女性活躍推進
健康で安全に働ける環境づくり 従業員

女性活躍推進行動計画と女性管理職登用目
標を設定し、取組みを実施
育児休業後の職場復帰など、育児から職場復
帰への体制を整備

すべての人が活躍できる働く場づくりを進めるためには、すべての人の人格と多様性が尊重されると
ともに、健康で安全な職場環境の実現が必要であると考えます。T＆D保険グループでは、グループ
CSR憲章およびグループ人権方針において、すべての人の人権を尊重すること、また、従業員の人格
と多様性を尊重するとともに健康で安全に働ける環境を確保し、人材育成を図ることを明示していま
す。事業に関わる人権尊重の行動が不十分である場合には、社会の信頼を失うリスクがあります。人
権の保護を支持し尊重すること、また、社会の要請に応える健康で安全に働ける職場づくりを進める
ことは、持続可能な社会の実現に必要であると同時に企業の活性化に向けた機会であると考え、さま
ざまな取組みを進めています。

すべての人が活躍できる働く場づくり

関連する社会的課題とグループの取組み

  重点テーマ2Ⅳ
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1. 人権尊重の取組み

 T&D保険グループ人権方針1-1

当社グループは「Ｔ＆Ｄ保険グループＣＳＲ憲章」において「人権の尊重」を掲げており、グループのすべての役職員ならびにすべてのス
テークホルダーの人権を尊重した事業活動を推進しています。
具体的な行動として、国連人権理事会によるすべての国家および企業を対象とした行動基準「ビジネスと人権に関する指導原則」に則
り、当社グループの人権尊重の考え方について表明する「Ｔ＆Ｄ保険グループ人権方針」を制定しています。

詳細は当社ホームページをご参照ください。
WEB  https://www.td-holdings.co.jp/csr/csr-policy/human-right-policy.html

 人権デューデリジェンス1-2

当社グループでは、2022年3月末を基準とし、当社および直接子会社において人権デューデリジェンスを実施しました。

人権尊重の取組み：全体工程

ＳＴＥＰ１
■コミットメント
・	「Ｔ＆Ｄ保険グループ人権方針」を制定し、当社グループが国際的に認知された人権規範を尊重し、人権デューデリジェンス
を実施することを明示。

ＳＴＥＰ2
■プロセスの策定
・	人権デューデリジェンスにおける確認項目を設定。
・	特に重要な人権リスクを、重点確認項目として設定。

ＳＴＥＰ3
■人権アセスメント
・	策定されたプロセスに則り人権デューデリジェンスを実施。
・	当社グループ内の人権課題の発生状況を調査。

ＳＴＥＰ4 ■人権リスク軽減策と是正措置
・		人権デューデリジェンスにより人権課題が特定された場合、関連する人権リスクの予防／軽減策、是正策を策定・実行。

※	今般、2022年3月末基準の人権デューデリジェンスとして、ＳＴＥＰ２の「プロセスの策定」と、ＳＴＥＰ３の「人権アセスメント」を、Ｔ＆Ｄホールディングスおよび直接子会
社6社において実施。

人権デューデリジェンス：確認結果
人権デューデリジェンスの結果、当社グループの事業活動におい
て、是正を要する重大な人権課題は発生していないことを確認い
たしました。今回は、特に重要な人権リスクとして、「ハラスメント」
について重点確認いたしました。ハラスメントの発生状況は右記の
とおりです。また、「ミャンマーでの事業活動における人権配慮」の
状況についても、問題がないことを確認いたしました。
今後も、当社グループの人権課題への対応状況を検証し、課題の
有無を確認するため、人権デューデリジェンスを継続的に実施し、
その結果をグループＳＤＧｓ委員会に年次で報告します。同委員会
への報告内容は、Ｔ＆Ｄホールディングス取締役会に報告すると
ともに、グループコンプライアンス委員会にも連携されます。人権
デューデリジェンスにおいて人権課題が認識された場合には、その
解決に向けた対応を実施します。

*1	デューデリジェンスの結果はグループコンプライアンス委員会にも連携
*2	各社デューデリジェンスの結果は各社取締役会にも適宜報告

T&Dホールディングス　取締役会

グループSDGs委員会

各社関連部門： デューデリジェンス実施

各社サステナビリティ・企画部門： デューデリジェンス実施指示・結果集計*2

事務局（ＨＤサステナビリティ推進部）： 結果を委員会に報告*1

人権マネジメント体制（人権デューデリジェンス）

2021年度：ハラスメント発生件数

確認対象 件数

ハラスメント関連相談受付件数※ 57件
うちハラスメント認定件数 4件

うち2021年度中に解決した件数 4件

※すべての受付窓口を合計
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● 管理職研修
太陽生命
管理職および管理職候補者に対し、年間を通じて、管理職としてのマネジメント知識・スキル習得を目的とした研修を実施していま
す。また、支社経営の向上に資する新たな教育機会の提供を目的として、支社長向けの自己啓発支援教材（映像によるセミナー視
聴教材）を導入しました。2020年度以降、教育機会を充実させ管理職育成に対する取組みを強化しています。

2. グループ人事基本方針

 人材育成方針2-1

Ｔ＆Ｄ保険グループでは、共に働く人材こそがグループ経営理念の実現に向けた事業活動を担う、最も大切にすべき最大の原動力と位
置づけ、グループ発足以来「多様な人材が働きがいを感じながら能力発揮できる企業風土づくり」を推進し、グループにおける人材マネ
ジメントの基本的な方針を明確にすることを目的としたグループ人事基本方針を制定しています。T&Dホールディングスおよびグルー
プ各社それぞれが当方針に基づき、各社の事業戦略の独自性・専門性を発揮することで企業価値向上を目指し、各社が独自の教育研
修計画を策定し、従業員の能力の開発・向上に取り組んでいます。

 成長の機会を提供する取組み2-2

生命保険会社3社では、「ＯＪＴ（実際の仕事を通じた教育）」「集合研修」「自己啓発支援」「リスキリング・学び直し」を柱とした教育研修を
実施しています。資格取得に対する積極的なサポートや、「通信教育」「オンライン講座」「e-ラーニング」などの多様なカリキュラムをグ
ループ各社が教育計画に応じて提供し、従業員一人ひとりの自律的なキャリアアップを支援しています。

404-2103-3103-2

太陽生命 大同生命 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命
生命保険会社3社では、従業員が積極的に自己の能力開発に取り組むことができる機会を提供することで、従業員のキャリア形成
を支援しています。

● 社内公募
自ら希望する職務やＭＢＡの取得、グループ外企業への派遣、ビジネススクールへの派遣などにチャレンジする社内公募を実施して
います。

● グループ人材交流
各社の持つ優れたノウハウやスキルの共有化を目的にグループ会社間で人材交流を実施しています。

第1期（2008年〜2012年）	1〜2年間の出向（長期交流）

第2期（2013年〜）	1ヵ月以下の短期研修形式を新設

・	2018年度の交流者数（長期等含む）37名（男性13名・女性24名）
・	2019年度の交流者数（長期等含む）42名（男性15名・女性27名）
・	2020、2021年度は新型コロナウイルス感染防止のため未実施

● グローバル人材の育成
太陽生命
今後の海外事業戦略を見据え、グローバルに活躍できる人材の育成を目的に、複数の企業に若手職員を３ヵ月程度派遣していま
す。また、高度な資産運用知識を身につけるため、海外の運用会社へ複数名派遣しています。

大同生命
多様な経験を通じたグローバルな人材の育成を目的に、海外企業インターンシップを実施しています。

● リスキリングや学び直し機会の提供
太陽生命 大同生命 Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命 Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
自己啓発を希望する職員に対する知識・スキルの獲得機会として、時間や場所にとらわれないオンラインでの学習教材を提供して
います。
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太陽生命
2017年4月1日より、ライフスタイルの変化等に対応し、内務職員の65歳定年制度と、最長70歳まで働ける継続雇用制度を導入
しました。また、同時に57歳での役職定年を廃止し、会社が認めた人については65歳まで役職に登用する仕組みを導入しました。
2020年4月には、65歳定年制度を確実に運用し、これまで以上に若手からシニアまで年齢にかかわらず能力を発揮し、管理職とし
て活躍できる環境を構築するため、評価基準をより明確に刷新するとともに、より成果に応じた処遇を実現する人事制度を導入し、
年齢にかかわらず競争意識や高い意欲を持って働ける環境を整備しています。また、高年齢層がより意欲的に活躍できるよう、外
部講師による教育機会を提供します。

大同生命 
本社・支社とも新任の管理職を対象にマネジメント力向上を目的とした研修を実施するとともに、社外の大学院・ビジネススクール
等への派遣を選抜研修として実施しています。また、部下の柔軟なキャリア形成を支援するため、年齢・性別に関するアンコンシャ
ス・バイアスのコントロール手法や、ガイダンスを通じた育成スキルの習得を目的とした研修を実施しています。

Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命 
基幹管理職に必要なマネジメントの基本の習得およびリスク管理・コンプライアンス・経理業務・人事評価・勤務管理等の理解を促
進するため、新任基幹管理職研修を実施しています。また、管理職の役割、人事評価、勤務管理に対する理解を促進するため、新任
管理職研修を実施しています。

大同生命
● チャレンジナビ
人材育成に関する社内ポータルサイト「Challenge	Navi」では、従業員の「過去の経
歴や強み・特技等」を全社に開示する「マイプロフィール機能」を提供し、個々のキャリ
アを「見える化」するとともに他部門の職員等にキャリア相談を行う仕組み（D-キャリ）
も提供しています。
なお、「Challenge	Navi」による個々のキャリアの「見える化」や部門を超えて他部門
の職員等にキャリア相談できる仕組み、個別面談を通じた多様なキャリア情報のき
め細かい収集と人材配置・育成への活用など、「従業員の自律的なキャリア形成の支援」が評価され、グッドキャリア企業アワード
2017大賞（厚生労働大臣賞）を受賞しました。

● Ｄ‐キャリア・プランニング
2020年度より、従業員一人ひとりが自身の経験や価値観に基づいて「なりたい姿」を描き、キャリアプランを作成するとともに、そ
の実現に向けて、主体的に自己開発に取り組む「Ｄ-キャリア・プランニング」を実施しています。また、会社・上司は、従業員一人ひと
りの「なりたい姿」の実現に向けた挑戦を支援しています。

 計画的な人事ローテーション2-3

T&D保険グループでは、従業員一人ひとりが持てる能力を最大限に発揮できるよう、T&D保険グループおよびグループ各社の事業戦略
上の人材配置ニーズに対し、個々のキャリア志向や能力・適性を踏まえた計画的な異動（ローテーション）を実施しています。入社後一定期
間内の本・支社間の組織異動や営業と事務といった業務の変更を通じ、若手層の基礎的な知識習得やスキルアップを図っています。管理
職層についても、マネジメント力向上を目的として、本社課長経験者の支社長登用や支社管理職の本社への異動などを実施しています。ま
た、本人の特性や経験、キャリア志向に応じて専門性の高い部署に配属し、業務経験や部門別に作成した育成計画に基づき、専門知識を
有した職員の育成を実施しています。さまざまな会社が存在するT&D保険グループの経営を担う人材の育成・母集団の拡大を目的に、グ
ループ内の各社からT&Dホールディングスへの異動やグループ内で人材交流派遣を実施し、グループ内の人材流動化を促進しています。

 高年齢者の活躍推進2-4

生命保険会社3社では、定年退職者を対象に再雇用制度を導入しています。また、働き方改革推進の観点から、グループとして高年齢者
の活躍推進に取り組んでおり、各社の状況に応じてさまざまな制度を導入しています。また、太陽生命と大同生命では定年を迎える前の
一定年齢の職員を対象に、今後の働き方、暮らし方を考える機会としてライフプランセミナーを開催しています。

103-3103-2
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大同生命
多様な人材が活躍できる職場づくりのため、障がいのある方が安全で働きやすい環境を継続して整備しています。その取組みの一
環として、2018年2月より本社内に障がい者による事務代行チーム「ＡＣＴ*」を設立し、2022年3月現在16名が在籍しています。
*		ACTには、「Advance（前へ進む）Challenged（障がい者の）Team（チーム）」の略と、「act＝障がいのある方が社会に一歩踏み出す」の2つの意味を込
めています。

また、聴覚に障がいのある職員が在籍している本社・支社には、音声をリアルタイムに文字へ変換できるアプリ「ＵＤトーク」をイ
ンストールしたタブレットや筆談機を配備しています。

太陽生命
人権問題への理解を深め、人権尊重精神の醸成を図ることを目的として、「人権教
育プログラム」を策定し、全従業員に人権問題をテーマとした学習会を実施していま
す。2019年度は、内務職員を対象に、人権に関する国際基準やハラスメント等のさ
まざまな人権問題に関する職場内学習会を年4回実施するとともに、支社従業員を
対象とし、社外講師による人権学習会を実施しました。
また、管理職に対しては、ハラスメントのない職場環境の醸成をテーマとする研修を
実施しました。
また、2020年6月1日に施行された「ハラスメント防止関連法（労働施策総合推進法）」の改正に先駆けて、パワーハラスメントへの
対応方針や従業員への周知・啓蒙等に関する規程類を改正するとともに、内務職員を対象としたハラスメントに関する研修(ｅ-ラー
ニング)を実施しました。2021年度は、管理職を対象に、労働環境の整備をテーマにしたマンスリーのレポートを配信し、ハラスメン
トを起こさない、起きない環境醸成の推進を図りました。

大同生命
2022年4月1日より、65歳まで定年を延長し、最長70歳まで働ける再雇用制度を新設しました。多様な働き方に対応するため、61	
歳以降はフルタイム勤務だけでなく、隔日勤務の選択肢も提供しています。また、従業員がライフプランを実現しやすい就労環境を
整備するため、55歳以上の全国型職員を対象に、自宅所在地等の希望の勤務地への配置を進める「本拠地制度」を導入しています。

3. 多様性への取組み

 障がい者雇用3-1

2022年3月時点の生命保険会社3社の障がい者雇用数は合計376名（うち、2021年度の新規雇用者は39名）であり、障がい者雇用
率は2.54%です。障がいのある従業員が働きやすい職場づくりのため、入社前の取組みとして、安心して採用選考に臨めるよう就労支
援員の面接への同席を推奨するほか、入社前後のミスマッチを防ぐために、職場見学会を実施しています。また、入社後も、専用のパソ
コン等の導入や通勤経路の配慮により、働きやすい職場環境を整備するほか、支援を専門とするジョブコーチの派遣を受け入れたり、上
司が就労支援員と三者面談を行いアドバイスを受けるなど、会社全体で就労支援に取り組んでいます。今後も障がいのある従業員が
働きやすい職場づくりをさらに進め、多様な障がい者の就労機会の拡大に努めていきます。

生命保険会社3社の障がい者雇用状況

2019年度 2020年度 2021年度★

障がい者雇用率（%） 2.52 2.60 2.54
*	障がい者雇用率の集計対象組織は、太陽生命、大同生命、T&Dフィナンャル生命です。
*	障がい者雇用率は、障害者雇用促進法等に基づき算定しています。

 人権教育3-2

T＆Ｄ保険グループでは同和問題や障がい者に関する差別問題、ハラスメント、ＬＧＢＴなど、さまざまな人権問題を取り上げ、全従業員に
年2回以上の人権啓発研修を実施し、人権に対する理解を深めています。

103-3103-2

412-2

★は第三者による限定的保証を取得しています。（P.85『3–5	第三者保証報告書』）
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大同生命
人権に関する意識の向上を目的として、派遣社員を含む全従業員に対して人権啓発研修を実施しています。
2021年度は「ハラスメントの未然防止」「働き方改革と多様な人材が活躍できる職場環境の整備」を重点課題として、ハラスメント
の防止をテーマとする管理職研修や映像視聴研修、職場研修を実施しました。また、支社・本社の管理職に対してパワハラを起こす
リスク度が診断できる適性検査を活用した研修も実施しました。
そのほか、社外の人権啓発講座へ参加しさまざまな人権問題に関する啓発活動を行ったほか、社内で人権標語を募集し、表彰・社
内ポスター掲示により人権意識を高める取組みを行っています。

女性活躍推進の行動計画と女性管理職登用の目標を開示。女性管理職比率は着実に上がっています。

［取組施策］
➡計画的な管理職の育成・登用の実施
➡キャリア形成・両立支援策の充実
➡管理職の意識改革促進

意欲・能力ある
女性を計画的に
育成・登用

行動計画

女性管理職登用に関する目標　女性管理職比率➡
（達成期限）

女性管理職比率の推移（3社合計）

多様な働き方を
推進し新たな
チャレンジを支援

女性が安心して働き
能力発揮できる
企業に

20%
以上を維持

（2024年3月）

30%
以上

（2030年迄に）

20%
以上

（2026年3月）

2018年4月 2019年4月 

16.1%

2020年4月 

16.5% 17.7%

2021年4月 

18.3%

2022年4月 

19.3%

Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命
従業員一人ひとりが人権についての知識と理解を深め、主体的に人権問題と向き合っていくため、また、メンタルヘルスやハ
ラスメント（セクハラ・パワハラ）の理解を深めることで、従業員一人ひとりが「心の健康」を保ち、ハラスメントのない健全な職
場環境を醸成するため、人権研修を実施しています。2021年度は、職場におけるLGBT対応やハラスメント等をテーマに、
全従業員に人権研修を実施しました。また、管理職登用時に、ハラスメントのない職場環境の醸成についての研修を実施し
ました。

 女性の活躍を支援する取組み3-3

Ｔ＆Ｄ保険グループでは「多様な人材が働きがいを感じながら能力発揮できる企業風土づくり」を推進しています。その中で当社グルー
プは、女性のさらなる能力発揮は持続的な企業価値向上の源泉であり、女性活躍はグループの重要な経営課題と認識しています。この
認識のもと、生命保険会社3社では、各社で人事・処遇制度を改定するとともに、育児、介護等との各種両立支援制度を導入しています。
また、グループ協働で総労働時間の縮減や男性の育児休業取得の促進に取り組み、誰もが働きがいを持って活躍できる職場づくりを進
めています。これら女性活躍推進の取組みを着実に前進させるために、生命保険会社3社はそれぞれのビジネスモデルに基づいた行動
計画を策定しています。

行動計画 生命保険会社3社の女性活躍推進
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太陽生命

・ 女性取締役の任用
2017年4月に登用した初の女性執行役員を2018年6月に取締役に任用しました。

・ 管理職の教育
管理職としての業務遂行を円滑に行うため、管理職登用時に加え、定期的にマネジメント研修を実施しています。

・ 管理職候補者の育成
職種や性別によらず、全国の優秀な中堅職員に集合研修等を通じてマネジメントスキルを付与するなど、計画的に管理職登用
人材の育成に取り組んでいます。また、グループ人材交流などを通じて、多様な業務を経験する機会を提供しています。

・ 柔軟な働き方を可能にする環境整備
2017年6月より短時間勤務者にもフレックスタイム制度を導入しました。また、2018年4月には短時間勤務制度の適用範囲を
「子が小学校入学直後の4月まで」から「子が小学校を卒業するまで」に変更するなど、育児・介護等で時間に制約がある従業員
が、より柔軟な働き方を選択しキャリアを形成していく環境整備に取り組んでいます。また、育児休業後の復帰支援プログラムを
策定し、育児休業からスムーズに復帰できる体制を整備しています。

大同生命

・ 活躍機会の拡大
キャリア意識の向上や、視野の拡大に向けた各種支援施策の実施を通じて働きやすい環境を整えるなど、女性職員のキャリア形
成支援や役職者層の支援力向上に取り組んでいます。また、仕事と家庭の両立について、社内の両立経験者に相談できる機会
を提供しています。なお、2021年4月には、新たに1名の女性執行役員を登用、また、2018年4月に登用した初の女性執行役員
を2021年6月に取締役常務執行役員に任用しました。

・ チャレンジキャリア制度
異動機会の少ない地域型職員が短期間職場から離れて他の業務を経験する「社内インターンシップ」やFA方式での希望する職
務への応募、また国内企業への社外派遣など、これまでのキャリアの枠を超えた幅広い業務経験を通じた成長機会を提供してい
ます。

・ 女性管理職の育成
女性管理職の育成とキャリアアップ意識の向上を目的として、役員・部長層が新任女性管理職に対してサポートを行う「メンター
制度」や、大学等への社外派遣を通じ、女性管理職のマネジメント力の向上に取り組んでいます。また、部長・支社長候補者の計
画的な育成を目的とした複数年にわたる選抜プログラムを実施し、新しい職務や大きな役割への活躍機会の拡大に取り組んで
います。

Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命

・ 女性活躍サポート研修
女性従業員が目指すべきリーダー像を描き、その実現のために必要とされるスキルを習得するため、「周囲とのコミュニケーショ
ン」「リーダーシップの発揮」「部下・後輩の指導育成」などをテーマとした集合研修を定期的に実施しています。
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大同生命
2018年4月より、休暇・福利厚生制度において同性パートナーを配偶者とみなす取扱いを開始しました。

適用する主な制度
・	休暇、短時間勤務　・	保養所　・	ファミリー転勤制度　・	社宅・赴任手当　
・	大同生命共済基金（慶弔見舞金制度）　など

大同生命
新契約・支払・変更等の各手続きにおいて、同居の同性パートナーを配偶者と同様に取り扱う対応を拡大しています。

対応 時期
死亡保険金等の各種受取人として指定可能

2015年11月
ご家族登録制度の登録家族として指定可能
新契約・支払等の各手続きで自署が困難な場合に代筆可能 2016年12月
指定代理請求人として指定可能 2018年4月

 ＬＧＢＴフレンドリー3-4

グループの仲間に
Ｔ＆Ｄ保険グループでは、グループ人権方針において人権尊重の基本的考え方を表明し、従業員一人ひとりが自己の能力を十分に発揮
できる職場環境の整備に努めています。ＬＧＢＴ（性的マイノリティ－）に関しても、ダイバーシティ（多様性の尊重）の観点より、研修の実施
や相談窓口の設置等、グループ各社で取組みを進めています。グループ合同で2016年12月から2017年1月にかけて、役員・部長、管
理職を対象としたＬＧＢＴに関するセミナーを開催しました。社外講師による「企業におけるＬＧＢＴ対応」をテーマとした講演を約1,700名
が受講し、企業としてＬＧＢＴに取り組む重要性について理解を深めました。そのほか、グループ各社の人事部門の管理職、担当者を主な
対象とした実務担当者向けの研修を実施しました。

お客さまに
当社グループの生命保険会社3社は、ご契約者さまが同性のパートナーの方を受取人とすることを希望される場合、地方自治体が発行
するパートナーシップ証明書等のパートナー関係にあることがわかる書面をご提出いただくことで、配偶者さまと同様に保険金受取人
に指定していただける取扱いを開始しています。
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2019年度 2020年度 2021年度
産前産後休暇取得者数（名） 386 372 415
育児休業を取る権利を有していた従業員数（名） 499 456 497

男性 113 84 82
女性 386 372 415

育児休業取得者数（名） 484 415 463
男性 113 84 82
女性 371 331 381

出産・育児休業取得状況

*	生命保険会社３社の出産・育児休業取得状況。
*	なお、生命保険会社3社内務職員の育児休業取得後復職状況は、以下のとおりです。
	 2019年度：	196名（96.1%）［男性108名（100%）	女性88名（91.7%）］
	 2020年度：	172名（96.6%）［男性84名（100%）	女性88名（93.6%）］
	 2021年度：	146名（95.4%）［男性74名（100％）	女性72名（91.1％）]

4. 働きやすい職場環境

 ワーク・ライフ・バランスへの取組み4-1

T＆D保険グループ各社では、従業員が家事や育児、介護などの家庭の責任を果たしながら仕事で十分に能力を発揮し、パフォーマンス
を高めるために、育児休業などの制度の充実や総労働時間の縮減、多様な働き方を可能とするための在宅勤務制度やサテライトオフィ
ス勤務制度の導入など、さまざまな取組みを強化しています。また、女性活躍を推進するうえで、女性が結婚や出産といったライフイベン
トを経験しながら長く働き続けられる職場づくりは欠かせないものと考えています。その一環として男性の育児参加を奨励し、生命保険
会社3社では男性の育児休業取得率が100％となるなど、グループ一体となってワーク・ライフ・バランスの実現を推進しています。

103-3103-2

405-1403-7403-6403-5403-4

403-3403-2403-1401-3401-2401-1

太陽生命
総労働時間の縮減や有給休暇の取得促進に取り組んでいます。また、子の看護休暇や介護休暇を時間単位（10分）で取得できる
制度の整備、短時間勤務制度の利用範囲を「子が小学校卒業まで」に拡大、短時間勤務利用者へのフレックスタイム制度の適用な
ど、柔軟な勤務が可能となっています。あわせて、最大3年取得できる介護休業制度、子が最大3歳になるまで取得できる育児休業
制度、男性従業員の原則１ヵ月以上の育児休業・休暇の取得など、法令を上回る制度を整備しています。また、2020年4月には介護
やがん治療しながら働き続けることのできる「週3日、週4日勤務制度」を新たに導入するとともに妊娠中および出産後、不妊治療
に限定している通院休暇の適用範囲に「がん治療」を追加しました。さらに2021年1月には、看護休暇・介護休暇について、時間単
位（10分単位）での取得を可能としたほか、2022年4月より通院休暇も時間単位（10分単位）での利用が可能となり、仕事と介護
や治療との両立支援の拡充に取り組んでいます。

大同生命
パソコンの自動シャットダウンなどの労働時間縮減に向けた取組みのほか、有給休暇の取得促進や在宅勤務制度の利用促進など、
仕事と家庭が両立できる働き方を推進しています。2017年には在宅勤務制度などのテレワークへの取組みが評価され、総務省「テ
レワーク先駆者100選」において、総務大臣賞を受賞しました。その後も、2019年2月には、一般社団法人日本テレワーク協会が主
催する「テレワーク推進賞」で「優秀賞」、2019年11月には、厚生労働省が実施・選出する「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰
〜輝くテレワーク賞〜『優秀賞』」を受賞しています。また、2021年１月には、有給休暇および看護・介護休暇について、１時間単位で
の取得が可能な「時間単位休暇制度」を導入しました。2021年4月からは、社外での就業経験を通じた従業員一人ひとりの成長を支
援することを目的として、チャレンジ・サイドジョブ（副業）制度を開始、さらに、オフィス以外の働く場所を提供するため、民間のシェア
オフィスを導入するなど、新たな働き方への取組みを進めています。

Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命
ノー残業デー・早帰りデーの実施や業務用パソコンの自動シャットダウンなどの労働時間の縮減に向けた取組みや、連続5営業日＋3営
業日の計画年休取得義務化等の有給休暇取得促進、より柔軟な働き方を実現するための在宅勤務（テレワーク）制度を推進しています。
また、子育てや介護、病気療養中の従業員が活用できる短時間勤務制度の導入、子の誕生日休暇（小学校就学まで）・アニバーサリー休
暇の取得奨励、法定を上回る充実した「育児休業制度」の導入等、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組みを進めています。
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プラチナくるみん

子
育
て

サポートしてい
ます

プラチナくるみん

子
育
て

サポートしてい
ます

プラチナくるみん

子
育
て

サポートしてい
ます

T&D情報システム

2019年度 2020年度 2021年度
介護休業取得者数（名） 1 3 3

男性 0 1 0
女性 1 2 3

介護休業取得状況

2019年度 2020年度 2021年度
有給休暇平均取得日数（日） 15.4 16.1 16.5

有給休暇取得状況

内務職員採用数と
離職者数

採用数（名） 離職数（名）
2019年度 2020年度 2021年度* 2019年度 2020年度 2021年度*

人数 年度末
在籍比 人数 年度末

在籍比 人数 年度末
在籍比 人数 年度末

在籍比 人数 年度末
在籍比 人数 年度末

在籍比

男女合計

合計 277 4.85% 283 4.94% 270 4.71% 315 5.52% 258 4.50% 273 4.77%
30歳未満 247 4.33% 258 4.50% 234 4.08% 97 11.29% 70 7.22% 77 7.58%
30〜50歳 23 0.40% 20 0.35% 34 0.59% 100 3.16% 66 2.18% 65 2.22%
50歳超 7 0.12% 5 0.09% 2 0.04% 118 7.00% 122 7.02% 131 7.36%

うち男性

合計 103 1.81% 113 1.97% 104 1.82% 144 4.60% 140 4.51% 138 4.50%
30歳未満 86 1.51% 99 1.73% 94 1.64% 35 9.49% 24 5.80% 38 9.09%
30〜50歳 11 0.19% 10 0.18% 10 0.18% 46 2.58% 34 2.01% 30 1.84%
50歳超 6 0.11% 4 0.07% 0 － 63 6.43% 82 8.25% 70 6.90%

うち女性

合計 174 3.05% 170 2.97% 166 2.90% 171 6.64% 118 4.49% 135 5.07%
30歳未満 161 2.82% 159 2.77% 140 2.44% 62 12.65% 46 8.27% 39 6.52%
30〜50歳 12 0.21% 10 0.18% 24 0.42% 54 3.92% 32 2.40% 35 2.69%
50歳超 1 0.02% 1 0.02% 2 0.04% 55 7.79% 40 5.38% 61 7.96%

採用数・離職者数

*	生命保険会社3社内務職員の有給休暇取得状況。

*	生命保険会社3社内務職員の2021年度の採用数および離職者数。比率はすべて2022年3月末在籍者数比率。
*	離職者数には、定年退職者、役員就任に伴う離職者、死亡に伴う離職者等を含む。
*	50歳超は嘱託を含む。

次世代育成支援
2005年4月の次世代育成支援対策推進法の施行時より、当社グループでは統一した「行動計画」を2年ごとに策定し、従業員の育児支
援制度の拡充やワーク・ライフ・バランスの推進に努めてきました。生命保険会社3社は第1期（2005年4月1日〜2007年3月31日）から
5期連続で「基準に適合する一般事業主」の認定（以下、くるみん認定）を取得しています。また、T＆Dアセットマネジメントが第4期（2011
年4月1日〜2013年3月31日）から4期連続でくるみん認定を取得しています。T＆D情報システムにおいては、2008年4月に300名以
下の企業、情報サービス業として埼玉県内で初めてくるみん認定を受け、以後、4期連続で認定を取得しています。なお、2015年4月1
日より、くるみん認定取得企業が、より高い水準の取組みを行い、一定の要件を満たした場合に認定される「プラチナくるみん制度」が始
まり、子育てサポート企業としての積極的な取組みが評価され、同年、生命保険会社3社はそろって「プラチナくるみん認定」を取得しまし

た。2018年8月にはT＆D情報システム、2019年6月にはT&Dアセットマネジメントが新たに「プラチナくるみん認定」を取得しました。

Ｔ＆Ｄ保険グループ各社は、子育てサポート企業として認定されています。
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 従業員の声を反映させる取組み4-2

生命保険会社3社では「働きがい」「労働環境」「人事評価制度」などに関する従業員の意識調査を随時実施し、さまざまな施策に活かし
ています。現在の人事制度の浸透度や運用状況についての従業員の視点からの意見収集や、ＣＳ（顧客満足）につなげるための前提とな
るＥＳ（従業員満足）の把握など、従業員の声を経営の情報として取り入れています。また、T&D保険グループ長期ビジョンでは、主要経
営指標の非財務KPIとして「従業員満足度」を設定し、従業員満足度の向上に取り組んでいます。

従業員満足度調査
T&D保険グループ各社が、今後も安定的・持続的に成長していくための原動力の中で最も重要なものの一つは「人材」であり、従業員
の満足度やモチベーションの向上は各種施策の実現に不可欠なものです。特に、ＶＵＣＡの時代と言われる世の中では従業員の自律的
な行動がより必要であり、これまで以上に働きがい創出による従業員の主体的な行動が重要になっている現状をふまえ、非財務KPIの
一つである従業員の満足度にフォーカスした調査を生命保険会社3社を含む直接子会社の従業員を対象に実施しています。

労働力の構成
従業員およびその他の労働者に関する情報

区分
社会保険 福祉制度 有給休暇 給与

雇用種類・雇用契約

常勤・無期限
内務職員 ○ ○ ○ 固定
営業職員 ○ △ ○ 固定+比例
契約社員 ○ △ ○ 固定

常勤・定期 嘱託 ○ △ ○ 固定
非常勤・定期 パート ○ △ ○ 固定

*	一部対象外がある場合は△で表示。

従業員の年齢区分別構成

従業員在籍数
在籍数（名）

2020年3月末 2021年3月末 2022年3月末

男女合計

合計 17,457 17,945 17,963
30歳未満 2,420 2,880 2,967
30〜50歳 7,900 8,000 7,854
50歳超 7,137 7,065 7,142

うち男性

合計 3,380 3,379 3,356
30歳未満 397 438 438
30〜50歳 1,784 1,779 1,723
50歳超 1,199 1,162 1,195

うち女性

合計 14,077 14,566 14,607
30歳未満 2,023 2,442 2,529
30〜50歳 6,116 6,221 6,131
50歳超 5,938 5,903 5,947

*	生命保険会社3社の在籍数（営業職員含む）。

役員の年齢区分別構成（2022年7月現在）

30歳未満 ３０歳以上
50歳未満 50歳以上 合計

男性役員 0名 3名 66名 69名
うち社外役員 0名 1名 13名 14名

女性役員 0名 1名 5名 6名
うち社外役員 0名 1名 2名 3名

*	社外役員は、社外監査役・社外取締役。
*	Ｔ＆Ｄホールディングスと生命保険会社３社の執行役員を含む役員数。

102-43
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 サステナビリティ・ＣＳＲ従業員アンケート4-3

T&Dホールディングスでは、グループ内のコミュニケーションを大切にし、重要なステークホルダーである従業員一人ひとりとともに成
長し、グループの公共的使命と社会的責任を果たしていきたいと考えています。「T&D保険グループサステナビリティレポート」は、グ
ループ内においては自身を映す鏡として、サステナビリティ・CSRに対する意識の向上に役立てています。また、グループのサステナビ
リティ・CSRの取組みの充実を目的に、グループ役職員に対し、読後アンケートを実施しました。

【アンケート対象者】 T&D保険グループ役職員 *無記名で実施

レポート全体について
良かった項目
①すべての人の健康で豊かな暮らしの実現	....................23.6%
②すべての人が活躍できる働く場づくり	..........................18.1％
③気候変動の緩和と適応への貢献	..................................12.1％
④新型コロナウイルス感染症への対応	............................11.0%
⑤トップメッセージ	............................................................... 8.9%
⑥社会活動	.......................................................................... 8.8%
⑦組織のプロフィール	......................................................... 6.5%

寄せられた意見・要望から
レポートのわかりやすさと情報量に対する評価、およびグループのサステナビリティ・ＣＳＲの取組みに関する理解度は、前年と同等の水
準となりました。今後充実させてほしい内容としては「従業員への取組み（人事制度や職場環境改善の取組みなど）」「グループ経営全
般（グループ各社の事業概要や将来ビジョンなど）」「地球環境への取組み（森林保全、環境に配慮した商品購入など）」が挙げられてお
り、それらの内容の充実に取り組んでいきます。

意見・要望を受けて
役職員のサステナビリティ・CSRに対する意識をさらに高めていくため、グループの考え方・取組方針をわかりやすく示すとともに、より
身近にサステナビリティ・CSRを感じられる読みやすい編集を心掛けました。

102-43

CREATE VALUE FOR PEOPLE AND SOCIETIES.
保 険 を 、人 と 社 会 の た め に 。

サステナビリティレポート 2021

5. 従業員の健康のために

 健康経営の取組み①5-1

Ｔ＆Ｄ保険グループ各社では、グループ経営理念の実現と当社グループの成長を続けるためには、従業員とその家族の心身の健康が重
要であると考え、すべての従業員が安心して業務に従事でき活き活きと働ける職場の実現を目指しています。

太陽生命
「従業員」「お客様」「社会」のすべてを元気にする取組み、「太陽の元気プロジェクト*」を推進しており、生活習慣病の予防等を目的
に、山形県上山市と「上山型温泉クアオルト（健康保養地）事業」を活用したクアオルト健康ウオーキング、スマート・ライフ・ステイ（宿
泊型特定保健指導）の実施、従業員の健康づくりの推進に向けた各種支援を実施しています。また、2017年より、がん検診の会社
補助を増額し、将来の認知症リスクを判定する「MCIスクリーニング検査」や、2021年より、「現在がんである可能性」や「将来、脳
卒中・心筋梗塞・糖尿病になるリスク」を一度に評価できる「アミノインデックスⓇリスクスクリーニング」を実施するなど健康経営に
取り組んでいます。2020年2月には、岐阜県岐阜市と、2021年1月には岐阜県関市と「健康づくりに関する連携協定書」を締結し、
クアオルト健康ウオーキングを活用した地域社会の健康づくりに取り組むとともに、従業員も積極的に参加していくことで健康づく
りに取り組んでいきます。
*	「太陽の元気プロジェクト」は、社長をリーダー、全執行役員をメンバーとする体制で推進しています。

403-7403-6403-5403-4

403-3403-2403-1103-3103-2
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大同生命
経営トップのコミットメントである健康経営宣言「ココ・カラ宣言」のもと、パソコンの自動シャットダウンや計画年休・プラスワン休暇
など労働時間縮減に向けた取組み、定期健診の早期全員受診、セカンドオピニオンやがんに関する相談等の窓口の設置、心拍数・
歩数など普段の活動状況を測定できるウェアラブル端末の斡旋（一部を会社補助）やウォーキングキャンペーンの開催、健康をテー
マとした講演会、就業時間中禁煙の実施や禁煙支援策（オンライン禁煙プログラム）の導入など、従業員の健康増進を図るための
各種取組みを「DAIDO－ココ・カラ」と総称し、積極的に推進しています。

Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命
従業員が健康でイキイキと活躍できる職場づくりを積極的に推進していくことを宣誓するため、「Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命健康宣言」
を策定しています。同宣言に則り、ノー残業デー・早帰りデーの実施や業務用パソコンの自動シャットダウンなどの労働時間の縮減
に向けた取組み、在宅勤務（テレワーク）の推進、定期健康診断の完全実施、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的とした
ストレスチェック、管理職層の「メンタルヘルスマネジメント検定」取得、従業員が心身の健康問題につき相談できる窓口「T&Dメディ
カルホットライン」の設置、社内喫煙エリアの廃止・就業時間中の喫煙の禁止、社内におけるクラブ活動等でスポーツを行うためにか
かる費用の補助など、従業員の健康増進に向けた施策を実施しています。また、健康保険組合との協働による、特定健康診査事業お
よびデータヘルス計画に基づく保健指導事業に取り組んでいます。

健康経営優良法人～ホワイト500～
太陽生命では「太陽の元気プロジェクト」、大同生命では「DAIDO－ココ・カラ」、T&Dフィナ
ンシャル生命では「Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命健康宣言」の推進を通じて、従業員の健康増進
を図るための各種取組みを実施し、すべての従業員が心身ともに健康で活き活きと働ける
職場の実現を目指しています。生命保険会社３社は、経済産業省が従業員の健康増進に取り組む「健康経営」を実践している企業等
を顕彰する制度である「健康経営優良法人認定制度」に基づき、大規模法人部門において「健康経営優良法人〜ホワイト500〜」に
認定されました。

太陽生命、大同生命、T&Dフィナンシャル生命は、経済産業省が従業員の健康増進に取り組む「健康経営」を普及させることを目的とし定めた
健康経営優良法人認定制度に基づき、「健康経営優良法人〜ホワイト500〜」に認定されています（太陽生命、大同生命は6年連続認定）。

 健康経営の取組み②5-2

人事部門の取組み
Ｔ＆Ｄ保険グループでは、本社に診療所を設置しているほか、事業所ごとに定期的に開催している衛生委員会では産業医や労働組合と
も連携し、従業員の健康増進に努めています。また、グループ各社では従業員の心の健康管理にも配慮し、専門の医師と嘱託契約を結
び、従業員が安心して相談・受診できる体制を整えています。

ストレスチェック制度
制度導入の趣旨であるメンタルヘルス不調の未然防止に向け、グループ各社で対象となる全従業員にストレスチェック受検を案内し、
従業員のセルフケアを促すとともに、高ストレス者には医師の面接指導や必要に応じて嘱託契約を結んでいる専門医を紹介する体制を
整えています。また、各社で集団分析を実施し、職場環境の改善に役立てています。

社内禁煙の取組み
Ｔ＆Ｄ保険グループでは、受動喫煙防止対策の強化と心身の健康増進の観点からグループ各社で2018年7月より社内禁煙（社屋内喫
煙所の廃止・就業時間内の喫煙禁止）を実施しています。

健康保険組合
生命保険会社3社には独立した健康保険組合があり、組合員の生活習慣病の予防や健康増進などに努めています。組合員や被扶養者
の病気やけがの医療費給付のほか、健康保険利用に関する意識向上のＰＲ、毎年受診する人間ドックなどの健康診断費用の補助、がん
検診の推進などを行っています。2008年度からは生活習慣病の予防を目的とした「特定健診・特定保健指導」にも取り組んでいます。ま
た、2015年度から医療情報（レセプト）や健診結果の情報等のデータ分析に基づき、PDCAサイクルで効率的・効果的な保健事業を実施
する「データヘルス計画」の一環として、被保険者等に保健指導を行うなどの活動を行っています。
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T&Dホールディングス
事業推進部
（T&Dユナイテッドキャピタル）
2017年入社

中山 裕夢
太陽生命
営業部営業教育課
2015年入社

小川 諒
大同生命
人財開発部人財研修課
2013年入社

大木 唯
T&Dフィナンシャル生命
商品部商品企画課
2018年10月入社
（中途入社）

立花 憲一

小川　私は太陽生命の営業教育課に所属し、全国のSS係長
（営業職員教育担当者）に対する教育、全支社の営業職員
向けのオンライン研修、それらに関連する各種資料作成を
主な業務としています。
立花　私はT&Dフィナンシャル生命の商品企画課で、金融
機関や乗合代理店（複数の保険会社の委託を受けている
ショップ）向けに、新商品の開発や既存商品の改定業務に
携わっています。具体的には、市場動向調査、新商品のアイ
デア出し、商品企画、販売促進、販売開始後のフォローアッ
プ、進捗管理を行っています。
中山　私はT&Dホールディングスの事業推進部からT&D

ユナイテッドキャピタルに出向し、新事業であるクローズド
ブック事業の立ち上げに従事しています。クローズドブッ
ク事業は、他の保険会社が販売停止した商品の保有契約
ブロック（クローズドブック）を取得・集約し、バリューアップ
を通じて収益化する事業で、簡単に言うと再保険ビジネ
スです。具体的には、関連会社でクローズドブック専業の
Fortitude社の投資先管理に携わりながら、ノウハウを吸収
し、国内でのクローズドブック事業展開の検討や新たな投
資機会の開拓に取り組んでいます。
大木　私は大同生命の人財研修課に所属し、税理士事務
所等を中心とした代理店営業担当者向け研修の運営や、

人材育成制度の活用と企業価値向上
Ｔ＆Ｄ保険グループでは「多様な人材が働きがいを感じながら能力発揮できる企業風土づくり」を

推進するため、さまざまなスキルアップの機会を用意し、
個々人で目指すキャリアアップができる環境を提供しています。

従業員対談
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営業担当者のＯＪＴ制度の運用を担当しています。また、大
同生命では個人目標を廃止してチーム目標に変えましたの
で、それに伴う研修や意識調査を行っています。

どのような人材育成制度を
利用していますか？

小川　太陽生命では、若手総合職の育成を重点教育施策
としており、その一環として公募によりビジネススクールで
学べる制度があります。私はその制度を利用してクリティカ
ルシンキングの講座に参加し、ビジネススキルの向上を目
指しました。また、社外の方といっしょに学ぶことでさまざま
な意見や考え方に触れ、たいへん貴重な機会を得ることが
できたと感じています。
立花　私も小川さんと同じクリティカルシンキングを受講し
ました。３ヵ月間の短期講座でしたが、業務で直面する課題
に対して論点を明確にし、ちゃんと論理立てて説明すること
で、相手の行動変容を促す、そういったスキルを習得するこ
とを目指しました。また、小川さんが言われた通り、社外の
人とともに能動的に参加する学びの場になっていて、非常
に濃密な時間を過ごすことができました。
大木　私は、全国転勤のない「地域型（エリア総合職）」とい
う雇用形態で入社し、8年間代理店営業をしていたのです
が、9年目に「チャレンジキャリア制度」を活用しました。先ほ
ど説明した人財研修課で、これまでとは一転して支社をサ
ポートする業務に挑戦しています。支社では後輩の育成も
任されていましたが、自分のこれまでの成功体験からあれ
これ指示することはできても、複数の後輩一人ひとりのモチ

ベーション向上を図るとなると、私のこれまでのスキルでは
限界がありました。そこで多角的な視点を学べる本社業務
に従事することは、よい経験になるのではと思い、本制度を
活用しました。
中山　私は入社して最初の３年間、太陽生命の支社で営業
職員教育を担当後、現在の部署に異動しクローズドブック事
業に携わっています。自分たちが作っていく事業ゆえ、特別
な研修プログラムはなく、自学自習とOJTが基本になってい
ます。週に２〜３回は海外法人との電話会議があるため、英
語によるコミュニケーションが欠かせません。しかし私自身、
もともと流暢に英語を話せるスキルがあったわけではなく、
しばらくは上司にサポートしていただき、その間に英語の研
修プログラムを受講しながら、英語でのコミュニケーション
スキルを磨きました。加えて、投資や運用の知識もありませ
んでしたので証券アナリストの勉強にも取り組んでいます。
M&Aに関わる法務等の実務は実践を通して習得していま
す。現在の部署に配属されたことで、OJTに加え、多くの学
習機会があります。

学んだことはどのように
業務に活かされていますか？

小川　クリティカルシンキングを受講したことで、常に論点
を意識し、物事の本質を深く考える習慣が身に付きました。
全国のSS係長に対する教育でも、物事の本質を考え、何が
課題で、それを解決するには何が重要なのか、そこにこだわ
るように伝えています。またわれわれの重要な任務の一つ
は、営業データを分析し、次の成果につなげていくことです
が、その際、枝葉に囚われすぎて全体や本質を見ていない、
いわゆる「木を見て森を見ず」ということのないよう強く意
識するようになりました。
立花　今の小川さんのお話にプラスして、日々直面するい
ろいろな課題に優先順位をつけて対応していく、さらに相
手の立場で、主張すべきこととその論拠をモレ・ダブリなく
整理して、納得感のある伝え方をすることの重要性を学び
ました。特に商品企画課は、相手に動いていただかないと始
まりません。ですから、口頭説明であろうと資料作成であろ
うと、営業する側、される側の状況を想像しながら、どこに
一番関心があって、どうしたら主張したいことが伝わるか、
相手ありきで物事を考えるようになったことは、非常に有益
なことだと思っています。
大木　私は現在の部署で仕事をしながら、承認スキルなど
コーチングについて勉強するようになり、以前より人に教
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えるスキルが上達したのではないかと思っています。支社
で代理店営業をしていた時は、自分、代理店、その先のお客
さま、すべてコミュニケーションは１対１で成り立っていまし
た。逆に言うと、いろいろな人の意見を聞く必要はなく、目
の前の相手のことだけを考えていればよかったわけです。し
かし、本社業務は全く違って、基本的にコミュニケーションは
１対多です。どんな施策を打ち出すにしても、いろいろな人
から意見を聞く必要があります。こういった1対１ではない
コミュニケーションでは、さまざまな意見や立場の違いに翻
弄され、会議や研修の目的を見失いがちです。そうしたなか
で、やろうとしていることの目的を明確にし、一人ひとりと向
き合ってコミュニケーションをとる、そうした動き方が少しず
つできるようになってきました。
中山　当初は英語でのコミュニケーションは不安でしたが、
英語を毎日使うことで、今では実務の中で活かすことがで
きるようになってきています。また、投資機会を検討するス
キルも、知識・ノウハウの豊富な先輩に揉まれ、だんだんと
業務に活かせるレベルになっています。
　私は皆さんとは違って、後輩のいない部署で教えを請う
立場ですが、今後、後輩が増えてきた時にどのように接する
べきかアドバイスをいただけますか。
大木　１つは先ほど申し上げた通り、自分の考えを押し付け
るのではなく、先に相手の考えを聞くということを、自分の
性格上心掛けています。もう一つは、やってもらったら感謝
し、間違っていたら謝る、また、後輩の失敗をネガティブに捉
えず、ここまではできたとか、良いところを見つけて評価す
るところから入って、次回はここに気を付けよう、こう改善し
ようとポジティブに接するようにしています。

小川　先輩というよりも後輩と同じ目線で、一緒に頑張ろう
という接し方を心掛けています。一方的な指示ではなく、相
談しながら物事を進めていくスタンスを大切にしています。
立花　私は前職が銀行で営業をしていて、当社でも営業を
経て今の部署に来ました。そういった経験から自分なりに強
みと感じているところがある一方で、先輩はもちろん、後輩
も私にはないさまざまな経験や強みを持っていると思って
接しています。つまり、お互いにそういったところを活かし、
そして学び合える、その意味で先輩・後輩という壁を作ら
ず、何でも言い合える関係を築くように心掛けています。
中山　みなさんのご意見、たいへん参考になります。ありが
とうございます。

今後はどのような
キャリアアップを考えていますか？

小川　最近では、太陽生命で新規の営業所の立ち上げに
関与し、その応援として３〜４ヵ月、営業職員の採用と育成
に出向いていました。そこであらためて、私は営業職員の成
長に携われる仕事が好きなのだと感じました。今の部署で
は、営業職員が活躍するための教育担当を育てながら、自
分自身も営業スキルを磨き上げています。また、クリティカ
ルシンキングでは、どのようにすれば相手に伝わるのかと
いうことを学びました。ゆくゆくは支社長を経験して、実践
でこうしたスキルをもっと使えるようにし、特に支社の営業
職員教育に活かせたらと思っています。その後は、再び営業
部に戻って全社の営業職員の教育レベルの向上に貢献す
る、そのようなキャリアプランを描いています。
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大木　本社で培った多角的な視点を後輩の育成に役立て
ようと思っています。私はもともとせっかちな性分で、後輩
から「これはどういうことですか、次はどうしたらよいです
か」と聞かれると、教えるというより、「これをやって、あれを
やって、それやって」という対応をしてしまう傾向にありまし
た。それが本社業務を経験したことで、一方的な指示や自
分の考えの押し付けではなく、どんなことに悩んでいて、ど
うしたら解決できるのかを本人から引き出すことを重視す
るようになりました。機会があれば、現在の部署以外の本社
業務も経験し、ゆくゆくは管理職として後輩たちがのびのび
と能力を発揮し、自己実現を成し遂げられるような組織づく
りに貢献できればと思っています。
立花　いろいろな人をうまく巻き込んで目的を達成する、
相手の行動変容を促す、相手に動いてもらう、そういったと
ころでは、まだまだ上司との差を感じています。その差を埋
めるべく、クリティカルシンキングでインプットしたことを能
動的にアウトプットし、マネジメント業務でのスキルを磨き上
げ、キャリアアップの基礎固めにしたいと思っています。
中山　せっかく若い頃から、専門性の高い部署で貴重な体
験をさせていただいていますので、それを自分の大きな強み
にしたいと考えています。そのうえで、機会があれば海外で
の投資先管理業務も経験してみたいですし、将来的には運
用部門も担当してみたいという望みはあります。とはいえ当
面は、仕事を通じて日々学びを深めながら、クローズドブッ
クという新規事業を当社グループの収益柱の一つにしてい
くことに専念します。

当社グループの持続的成長にとって、
他に必要な制度は何でしょうか？

大木　グループ一体の交流制度や研修がもっとあっても
良いかと思います。私は新卒で入社して10年目ですが、研
修で中途入社の人と話をすると、自身の視野や見識の狭さ
を感じることがあります。私が入社した当時の新入社員研
修では太陽生命との合同グループワークが1〜2日ありま
したが、会社のカラーがけっこう違っていて、勉強になるな
と思ったのを覚えています。グループ会社なので、お互いの
良い点は取り入れ、改善すべき点は提案し合う、そのような
機会があっても良いのではないでしょうか。私は、「チャレン
ジキャリア制度」を利用したことで一気に視野が広がりまし
た。また今回の座談会で中山さんのクローズドブック事業
の話も勉強になり、ホールディングスの業務を身近に感じま
した。グループ間、部署間での交流が増えれば、グループの

一体感は強まるのではないかと思います。
小川　ビジネススクールで、業種も部署も違う人たちと交
流して感じたことですが、グループ間での交流は、所属会社
や所属部署の思考に偏らず、バランスのとれた考え方を持
つという意味でも有意義ですし、一方で競争心の醸成にも
つながると思いますので、グループとして成長していくうえ
ですごく大事だと思います。
中山　私の部署は大同生命/太陽生命や外部などさまざま
な経験をお持ちの方がいらっしゃいます。また、いろいろな
部署と交流があり、幸いにも学ぶことだらけです。みなさん
がおっしゃるとおり、グループとしての成長を考えた場合、
グループ内での交流は重要だと思います。
立花　「参加型」の研修プログラムを営業職・内勤問わずグ
ループ内横断で企画し、そこで共有した情報や知識を現場
で能動的に実践していく、そして定期的にメンバー同士で
進捗や反省点について情報交換する、そのような場がある
といいですね。それと、付加価値の高い商品を開発し、販売
方法も工夫していかないと生き残れない時代ですから、よ
り一層、自ら考えて行動できる自律型かつ特定の分野に強
みをもつ専門型の人材育成が必要になってきているように
思います。いわゆる「指示待ち」ではなく、「自律して学習・行
動・発信できる」人材の育成が重要であり、その意味で言う
と「チャレンジキャリア制度」を充実させていくべきだと思い
ます。また、個々の職員のキャリアビジョンの策定をキャリア
カウンセラーが支援する制度を作り、それぞれが今までの
キャリアの棚卸しを行い、課題や強みを把握したうえで今後
「なりたい姿」を考えるような機会や場を設ける必要もある
のではないでしょうか。
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