
■ 方針・考え方

持続可能な消費

持続可能な社会を築くために、地球環境への負荷を軽減
する取り組みが求められています。大和ハウス工業におきま
しても、「いいものを作って、きちんとお手入れして、長く大切
に使う」という住生活基本法の趣旨に基づいて、より環境負
荷の低い商品・工法の開発に努めるとともに、建物をお引渡
しした後も長期間にわたり商品性能を維持するためのサポー
ト体制を構築しております。

住まいの性能を維持するための根幹は、日頃のこまめなお
掃除やお手入れを絶やさないことと、経年劣化した部分を計
画的に交換・修理していくとともに、ライフスタイルの変化に
対応した様々な住まい方の工夫や適切なリフォームを実施し
ていくことが大切です。そして、こどもたちに対しては、こう
した「住まい方」についての教育支援を進めることがリーディ
ングカンパニーの務めであると考えております。

このような視点に基づき、私たちは、お客さまを中心にス
テークホルダーと当社が、互いに教え・教えられながら共に
連携し、建物を長期間にわたって維持していくことで、持続可
能な社会に貢献していきます。

■ マネジメント

世界のニーズに応えるために

「社会的統合基準」に対する取り組み

「社会的統合基準」にもとづくまちづくり

世代が都市部から郊外へ住みかえる場合などさまざまな場面で活
用できます。

当制度は、シニア世代・子育て世代の双方のメリットだけでな
く、ライフスタイルに合わなくなった住まいを社会の財産として活
用するという社会的意義もあります。

当社が創業100周年を迎える2055年には世界人口は90億人を
超えると予測され、環境問題や超高齢社会などの課題が表面化し
つつあります。私たちは総合生活産業の担い手として、何が世の中
に必要とされ、役立つのかという視点のもと、建設業という枠組み
に捉われることなく、世界規模で事業を推進していきます。

コア事業である住宅事業では、誰でも使いやすさを感じるユニ
バーサルデザインの考えを核に、「住まいと家族みんなが、いつまで
も仲良くあるための空間づくり」を目指した独自のデザインコンセ
プト「フレンドリーデザイン」を導入。暮らす人の将来を見据えた安
全性や快適性を設計段階から考え、高齢者とこどもはもちろん、家
族みんなにやさしい住まいを実現しています。

当社は「まち」という社会基盤を整備する事業も行っています。
まちは、何十年、何百年と世代を越えて引き継がれていくもので

あり、社会的な資産となります。バリアフリーなどによる誰もが使
い易く、さらに省エネや創エネによるCO2排出量を削減したまちづ
くりを積極的に推進するなど、社会が抱えている課題を解決へ導
くようなより良い社会資産の形成に努めています。

移住住みかえ支援適合住宅の普及

住まいの長期保証にもとづく訪問点検の際、点検員からお客さ
まへ、住まいのお手入れのアドバイスを行っています。このアドバイ
スは、お客さま向けの定期配送冊子や専用のWebサイトでも閲覧
できます。

また、お客さまのみならず小中学校において「快適な住まい方」
についての出張授業を行っています。こうした次世代育成支援につ
いては、当社グループ全体での活動件数や内容を把握・分析すると
ともに、従業員がより良い教育支援活動ができるよう、教材の開発
などの改善を継続して実施しています。 

一般社団法人移住・住みかえ機構（JTI）が実施している「マイ
ホーム借上げ制度」は、 50歳以上のシニア世代の持ち家をJTIが借
上げ、賃貸住宅として子育て世代などへ転貸する制度です。当制度
では、貸す側は借上げ制度により最長終身の安定した賃料が見込
め、借りる側は周辺相場より安価な賃料で広い住まいを借りること
が可能です。

当社の新築戸建住宅を購入されたお客さまは、年齢に関係なく、
現在居住中の持ち家および新築した住宅で当制度を利用でき、子
育て世代などが手狭になった持ち家から住みかえる場合やシニア

■ 取り組み実績

消費者課題をテーマに出張授業を実施

当社は一般社団法人経営倫理実践研究センターが主催す
る寄付講座「企業の社会的責任と消費者教育」に協力してお
り、2014年度より出張授業を行っています。

2015年度は、当社を取り巻く消費者課題をメインテーマ
に、「安心して借りられる賃貸住宅づくり」について大学生向
けにお話ししました。大学
生には非常に熱心に聴講
いただき、当社が「住まい」
だけではなく「広い視野で
暮らし全体に価値を提供し
ている」ことを理解してい
ただきました。
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生産年齢人口の減少をはじめ、人材の流動化、働き方の多様
化など、「人」を巡る問題は企業にとって最も重要なテーマの一
つです。優秀な人材を確保することはもちろん、限られた労働資
源を最大限に生かすため、女性や高齢者などにより活躍してい
ただくことが期待されています。

例えば女性の場合、育児休業制度の普及や活用といった職場
での対応整備、待機児童問題の解決に向けた保育所の増設な
ど社会的インフラの整備が不可欠になっています。また、仕事の
ストレスなどによるメンタル面の不調を訴える労働者も増加し
ています。

当社グループは「人財」すなわち従業員こそが最大の財産で
あると考えています。そして、企業とは現場を動かす人財あって
こそ成り立つ存在というのが創業者の信念であり、その精神
を私たちは受け継いでいます。

そのため、「事業を通じて人を育てること」という企業理念に
則り、徹底した“現場主義”で社員の教育を行っています。建設
業を営む当社は、提案型の事業に強みをもっており、お客さま
や建設地の地域社会などが抱える課題は一つとして同じもの
はありません。社会に貢献できる自立した人財となるためには、
現場を見て課題を発見し、その解決に向けて「夢」や「志」を持
つこと、そしてその「夢」を実現しようという強い意思を持って
挑戦を続け、自らを成長させ、周りの人も導くことができるよう
になることが必要です。さらに、多様な価値観を現場に活かし、
新しい発想で社会の課題解決に応えていくため、ダイバーシ
ティの推進に積極的に取り組んでいきます。
「大いなる和をもって、社会に貢献する事業を追求する」と

いう創業精神のもと、従業員一人ひとりが自身の仕事における

社会的課題

ビジョンと戦略

徹底した“現場主義”を通じて
働きがいと誇りを持てる職場にします

大和ハウスグループの目指す姿

目標と実績

人財の育成
取り組むべき重要テーマ

当社グループにおけるリスクと機会

リスク
・多様な個性やバックグラウンドを持つ従業員のニーズに

柔軟に対応しなければ、優秀な人財の確保が難しくなる。
・結婚や育児等を理由に女性が活躍する機会を奪われること

は、当社グループにとって大きな損失につながる。
・病気やケガによる欠員が生じた場合は組織の生産性が低

下する。

機会
・多様な人財が働く職場では、新たな発想が生まれやすく、

お客さまの多様化したニーズに的確に応えられる商品や
サービスの開発につながる。

・また、従業員のライフステージを支援する柔軟な働き方を
可能にすることで、優秀な人財の獲得と維持につながる。

人財こそが最大の財産であるとの考えのもと、現場でのOJT
と、その成果を高めるための研修を通じて人財育成に取り組ん
でいます。そして、すべての従業員が公平に差別なく、能力開発
とキャリアアップの機会を得られるよう努めています。特に100
周年に向けて次世代を担う初級社員の育成と、経営人財の発
掘・育成に取り組んでいます。

従業員の安全や健康を保持・増進することは、企業の社会的責
任にとどまらず、当社グループにとって生産性の向上など経営に

安全かつ健康的に働くことのできる職場

差別の撤廃と公平な機会の提供

入社3年以内（宅建・二級
建築士）若年層の資格取得率
2015年度
実績 24.3％

全社教育研修、従業員一人
当たりの受講回数
2015年度
実績 1.3回

労災件数（施工現場）
【前年度増減率】
2015年度
実績 △2％

有給休暇取得率

2015年度
実績 45.9％

従業員満足度調査
2015年度
実績 62.4点

障がい者雇用率

2015年度
実績 2.19％

女性管理職の全管理職数に
対する割合
2016年
4月1日現在

（仕事に対するモチベーションの高さ）

（建設業平均 1.1%　厚生労働省の調査より）
2.5％

プラスになると考えています。そのため、健康経営推進体制を
新たに構築し、健康診断などの結果管理だけではなく、独自の
健康管理システムを使った“攻めの健康管理”を行うことで、活
き活きと働ける環境づくりに努めていきます。

多様な個性やバックグラウンドを有する従業員のニーズに応
えるため、柔軟な雇用形態や、ワークライフバランスの各種支
援制度を整備し、積極的な運用に向けさまざまな支援を行って
います。適材適所ではなく、“適所適財”を実践することで、社員
が多様な働き方を選択できる職場づくりを進めています。

ワークライフバランスの観点を事業所経営の評価と連動さ
せ、推進活動を行った結果、有給休暇取得率は45.9％となり、
前年度の36.2%と比べ大幅に上昇しました。また女性管理職比
率は着実な伸びを示しており、建設業平均を上回っています。

社会的使命を認識し、それが社会に貢献していることを実感す
ることで、他のどの企業よりも働きがいと誇りの持てる職場を
目指します。

当社グループには、従業員約57,000名が在籍し、多様な個性や
能力を持った人財がいます。こうした人財が持っている力を最大
限に発揮できる環境を提供し続けることができれば、当社グルー
プは今後も持続的に発展していくことができ、逆に職場環境に不
備・不足があった場合は競争力を失うことにもなりかねません。

当社グループでは、個々の成長を促す人事制度や環境を整え
るとともに、多様な働き方を可能にする「ダイバーシティ」を推
進しています。

執行役員
経営管理本部人事部長

能村 盛隆

2010年と2030年を比較した
労働力人口の減少数

10.0%954万人

過去１年間にメンタルヘルス不調により
連続１か月以上休業又は退職した
労働者がいる
事業所の割合

出所：労働政策研究・研修機構「労働力需給の
推計―労働力需給モデル(2012年版)による
政策シミュレーション―」 より

出所：厚生労働省「平成25年 労働安全衛生調査
（実態調査）」より

2015年度の総括（CSR自己評価指標）

035　DaiwaHouseGroup CSR Report 2016 　　DaiwaHouseGroup CSR Report 2016　036

取
引
先

株
主

ガ
バ
ナ
ン
ス

お
客
さ
ま

地
域
市
民

環
境

従
業
員

従業員との共創共生

担当役員メッセージ



生産年齢人口の減少をはじめ、人材の流動化、働き方の多様
化など、「人」を巡る問題は企業にとって最も重要なテーマの一
つです。優秀な人材を確保することはもちろん、限られた労働資
源を最大限に生かすため、女性や高齢者などにより活躍してい
ただくことが期待されています。

例えば女性の場合、育児休業制度の普及や活用といった職場
での対応整備、待機児童問題の解決に向けた保育所の増設な
ど社会的インフラの整備が不可欠になっています。また、仕事の
ストレスなどによるメンタル面の不調を訴える労働者も増加し
ています。

当社グループは「人財」すなわち従業員こそが最大の財産で
あると考えています。そして、企業とは現場を動かす人財あって
こそ成り立つ存在というのが創業者の信念であり、その精神
を私たちは受け継いでいます。

そのため、「事業を通じて人を育てること」という企業理念に
則り、徹底した“現場主義”で社員の教育を行っています。建設
業を営む当社は、提案型の事業に強みをもっており、お客さま
や建設地の地域社会などが抱える課題は一つとして同じもの
はありません。社会に貢献できる自立した人財となるためには、
現場を見て課題を発見し、その解決に向けて「夢」や「志」を持
つこと、そしてその「夢」を実現しようという強い意思を持って
挑戦を続け、自らを成長させ、周りの人も導くことができるよう
になることが必要です。さらに、多様な価値観を現場に活かし、
新しい発想で社会の課題解決に応えていくため、ダイバーシ
ティの推進に積極的に取り組んでいきます。
「大いなる和をもって、社会に貢献する事業を追求する」と

いう創業精神のもと、従業員一人ひとりが自身の仕事における

社会的課題

ビジョンと戦略

徹底した“現場主義”を通じて
働きがいと誇りを持てる職場にします

大和ハウスグループの目指す姿

目標と実績

人財の育成
取り組むべき重要テーマ

当社グループにおけるリスクと機会

リスク
・多様な個性やバックグラウンドを持つ従業員のニーズに

柔軟に対応しなければ、優秀な人財の確保が難しくなる。
・結婚や育児等を理由に女性が活躍する機会を奪われること

は、当社グループにとって大きな損失につながる。
・病気やケガによる欠員が生じた場合は組織の生産性が低

下する。

機会
・多様な人財が働く職場では、新たな発想が生まれやすく、

お客さまの多様化したニーズに的確に応えられる商品や
サービスの開発につながる。

・また、従業員のライフステージを支援する柔軟な働き方を
可能にすることで、優秀な人財の獲得と維持につながる。

人財こそが最大の財産であるとの考えのもと、現場でのOJT
と、その成果を高めるための研修を通じて人財育成に取り組ん
でいます。そして、すべての従業員が公平に差別なく、能力開発
とキャリアアップの機会を得られるよう努めています。特に100
周年に向けて次世代を担う初級社員の育成と、経営人財の発
掘・育成に取り組んでいます。

従業員の安全や健康を保持・増進することは、企業の社会的責
任にとどまらず、当社グループにとって生産性の向上など経営に

安全かつ健康的に働くことのできる職場

差別の撤廃と公平な機会の提供

入社3年以内（宅建・二級
建築士）若年層の資格取得率
2015年度
実績 24.3％

全社教育研修、従業員一人
当たりの受講回数
2015年度
実績 1.3回

労災件数（施工現場）
【前年度増減率】
2015年度
実績 △2％

有給休暇取得率

2015年度
実績 45.9％

従業員満足度調査
2015年度
実績 62.4点

障がい者雇用率

2015年度
実績 2.19％

女性管理職の全管理職数に
対する割合
2016年
4月1日現在

（仕事に対するモチベーションの高さ）

（建設業平均 1.1%　厚生労働省の調査より）
2.5％

プラスになると考えています。そのため、健康経営推進体制を
新たに構築し、健康診断などの結果管理だけではなく、独自の
健康管理システムを使った“攻めの健康管理”を行うことで、活
き活きと働ける環境づくりに努めていきます。

多様な個性やバックグラウンドを有する従業員のニーズに応
えるため、柔軟な雇用形態や、ワークライフバランスの各種支
援制度を整備し、積極的な運用に向けさまざまな支援を行って
います。適材適所ではなく、“適所適財”を実践することで、社員
が多様な働き方を選択できる職場づくりを進めています。

ワークライフバランスの観点を事業所経営の評価と連動さ
せ、推進活動を行った結果、有給休暇取得率は45.9％となり、
前年度の36.2%と比べ大幅に上昇しました。また女性管理職比
率は着実な伸びを示しており、建設業平均を上回っています。

社会的使命を認識し、それが社会に貢献していることを実感す
ることで、他のどの企業よりも働きがいと誇りの持てる職場を
目指します。

当社グループには、従業員約57,000名が在籍し、多様な個性や
能力を持った人財がいます。こうした人財が持っている力を最大
限に発揮できる環境を提供し続けることができれば、当社グルー
プは今後も持続的に発展していくことができ、逆に職場環境に不
備・不足があった場合は競争力を失うことにもなりかねません。

当社グループでは、個々の成長を促す人事制度や環境を整え
るとともに、多様な働き方を可能にする「ダイバーシティ」を推
進しています。

執行役員
経営管理本部人事部長

能村 盛隆

2010年と2030年を比較した
労働力人口の減少数

10.0%954万人

過去１年間にメンタルヘルス不調により
連続１か月以上休業又は退職した
労働者がいる
事業所の割合

出所：労働政策研究・研修機構「労働力需給の
推計―労働力需給モデル(2012年版)による
政策シミュレーション―」 より

出所：厚生労働省「平成25年 労働安全衛生調査
（実態調査）」より

2015年度の総括（CSR自己評価指標）
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■ 方針・考え方

雇用の安定と公正な評価

大和ハウス工業では、「人財」こそが最大の資産であるとの
考えのもと、多様な人財を雇用し、中長期にわたり活躍して
もらうことを重視しています。そして、従業員が当社の方向性
と自らの目標を一致させ、働きがいと誇りをもって仕事に携
わることで、「従業員と当社が共に成長していく」ことを目指
しています。そのためには、従業員が不安なく個々の能力を
存分に発揮できる環境を整備し、公正で透明性の高い評価を
行うことが重要であると考えています。

■ マネジメント
当社では、全社員に対して「目標管理制度」「評価育成面談制度」

を運用しており、上司と部下の合意にもとづく目標設定およびその
成果に基づく公正な評価を行っています。

目標管理制度（管理職が対象）は、成果主義の具体化、客観性・
公平性をベースとしたオープンな評価制度の構築、管理職クラスの
能力開発をねらいとした制度です。半期毎に運用する制度となって
おり、上司・部下が目標設定の面談を行い、目標とその「難易度」、

「優先度」を決定していきます。そして評価結果についても面談を
行い、上司から部下へ達成度や改善点などのフィードバックが行わ
れます。人事評価は、目標に対する成果とプロセス（顕在化し発揮
された能力、具体的行動）により行われます。

評価育成面談制度（一般職が対象）は、上司・部下のコミュニケー
ションの活性化、人財育成の強化、役割と成果（業績）に対するモチ
ベーションの向上、評価基準の明確化と評価に対する納得感の向
上をねらいとした制度です。下記図の通り、上司・部下が目標設定、
中間進捗、成果確認、フォローの面談を四半期に1回実施していま
す。人事評価は、半期に生み出した成果の「量」と「質」を生産性の
観点で総合的に評価する「成果・実績評価」と、成果に至るまでの
職務遂行プロセスにおいてどれだけ能力を発揮したかを評価する

「能力発揮度評価」により行っています。この2つの評価のウェイト
は階層（当社独自の級職）により異なり、階層が高くなるほど「成
果・実績評価」のウェイトも高くなります。

雇用の安定については、61歳以上のシニア（高年齢者）社員が継
続して働くことのできる制度や、育児・介護の負担が大きい社員に
対する支援制度など、雇用上の課題に対応する各種制度を拡充し
ています。そして、定期的な社員アンケート等により、課題を把握
し、改善するための制度構築を継続しています。

2016年4月現在、当社には、正社員15,267名が在籍していま
す。2015年度の正社員採用者数は851名（新卒採用者685名、
キャリア採用者166名）で、2016年4月は新卒採用者740名（男性
528名〔71.4%〕、女性192名〔28.6%〕）が入社しました。過去3年間
の自発 的理 由による離職 率は、2013年度:2.3%、2014年度:
3.0%、2015年度は2.6%となっています。なお、人員調整を目的と
した解雇は、2015年度は行っておりません。

2016年4月現在、当社には、契約社員933名、嘱託86名、試雇
社員92名、パート社員681名、合計1,792名の有期雇用契約社員
が在籍しています。正社員を含む雇用者全体（17,059名）に対し、
2016年4月現在、10.5%が有期雇用契約者です。なお2015年4月
時点では、契約社員893名、嘱託54名、試雇社員67名、パート社員
651名、合計1,665名在籍していました。雇用者全体（16,527名）に
対しては10.1%と、昨年度からは横ばいの割合となっています。

当社は、多様な社員が働き続ける上での様々な課題を克服し、
働きやすい職場環境の整備を継続して行っています。

当社は2013年度より65歳定年制度を運用し、2015年度には
65歳定年以降も嘱託再雇用の形で継続勤務を可能とする「アク
ティブ・エイジング制度」を創設しました。これらの制度では、従来
では年齢により退職せざるを得なかった社員への「雇用の安定」を
実現すると共に、シニア社員が抱える課題に配慮し、能力を発揮す
るための様々な施策を盛り込んでいます。

また、日本では育児や介護による離職が問題になる中、当社では
育児・子育てとキャリア構築の両立を支援する制度や、さまざまな
介護のあり方に対応した支援制度を構築しています。

当社の2015年度の一人当たり平均年収は8,629,970円でした。
また、当社グループ（海外グループ会社も含む）では、各国の最低賃
金を定めた法令に従い、従業員に対して規定以上の給与を支払う
ことを遵守しています。

当社では、法令にもとづき労使協定を締結する必要のある事項
に関して、事前に労使間で協議し内容を決定しています。また、社
員一人ひとりがイキイキと働きやすい職場環境を作り、社員のさら
なる満足度の向上を図ることを目的に、定期的に社員アンケートを
実施し、各種人事制度に反映させています。

健康および労働安全 その内容は役員会で発表し、「安全推進基本方針」に盛り込んでい
ます。また、「安全衛生推進基本方針」の下、各事業所にて安全衛生
委員会を定期的に開催し、安全衛生に関する情報の発信、共有を
図っています。

具体的なマネジメントの内容について、例えば本社では、毎月一
回の安全衛生委員会開催時に取組状況を共有しています。安全衛
生委員会は、具体的に以下の内容を中心として実施し、議事録は本
社所属者全員に社内ネットワークにて通知しています。

2015年度の定期健康診断における当社グループ全体の受診率
は97.8%となりました。また、当社では、定期健康診断の100%受
診徹底に向けた取り組みを全社的に行い、2013年度から3年連続
で100%受診を達成するとともに、有所見者のフォローについても
2015年度は再検査実施率97.6%を達成しています。

今後も当社グループ全体で全員受診（100%）を実現するととも
に、健康診断の大きな目的の一つである病気の早期発見、早期治
療、健康リスクの管理という点から、有所見者の再検査の徹底を図
り、社員の健康保持や促進を推進していきます。また、2015年度
の特定健康診断の実施率は95.3%となりました。特定保健指導に
ついては、「健康改善研修（特定保健指導）」を実施することで社員
の主体的な健康改善を促進しています。

当社では、定期健康診断の結果について、産業医に確認してもら
うとともに、意見を聴取することとしています。

また、労働安全衛生法において義務づけされている「長時間労
働に関する健康診査」については、月80時間超の時間外労働・休
日労働を行った者全員（管理職含む）に対して、産業医による面談
を実施し、健康障害の防止を目的とした保健指導を行っています。

当社では心の健康づくり計画に従い、ケアの種類に応じた施策
を推進しています。

2011年12月から社員が自分自身でストレス状況を判定できる
ストレスチェックシステムを導入しています。また、2015年12月に
施行された改正労働安全衛生法（ストレスチェックの義務化）に対
応した新たなシステムを2016年7月に導入します。

新任管理職に対し、メンタル不調の予防・メンタル不調者への
対応・職場環境の改善など、ラインケアに関する基本的な知識の
教育を実施しています。

安全管理

■ セルフケア

■ ラインケア※1

定期健康診断の実施

長時間労働者に対する健康診査の実施

メンタルヘルスケアの取り組み

■ 取り組み実績

雇用の状況・離職率

契約社員・臨時社員の活用について

■ 方針・考え方

大和ハウスグループは、従業員の健康や安全を維持・増進
することが、事業を通じた企業の継続的な発展のためには重
要な要素であると考えています。

グローバル化や高齢化など、社会が大きく変化し、それに
合わせて働き方もまた大きく変化する中で、職場で働く従業
員に対する心身のケアの必要性はますます高まっています。

また、建築や物流の作業現場では、これまで以上に安全性
が求められるようになっています。これらは自社に限ったこと
ではなく、取引先や協力会社と共に取り組むべきことです。
こうした認識に立ち、当社グループは、職場環境や安全環境
づくりに取り組み、よりよい職場環境づくりや、従業員の安
全・衛生の維持確保、健康の増進等を積極的に追求します。

当社では、安全衛生方針である「安全衛生推進基本方針」
を毎年度設定し、従業員とともに職場環境や安全環境づくり
に取り組んでいます。また、協力会社においても「大和ハウス
工業協力会連合会基本方針」を毎年度設定し、『共創・共生』

（ともにつくる・ともにいきる）のキーワードの下で、安全を最
優先とした現場づくり、ものづくりに取り組みます。

毎年度、「安全衛生基本方針書」を発行し、従業員が行うべ
き安全衛生に関する「目標」を周知しています。また、目標を
達成するために、各事業所は「安全衛生推進基本方針書」の
内容を充分に把握し、安全衛生管理計画書を作成し、安全衛
生委員会や安全衛生協議会で社員・協力業者に周知し、安
全衛生管理体制の強化を図り、災害ゼロと作業効率の高い
安全で衛生的な作業環境の充実を目指しています。  

■ マネジメント

当社では、健康保険組合と協働で従業員の健康状態を把握でき
るシステムを開発しました。また、そこから得られた情報は、社外の
専門家にも分析・評価いただき、健康管理の改善に向けたアドバイ
スなどを行っていきます。

当社では、技術部門・生産部門・管理部門の役員・部門長を構
成委員として、「中央安全衛生管理委員会」を定期的に開催し、安
全・衛生に関する現状の把握を行い、取り組みを協議しています。

■ 安全衛生推進基本方針

健康管理

■ 取り組み実績

■ 安全衛生方針

安定した働きやすい職場環境の整備

給与の状況

社員アンケート

（賞与支給後）

目標設定面談 中間進捗面談 成果確認面談 フォロー面談

4月 7月 10月 12月（上期）
10月 12月 4月 7月（下期）
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■ 方針・考え方

雇用の安定と公正な評価

大和ハウス工業では、「人財」こそが最大の資産であるとの
考えのもと、多様な人財を雇用し、中長期にわたり活躍して
もらうことを重視しています。そして、従業員が当社の方向性
と自らの目標を一致させ、働きがいと誇りをもって仕事に携
わることで、「従業員と当社が共に成長していく」ことを目指
しています。そのためには、従業員が不安なく個々の能力を
存分に発揮できる環境を整備し、公正で透明性の高い評価を
行うことが重要であると考えています。

■ マネジメント
当社では、全社員に対して「目標管理制度」「評価育成面談制度」

を運用しており、上司と部下の合意にもとづく目標設定およびその
成果に基づく公正な評価を行っています。

目標管理制度（管理職が対象）は、成果主義の具体化、客観性・
公平性をベースとしたオープンな評価制度の構築、管理職クラスの
能力開発をねらいとした制度です。半期毎に運用する制度となって
おり、上司・部下が目標設定の面談を行い、目標とその「難易度」、

「優先度」を決定していきます。そして評価結果についても面談を
行い、上司から部下へ達成度や改善点などのフィードバックが行わ
れます。人事評価は、目標に対する成果とプロセス（顕在化し発揮
された能力、具体的行動）により行われます。

評価育成面談制度（一般職が対象）は、上司・部下のコミュニケー
ションの活性化、人財育成の強化、役割と成果（業績）に対するモチ
ベーションの向上、評価基準の明確化と評価に対する納得感の向
上をねらいとした制度です。下記図の通り、上司・部下が目標設定、
中間進捗、成果確認、フォローの面談を四半期に1回実施していま
す。人事評価は、半期に生み出した成果の「量」と「質」を生産性の
観点で総合的に評価する「成果・実績評価」と、成果に至るまでの
職務遂行プロセスにおいてどれだけ能力を発揮したかを評価する

「能力発揮度評価」により行っています。この2つの評価のウェイト
は階層（当社独自の級職）により異なり、階層が高くなるほど「成
果・実績評価」のウェイトも高くなります。

雇用の安定については、61歳以上のシニア（高年齢者）社員が継
続して働くことのできる制度や、育児・介護の負担が大きい社員に
対する支援制度など、雇用上の課題に対応する各種制度を拡充し
ています。そして、定期的な社員アンケート等により、課題を把握
し、改善するための制度構築を継続しています。

2016年4月現在、当社には、正社員15,267名が在籍していま
す。2015年度の正社員採用者数は851名（新卒採用者685名、
キャリア採用者166名）で、2016年4月は新卒採用者740名（男性
528名〔71.4%〕、女性192名〔28.6%〕）が入社しました。過去3年間
の自発 的理 由による離職 率は、2013年度:2.3%、2014年度:
3.0%、2015年度は2.6%となっています。なお、人員調整を目的と
した解雇は、2015年度は行っておりません。

2016年4月現在、当社には、契約社員933名、嘱託86名、試雇
社員92名、パート社員681名、合計1,792名の有期雇用契約社員
が在籍しています。正社員を含む雇用者全体（17,059名）に対し、
2016年4月現在、10.5%が有期雇用契約者です。なお2015年4月
時点では、契約社員893名、嘱託54名、試雇社員67名、パート社員
651名、合計1,665名在籍していました。雇用者全体（16,527名）に
対しては10.1%と、昨年度からは横ばいの割合となっています。

当社は、多様な社員が働き続ける上での様々な課題を克服し、
働きやすい職場環境の整備を継続して行っています。

当社は2013年度より65歳定年制度を運用し、2015年度には
65歳定年以降も嘱託再雇用の形で継続勤務を可能とする「アク
ティブ・エイジング制度」を創設しました。これらの制度では、従来
では年齢により退職せざるを得なかった社員への「雇用の安定」を
実現すると共に、シニア社員が抱える課題に配慮し、能力を発揮す
るための様々な施策を盛り込んでいます。

また、日本では育児や介護による離職が問題になる中、当社では
育児・子育てとキャリア構築の両立を支援する制度や、さまざまな
介護のあり方に対応した支援制度を構築しています。

当社の2015年度の一人当たり平均年収は8,629,970円でした。
また、当社グループ（海外グループ会社も含む）では、各国の最低賃
金を定めた法令に従い、従業員に対して規定以上の給与を支払う
ことを遵守しています。

当社では、法令にもとづき労使協定を締結する必要のある事項
に関して、事前に労使間で協議し内容を決定しています。また、社
員一人ひとりがイキイキと働きやすい職場環境を作り、社員のさら
なる満足度の向上を図ることを目的に、定期的に社員アンケートを
実施し、各種人事制度に反映させています。

健康および労働安全 その内容は役員会で発表し、「安全推進基本方針」に盛り込んでい
ます。また、「安全衛生推進基本方針」の下、各事業所にて安全衛生
委員会を定期的に開催し、安全衛生に関する情報の発信、共有を
図っています。

具体的なマネジメントの内容について、例えば本社では、毎月一
回の安全衛生委員会開催時に取組状況を共有しています。安全衛
生委員会は、具体的に以下の内容を中心として実施し、議事録は本
社所属者全員に社内ネットワークにて通知しています。

2015年度の定期健康診断における当社グループ全体の受診率
は97.8%となりました。また、当社では、定期健康診断の100%受
診徹底に向けた取り組みを全社的に行い、2013年度から3年連続
で100%受診を達成するとともに、有所見者のフォローについても
2015年度は再検査実施率97.6%を達成しています。

今後も当社グループ全体で全員受診（100%）を実現するととも
に、健康診断の大きな目的の一つである病気の早期発見、早期治
療、健康リスクの管理という点から、有所見者の再検査の徹底を図
り、社員の健康保持や促進を推進していきます。また、2015年度
の特定健康診断の実施率は95.3%となりました。特定保健指導に
ついては、「健康改善研修（特定保健指導）」を実施することで社員
の主体的な健康改善を促進しています。

当社では、定期健康診断の結果について、産業医に確認してもら
うとともに、意見を聴取することとしています。

また、労働安全衛生法において義務づけされている「長時間労
働に関する健康診査」については、月80時間超の時間外労働・休
日労働を行った者全員（管理職含む）に対して、産業医による面談
を実施し、健康障害の防止を目的とした保健指導を行っています。

当社では心の健康づくり計画に従い、ケアの種類に応じた施策
を推進しています。

2011年12月から社員が自分自身でストレス状況を判定できる
ストレスチェックシステムを導入しています。また、2015年12月に
施行された改正労働安全衛生法（ストレスチェックの義務化）に対
応した新たなシステムを2016年7月に導入します。

新任管理職に対し、メンタル不調の予防・メンタル不調者への
対応・職場環境の改善など、ラインケアに関する基本的な知識の
教育を実施しています。

安全管理

■ セルフケア

■ ラインケア※1

定期健康診断の実施

長時間労働者に対する健康診査の実施

メンタルヘルスケアの取り組み

■ 取り組み実績

雇用の状況・離職率

契約社員・臨時社員の活用について

■ 方針・考え方

大和ハウスグループは、従業員の健康や安全を維持・増進
することが、事業を通じた企業の継続的な発展のためには重
要な要素であると考えています。

グローバル化や高齢化など、社会が大きく変化し、それに
合わせて働き方もまた大きく変化する中で、職場で働く従業
員に対する心身のケアの必要性はますます高まっています。

また、建築や物流の作業現場では、これまで以上に安全性
が求められるようになっています。これらは自社に限ったこと
ではなく、取引先や協力会社と共に取り組むべきことです。
こうした認識に立ち、当社グループは、職場環境や安全環境
づくりに取り組み、よりよい職場環境づくりや、従業員の安
全・衛生の維持確保、健康の増進等を積極的に追求します。

当社では、安全衛生方針である「安全衛生推進基本方針」
を毎年度設定し、従業員とともに職場環境や安全環境づくり
に取り組んでいます。また、協力会社においても「大和ハウス
工業協力会連合会基本方針」を毎年度設定し、『共創・共生』

（ともにつくる・ともにいきる）のキーワードの下で、安全を最
優先とした現場づくり、ものづくりに取り組みます。

毎年度、「安全衛生基本方針書」を発行し、従業員が行うべ
き安全衛生に関する「目標」を周知しています。また、目標を
達成するために、各事業所は「安全衛生推進基本方針書」の
内容を充分に把握し、安全衛生管理計画書を作成し、安全衛
生委員会や安全衛生協議会で社員・協力業者に周知し、安
全衛生管理体制の強化を図り、災害ゼロと作業効率の高い
安全で衛生的な作業環境の充実を目指しています。  

■ マネジメント

当社では、健康保険組合と協働で従業員の健康状態を把握でき
るシステムを開発しました。また、そこから得られた情報は、社外の
専門家にも分析・評価いただき、健康管理の改善に向けたアドバイ
スなどを行っていきます。

当社では、技術部門・生産部門・管理部門の役員・部門長を構
成委員として、「中央安全衛生管理委員会」を定期的に開催し、安
全・衛生に関する現状の把握を行い、取り組みを協議しています。

■ 安全衛生推進基本方針

健康管理

■ 取り組み実績

■ 安全衛生方針

安定した働きやすい職場環境の整備

給与の状況

社員アンケート

（賞与支給後）

目標設定面談 中間進捗面談 成果確認面談 フォロー面談

4月 7月 10月 12月（上期）
10月 12月 4月 7月（下期）
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■ 方針・考え方

安全衛生教育の実施

感染症に対する対応について

クライシスマネジメント

当社では、BCPに関わる情報交換を行い、グループ会社にも情
報の共有を図っています。また、災害時に必要な物品の備蓄も実施
し、グループ全体で「災害に強い企業」を目指しています。

災害に対応すべく設備面の導入も行っています。当社では、大規
模な地震発生に備え、地震の初期微動を観測し到達時刻や震度を
予測する「緊急地震速報システム（※）」を本社・支社・支店・工場に
導入しています。当システムは、地震発生時における本社・支社・
支店・工場内のお客さま・従業員の安全確保および適正な初動対
応の確保に役立てるものです。なお、実際に地震が発生した場合に
適切な初動が取れるように、年2回、緊急地震速報の発信訓練を
行っています。

また、当社とグループ会社16社は、地震発生時に従業員の安否
状況を把握するため、「安否確認システム」を導入しています。この
安否確認システムは、あらかじめ定めた震度以上の地震を観測し
た地域に勤務または居住している従業員の携帯電話やパソコン等
に電子メールを送り、安否を確認するものです。東日本大震災で
は、このシステムを利用し、従業員およびその家族の安否や施設の
被害状況を迅速かつ的確に把握しました。なお、当社では、年2回
の安否確認訓練を実施しています。

加えて、通信インフラ停止時に事業所間の連絡体制を確保する
ため、IP無線機を導入しています。

労働災害の発生状況

セルフケアやラインケアをより効果的に機能させるために、
EAP※2機関・産業医や主治医・職場等と連携して職場環境の改善
を推進しています。2008年5月に導入したEAPサービスでは、プ
ライバシーを完全に保護することで、会社に知られることなく専門
のカウンセラーによるカウンセリング（電話・面談）を受けることが
できます。あわせて、EAP機関による全事業所巡回カウンセリング
を導入し、多くの従業員が制度を知り、利用できる体制をつくって
います。また、メンタル不調により休職している従業員の円滑な職
場復帰に向けて、会社、産業医、EAP機関が協力して支援を行う仕
組みをつくっています。復帰後も、短時間の勤務を認める「ならし
勤務」制度を設けるなど、無理のない職場復帰に向けたプログラム
を運用しています。

大和ハウス工業では、過去3年間でアスベストにより従業員1名
が死亡、労災認定を受けています。

安全教育では、施工部門の従業員への階層別安全教育（責任者
クラス・中堅社員・経験の浅い社員別に教育）を実施すると共に、
足場・重機・石綿・建方工事等、テーマを決めて繰返し教育を行っ
ています。また、協力会社の事業主・作業者向けに、毎期計画的
に、事業主研修や職長（安責者）教育・特別教育・その他安全関係
教育を実施しています。

当社では、感染症に対するリスクマネジメントとして外務省や世
界保健機関（WHO）より配信される危険情報に基づき、当社グルー
プ従業員に対して注意喚起を行っています。これまで2003年の重
症急性呼吸器症候群（SARS）、2009年の新型インフルエンザ、
2015年の中東呼吸器症候群（MERS）、デング熱が発表された際、
海外勤務者には現地での注意を促すとともに全従業員には対象地
域への渡航自粛を呼びかけることで感染予防を図ってきました。

ダイバーシティの推進

当社では、異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点
や価値観が存在することが、持続的な成長を確保するうえで
の強みになると考え、人財の多様性（ダイバーシティ）の確保
を推進します。第5次中期経営計画においても、多様な人財
が活躍できる環境整備による人財基盤の強化に向けたダイ
バーシティ推進を基本方針に盛り込み、女性やシニア層が一
層活躍できる制度の拡充と構築やフレキシブルな働き方を
可能にする制度の拡充を掲げています。

■ マネジメント

2016年4月1日現在では、営業職における女性比率8.1%（前年よ
り1.0ポイント増）、技術職における女性比率11.4%（前年より0.4ポ
イント増）となっています。営業部門では、昨年度に引き続き、女性営
業サポートプログラムとして部門ごとに女性営業職に対してはキャリ
ア研修を、上司である管理職に対しては育成についての講義を実施
しました。技術部門では、これまでの活動に加え、住宅系施工部門に
おいて地区ごとの女性技術者情報交換会の実施や、育休からの復職
にあたって面談を実施し、女性技術者の定着を図りました。

当社は、住宅・建設業界で初めて「なでしこ銘柄」（経済産業省・
東京証券取引所）および「新・ダイバーシティ経営企業100選」（経
済産業省）を同時受賞しました。なお、「なでしこ銘柄」については
昨年に引き続き2年連続の選定となります。

当社では、2005年に女性活躍推進の取り組みを開始し、人事制
度の充実に加えて、女性従業員に対して職種・階層別の研修など
を実施しています。また、事業所の業績評価において「時間あたり
の生産性」を評価項目として導入するなど、働き方の改善も推進し
てきました。

さらに、女性従業員のみによる共働き世帯向け戸建住宅商品プ
ロジェクトや、社内公募による事務職女性従業員のアフターサービ
ス点検員への職種転換を行うなど、入社時のキャリアコースや性
別を問わず、能力と意欲のある人財登用を行っております。その結
果、女性の職域を拡大させるとともに、顧客満足度の向上にも貢献
したことなどが評価され、「新・ダイバーシティ経営企業100選」も
同時に受賞しました。

2020年度末にグループ全体で女性管理職500名（うちハウス単
体200名）の数値目標を掲げ、当社では、女性活躍を推進するため
にダイバーシティ推進室を設置し、ライフイベントを経験しながら
働き続けられる制度の充実や女性に対するキャリア教育を行って
います。その進捗を確認しさらなる促進を図るために、毎年女性活
躍推進状況の数値把握を行うとともに、定期的な社員アンケート
等により、多様な人財が活躍できる職場風土や意識醸成について
の課題の把握と施策実施を継続しています。

2016年4月1日現在、当社の女性社員比率は18.9%、平均勤続
年数は9.6年となっており、2016年度の新卒採用の女性比率は
28.6%となっています。

また、グループ全体での女性従業員比率は2014年19.8%、
2015年20.2%、2016年21.6%と年々増加しています。

2016年4月1日現在で、当社の女性管理職は86名（2.5%）（そ
の他出向者5名）、主任は428名（10.8%）となっています。グループ
全体での女性管理職数ならびに比率は、2014年166名（2.6%）、
2015年200名（3.0%）、2016年240名（3.4%）と な って お り、

「2020年度にグループ全体で女性管理職500名」の目標に向け、
グループ全体で女性活躍推進に取り組む企業風土の醸成に努めて
います。

女性の活躍推進

（1）女性役職者層の育成

（2）営業・技術部門への職域拡大

（3）2015年度「なでしこ銘柄」（2年連続）および
    「新・ダイバーシティ経営企業100選」に選定 

■ 取り組み実績

若年層女性営業
情報交換会

※震源地から近い場所や直下型地震の場合は、速報が間に合わない場合が
あります。

■ 労働災害発生状況（休業4日以上の災害 施工現場の労働災害）

47件施工現場 48件
2015年度2014年度2013年度

44件
2012年度

45件
2011年度

31件

0.32件度数率
「度数率」とは、 100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。

0.33
2015年度2014年度2013年度

0.34
2012年度

0.40
2011年度

0.40

■ 労働災害に関する度数率（休業4日以上の労働災害）

■ 度数率
 　（休業4日以上の
　  労働災害）

■ 労働災害発生件数（対象：社員（施工現場の労働災害を除く）

3件発生件数 2件2件
2015年度2014年度2013年度

5件
2012年度

■ 安全衛生教育（2015年度）

1,039名
1,820名

受講者数
中堅社員教育

初任時研修

■ メンタルヘルス研修

5,472名受講者数 4,947名6,902名
2015年度2014年度2013年度

2016年
4月1日

2006年
3月31日

18.9
％

13.6
％

■ 女性社員
　 比率

28.6
％

23.7
％

■ 新卒採用
 　女性比率

■ 女性管理職の状況
女性管理職 （2.5%）

女性主任層 （10.8%）

86名
（その他出向者 5名）

428名

比率は当該職に占める割合

0

0.10

0.20

0.30

0.40

2011 2012 2013 2014 2015
（年度）

0.320.330.34
0.400.40■ 職場内外のスタッフ等によるケア

※1 ラインケア:上司が部下のストレスまたはストレスに対処できているかを見極
め、心身ともに健康で仕事が円滑になされるよう管理・指導し、配慮すること。

※2 EAP:Employee Assistance Program（従業員援助プログラム）の略。職場
における心の健康維持を目的とした取り組み。

（件）

職種転換したアフターサービスの女性点検員
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■ 方針・考え方

安全衛生教育の実施

感染症に対する対応について

クライシスマネジメント

当社では、BCPに関わる情報交換を行い、グループ会社にも情
報の共有を図っています。また、災害時に必要な物品の備蓄も実施
し、グループ全体で「災害に強い企業」を目指しています。

災害に対応すべく設備面の導入も行っています。当社では、大規
模な地震発生に備え、地震の初期微動を観測し到達時刻や震度を
予測する「緊急地震速報システム（※）」を本社・支社・支店・工場に
導入しています。当システムは、地震発生時における本社・支社・
支店・工場内のお客さま・従業員の安全確保および適正な初動対
応の確保に役立てるものです。なお、実際に地震が発生した場合に
適切な初動が取れるように、年2回、緊急地震速報の発信訓練を
行っています。

また、当社とグループ会社16社は、地震発生時に従業員の安否
状況を把握するため、「安否確認システム」を導入しています。この
安否確認システムは、あらかじめ定めた震度以上の地震を観測し
た地域に勤務または居住している従業員の携帯電話やパソコン等
に電子メールを送り、安否を確認するものです。東日本大震災で
は、このシステムを利用し、従業員およびその家族の安否や施設の
被害状況を迅速かつ的確に把握しました。なお、当社では、年2回
の安否確認訓練を実施しています。

加えて、通信インフラ停止時に事業所間の連絡体制を確保する
ため、IP無線機を導入しています。

労働災害の発生状況

セルフケアやラインケアをより効果的に機能させるために、
EAP※2機関・産業医や主治医・職場等と連携して職場環境の改善
を推進しています。2008年5月に導入したEAPサービスでは、プ
ライバシーを完全に保護することで、会社に知られることなく専門
のカウンセラーによるカウンセリング（電話・面談）を受けることが
できます。あわせて、EAP機関による全事業所巡回カウンセリング
を導入し、多くの従業員が制度を知り、利用できる体制をつくって
います。また、メンタル不調により休職している従業員の円滑な職
場復帰に向けて、会社、産業医、EAP機関が協力して支援を行う仕
組みをつくっています。復帰後も、短時間の勤務を認める「ならし
勤務」制度を設けるなど、無理のない職場復帰に向けたプログラム
を運用しています。

大和ハウス工業では、過去3年間でアスベストにより従業員1名
が死亡、労災認定を受けています。

安全教育では、施工部門の従業員への階層別安全教育（責任者
クラス・中堅社員・経験の浅い社員別に教育）を実施すると共に、
足場・重機・石綿・建方工事等、テーマを決めて繰返し教育を行っ
ています。また、協力会社の事業主・作業者向けに、毎期計画的
に、事業主研修や職長（安責者）教育・特別教育・その他安全関係
教育を実施しています。

当社では、感染症に対するリスクマネジメントとして外務省や世
界保健機関（WHO）より配信される危険情報に基づき、当社グルー
プ従業員に対して注意喚起を行っています。これまで2003年の重
症急性呼吸器症候群（SARS）、2009年の新型インフルエンザ、
2015年の中東呼吸器症候群（MERS）、デング熱が発表された際、
海外勤務者には現地での注意を促すとともに全従業員には対象地
域への渡航自粛を呼びかけることで感染予防を図ってきました。

ダイバーシティの推進

当社では、異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点
や価値観が存在することが、持続的な成長を確保するうえで
の強みになると考え、人財の多様性（ダイバーシティ）の確保
を推進します。第5次中期経営計画においても、多様な人財
が活躍できる環境整備による人財基盤の強化に向けたダイ
バーシティ推進を基本方針に盛り込み、女性やシニア層が一
層活躍できる制度の拡充と構築やフレキシブルな働き方を
可能にする制度の拡充を掲げています。

■ マネジメント

2016年4月1日現在では、営業職における女性比率8.1%（前年よ
り1.0ポイント増）、技術職における女性比率11.4%（前年より0.4ポ
イント増）となっています。営業部門では、昨年度に引き続き、女性営
業サポートプログラムとして部門ごとに女性営業職に対してはキャリ
ア研修を、上司である管理職に対しては育成についての講義を実施
しました。技術部門では、これまでの活動に加え、住宅系施工部門に
おいて地区ごとの女性技術者情報交換会の実施や、育休からの復職
にあたって面談を実施し、女性技術者の定着を図りました。

当社は、住宅・建設業界で初めて「なでしこ銘柄」（経済産業省・
東京証券取引所）および「新・ダイバーシティ経営企業100選」（経
済産業省）を同時受賞しました。なお、「なでしこ銘柄」については
昨年に引き続き2年連続の選定となります。

当社では、2005年に女性活躍推進の取り組みを開始し、人事制
度の充実に加えて、女性従業員に対して職種・階層別の研修など
を実施しています。また、事業所の業績評価において「時間あたり
の生産性」を評価項目として導入するなど、働き方の改善も推進し
てきました。

さらに、女性従業員のみによる共働き世帯向け戸建住宅商品プ
ロジェクトや、社内公募による事務職女性従業員のアフターサービ
ス点検員への職種転換を行うなど、入社時のキャリアコースや性
別を問わず、能力と意欲のある人財登用を行っております。その結
果、女性の職域を拡大させるとともに、顧客満足度の向上にも貢献
したことなどが評価され、「新・ダイバーシティ経営企業100選」も
同時に受賞しました。

2020年度末にグループ全体で女性管理職500名（うちハウス単
体200名）の数値目標を掲げ、当社では、女性活躍を推進するため
にダイバーシティ推進室を設置し、ライフイベントを経験しながら
働き続けられる制度の充実や女性に対するキャリア教育を行って
います。その進捗を確認しさらなる促進を図るために、毎年女性活
躍推進状況の数値把握を行うとともに、定期的な社員アンケート
等により、多様な人財が活躍できる職場風土や意識醸成について
の課題の把握と施策実施を継続しています。

2016年4月1日現在、当社の女性社員比率は18.9%、平均勤続
年数は9.6年となっており、2016年度の新卒採用の女性比率は
28.6%となっています。

また、グループ全体での女性従業員比率は2014年19.8%、
2015年20.2%、2016年21.6%と年々増加しています。

2016年4月1日現在で、当社の女性管理職は86名（2.5%）（そ
の他出向者5名）、主任は428名（10.8%）となっています。グループ
全体での女性管理職数ならびに比率は、2014年166名（2.6%）、
2015年200名（3.0%）、2016年240名（3.4%）と な って お り、

「2020年度にグループ全体で女性管理職500名」の目標に向け、
グループ全体で女性活躍推進に取り組む企業風土の醸成に努めて
います。

女性の活躍推進

（1）女性役職者層の育成

（2）営業・技術部門への職域拡大

（3）2015年度「なでしこ銘柄」（2年連続）および
    「新・ダイバーシティ経営企業100選」に選定 

■ 取り組み実績

若年層女性営業
情報交換会

※震源地から近い場所や直下型地震の場合は、速報が間に合わない場合が
あります。

■ 労働災害発生状況（休業4日以上の災害 施工現場の労働災害）

47件施工現場 48件
2015年度2014年度2013年度

44件
2012年度

45件
2011年度

31件

0.32件度数率
「度数率」とは、 100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の頻度を表す。

0.33
2015年度2014年度2013年度

0.34
2012年度

0.40
2011年度

0.40

■ 労働災害に関する度数率（休業4日以上の労働災害）

■ 度数率
 　（休業4日以上の
　  労働災害）

■ 労働災害発生件数（対象：社員（施工現場の労働災害を除く）

3件発生件数 2件2件
2015年度2014年度2013年度

5件
2012年度

■ 安全衛生教育（2015年度）

1,039名
1,820名

受講者数
中堅社員教育

初任時研修

■ メンタルヘルス研修

5,472名受講者数 4,947名6,902名
2015年度2014年度2013年度

2016年
4月1日

2006年
3月31日

18.9
％

13.6
％

■ 女性社員
　 比率

28.6
％

23.7
％

■ 新卒採用
 　女性比率

■ 女性管理職の状況
女性管理職 （2.5%）

女性主任層 （10.8%）

86名
（その他出向者 5名）

428名

比率は当該職に占める割合

0

0.10

0.20

0.30

0.40

2011 2012 2013 2014 2015
（年度）

0.320.330.34
0.400.40■ 職場内外のスタッフ等によるケア

※1 ラインケア:上司が部下のストレスまたはストレスに対処できているかを見極
め、心身ともに健康で仕事が円滑になされるよう管理・指導し、配慮すること。

※2 EAP:Employee Assistance Program（従業員援助プログラム）の略。職場
における心の健康維持を目的とした取り組み。

（件）

職種転換したアフターサービスの女性点検員
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■ 方針・考え方

当社グループとしてダイバーシティ推進の企業風土をさらに加速
させるため、グループ合同での女性活躍推進を目的としたフォーラ
ム、「D‘s Women's Forum」を2013年度に開始しました。2015
年7月には「第3回」を開催し、26社218名の管理職ならびに女性
管理職候補者と34名の経営層がオブザーバーとして参加しまし
た。経営層がアドバイザーとして参加したグループディスカッション
では、女性の力をさらにグループの経営に活かすアイデアを検討
し、非常に活発な意見交換が行われました。

　

「高年齢者雇用安定法」の改正に伴い、大和ハウス工業では
2013年度より、定年年齢を従来の60歳から65歳へ引き上げまし
た。従前の定年後の再雇用制度では、有期契約かつ固定的な賃金
体系としていましたが、定年年齢そのものを引き上げることによっ
て、社員がより安定的な雇用形態で働くことができるようになりま
した。さらに一人ひとりの成果が評価として賃金に反映される仕組
みを設け、シニア社員のモチベーションを喚起することにより、賃
金の引き上げに見合う成果を期待しています。

また2015年度より、65歳定年後の再雇用制度『アクティブ・エ
イジング制度』を創設しました。「生涯現役」を合言葉に、健康で、
会社が認める人財であれば、1年更新の嘱託として年齢上限なく働
ける環境を整えました。2014年度末の定年退職者30名中11名、
2015年度末の定年退職者52名中37名が当制度の利用を選択し、
2016年4月時点で48名が後輩育成や人脈・技能の伝承などの役
割を担っています。

なおシニア社員の雇用を拡大することによって、若年層の雇用
を抑制することはありません。

当社の障がい者雇用率は2.19%（2016年4月現在）であり、法定
雇用率（2.00%）を上回っています。また、障がい者を特定の職種
に配属するのではなく、他の従業員と同じく個人の適性に応じて
営業・設計・工事・管理など、さまざまな部門に配属しています。
障がい者にとって、やりがいのある職場環境の実現と、健常者の理
解の醸成に努めています。

高年齢者の活躍推進

障がい者雇用の推進 多様な働き方への配慮

大和ハウス工業では、多様化する働き方に対応したワーク
ライフバランスの推進が不可欠であると考えています。その
ため、「適所適財」、すなわち企業としても様々な活躍できる
場や役割を用意し（「適所」）、そこで多様な人財が自分のライ
フイベントなどに合わせて活き活きと働くこと（「適財」）がで
きるように整備を進めています。

■ マネジメント
当社では、多様な人財が長く活躍できる体制や制度を整えてい

ます。職種職制の選択制に始まり、短時間勤務においても労働時
間を柔軟に設定できるようにしています。それ以外にも育児に関す
る支援制度、ワークライフバランスを推進に関する制度などの充実
を図っています。

当社では中期経営計画の目標達成に向けて、人財の確保および
育成が必要であり、多様化する働き方に対応したワークライフバラ
ンスの推進が不可欠であると考えています。

従来の「子が3歳までの育児休業」、「小学校3年生までの出産・
育児短時間勤務」に加え、2015年度には小学校6年生まで利用で
きる「時差勤務制度」を導入しました。これにより、「勤務時間を減ら
さずに仕事と育児を両立させたい」という社員のニーズに応えてい
ます。また、男性社員の育児参加を促す制度として2007年に導入
した「ハローパパ休暇」（子の出生日から5日間の連続休暇）につい
ては、昨年度165名の利用がありました。

少子化問題に対する企業の貢献策として導入した「次世代育成
一時金」（子の出生1人につき100万円を支給する制度）について
は、2015年度も667名の出生が支給対象となり、2005年度の制
度導入以来の累計では、7254名となりました。

当社では、2010年には「介護短時間勤務」、2012年には「介護休
業」の取得期間の上限を撤廃するなど、従前より社員が離職せずに
介護に向き合える制度の整備に取り組んできました。2015年に
は、「介護時差勤務」とともに、遠距離介護を行う社員が親元へ帰
省する際の旅費を年4回まで支給する「親孝行支援制度」を導入。
それぞれの社員への介護への関わり方に応じて支援を選択できる
多様なメニューを整備しました。

ワークライフバランスの推進

未消化の有給休暇を100日まで積み立てることができる「有給
積立制度」、有給休暇の「時間単位」使用、家庭サービスやリフレッ
シュのために有給休暇を計画的に使用する「ホームホリデー」、結
婚・出産・介護などライフイベントを理由に退職した社員の「再雇
用機会優先制度」など様々な制度を導入しています。

当社では、働き方改革による生産性の向上を目指し、2014年度
より事業所の業績評価に「時間当たりの生産性」を評価項目として
盛り込むなど、企業風土改革を推し進めています。

具体的には、朝7:30以前、夜9:00以降の勤務を禁止する　
「ロックアウト」の実施、残業の事前指示の徹底（事前指示がない
場合、パソコン使用不可）、時間外労働時間の「見える化」と上司・
部下双方への警告の発信、長時間労働者に対する役員面接の実施
など、様々な取り組みを行っています。

また、有給休暇の取得促進に関しては、2015年度より全社一斉
の「計画年休日」を導入。また「ホームホリデー」の取得率を評価に
取り入れるなどの工夫を行った結果、2015年度の取得率は、前年
比9.7ポイント増の45.9%と大きく向上しました。

これらの取り組みにより、2015年度の社員一人あたりの総労働
時間は2,213時間（前年2,272時間）、年間所定外労働時間は378
時間（前年422時間）となり、前年よりも改善しました。

当社では、私傷病による長期休業者に対し、会社からの慶弔見舞
金、大和ハウス工業健康保険組合からの傷病手当金、互助会からの療
養扶助金により基準内賃金と同額を支給することを保障しています。

また、従業員が火災、風水害、震災等により家屋、家財等に損害
をこうむった場合は災害見舞金を支給しています。

長時間労働の削減

■ 取り組み実績

■ 育児に関連した支援制度

■ 介護に関連した支援制度

■ ワークライフバランス推進に関するその他制度

■ 労働条件および社会的保護

育児にかかわる休業（休暇）
（育児休業など）

内訳 長期（1ヵ月以上）
短期（ハローパパ休暇など）

介護休業

男性

■ 2015年度制度利用実績

292名

2名
165名

129名
―

2名

女性

（4）「第3回 D's Women's Forum」を開催

D's Women's 
Forum

■ 大和ハウスグループ女性活躍状況
女性管理職

うち女性役員

240名

12名

87名
14,889名

140名（3852日）
45.9%

138名（246回）

381名出産・育児短時間勤務制度
介護短時間勤務制度

時差勤務（育児・介護）
ホームホリデー
有休積立制度
有休取得率
親孝行支援制度
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■ 方針・考え方

当社グループとしてダイバーシティ推進の企業風土をさらに加速
させるため、グループ合同での女性活躍推進を目的としたフォーラ
ム、「D‘s Women's Forum」を2013年度に開始しました。2015
年7月には「第3回」を開催し、26社218名の管理職ならびに女性
管理職候補者と34名の経営層がオブザーバーとして参加しまし
た。経営層がアドバイザーとして参加したグループディスカッション
では、女性の力をさらにグループの経営に活かすアイデアを検討
し、非常に活発な意見交換が行われました。

　

「高年齢者雇用安定法」の改正に伴い、大和ハウス工業では
2013年度より、定年年齢を従来の60歳から65歳へ引き上げまし
た。従前の定年後の再雇用制度では、有期契約かつ固定的な賃金
体系としていましたが、定年年齢そのものを引き上げることによっ
て、社員がより安定的な雇用形態で働くことができるようになりま
した。さらに一人ひとりの成果が評価として賃金に反映される仕組
みを設け、シニア社員のモチベーションを喚起することにより、賃
金の引き上げに見合う成果を期待しています。

また2015年度より、65歳定年後の再雇用制度『アクティブ・エ
イジング制度』を創設しました。「生涯現役」を合言葉に、健康で、
会社が認める人財であれば、1年更新の嘱託として年齢上限なく働
ける環境を整えました。2014年度末の定年退職者30名中11名、
2015年度末の定年退職者52名中37名が当制度の利用を選択し、
2016年4月時点で48名が後輩育成や人脈・技能の伝承などの役
割を担っています。

なおシニア社員の雇用を拡大することによって、若年層の雇用
を抑制することはありません。

当社の障がい者雇用率は2.19%（2016年4月現在）であり、法定
雇用率（2.00%）を上回っています。また、障がい者を特定の職種
に配属するのではなく、他の従業員と同じく個人の適性に応じて
営業・設計・工事・管理など、さまざまな部門に配属しています。
障がい者にとって、やりがいのある職場環境の実現と、健常者の理
解の醸成に努めています。

高年齢者の活躍推進

障がい者雇用の推進 多様な働き方への配慮

大和ハウス工業では、多様化する働き方に対応したワーク
ライフバランスの推進が不可欠であると考えています。その
ため、「適所適財」、すなわち企業としても様々な活躍できる
場や役割を用意し（「適所」）、そこで多様な人財が自分のライ
フイベントなどに合わせて活き活きと働くこと（「適財」）がで
きるように整備を進めています。

■ マネジメント
当社では、多様な人財が長く活躍できる体制や制度を整えてい

ます。職種職制の選択制に始まり、短時間勤務においても労働時
間を柔軟に設定できるようにしています。それ以外にも育児に関す
る支援制度、ワークライフバランスを推進に関する制度などの充実
を図っています。

当社では中期経営計画の目標達成に向けて、人財の確保および
育成が必要であり、多様化する働き方に対応したワークライフバラ
ンスの推進が不可欠であると考えています。

従来の「子が3歳までの育児休業」、「小学校3年生までの出産・
育児短時間勤務」に加え、2015年度には小学校6年生まで利用で
きる「時差勤務制度」を導入しました。これにより、「勤務時間を減ら
さずに仕事と育児を両立させたい」という社員のニーズに応えてい
ます。また、男性社員の育児参加を促す制度として2007年に導入
した「ハローパパ休暇」（子の出生日から5日間の連続休暇）につい
ては、昨年度165名の利用がありました。

少子化問題に対する企業の貢献策として導入した「次世代育成
一時金」（子の出生1人につき100万円を支給する制度）について
は、2015年度も667名の出生が支給対象となり、2005年度の制
度導入以来の累計では、7254名となりました。

当社では、2010年には「介護短時間勤務」、2012年には「介護休
業」の取得期間の上限を撤廃するなど、従前より社員が離職せずに
介護に向き合える制度の整備に取り組んできました。2015年に
は、「介護時差勤務」とともに、遠距離介護を行う社員が親元へ帰
省する際の旅費を年4回まで支給する「親孝行支援制度」を導入。
それぞれの社員への介護への関わり方に応じて支援を選択できる
多様なメニューを整備しました。

ワークライフバランスの推進

未消化の有給休暇を100日まで積み立てることができる「有給
積立制度」、有給休暇の「時間単位」使用、家庭サービスやリフレッ
シュのために有給休暇を計画的に使用する「ホームホリデー」、結
婚・出産・介護などライフイベントを理由に退職した社員の「再雇
用機会優先制度」など様々な制度を導入しています。

当社では、働き方改革による生産性の向上を目指し、2014年度
より事業所の業績評価に「時間当たりの生産性」を評価項目として
盛り込むなど、企業風土改革を推し進めています。

具体的には、朝7:30以前、夜9:00以降の勤務を禁止する　
「ロックアウト」の実施、残業の事前指示の徹底（事前指示がない
場合、パソコン使用不可）、時間外労働時間の「見える化」と上司・
部下双方への警告の発信、長時間労働者に対する役員面接の実施
など、様々な取り組みを行っています。

また、有給休暇の取得促進に関しては、2015年度より全社一斉
の「計画年休日」を導入。また「ホームホリデー」の取得率を評価に
取り入れるなどの工夫を行った結果、2015年度の取得率は、前年
比9.7ポイント増の45.9%と大きく向上しました。

これらの取り組みにより、2015年度の社員一人あたりの総労働
時間は2,213時間（前年2,272時間）、年間所定外労働時間は378
時間（前年422時間）となり、前年よりも改善しました。

当社では、私傷病による長期休業者に対し、会社からの慶弔見舞
金、大和ハウス工業健康保険組合からの傷病手当金、互助会からの療
養扶助金により基準内賃金と同額を支給することを保障しています。

また、従業員が火災、風水害、震災等により家屋、家財等に損害
をこうむった場合は災害見舞金を支給しています。

長時間労働の削減

■ 取り組み実績

■ 育児に関連した支援制度

■ 介護に関連した支援制度

■ ワークライフバランス推進に関するその他制度

■ 労働条件および社会的保護

育児にかかわる休業（休暇）
（育児休業など）

内訳 長期（1ヵ月以上）
短期（ハローパパ休暇など）

介護休業

男性

■ 2015年度制度利用実績

292名

2名
165名

129名
―

2名

女性

（4）「第3回 D's Women's Forum」を開催

D's Women's 
Forum

■ 大和ハウスグループ女性活躍状況
女性管理職

うち女性役員

240名

12名

87名
14,889名

140名（3852日）
45.9%

138名（246回）

381名出産・育児短時間勤務制度
介護短時間勤務制度

時差勤務（育児・介護）
ホームホリデー
有休積立制度
有休取得率
親孝行支援制度
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■ 方針・考え方■ 方針・考え方

人財育成

大和ハウスグループは「事業を通じて人を育てること」を企
業理念に掲げ、「人財」こそが当社グループの最大の財産だと
考えています。

そして、創業者の「多くの人に役に立ち、喜んでもらえるよ
うな事業や商品を考えるように」という考えのもと、時代の先
を読み、既成概念に囚われず果敢に挑戦できるとともに、現
場で凡事（当たり前のこと）を当たり前に実践（徹底）できる
人財育成を目指しています。

そのためには、現場での実践を通じて人財を鍛えあげてい
くという、現場主義を基本としつつ、社員の能力と個性を伸
ばして活かし、社会に貢献できる人財を育てるために、様々
な教育や制度を実施しています。

キャリアカウンセリング機能の構築

教育効果の向上にむけて

当社では、従業員へのさらなる教育効果の向上を目的として、人
財育成連絡会議を毎月開催しています。この会議は、当社の教育
に関する主管部署である人財育成センターが中心となり、各事業
部の教育担当者と教育内容や手法を共有するだけでなく、従業員
の個性や能力を伸ばし活かす教育を行うためには、どうすればよい
かを議論する場としています。

また、グループ会社も同様に、各グループ会社の教育担当者と定期
的に情報交換を行い、グループ会社の人財育成にも努めています。

従業員が本来持っている能力と職場やキャリアがうまく合わず、
能力を十分に発揮できないことは、従業員本人にとっても当社グ
ループにとっても望ましくないことです。当社グループでは、こうし
た人財のミスマッチをなくし、いつからでも再生を可能にするため
の社内キャリアカウンセリング機能の構築を進めています。

語学学習
資格支援
通信教育
ほか部門別／

職種別の
専門研修

経営リーダー
社外講座

大和ハウス塾

支店長公募
育成研修

新任支店長
事業部長
研修

新任責任者
研修

問題予見力
強化研修

OJTエルダー
研修

チームリーダー
研修

フォロー研修

現場実習

基礎研修

部門別╱
職種別教育体系 事業所別教育 自己啓発支援

階層別教育体系

初級社員育成
経営

後継者育成管理職・
リーダー育成

対
象

役
員

管
理
職

中
堅
・
一
般
職

初
級
社
員

凡事徹底・
マナー研修

コンプライ
アンス研修

人権啓発研修

CSR研修

ほか

■ マネジメント
当社は評価制度と人財育成を連動させることで、人財育成の状況

を定期的に確認し、より成長を促すマネジメントを行っています。
管理職を対象とした目標管理制度では、上司との面談を通じて

定期的に目標設定や評価を行い、組織目標の達成とともに管理職
の成長を促します。主任職・一般職を対象とした評価育成制度で
は、上司と部下が四半期に1回以上面談を行い、部下が能力を発揮
できている点・できていない点を上司からフィードバックし、今後
の育成のポイントについて上司と部下が共通認識を持つことで、部
下の更なる成長につなげています。なお、査定の結果は部下本人も
確認が可能であり、部下が組織から必要とされている自身の能力
について明確に分かる仕組みとなっています。

人財育成方法としてはOJT教育とOff-JT教育に大別されます。
OJT教育については、上述の2つの制度において全ての階層の従
業員に対して育成の成果を高めています。そして初級社員に対して
は、「OJTエルダー制度」により教育担当者を明確化し、組織として
教育をバックアップする体制を構築しています。

Off-JT教育については、右記表の通り、階層別の集合研修を実
施しています。当社は「果敢に挑戦し、自ら手を挙げる」人財を重視
していますが、一部の集合研修については参加者公募により実施
しており、Off-JT教育においても自主自立型の人財を育成する制
度となっています。

管理職（営業所長・課長などのライン長）がOJTの責任者とな
り、組織全体で新入社員を育成・支援する制度です。OJTエルダー
は管理職を補佐する役割を担い、組織全体でOJTを行うための
リーダーとなります。新入社員にとって、最も影響力がある存在と
なるため、適切な人格・知識・経験が求められます。初めてOJTエ
ルダーに任命された先輩社員は「OJTエルダー研修」に参加し、現
場でのOJTが効果的に行えるように、新入社員育成に対する意識
付けを行い、指導の仕方や関わり方を学びます。

新入社員への指導教育徹底とOJTエルダー制度の円滑な運用
を目的とし、当社人財育成センターのスタッフが巡回員（ラウンド・
サポーター）として各事業所を訪問しています。新入社員及びOJT
エルダーと面談を行い、新入社員本人の成長度のみならず、指導・
教育の状況についても確認し、支援を行います。

希望の部署・職種を自ら選択し、立候補できるFA制度や社内公
募制度を設け、社員の積極的なチャレンジをバックアップしていま
す。一人ひとりが自らの可能性を広げ、モチベーション高く働ける
制度を整えています。過去5年間において、FA制度では179名の
応募者中40名、社内公募制度では32回の公募により57名の異動
が成立しました。

新入社員にとっての初めの1年間は、社会人としてだけでなく、
当社の社員としての“礎"を築く大事な時期と位置づけ、あらかじめ
年間のカリキュラムを決めて教育を実施しています。約1週間の基
礎研修終了後、事業所への配属を行います。工事に関わる職種は
もちろん、設計、営業、管理等全職種の新入社員が施工現場で実習
し、ものづくりと建築の専門知識を体得します。その後、およそ3か
月ごとに研修を実施し、実践で使う知識・スキルの学習と習得度の
確認を行います。

また一人ひとりがプロフェッショナルとして実務を遂行できるよ
う目標レベルを設定した実務能力認定検定（Di－Q検定※）を
2007年7月より導入しています。

管理職・リーダー育成

キャリア採用者に対しては、当社の歴史、創業者精神、CSR等を
学ぶことを通じて、業務に取り組む心構え、ものの見方・考え方や
判断基準を学ぶ研修を実施しています。

初任のライン長（所長・課長・グループなど）を対象とし、組織の
責任者として、実践の場に活かす気構えやリーダーシップ、業務知
識、思考スキルを学びます。

主任職で受講後学んだ事を実務に活かし、更に学んだ内容を講
義して広く浸透させる力があると上司から推薦された社員を対象
とし、日頃発生している問題について、解決まで導くための知識・
スキルを学び、それを現場で活用できる人財を育成することを目的
としています。

■ 教育体系の全体像

OJTによる人財育成

Off－JTによる人財育成

■ 取り組み実績

■ 新入社員研修

■ キャリア採用者入社時研修

■ 新任責任者研修

■ 問題予見力強化研修 <自主選択型>

■ OJTエルダー制度

■ ラウンド・サポーター制度

■ FA制度、社内公募制度

＜初級社員育成＞

※Di－Q検定 : 職種ごとに求められる実務能力について検定を行い、
                     「習得したスキル」を確認する社内検定制度

4月 3月
実務教育 現場実習

専門研修

営業実習
（技術、管理等）

OJT

部門別フォロー研修、Di-Q検定等

1年通じての新入社員育成

基礎研修

現場実習
（全国社員のみ）

ねらい

全職種

対象

社会人としての考え方や基本行動は勿論、各職場全
体で実践を通して、実務を習得する

施工現場でモノづくりを体験することで、新人でもお
客さまに現実感と自信を持って建物が説明できるよ
うになる

現場で実際に着工から竣工・試運転までの施工プロ
セスを体験することで、モノづくりに強い技術者育成
を目指す

モノづくりを体験することにより、当社が扱う建物を
現実的に理解する

営業を経験することによりお客さまの視点にたった
思考の重要性を体感する

基本原則の理解とともに事業所での習得度を確認する

■ 各教育の概要

OJT教育

営業実習
（全国社員のみ）

集合研修

営業系

技術系

管理系

技術系、
管理系

全職種
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■ 方針・考え方■ 方針・考え方

人財育成

大和ハウスグループは「事業を通じて人を育てること」を企
業理念に掲げ、「人財」こそが当社グループの最大の財産だと
考えています。

そして、創業者の「多くの人に役に立ち、喜んでもらえるよ
うな事業や商品を考えるように」という考えのもと、時代の先
を読み、既成概念に囚われず果敢に挑戦できるとともに、現
場で凡事（当たり前のこと）を当たり前に実践（徹底）できる
人財育成を目指しています。

そのためには、現場での実践を通じて人財を鍛えあげてい
くという、現場主義を基本としつつ、社員の能力と個性を伸
ばして活かし、社会に貢献できる人財を育てるために、様々
な教育や制度を実施しています。

キャリアカウンセリング機能の構築

教育効果の向上にむけて

当社では、従業員へのさらなる教育効果の向上を目的として、人
財育成連絡会議を毎月開催しています。この会議は、当社の教育
に関する主管部署である人財育成センターが中心となり、各事業
部の教育担当者と教育内容や手法を共有するだけでなく、従業員
の個性や能力を伸ばし活かす教育を行うためには、どうすればよい
かを議論する場としています。

また、グループ会社も同様に、各グループ会社の教育担当者と定期
的に情報交換を行い、グループ会社の人財育成にも努めています。

従業員が本来持っている能力と職場やキャリアがうまく合わず、
能力を十分に発揮できないことは、従業員本人にとっても当社グ
ループにとっても望ましくないことです。当社グループでは、こうし
た人財のミスマッチをなくし、いつからでも再生を可能にするため
の社内キャリアカウンセリング機能の構築を進めています。

語学学習
資格支援
通信教育
ほか部門別／

職種別の
専門研修

経営リーダー
社外講座

大和ハウス塾

支店長公募
育成研修

新任支店長
事業部長
研修

新任責任者
研修

問題予見力
強化研修

OJTエルダー
研修

チームリーダー
研修

フォロー研修

現場実習

基礎研修

部門別╱
職種別教育体系 事業所別教育 自己啓発支援

階層別教育体系

初級社員育成
経営

後継者育成管理職・
リーダー育成

対
象

役
員

管
理
職

中
堅
・
一
般
職

初
級
社
員

凡事徹底・
マナー研修

コンプライ
アンス研修

人権啓発研修

CSR研修

ほか

■ マネジメント
当社は評価制度と人財育成を連動させることで、人財育成の状況

を定期的に確認し、より成長を促すマネジメントを行っています。
管理職を対象とした目標管理制度では、上司との面談を通じて

定期的に目標設定や評価を行い、組織目標の達成とともに管理職
の成長を促します。主任職・一般職を対象とした評価育成制度で
は、上司と部下が四半期に1回以上面談を行い、部下が能力を発揮
できている点・できていない点を上司からフィードバックし、今後
の育成のポイントについて上司と部下が共通認識を持つことで、部
下の更なる成長につなげています。なお、査定の結果は部下本人も
確認が可能であり、部下が組織から必要とされている自身の能力
について明確に分かる仕組みとなっています。

人財育成方法としてはOJT教育とOff-JT教育に大別されます。
OJT教育については、上述の2つの制度において全ての階層の従
業員に対して育成の成果を高めています。そして初級社員に対して
は、「OJTエルダー制度」により教育担当者を明確化し、組織として
教育をバックアップする体制を構築しています。

Off-JT教育については、右記表の通り、階層別の集合研修を実
施しています。当社は「果敢に挑戦し、自ら手を挙げる」人財を重視
していますが、一部の集合研修については参加者公募により実施
しており、Off-JT教育においても自主自立型の人財を育成する制
度となっています。

管理職（営業所長・課長などのライン長）がOJTの責任者とな
り、組織全体で新入社員を育成・支援する制度です。OJTエルダー
は管理職を補佐する役割を担い、組織全体でOJTを行うための
リーダーとなります。新入社員にとって、最も影響力がある存在と
なるため、適切な人格・知識・経験が求められます。初めてOJTエ
ルダーに任命された先輩社員は「OJTエルダー研修」に参加し、現
場でのOJTが効果的に行えるように、新入社員育成に対する意識
付けを行い、指導の仕方や関わり方を学びます。

新入社員への指導教育徹底とOJTエルダー制度の円滑な運用
を目的とし、当社人財育成センターのスタッフが巡回員（ラウンド・
サポーター）として各事業所を訪問しています。新入社員及びOJT
エルダーと面談を行い、新入社員本人の成長度のみならず、指導・
教育の状況についても確認し、支援を行います。

希望の部署・職種を自ら選択し、立候補できるFA制度や社内公
募制度を設け、社員の積極的なチャレンジをバックアップしていま
す。一人ひとりが自らの可能性を広げ、モチベーション高く働ける
制度を整えています。過去5年間において、FA制度では179名の
応募者中40名、社内公募制度では32回の公募により57名の異動
が成立しました。

新入社員にとっての初めの1年間は、社会人としてだけでなく、
当社の社員としての“礎"を築く大事な時期と位置づけ、あらかじめ
年間のカリキュラムを決めて教育を実施しています。約1週間の基
礎研修終了後、事業所への配属を行います。工事に関わる職種は
もちろん、設計、営業、管理等全職種の新入社員が施工現場で実習
し、ものづくりと建築の専門知識を体得します。その後、およそ3か
月ごとに研修を実施し、実践で使う知識・スキルの学習と習得度の
確認を行います。

また一人ひとりがプロフェッショナルとして実務を遂行できるよ
う目標レベルを設定した実務能力認定検定（Di－Q検定※）を
2007年7月より導入しています。

管理職・リーダー育成

キャリア採用者に対しては、当社の歴史、創業者精神、CSR等を
学ぶことを通じて、業務に取り組む心構え、ものの見方・考え方や
判断基準を学ぶ研修を実施しています。

初任のライン長（所長・課長・グループなど）を対象とし、組織の
責任者として、実践の場に活かす気構えやリーダーシップ、業務知
識、思考スキルを学びます。

主任職で受講後学んだ事を実務に活かし、更に学んだ内容を講
義して広く浸透させる力があると上司から推薦された社員を対象
とし、日頃発生している問題について、解決まで導くための知識・
スキルを学び、それを現場で活用できる人財を育成することを目的
としています。

■ 教育体系の全体像

OJTによる人財育成

Off－JTによる人財育成

■ 取り組み実績

■ 新入社員研修

■ キャリア採用者入社時研修

■ 新任責任者研修

■ 問題予見力強化研修 <自主選択型>

■ OJTエルダー制度

■ ラウンド・サポーター制度

■ FA制度、社内公募制度

＜初級社員育成＞

※Di－Q検定 : 職種ごとに求められる実務能力について検定を行い、
                     「習得したスキル」を確認する社内検定制度

4月 3月
実務教育 現場実習

専門研修

営業実習
（技術、管理等）

OJT

部門別フォロー研修、Di-Q検定等

1年通じての新入社員育成

基礎研修

現場実習
（全国社員のみ）

ねらい

全職種

対象

社会人としての考え方や基本行動は勿論、各職場全
体で実践を通して、実務を習得する

施工現場でモノづくりを体験することで、新人でもお
客さまに現実感と自信を持って建物が説明できるよ
うになる

現場で実際に着工から竣工・試運転までの施工プロ
セスを体験することで、モノづくりに強い技術者育成
を目指す

モノづくりを体験することにより、当社が扱う建物を
現実的に理解する

営業を経験することによりお客さまの視点にたった
思考の重要性を体感する

基本原則の理解とともに事業所での習得度を確認する

■ 各教育の概要

OJT教育

営業実習
（全国社員のみ）

集合研修

営業系

技術系

管理系

技術系、
管理系

全職種
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取引先との共創共生

■ 新任支店長・事業部長研修

■ 支店長公募育成研修

■ 大和ハウス塾

■ 凡事徹底・マナー研修

自部署内に後輩がいる社員を対象に、チームとしての成果を最
大化するために必要な後輩を育て、その力を最大限に引き出す方
法、リーダーシップ、コミュニケーションのあり方とコツについて、
特に「後輩育成」という観点から学ぶことを目的としています。

支店長・事業部長に初めて任命された社員を対象に、支店長・
事業部長としての役割、気構え、判断基準となる考えを学び、現場
で実践できるように研修を実施しています。

2005年度より、支店長や工場長、部長をはじめとした上級管理
者の育成を目的として実施しています。また、公募形式を取り入れ、
リーダー幹部登用に対するやる気の喚起や人財発掘に繋げていま
す。これまで426名が修了しました。

2008年5月より、当社グループの次世代の経営者育成を目指
し、グループ横断で経営スクールを開講しています。実際の経営課
題に対する戦略策定を通し、経営スキルの実践トレーニングを行っ
ています。これまでの修了者291名の中から92名が執行役員以上
の経営者に就任しています。

 「挨拶・お辞儀に始まり、当たり前のことが当たり前にできるこ
と」を全職場で全従業員が徹底することが社会に役立つ業務推進
の原動力であると当社は考えています。

その一環として、事業所単位で支店長をはじめ、管理職も含む
全従業員を対象とした「凡事徹底・マナー研修」を2011年7月より
スタートさせています。

経営後継者育成

マナー教育

■ チームリーダー研修 <自主選択型>
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