
20092008

実績
■  短時間勤務制度の拡充／｢家族参観日｣の開催

■  若手の人材育成を目的とした研修ラインアップの整備
  ・ 新入職員向け「新人研修」
  ・ 基礎的な業務スキル修得を目指した「各種業務スキル研修」
  ・ 役割期待に応じてステップアップを期待する
    「各種ステップアップ（階層別）研修」

■  女性活躍推進（将来のキャリア形成・ステップアップ）のための
   研修開催 Ｅ̶キャリア向け、３年目/主任登用時

計画
■  仕事と家庭の両立支援制度定着のための活動の推進

■  若手人材育成を目的とした研修制度の拡充

■  女性の活躍推進のための研修プログラムの拡充

計画
■  仕事と家庭の両立支援のさらなる拡充・定着化

■  ｢高い専門性｣と｢多様な創造性｣を兼ね備えた
  人材の育成に向けた研修制度の拡充

■  女性がより活躍できる職場環境づくりの推進

40

Path3人材マネジメント
の強化
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従業員が安心して働ける職場環境をつ
くり、一人ひとりの可能性を最大限に引
き出すこと。そして、それを当社の成長
だけでなく、社会の持続的発展への貢
献につなげること。それが当社の果た
すべき使命であると考えます。

当社は、高い専門性と多様な創造性を兼ね備えた人

材に実力を存分に発揮してもらうために「人事制度

の基本理念」を掲げています。また、この理念の実現

に向けた、「人事の行動原則」を定め、採用から育

成、配置、評価、処遇までの全プロセスで実践して

います。

■ Path3 推進者コメント

「自己実現・成長を促すための
職場環境づくりを積極的に図っています」
——————人事部 主任調査役 平野 智也

当社の競争力は、高い専門性と多様な創造性を兼ね備
えた人材そのものにあります。
当社は、そうした人材を育成し、その一人ひとりに持てる

能力を十分に発揮してもらうことが、当社ひいては社会への
貢献へつながっていくものと考えています。
人材マネジメントにおいては、一人ひとりの個性を尊重す

るとともに、自己実現・成長を促すための職場環境づくりを
積極的に図っています。
また、仕事と家庭の両立支援制度の拡充などを通じて、

従業員が安心して働ける職場環境づくりを推進しており、
ワーク・ライフバランスの維持・向上も目指しています。

■ 人事制度の基本理念
1. 従業員一人ひとりを尊重し、「選択」の機会を拡充することにより、
各人がもてる実力を存分に発揮できる場を提供すること。

2. 社外のプロと競争し打ち勝つことができる真のプロフェッショナ
ル人材の集合体とすること。

3. 各事業の事業戦略・業務特性に応じた処遇、戦力計画の構築を進
めていくこと。

■ 人事の行動原則
1.「個」を尊重する
住友信託銀行は、従業員個々人の自律的なキャリア形成を積極的に支援
するとともに、能力と個性を十分に尊重して最適な人材配置を行い、一
人ひとりを良く見て指導育成することによって、個々人の能力を最大限
に発揮させる。

2. 自律と挑戦を促す
住友信託銀行は、従業員一人ひとりの自律と挑戦を積極的に支援するこ
とによって、
･ お客様に最大の付加価値を提供することに対して強い自負と誇りを持ち、
･ 会社のビジョンと戦略を正しく理解・納得したうえで自分の役割をきち
んと認識し、
･ 結果が出るまで諦めず、結果を出しても驕らずチャレンジし続ける
「プロ人材の集合体」であることを目指す。

3. オープンで双方向なコミュニケーションを奨励する
住友信託銀行は、「組織の壁」「上下関係」といった「立場」を越えて結束・
協力し合う風土を構築するため、一人ひとりのオープンで双方向なコ
ミュニケーションを奨励する。

4. フェアな評価とフィードバック
住友信託銀行は、従業員一人ひとりの業績と能力をフェアに評価すると
ともに、納得感のあるフィードバックを徹底的に行うことにより、新たな
成長に向け動機付ける。
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従業員と住友信託銀行

当社では、フェアでオープンな人事評価制度や人材育成プログラムの充実、女性の

登用と支援、適切なワーク・ライフバランスを可能にする職場環境づくりなどを通

じて、当社の成長だけでなく、社会の持続的発展に貢献できる「人材」を育成してい

ます。ここではそうした取り組みについてご紹介します。

1. 従業員のキャリア形成と人材育成のステップ———

（1）募集・採用

当社は、インターネット経由で情報収集や就職活動をする

就職希望者の増加に対応するため、2008年10月に新卒者向

けの採用ホームページをリニューアルしました。

新しいサイトでは、当社の人事制度の特徴をはじめ各事業

の仕事をわかりやすく説明しているほか、職員のインタビュー

を掲載するなど、当社の仕事やそこで働く人たちの等身大

の姿に多く触れられるように工夫を凝らしています。

2009年の新卒採用活動では、ホームページを活用してエン

トリーした人数が約4万人を超えるなど、年 エ々ントリー数は増

加しています。また、新卒採用だけでなく、専門性の高い業務

を含めて経験者の採用（中途採用）も継続して行っています。

なお、当社では、学生向けに短期インターンシップを開催

しています。2008年度は、各事業独自のプログラムなどを通

じて、計405名の大学生・大学院生を受け入れ、学生の皆さ

んに「信託らしさ」、「住信ならでは」の事業を実感していただ

きました。

（2）人材配置

キャリア制度

当社は、2003年10月から、自らの主体的意思とコミットメン

ト（約束）によって柔軟にP、D、Eの3つのキャリアの中から

選択することが可能な「キャリア制」を導入しています。

職群制度

当社は、従業員を業務能力レベルに応じて5つの職群にラ

ンクする全キャリア共通の制度を設け、これにより年齢や性

別に左右されない実力本位の自由な競争を促進しています。

業務公募制度

従業員自身による主体的・自律的なキャリア形成を推進す

るために、業務公募制度を設けています。これは、希望者

が人事部に直接応募し、選考を通過すれば実際にその業

務・事業に異動できる制度であり、年2回実施しています。

2008年度の公募合格者は50名超となっています。

2007年度 2008年度 2009年度

新卒採用者数 269人 258人 273人

男性 100人 95人 100人

女性 169人 163人 173人

各キャリアと役割など

* 本人のキャリアパスの観点から、所属事業への復帰を前提に、一定期間他の事業に異動することはあります。

キャリア名 事業 将来に期待される役割 勤務地

Pキャリア（プロフェッショナルキャリア） 特定しない 全社・事業の経営を担う 特定しない（隔地間転勤あり）

Dキャリア（ディビジョンキャリア） 原則として特定* 特定の事業または全社経営を担う 事業により異なる

Eキャリア（エキスパートキャリア） 特定しない マネージャークラス 特定（原則として採用店部周辺）
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（3）教育・能力開発

当社の人材育成・能力開発については、OJT*をその基本

としていますが、併せて業務スキルやマネジメント能力などの

向上を目的とした集合研修、およびたゆまざる自己研鑽を促

すための自己啓発についても選択肢を整備しています。

例えば、店部長や課長クラスを対象とした「マネジメント研

修」や、若手・中堅層向けに、各々の役割期待に応じてス

テップアップを期待する研修などを実施しています。

また、社内講座では、各事業が約50のカリキュラムを提供し

ており、その他にも「リーテル・オープン・アカデミー」や「住信不

動産大学」など、数多くの学習の場を従業員に提供しています。

加えて、自己啓発については、各種社外資格取得や英語

力アップなどを通じて基礎力を高めることで、業務の幅を広

げていくよう指導しています。

なお、若手から中堅に至る過程でローテーションなどを

実施し、複数の業務経験に基づく広い視野を持ったうえで、

高い専門性を発揮できるよう育成・指導しています。

このようなプログラムを通じて、高い専門性と多様な創造

性を兼ね備えた人材の育成を目指しています。
* Ｏn-the-Job-Trainingの略：職場内での上司・先輩が、部下に日常の仕事を通じて、必要
な知識・技能・仕事への取り組みなどを教育すること。

（4）評価

当社における人材評価制度は、「自律的なキャリア形成と

絶え間ない自己変革を進める従業員の集合体でありたい」

との思いから、1997年より「本人参加型」としており、期初上

司とすり合わせて策定した課題の達成状況の評定とフィード

バックを通じ、人材を育成しています。

2. CSRを推進する人材の育成———

（1）インターンシップ

当社は、CSRをテーマとする学生向けのインターンシップを

開催しています。2008年度は東京・大阪で2回ずつ開催し、

合計99名が参加しました。参加者に対して「SRIファンドの

販促」など具体的なビジネス課題を提示し、チームに分かれ

ての活発な議論のうえ、まとめたものを発表してもらいました。

（2）新人研修など

CSRは、新入社員研修のカリキュラムに組み込まれており、

当社のCSRの基本的な考え方や、取り組みの意義などにつ

いて講義を行っています。また、CS研修（33頁参照）などにお

いても、CSRに関する最新の取り組みなどを紹介しています。

（3）e-ラーニングによる環境教育

ISO14001の認証を取得した東京本部ビル、府中ビル、千里

ビルの全職員は、e-ラーニングによる環境教育を履修すること

が義務付けられており、生物多様性問題など最先端の知識の

修得に努めています。今後、この教育プログラムを全店部に拡

大していく方針です。

（4）自己啓発制度の組み入れ

当社は、従業員の自己啓発制度を導入し、社外資格の取

得などを積極的に推奨しており、2009年4月に「環境社会検定

試験」（通称「eco検定」）を対象に加えました。これにより、従業

員一人ひとりが自主的に環境意識を高めることを促しています。
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3. 働きやすい職場環境づくりの推進———

（1）ワーク・ライフバランス

当社は従業員が安心して働き、仕事と家庭の両立ができ

る職場環境づくりにも力を入れています。従業員に病気や事

故など、万が一のことがあった場合の長期傷病休暇や休業

補償のみならず、さまざまな制度で支援しています。

出産・育児については、最長で約2年間の育児休業に加え、

小学校3年生（4月末）までの短時間勤務制度や時差出勤制

度の拡充などにより、安心して子育てができる環境を整えて

います。2008年度は、育児休業については77名、短時間・時

差出勤については58名の従業員が制度を活用しました。

また、介護が必要な家族がいるケースでは、最大1年間

の介護休業制度や短時間勤務制度を設けています。

その他、2008年度は、従業員の家族約120名を対象に

｢家族参観日｣を開催し、家族の絆・コミュニケーションを深

めることや次代を担う子供たちの職業観の形成を後押しす

ることなどを通じて、仕事と家庭の両立を支援しています。

の削減を進めています。

また、長期休暇の取得促進、早帰り月間・定時退社週間

なども実施して総労働時間の縮減に努めています。

（3）従業員の健康管理

当社では従業員の健康管理と健康増進を図るため、各事

業所に、健康管理責任者や産業医・衛生管理者（衛生推進者）

を設置してきめ細かい健康管理指導を行っています。また、年

に1回は定期健康診断（全従業員対象）や人間ドック（店部長対

象）を実施し、従業員およびその家族に対しても、住友信託健

康保険組合を通じて人間ドックの受診補助を実施しています。

さらに、当社健康管理センターなどにおいてメンタルカウン

セリングタイムを設けているほか、住友信託健康保険組合で

は電話による無料健康相談なども実施しています。また、管

理監督者に対しては、研修などを通じて従業員の健康管理

の重要性についての認識を高める活動を行っています。

（4）裁判員制度への対応

当社は、2009年5月に開始された裁判員制度を積極的に

支援するため、選任された従業員に特別休暇を付与する仕組

みを導入しました。

（5）人権啓発

当社は、社長を委員長とする「人権啓発委員会」を中心に、

人権問題に関する各種研修や啓発活動を実施しています。

育児休業取得推移

2006年度 2007年度 2008年度

育児休業取得者数 42名 66名 77名

家族参観日の様子

（2）労働環境の改善に向けて

当社では、従業員および家族の健康、ゆとりと豊かさの実

現を目指して、労働環境の改善に向けたさまざまな取り組み

を行っています。

2006年4月からは職場環境改善に関する運営をスタートさ

せており、業務効率化と時間管理の徹底による時間外労働
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研修は階層別と全従業員向けとに分かれており、いずれも人

権に関する「知識」と「意識」の両面を向上させる内容の研修

を最低年2回受講できるようになっています。

また、毎月人材啓発委員会・事務局から「啓発ツール」が

メールにて発信されるなど、人権意識の維持・向上を図るさ

まざまな取り組みを行っております。

当社は、これらの活動を通じて、従業員一人ひとりが個性

を尊重し合い、人権尊重の考え方を職務遂行上の拠り所に

する企業風土の醸成に努めています。

なお、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントに対し

ては、2008年3月にマニュアルを整備し、｢ハラスメント等相

談窓口｣を新たに設置するなどの対応を強化しました。

4. 多様な人材が働ける職場とするために———

（1）女性の登用と支援

当社は「従業員一人ひとりが性別に関係なく、能力や個性

を活かして活躍できる企業」を目指し、管理職登用に関して

も能力本位で決定しています。2009年3月末現在、当社の従

業員に占める女性の割合は49％であり、女性管理職は96名

（店部長3名を含む）となっています。

また、仕事と家庭の両立支援の観点から、出産・育児・介

護などのライフイベントに応じた柔軟な働き方を選択しやす

い各種制度の整備と職場風土の醸成を進めています。

（2）障がい者雇用

当社の障がい者雇用率は、2009年6月1日現在で、

1.99％と、法定雇用率（1.80％）を達成しています。また、2008

年度平均値でも法定雇用率を上回る1.93％となっています。

（3）高齢者の再雇用

当社および当社グループ会社において、65歳までの雇用機

会を提供するために、一定の基準に達する定年退職者を希望

に応じて65歳まで再雇用する｢エルダーパートナー勤務制度｣を

導入しています。

従業員の状況

2007年3月末日 2008年3月末日 2009年3月末日

従業員数 5,609人 5,869人 6,049人

男性 2,890人 2,993人 3,056人

女性 2,719人 2,876人 2,993人

平均年齢 38歳 5ヵ月 38歳 6ヵ月 38歳 7ヵ月

男性 40歳 8ヵ月 40歳11ヵ月 41歳 1ヵ月

女性 35歳11ヵ月 35歳10ヵ月 36歳 0ヵ月

平均勤続年数 10年10ヵ月 10年10ヵ月 10年11ヵ月

男性 12年 5ヵ月 12年 5ヵ月 12年 8ヵ月

女性 9年 2ヵ月 9年 1ヵ月 9年 2ヵ月

（注）1 平均年齢、平均勤続年数は、それぞれ単位未満を切り捨てて表示しています。
2 従業員数には、臨時雇員および嘱託計（2007年3月31日：85人、2008年3月31
日：81人、2009年3月31日：80人）を含んでいません｡
3 従業員数には、海外現地採用者（2007年3月31日：309人、2008年3月31
日：330人、2009年3月31日：360人）を含んでいます｡

障がい者雇用率推移

2007年6月1日 2008年6月1日 2009年6月1日

障がい者雇用率 1.84% 1.83% 1.99%

エルダーパートナー勤務制度による再雇用者数の推移

2007年3月末日 2008年3月末日 2009年3月末日

再雇用者数 56人 109人 139人




