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「女性・中高年齢層・障がい者の活躍支援における「めざす姿」

めざす姿

意欲・意識（本人） 環境（制度等） 風土（周囲）

女性活躍
支援

果敢に挑戦し、新しい
価値を創造している

チャレンジできるさまざまな
機会が用意されている

上司の育成意識や周囲の
応援意識が醸成されてい
る

中高年齢層
活躍支援

経験や専門性を活かし、
挑戦・価値創造している

役割発揮し続けることがで
きる機会が用意されている

年齢にかかわらず協働して
相互に高め合っている

障がい者
活躍支援

やりがい・キャリアアップ意欲
等を持って活躍している

活き活きと働ける制度・環
境が整備されている

すべての役職員が協働を
自然なこととして受け容れ
ている

１．中期経営計画における「人事改革」の全体像

【当社がめざす「Ｄ＆Ｉ」】
多様な人財が相互に受け容れられ、

一人ひとりがその能力を十分に発揮している状態

■当社がめざすダイバーシティ＆インクルージョン
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２．当社における女性活躍支援に向けた取組み
■当社の女性管理職比率推移および目標
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2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

「人事改革」スタート

職種の再編・統合の完結

24.4％
「働き方改革」

「イクボス育成プログラム」

職種の再編・統合

処遇体系の見直し

職制の新設



2018年度2017年度2016年度2015年度2014年度2013年度2012年度2011年度

組織
・
制度

女性
活躍
支援

風土
醸成

公募型「キャリア・チャレンジ制度」

ダイバーシティ推進の専任部署設置

テレワークの導入

人財力評価制度の改正

イクボス育成プログラム
ダイバーシティ推進週間ダイバーシティブック発行

ダイバーシティ推進リーダーの任命

ワーク・ライフ・デザインプログラム（ＷＬＢ・女性活躍推進に向けた取組状況等の所属長のＰ評価への反映）

ダイバーシティ・フォーラムの開催

育休期間延長、男性育休、介護休職、短時間勤務、保育所利用補助等ＷＬＢ諸制度の拡充・推進

ポータルサイト「ダイバーシティの部屋」による情報発信

ダイバーシティ・ミーティング（都市別開催）

Ｌ－ＮＥＸＴ運営（女性管理職の計画的な育成・登用に向けた候補者管理、意欲醸成・キャリア形成支援）選抜教育
執行役員メンタリング

ダイバーシティ意識調査
労使共同ダイバーシティセミナー

ＷＬＢ

働き方改革働き方刷新

労使共同キャンペーン（早帰り・残業縮減・年休取得）

ワーク・ライフ・バランスハンドブックの発行

知識・スキル習得に向けた自己啓発

女性ネットワーク活動（女性活躍推進プロジェクト）

意欲・能力を有する女性職員の上位職への登用（人事運用）

処遇制度の改正（同一職務＝同一賃金）
職種の再編・統合（2017年4月移行完了）

アソシエイト職等の登用職務の拡大
アソシエイト職にキャリアビジョン申告導入

異業種合同プロジェクト

ＪＳＮ
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（参考）「女性活躍支援」に関する取組詳細（俯瞰図）



２．当社における女性活躍支援に向けた取組み

総合職

特定総合職

総合職
（全国型）

総合職
（地域型）

アソシエイト職
アソシエイト職

総
合
職

総合職
（全国型）

総合職
（地域型）

総
合
職

（2015年4月） （2017年4月）

役割（職制・職務）に応じた処遇を「総合職（全国型）」
「総合職（地域型）」共通とすることにより、
「同一職務＝同一賃金」を指向する処遇体系に整備し、
納得性・透明性の高い処遇制度に改定
上位職の処遇を引き上げ、上位職にチャレンジする女性を後押し

≪総合職（地域型）の処遇イメージ≫

アソシエイト職

役割の大きさ

処
遇
水
準

総合職（地域型）

■職種の再編・統合

■「同一職務＝同一賃金」を指向した処遇体系への見直し
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○職種により活躍範囲を限定していた人事制度を見直し、転居を伴う転勤がない以外は同等の位置づけとする
「総合職（全国型）」と「総合職（地域型）」に段階的に再編

○非転居型職種「総合職（地域型）」であっても、能力・適性に応じ、経営管理職を含む、より幅広い
職制・職務での活躍が可能



２．当社における女性活躍支援に向けた取組み

○２０１８年度からは、「社内から社外へ」をキーワードに、社外から得られる「気づきや刺激」の習得を目的とした「異
業種他社との合同研修（異業種合同プログラム）」や「社外交流セミナー」を新たに導入

○また、女性職員のネットワーク構築を目的とした「女性サポート・ネットワーク（ＪＳＮ）」を新たに展開

Ｌ－ＮＥＸＴ３

Ｌ－ＮＥＸＴ２

Ｌ－ＮＥＸＴ１

登録者全員が対象 登録者を対象に公募

○集合研修（年2回）
○執行役員メンタリング

○集合研修（年1回）
○意欲醸成、知識・スキル強化
に向けたサイバーセミナー
（ｅラーニング）

○意欲醸成、知識・スキル強化
に向けた情報提供（毎月発
信）

【キャリア・チャレンジ制度】

異動型 ○女性管理職チャレンジコース

研修型
○社内コース
○【ＮＥＷ】異業種コース
（異業種合同プログラム）

契約社員キャリアアップ研修

管理職登用に
向けた
能力開発

候補者の
すそ野拡大

【ＮＥＷ】女性サポート・ネットワーク（ＪＳＮ）

【ＮＥＷ】社外交流セミナー

■２０１９年度「Ｌ－ＮＥＸＴ」育成態勢の全体像
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入社 定年
退職結 婚 妊娠

出産
復職
子育て

家族の
介護

妊産婦通院休暇

始業時刻・終業時刻の
繰下げ

産前産後休暇

育児
休職

育児休職

育児時間の取得

復職時の年休
上乗せ付与

育児のための勤務時間
繰上げ・繰下げ

子の看護のための
休暇

キッズサポート休暇

保育料補助支給制度

育児のための
短時間勤務制度

介護休職

家族の介護の
ための休暇

高年齢者雇用制度
（ｴﾙﾀﾞｰｽﾀｯﾌ制度）

介護のための
短時間勤務制度

介護のための勤務時間
繰上げ・繰下げ

家族介護との
両立支援制度

►年次有給休暇
（計画指定休暇（四半期）/計画指定休暇（ﾌｧﾐﾘｰ）/計画指定休暇
（ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ））
►ゆとり休暇 ►バリューアップ休暇

►職種変更
►勤務地変更（Ｉターン）
►再雇用制度

プライベートの充実と自己成長を促す休暇制度 ﾗｲﾌｽﾀｲﾙにあわせた働き方を支援する制度

２．当社における女性活躍支援に向けた取組み
■多様な働き方を支援するワーク・ライフ・バランス関連制度

6



「ダイバーシティ＆インクルージョン」の実現には、「働き方改革」による
「余力創出」が必要不可欠

会社の持続的・安定的な成長

「働 き 方 改 革」＝すべての土台

「余力創出」・「ワーク・エンゲイジメントの向上」

イノベーションの創出

３．女性活躍を支える土台 ～働き方改革～
■「働き方改革」による余力創出が土台
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「余力」を生み出し、活用につなげる３本の矢
第一の矢

会社

会社主導の諸改革

・諸改革による効率化
○事務サービス改革AAA
○法人事務サービス改革
○資産運用事務サービス改革
○総務インフラ改革 等

第三の矢

会社

個人の意識・行動改革

・一人ひとりの意識改革

・人財価値（バリュー）の向上

・積極的な提案・提言

第二の矢

会社

所属主導の業務効率化

・本社による実施事項

・各所属でのムダの削減

・柔軟かつ効率的な働き方
のためのルール

・イクボス育成プログラム ・バリューアップ・プログラム

・業務効率化提案

改革を支えるツール・インフラ

（管理職の意識改革）
- 「会社」「所属」主導の「働き方
改革」を改善提案でサポート

３．女性活躍を支える土台 ～働き方改革～
■「働き方改革」推進のフレームワーク
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イクボス育成プログラム

第一の矢

会社主導の諸改革

第三の矢

個人の意識・行動改革

第二の矢

所属主導の業務効率化

「余力」を生み出し、活用につなげる３本の矢

会社も本気で取り組むが、

所属長が主導しない限り、所属の取組みは進まない

管理職の意識改革を促し、各所属における具体的施策の自律展開を支援

３．女性活躍を支える土台 ～働き方改革～
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○ 中期人事政策「人事改革」のめざす姿の実現に向けた上司向け施策
○ 今年度の大きな変更点として、イクボス主導の率先垂範した従来までの取組みに加え、所属員一人ひとりに
も自発的・能動的な実践・行動を求める全員参画型の運営に見直し

「人財力」「健康増進」「余力創出」「多様性」の４つの領域
に関する各所属における風土醸成および具体的施策の推進の担い手

一．私は、自身と部下の成長に向けて、人財力を高める風土を育みます
一．私は、仲間の心と身体を思いやり、健康を増進する風土を育みます
一．私は、活力あふれる組織をめざし、余力を創出する風土を育みます
一．私は、一人ひとりの違いを尊重し、多様性を活かす風土を育みます

明治安田生命「イクボス宣言」

人財力 余力創出 多様性

当社における
「イクボス」
の定義

健康増進

４．女性活躍を支える土台 ～管理職の意識改革～
■イクボス育成プログラム
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職制 役割・求められる行動

経営管理職
（イクボス）

主要職制
（イクボス）

所属員
一人ひとりが自発的に実践・行動する

経営管理職と主要職制が掲げる「めざす姿」の実現に向け、
自らも自発的・積極的に実践・行動する

宣言に込め
た想いととも
に所属内で
周知。定期
的に共有

伝道・浸透に向けた役割を
発揮する

経営管理職の想いを職場内に
浸透・定着させていく伝道師
としての役割を発揮する

経営管理職（組織トップ）としてのイクボス宣言を行なう
自身が考える組織のめざす姿を宣言のうえ管下所属員と共有し、

自らが率先垂範することで組織全体の取組みを主導する

イクボス宣言を行ない自らも
実践・行動する

経営管理職がめざす姿の実現に向け、
イクボス宣言を所属員と共有のうえ、
自らも自発的に実践・行動する

４．女性活躍を支える土台 ～管理職の意識改革～
■2019年度の組織内運営・推進態勢：イクボスと所属員 全員参画型の運営へ
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