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サステナビリティ／ESG

企業価値を高め事業を継続的に成長させていくには、従業員が心身ともに健康であることが不可欠だと考えています。 
従業員の健康増進を図り、安全な職場環境を整備し、過重労働、労働災害の防止に努めることにより企業価値向上を目指し
ます。また、外注先等、当社の事業に関わる重要なステークホルダーにおいても、従業員の健康・安全のための取り組みの実
施を要請しています。

健康経営の推進

健康経営への理念を「健康経営宣言」として表明し、健康増進投資プロジェクトを推進しています。

  健康経営宣言

＜健康経営宣言＞ 

平和不動産グループでは、職員一人ひとりが心身ともに健康で、
職員が持つ能力や個性を最大限に発揮できることが、企業の持続的な成長に繋がると考えています。 

この理念に基づき、職員の健康保持・増進活動を前進させ、健康経営を推進いたします。 

経済産業省および日本健康会議が健康経営に取り組む優良な法人
を認定する健康経営優良法人制度において、「健康経営優良法人
2021」大規模法人部門に認定されました。また、従業員のスポーツ活
動の支援や促進に向けた取り組みを行っている企業として、スポーツ
庁の「スポーツエールカンパニー2021」および東京都の「令和2年度
東京都スポーツ推進企業」として認定されました。

  外部評価

代表取締役を健康経営の推進に関する最高責任者とし、企画総務部
を中心に衛生委員会、産業医、健康保険組合と連携し健康経営を推
進しています。 
衛生委員会では、健康保持・増進の重要性を協議し、社内に情報共有
を行っており、原則月1回開催しています。

  健康経営推進体制

企画総務部

代表取締役

衛生委員会 産業医 健康保険組合

  従業員の健康への取り組み

健康増進のための取り組み
・RIZAP健康セミナーへの参加
・課外活動への支援
・カフェテリアプランの導入

過重労働時間削減のための取り組み
・「ノー残業デー」の設定
・残業の事前承認制度
・労働時間の把握、従業員への呼びかけ

健康課題予防・早期発見のための取り組み
・ストレスチェックの実施
・e-ラーニング・セミナーの実施
・がん検診費用の負担

平和不動産にとっての財産はなんといっても「人」です。
新たな成長を実現するうえで、多様な視点や価値観の存在の重要性を認識し、人材多様性の確保を図ります。また、従業員
の自己成長や組織貢献へのモチベーションを育むことが、重要な戦略的マネジメントであると考えています。
不動産会社の従業員として必要な不動産基礎研修やキャリアプランに合わせた研修制度により人が育つ仕組みを整え、資
格取得支援制度や自己啓発支援制度を強化することで、一人ひとりがスペシャリティを持ち、働きがいを高めていきます。

人材マネジメント

研修プログラム
新入社員研修からマネジメント研修まで、キャリアプランに合わせ
た研修プログラムを設定するとともに、「企画力」「提案力」「交渉力」

「リーダーシップ」などを備えた次世代型人材育成を目的に、大学シ
ティキャンパスの講座を受講することができる制度もあります。
また、新入社員研修の一環として、不動産基礎研修、ITリテラシー教
育やPCスキルの向上を図る研修を実施しています。

海外短期留学研修制度、英語研修制度
語学力の向上、コミュニケーションスキルの取得、海外の異文化環境
下での経験、派遣先企業との人脈形成などグローバル人材の育成を
目的に、3ヶ月程度海外へ派遣する海外留学研修制度および3ヶ月間
の英会話スクールを受講できる英語研修制度を整備しています。

資格取得支援制度
宅地建物取引士をはじめ一級建築士、不動産鑑定士等管理職昇進
までに不動産関連資格を複数取得することを推奨し、資格取得費用
や登録料等取得に要した費用を会社が負担します。従業員の公的資
格取得を奨励・援助することにより、業務運営上必要な公的資格保有
者、高度な専門能力を持つ資格取得者の育成を図ることを目的とし
ています。

従業員向け株式給付信託の導入
当社の中長期的な業績の向上および企業価値の増大への当社の従
業員の貢献意欲や士気を高めることを目的として、当社の従業員に
対するインセンティブ・プランの一環として導入しています。

自己啓発支援
資格試験、語学、ビジネススキル等のコンテンツが受講できるe-ラー
ニングやビジネスセミナーの受講が可能です。グローバル人材の育成
として、会社で指定する英会話コースの履修率基準達成で支援金を
支給する制度もあります。
また、自己啓発として様々な資格取得を奨励する資格取得報奨制度
により、従業員の自己成長やスペシャリティの形成をサポートしてい
ます。

OJT、ジョブローテーション　　
入社後10年間で複数の部署を経験するジョブローテーションを実施
しています。また、OJTにより部署の具体的な業務や不動産知識を身
に付けるとともに、業務遂行に必要な能力を計画的・継続的に育成し
ています。従業員同士のコミュニケーションを通じて、組織貢献への
モチベーションを育むとともに自己の適性を見極めていきます。

  主な取り組み

平和不動産では、入社後10年間で複数の部署を経験す
るジョブローテーションを実施し、OJTを中心に不動産
知識を身に付け、組織貢献へのモチベーションを育むと
ともに自己の適性を見極めていきます。
新入社員研修からマネジメント研修まで、キャリアプラ
ンに合わせた研修プログラムを設定するとともに、「企
画力」「提案力」「交渉力」「リーダーシップ」などを備えた
次世代型人材育成を目的に、大学シティキャンパスの講
座を受講することができる制度もあります。
また、管理職昇進までに不動産関連資格を複数取得す
ることを推奨し、資格取得に係る費用を会社が負担して
います。その他自己啓発の資格取得を奨励することで、
従業員の自己成長やスペシャリティの形成をサポートし
ています。

  人材育成体系の整備

  人材育成体系

階層 階層別研修 資格取得支援 自己啓発支援

管理職 宅地建物取引士

一級建築士

再開発プランナー

不動産証券化マスター

ビル経営管理士

不動産鑑定士

不動産
コンサルティングマスター

等
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多様な働き方の実現
環境・防災力に配慮した安心・安全な街づくりを推進し、サステナブルな社会の実現に貢献します。
また、良き企業市民として地域社会との共生を大切にし、地域社会への貢献等について自ら考え、広く社会貢献に努めます。

安心・安全な街づくり／地域社会への貢献
当社は、従業員一人ひとりの人格を尊重するとともに、あらゆる差別やハラスメントを排除し、安全で働きやすい職場環境を
確保し、ゆとりと豊かさの実現に努めます。また、業務効率化を推進し時間外労働時間の削減に努め、従業員のワークライフ
バランスの改善を図っています。

日本橋兜町・茅場町エリアに所在する当社グループ保有ビル（19物件）のテナント企業（約150社）の役員・従業員を対象とした新型コロナ
ワクチン職域接種を実施しました。当社は、街づくりに貢献する会社として、快適で豊かなオフィス空間の提供を基本理念に、お客様の立
場に立ち、安全で良質な価値ある商品・サービスの提供に努めていきます。

テナント向け新型コロナワクチン職域接種の実施

サステナビリティ／ESG

  サステナブルな街づくりへの取り組み

・ （仮称）兜町85プロジェクト着工
・ 再生可能エネルギーの活用
・  Green/Woodプロジェクトの推進

  運営オフィスビルの品質の維持・向上

・ 防災・BCP対策
・  救命技能認定証の全役職員取得（KPIとして設定）
・ 顧客満足（CS）アンケートの実施
・ テナント交流会の実施
・ 運営ビルの耐震性の確保

防災訓練

項目 中期経営計画におけるKPI 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

有給休暇取得率 70％以上 55.9% 61.7% 70.5% 79.7%

がん検診（2年毎）実施率 35歳以上100％ - - - 100%

健康診断受診率 毎年100％ 100% 100% 100% 100%

女性新規採用率 30％以上 25.0% 33.3% 50.0% 100%

ストレスチェック受診率 - 100% 100% 100% 100%

女性従業員比率 - 26.4% 26.8% 28.3% 31.3%

女性管理職比率 - 5.2% 5.1% 4.7% 5.0%

※当社単体を対象範囲としています。

人材に関するKPIと実績※

差別の禁止
当社は、国籍、人種、性別、年齢、性的指向、障がいの有無、特定の信
条、思想、宗教等に基づく差別を行いません。また、特定の信条、思
想、宗教等の一方的強要、勧誘その他の職場環境を悪化させるよう
ないかなる言動、行為を行わず、また、行わせません。

ハラスメント禁止
当社は、役員および従業員を職務遂行上の重要なパートナーとし
て認め、職場における健全な秩序および協力関係を保持する義
務を負うとともに、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント
等のハラスメントを行いません。セクシャル・ハラスメントおよびパ
ワー・ハラスメントの防止規程を定めること等により、ハラスメント
の防止に取り組んでいます。

当社は、一人ひとりの人格や個性を尊重した安全で良好な職場環境の構築と維持に努めます。

  人権に関する取り組み

当社は、性別、年齢、国籍、価値観等の多様性を受け入れ、一人ひとりが最大限の能力を発揮できる環境を整備し、多様な人材の活躍を推進する
ことを基本方針としています。
女性活躍推進も含めたダイバーシティの推進に取り組んでおり、性別によらない評価の徹底や女性新規採用比率の数値目標を定めています。

  ダイバーシティの推進

・  ⼦育て支援制度の整備 
（育児休業制度／時短勤務／所定外労働の免除／出産祝い金、配偶者休暇）

・  介護支援制度の整備 
（介護休業制度／時短勤務／所定外労働の免除）

・  福利厚生・各種制度の拡充 
（ フレックスタイム制度／テレワーク制度／カフェテリアプラン／夏季休暇／プラスワン休暇／ 

年次有給休暇積立制度／リフレッシュ休暇／時間休暇制度）
・  働きやすいオフィス環境づくり   
（コミュニケーションラウンジの設置）

・ 業務効率化の推進
・ デジタル化の推進
・ 有給休暇の取得推奨
・ 時間外労働時間の削減

コミュニケーションラウンジ（当社本店）

  ワークライフバランス支援の取り組み

PICK UP

  「国際金融都市・東京」構想への貢献

・  独立系資産運用会社や金融系ベンチャー企業向けオフィス
“FinGATE”の展開

・ 国際資産運用センター推進機構（JIAM）の設立
・ KABUTO ONEの開業（2021年8月）

KABUTO ONE内「The HEART」“FinGATE”ブランド

  企業としての地域への取り組み

・ 山王祭への参加
・ 日本橋兜町 町内清掃活動
・ 中央区への街路樹寄贈（日本橋茅場町）
・ 坂本町公園への野草寄贈（日本橋兜町）
・ 「渋沢栄一翁ゆかりの赤石（佐渡赤石）」の設置および展示
・ 地域の情報発信拠点CAFE SALVADOR BUSINESS SALONの運営
・ 日本橋兜町・茅場町のコミュニティサイト「兜LIVE！」の運営 山王祭への参加 赤石の設置・展示

（KABUTO ONE 1階アトリウム内）

  多様性のある街づくりへの取り組み

・  シティガイド「Time Out」にて日本橋兜町が2020年に日本で唯一 
「The 40 Coolest Neighborhood in the World」に選出

・ 兜町第5平和ビル（K5）が2020年度グッドデザイン賞受賞
・ 「HOTEL K5」が「ミシュランガイド東京 2021」に新規掲載
・  ジャズライブ「Jazz EMP」／「一粒萬倍」ライブ＠東証アローズの 

共催／「シブアカ・フェスタ」の開催

Green/Woodプロジェクトの推進

文化・芸術等への貢献
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	report2020_full_Part20



