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株式会社 みずほフィナンシャルグループ
社員が自身のキャリアを主体的に
考え行動するための様々な機会を提供し、
積極的なチャレンジを支援
企 業 紹 介

◉＜みずほ＞は、
『日本、そして、アジアと世界の発展に貢献し、お客さまから最も信
頼される、グローバルで開かれた総合金融グループ』として、常にフェアでオープン
な立場から時代の先を読む視点と未来への知見を磨き、お客さまと経済・社会の
発展に貢献する金融サービスを提供しております。
『One MIZUHO』の旗印のもと、グループ 戦 略である「銀 行・信 託・証券」一 体
戦略を着実に遂行していくとともに、いかなる時代にあっても変わることのない価
値を創造し、みなさまに＜豊かな実り＞をお届けできる、かけがえのない存在であ
り続けたいと考えています。

プ ロ フィー ル

事業内容（業種） 銀行業
所在地 東京都千代田区
従業員数 51,641人（男性25,033人、女性26,608人、非正規雇用社員11,950人）
平均年齢 36.8歳（2014.12.31現在）

キャリア支援の取組

わが社の理念・方針

社員一人ひとりの成長が
みずほの持続的かつ安定的な成長に繋がる
■＜みずほ＞における「キャリア支援」は、人事ビジョン「社員一人ひと
りの成長が＜みずほ＞の持続的かつ安定的な成長に繋がる」をベー
スとし、
「みずほValue」
（共有すべき価値観や行動軸）を実践しよう
と努力する社員を尊重し、社員が仕事を通じて人生を豊かにしてい
くことを支援しています。具体的な支援として、①「キャリア自律」の
概念の浸透と促進、②柔軟・機動的な働き方を推進し、多様なキャ
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リア観やライフスタイルに応じた多彩なキャリア形成の支援を中心
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に、様々な観点から取組を行っています。
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■社員は、組織から求められている役割期待を正しく理解し、現在の
業務に真摯に取り組み、現在ならびに将来にわたって、自己成長と
組織貢献を最大化させながらキャリア形成を行うことが求められて
おり、会社は、各人のキャリア自律実践を応援しています。また、
社員の多様な価値観や環境を尊重しつつ、それぞれに応じたキャリ
ア形成が実現できるよう、人事制度を整備し、キャリアアップのた
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めの多様な機会を提供しています。

キャリア支援企業表彰2014
人を育て・人が育つ企業表彰

キャリア支援の具体的な取組

社員一人ひとりが自らのキャリアを中長期的にデザイン
Ⅰ．キャリア目標の設定・見直しの取組
①キャリア面談
＜みずほ＞は、社員自らが主体的にキャリア設計を行うことを推奨しており、その促進のための支援ツー
ルとしてキャリアシートを制定しています。社員は、職務履歴や業務経験を踏まえ各段階で経験したこと、
学んだこと、得意分野等、これまでのキャリアの蓄積を棚卸ししたうえで、これまでの蓄積を今後どのよう
な形で活かしていきたいのか、どのような職務を希望するのか、希望するキャリアを実現するためにどのよ
うな取組をしていくかといったことをキャリアシートを活用しながら考え、毎年11月の面談で上司と話し合
い、共有します。

②キャリアアドバイザー制度
さらに、社員一人ひとりが「キャリア自律」の考え方を理解し実践できるように面談や研修（レクチャー）を
通じて支援することを目的に、人事部キャリア開発室にキャリアアドバイザーを複数名設置しています。
キャリアアドバイザーは、米国認定資格である Global Career Development Facilitator の日本資格を
取得しており、また、みずほ銀行の支店長経験者などを含む豊富なキャリア歴のある多彩な人材が務めてい
ます。女性のキャリアアドバイザーも在籍しています。
社員は「自らのキャリアの方向性」
「現在の担当業務との向き合い方」
「部下（後輩）の育成・指導」
「ジョブ公
募・職系転換」
「出産・結婚等ライフイベントとキャリア」等キャリア形成にかかわることならどんなことでも、
キャリアアドバイザーに相談することができます。2013 年度は、社員向けに計 2,404 名の社員に対しキャ
リアアドバイザー面談が実施されており、被面談者の約 80％が女性となっています。
（面談には、ある一定年次を悉皆で面談する指名型と応募型があります。）

③両立支援制度利用（予定）者向け面談制度
産前休業前、育児休業中、復職前、復職後の各タイミングで職場の上司と両立者の一層のコミュニケーショ
ンを促し、就労時間や業務量の調整といった側面に留まらず、両立支援制度利用（予定）者がその能力・ス
キルを最大限に発揮して活躍できるように、上司が適切にサポートすることを目指して、2013 年度に両立
支援制度利用（予定）者向け面談制度を導入しました。

Ⅱ．職業能力開発・自己啓発機会への取組
銀行・信託・証券合同で実施する新入社員入社時研修会をはじめ、各種業務分野別研修、職階や職位登
用時に開催される研修、海外赴任時研修等、様々なステージに必要な能力・スキルを付与するための研修
が体系立てて準備されています。
また、社員の自己啓発のツールとして、通信教育受講支援・資格取得支援・語学学習支援など、各種学
費の費用補助を行っているほか、自宅でも利用可能な教育ポータルサイト「みずほ e-campus」をグループ共
通のインフラとして開放しており、2014 年７月からはスマートフォンやタブレットでもアクセスできるように
なりました。
社員の自己啓発ツールとしてはさらに、
「みずほサタデーカレッジ」
「みずほイブニングカレッジ」も開催して
います。「サタデー」は土曜日に、
「イブニング」は早帰りが推奨されている水曜日の業務終了後に、外部の講
師をお招きし、TOEIC などの資格対策講座やロジカル・シンキング、マーケティンング理論やアサーティブ・

4

ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿỈ᭙᪥ࡢᴗົ⤊ᚋࠊእ㒊ࡢㅮᖌࢆ࠾ᣍࡁࡋࠊ72(,& ࡞ࡢ㈨᱁ᑐ⟇

ㅮᗙࡸࣟࢪ࣭࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢࠊ࣐࣮ࢣࢸࣥࣥࢢ⌮ㄽࡸࢧ࣮ࢸࣈ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮

ࢩࣙࣥ࡞ࡢࣅࢪࢿࢫࢫ࢟ࣝࢆᏛࡿㅮᗙ࡛ࡍࠋ ᖺୖᮇ࡛ࡣࠊ⣙  ⛬ᗘࡢㅮᗙ
コミュニケーションなどのビジネススキルを学べる講座です。2014 年上期では、約 30 程度の講座が開催
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＜みずほ＞では、ワークライフバランス支援の観点等から、配偶者等の転勤に伴う柔軟な隔地間異動
（転勤）

や育児・介護に伴う両立支援制度利用者の自宅近隣店への異動など柔軟な人事運営を実施しています。
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グループを横断して、主体的なキャリア形成を実践する風土を醸成し、公正な機会の提供のもと、市場競
 ࢪࣙࣈබເ
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争力のある高い専門性追求を支援する趣旨で、ジョブ公募を実施しています。2013・2014 年度に実施の
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ジョブ公募では、キャリアプラス、FAトレーニー、本部インターン
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（短期トレーニー）、海外拠点勤務などを

新設し、多様な人材のチャレンジ精神に応えています。
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社員の視野拡大によるキャリア自律意識の醸成、ࠊᾏእᣐⅬົ࡞ࢆ᪂タࡋࠊከᵝ࡞ே
本部組織・業務知識の深化、ロールモデルの提示、グルー
࣮ࢽ࣮ࠊᮏ㒊ࣥࢱ࣮ࣥ㸦▷ᮇࢺ࣮ࣞࢽ࣮㸧

ࢢ࣮ࣝࣉࢆᶓ᩿ࡋ࡚ࠊయⓗ࡞࢟ࣕࣜᙧᡂࢆᐇ㊶ࡍࡿ㢼ᅵࢆ㔊ᡂࡋࠊබṇ࡞ᶵ
プ横断人材交流、及びジョブ公募説明会を狙いとし、社員が自らの職務内容を説明する展示会を毎年開催し
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来場者は複数あるブースの中から興味のあるものを選んで、ジョブ公募の際の参考にすることもでき、また、
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職務内容を説明する社員に大勢の聴衆の前でのプレゼンテーションの機会を提供する場となっています。

࣮ࢽ࣮ࠊᮏ㒊ࣥࢱ࣮ࣥ㸦▷ᮇࢺ࣮ࣞࢽ࣮㸧ࠊᾏእᣐⅬົ࡞ࢆ᪂タࡋࠊከᵝ࡞ே
♫ဨࡢど㔝ᣑࡼࡿ࢟ࣕࣜ⮬ᚊព㆑ࡢ㔊ᡂࠊᮏ㒊⤌⧊࣭ᴗົ▱㆑ࡢ῝ࠊ࣮ࣟ
2014 年６月に開催されたジョブフェアは、計３日の開催で1,100 人を超える社員の参加があり、大変な賑
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徐々に増えてきたとは言えまだまだ「自分に合った」ロールモデルが見当たらない、比較的異動の機会が少
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なく、社内情報量が相対的に少ないなどを原因として、将来の現状の業務内容や将来のキャリア形成に対
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する漠然とした不安を抱く社員への情報提供及び社内ネットワーキング構築の場として、少人数座談会を不
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だいたうえで、小グループに分かれてディスカッションしていきます。これまでに、仕事と育児の両立や海外
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勤務、職系転換などのテーマを取り扱ってきました。

ࡣࠊィ  ᪥ࡢ㛤ദ࡛  ேࢆ㉸࠼ࡿ♫ဨࡢཧຍࡀ࠶ࡾࠊኚ࡞㈰ࢃ࠸ࢆࡳࡏࡲࡋ
⫋๓㠃ㄯෆᐜ㻌

⫋ᒆ㻌 ව㻌 ⫱ඣ䛻ಀ䜛ྛ✀ົᨭไᗘ⏝⏦ㄳ᭩㻌

ಖ⫱ᅬྡ㻌


⏦ㄳ᪥㸦すᬺ㸧ᖺ᭶᪥
㠃ㄯ᪥㸦すᬺ㸧ᖺ᭶᪥

ົ䜎䛯䛿䢈䢖䡫䡴䡹ົ䛾ᑐ㇟⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྛ♫ே㒊㻔ᐊ㻕䛻㐃⤡䛾ୖົ䢆䢛䡼䡬䢙䛾ኚ᭦䜢⾜䛖䛣䛸

ᚡλ̊

ࡓࠋ

ྕ࣭Ặྡ

༳
㸦          㸧         ۑ

 ♫

 ᒓ

 ᱁



ไᗘ

⏝㛤ጞ᪥



㻌

 ەە ەە㸦  㸧

⫱ඣఇᴗࡢᮇ㛫ࢆኚ᭦ࡋ⫋ࡍࡿሙ
༳
♫ဨ␒ྕ࣭Ặྡ
㸦          㸧         ۑ
ྜࡣ &203$6࠙⫱ඣಀࡿఇᴗ➼ࡢ⏦

 㛗⏨

  ♫ ㄳࠚࡶᐇࡍࡿࡇ
㹀㹉࣭㹒㹀࣭㹄㹅࣭㹇㹐

ᴗ้
ᴗ้

▷ ݱ㛫ົ㸦ͤ㸯㸧
 ڧ㛫እົච㝖
 ڧᕪฟ㸦ͤ㸰㸧

ྛ✀ົᨭࡣᑠᏛᰯ
 ᖺ⏕௨ୗࡢ
ᑐ㇟ᏊẶྡ 㺪㺶㺔㺼㺣㸧
 ەە ەە㸦
 㸧

⥆

ᡤᒓㄢ࣭㺟㺎㺯ྡࡲ࡛グධ

ݱ㸴ࣨ᭶ᚋࡢەەᖺ㸷᭶ࡢ᭶ᮎࡲ࡛
ࢆࣞࢀࡎ࠸ࡢڧࡍࡿ
▷ ݱ㛫ົ㸦ͤ㸯㸧
 ڧᖺᗘᮎࡢ   ᖺ㸱᭶ᮎࡲ࡛
 ڧ㛫እົච㝖
ᨭไᗘཎ๎᭶ᮎ᪥ࡲ࡛
ڧᕪฟ㸦ͤ㸰㸧
 ڧᏊࡀ㸱ṓ࡞ࡿ   ᖺ  ᭶ࡢ᭶ᮎࡲ࡛
᭱㛗ࡣᑠᏛᰯ
ᖺ⏕ࡢᖺᗘᮎࡲ࡛
㐺⏝㛤ጞ᪥
㸦すᬺ㸧 㸰㸮ەەᖺ㸲᭶㸯㸳᪥
ࡢࡑ ڧ      ᖺ ᭶᪥ࡲ࡛
㸶㸸㸲㸮㹼 㸯㸴㸸㸲㸮㸦ᡤᐃປാ㛫㸵㛫  ศ㸧

ඛ

㻌

㻌

(  )ศ

ࢆࣞࢀࡎ࠸ࡢڧࡍࡿ

⮬Ꮿ
(  )ศ

 ڹڹ㥐

(  )ศ
(㸯㸮)ศ

䕕㻌 䝣䜯䝭䝸䞊䝃䝫䞊䝖➼Ⓩ㘓῭㻌
䘟㻌 ᐙ᪘䛜㠃ಽ䜢䜏䜛㻌

ྛ✀ົᨭࡣᑠᏛᰯ  ᖺ⏕௨ୗࡢ
Ꮚࡀᑐ㇟

ඣಖ⫱➼㻌

⤒㊰ᅗ㻌 ♫
䠄ಖ⫱ᡤ㏦㏄䛾㎽ᅇ
⤒㊰䛻䛴䛔䛶䜒᫂グ䠅㻌

(  )ศ
(㸰㸮)ศ
ಖ⫱ᅬ
(  )ศ

(㸳㸮)ศ

ཎ๎ࠊ⫋᪥⩣᪥

(  )ศ

᭱ᐤ㥐

(  )ศ

♫

㓄അ⪅䠖ᮅ䛾㏦䜚䜢ᢸᙜ䚹㻌
 ڧ㸱ࣨ᭶ᚋࡢ
  ᖺ  ᭶ࡢ᭶ᮎࡲ࡛
ᡤᐃປാ㛫ࡀ᭱▷࡛
 㛫࡞ࡿ
ࢆࣞࢀࡎ࠸ࡢڧࡍࡿ
ݱ㸴ࣨ᭶ᚋࡢەەᖺ㸷᭶ࡢ᭶ᮎࡲ࡛㓄അ⪅䞉ᐙ᪘䛾༠ຊ㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㐌䠍ᅇ⛬ᗘ䛿䚸ኤ᪉᪩䛟ᖐ䜛䛣䛸䜒ྍ䚹㻌
ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖ࡛ᐃࡵࡿ
䕕㻌 䝣䜯䝭䝸䞊䝃䝫䞊䝖➼Ⓩ㘓῭㻌
 ڧᖺᗘᮎࡢ   ᖺ㸱᭶ᮎࡲ࡛
ཎ๎᭶ᮎ᪥ࡲ࡛
ඣಖ⫱➼㻌
䛭䛾ᐙ᪘䠖ኵ䛾୧ぶ䛿㐲㝸ᆅ䚹⮬ศ䛾ẕ䛿䚸Ꮚ䛹䜒䛾Ẽ䛾䛾ᑐᛂྍ䚹㻌
䘟㻌 ᐙ᪘䛜㠃ಽ䜢䜏䜛㻌
࡞࠾ࠊ▷⦰ࡋࡓ㛫ศࡣ⤥᥍㝖࡞
 ڧᏊࡀ㸱ṓ࡞ࡿ   ᖺ  ᭶ࡢ᭶ᮎࡲ࡛
᭱㛗ࡣᑠᏛᰯ  ᖺ⏕ࡢᖺᗘᮎࡲ࡛
ࡿࡢ࡛␃ពࡢࡇ
ࡢࡑ ڧ      ᖺ ᭶᪥ࡲ࡛

㐺⏝⤊ணᐃ᪥

㸦⫱ඣ㛫ࢆ㝖ࡃᐇ㝿ࡢጞᴗ࣭⤊ᴗ้㸧

㓄അ⪅䠖ᮅ䛾㏦䜚䜢ᢸᙜ䚹㻌
ᡤᐃປാ㛫ࡀ᭱▷࡛
 㛫࡞ࡿ
ᑵᴗ㛫୰ࠊᑵᴗつ๎ᐃࡵࡿ⫱ඣ
䞉ᖐᚋ䛾⏕ά䛻័䜜䛯䜙䚸ᕪฟ䛻䛧䛯䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛䚹㻌
㓄അ⪅䞉ᐙ᪘䛾༠ຊ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㐌䠍ᅇ⛬ᗘ䛿䚸ኤ᪉᪩䛟ᖐ䜛䛣䛸䜒ྍ䚹㻌
㸶㸸㸲㸮㹼 㸯㸴㸸㸲㸮㸦ᡤᐃປാ㛫㸵㛫  ศ㸧 ࡲ࡛ࡢ⠊ᅖ࡛ᐃࡵࡿ
ጞᴗ้
㛫ࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜࠊ ศࢆୖ㝈
䞉㏻㛫▷⦰䚸ㄆྍಖ⫱ᅬ䛻ධ䜚䜔䛩䛔䛸䛣䜝䛸䛔䛖䛣䛸䛷䚸ရᕝ䛻㌿ᒃணᐃ䚹㻌
ᚋ䛾ാ䛝᪉㻌

᭷ ࠊ ↓

▷

⤊ᴗ้
㸦⫱ඣ㛫ࢆ㝖ࡃᐇ㝿ࡢጞᴗ࣭⤊ᴗ้㸧
ࡋ࡚グධࠋ
࡞࠾ࠊ⫱ඣ㛫ࡢศࡣ⤥
㛫
᥍㝖ࡣ⾜ࢃ࡞࠸

⫱ඣ㛫
᭷ ࠊ ↓
ົ
㸦 ṓࡲ࡛㸧
ᡤᐃປാ㛫ࡀ࡛  㛫  ศ࡛࠶ࡿ
ͤ
  㹼   㸸  
  㸸  㹼   㸸  㸦ᡤᐃປാ㛫㸯㛫  ศ㸧 ࡇࢆ☜ㄆ  㸸
㸸   㹼   㸸  

㸦༗๓    ศࡽ༗ᚋ    ศࡢ⠊ᅖ࡛タᐃ㸧

ᡤᒓ㒊⨫ࡢᴗົ㐠Ⴀ࣭ປົ⟶⌮ୖᑐᛂ

䛭䛾ᐙ᪘䠖ኵ䛾୧ぶ䛿㐲㝸ᆅ䚹⮬ศ䛾ẕ䛿䚸Ꮚ䛹䜒䛾Ẽ䛾䛾ᑐᛂྍ䚹㻌

࡞࠾ࠊ▷⦰ࡋࡓ㛫ศࡣ⤥᥍㝖࡞
ࡿࡢ࡛␃ពࡢࡇ

䞉ᴗົ䛜ⴠ䛱╔䛝ḟ➨䚸ᚑ๓䛾⟶⌮௵ᴗົ䛻ᡠ䜚䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹㻌

ᑵᴗ㛫୰ࠊᑵᴗつ๎ᐃࡵࡿ⫱ඣ
㛫ࢆྲྀᚓࡍࡿሙྜࠊ ศࢆୖ㝈

ᚋ䛾ാ䛝᪉㻌

ࡋ࡚グධࠋ࡞࠾ࠊ⫱ඣ㛫ࡢศࡣ⤥
᥍㝖ࡣ⾜ࢃ࡞࠸

䞉ᖐᚋ䛾⏕ά䛻័䜜䛯䜙䚸ᕪฟ䛻䛧䛯䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛䚹㻌
䞉㏻㛫▷⦰䚸ㄆྍಖ⫱ᅬ䛻ධ䜚䜔䛩䛔䛸䛣䜝䛸䛔䛖䛣䛸䛷䚸ရᕝ䛻㌿ᒃணᐃ䚹㻌
䞉ᴗົ䛜ⴠ䛱╔䛝ḟ➨䚸ᚑ๓䛾⟶⌮௵ᴗົ䛻ᡠ䜚䛯䛔䛸⪃䛘䛶䛔䜛䚹㻌

ᡤᐃປാ㛫ࡀ࡛  㛫  ศ࡛࠶ࡿ
ࡇࢆ☜ㄆ
ᡤᒓ㒊⨫ࡢᴗົ㐠Ⴀ࣭ປົ⟶⌮ୖᑐᛂ
ྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆ

≉ ᐃ ᭙  ㏻ᖖົ㸦㹼㸧ฟ
᭙᪥ẖࡋ࡚࠸ࡍࡿሙྜࡣᮏḍࡶグ
≉ᐃ᭙᪥ ᭶࣭ⅆ࣭Ỉ࣭ᮌ࣭㔠 㸦ᑐ㇟ࡢ᭙᪥ۑ㸧

᪥ࡢጞ

㏻ᖖົ௨እ㸦ୗグጞᴗ⤊ᴗ้ࢆグධ㸧
ୖグࡢጞᴗ࣭⤊ᴗ้␗࡞ࡿ้ࢆ
ධ
ͤ
≉ ᐃ ᭙  ㏻ᖖົ㸦㹼㸧
ᴗ࣭⤊ᴗ 
᭙᪥ẖࡋ࡚࠸ࡍࡿሙྜࡣᮏḍࡶグ
㸰  ≉ᐃ᭙᪥ࡢᣦᐃ
᪥ࡢጞ
㸦  㸸   㹼   㸸
㸧
ே⟶⌮⪅⏝ḍ㻌
㻌
้
㏻ᖖົ௨እ㸦ୗグጞᴗ⤊ᴗ้ࢆグධ㸧
ධ
ᴗ࣭⤊ᴗ 
㸦  㸸   㹼   㸸  㸧
᪥୰ࡢ㐃⤡ඛࢆグධ
้

ᢸᙜ⪅          7(/
ᮏ௳ࡢ↷ඛ

㸧

0++6


(  )ศ
ᮅ㻌 䠄ᮏே䞉㓄അ⪅䞉䛭䛾ᐙ᪘䠅㻌
(㸰㸮)ศ
ኤ㻌 䠄ᮏே䞉㓄അ⪅䞉䛭䛾ᐙ᪘䠅㻌
(㸯㸮)ศ
(  )ศ
㏻㛫㻔㏦㏄ྵ䜐㻕㻌
᭱ᐤ㥐
ಖ⫱ᅬ⣙㻌 䠍㛫㻌 䠎䠌ศ㻌
㏦㏄㻌

ㄳࠚࡶᐇࡍࡿࡇ
ཎ๎ࠊ⫱ඣఇᴗᮇ㛫୰࡞ࡽࡋಖ⫱ࢆ
(㸳㸮)ศ
⤊ࡉࡏࡿࡇ

㸦すᬺ㸧㸰㸮ەەᖺ㸲᭶㸯㸳᪥
 ڧ㏻ᖖົ㸦ไᗘ⏝ࡏࡎ㸧

㻌 䖃᭶㻌 䕦᪥㻌 䡚㻌 㻌 㻌 䖃᭶㻌 䕔᪥㻌

ಖ⫱㛫㻌 ⮬Ꮿ䠔䠖䠌䠌㻌 䡚㻌 䠍䠔䠖䠌䠌㻌

⫱ඣఇᴗࡢᮇ㛫ࢆኚ᭦ࡋ⫋ࡍࡿሙ
ྜࡣ &203$6࠙⫱ඣಀࡿఇᴗ➼ࡢ⏦

 㛗⏨

ཎ๎ࠊ⫋᪥⩣᪥

ྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛࠶ࡿࡇࢆ☜ㄆ
  㸸  㹼   㸸  㸦ᡤᐃປാ㛫 㛫  ศ㸧
ᕪົ


≉ᐃ᭙᪥ ᭶࣭ⅆ࣭Ỉ࣭ᮌ࣭㔠 㸦ᑐ㇟ࡢ᭙᪥ۑ㸧
㸦༗๓    ศࡽ༗ᚋ    ศࡢ⠊ᅖ࡛タᐃ㸧
ᕪ
ୖグࡢጞᴗ࣭⤊ᴗ้␗࡞ࡿ้ࢆ

᭙᪥ࡢᣦᐃ

䛺䜙䛧ಖ⫱ᮇ㛫㻌

(  )ศ

⤒㊰䛻䛴䛔䛶䜒᫂グ䠅㻌

Ꮚࡀᑐ㇟

⫋᪥
 ڧ㸱ࣨ᭶ᚋࡢ   ᖺ  ᭶ࡢ᭶ᮎࡲ࡛
⫋ᚋࡢົᙧែ

  㸸   㹼   㸸  
  㸸   㹼   㸸  

ᕪົ

㻌

ᴠ᭩࡛ࡣࡗࡁࡾグධ
ཪࡣ♫ဨ␒ྕධࡾࢦ࣒༳ᢲᤫ
࠸ࡎࢀࢆۑࡍࡿ

Ꮚࡢฟ⏕᪥㣴Ꮚ⦕⤌᪥ 㸦すᬺ㸧㸰㸮ڸەᖺ㸱᭶㸯㸳᪥㸦 㸯 ṓ㸧

㸦すᬺ㸧 㸰㸮ەەᖺ㸲᭶㸯㸳᪥



ඣ㛫
ṓࡲ࡛㸧

⫋๓㠃ㄯෆᐜ㻌

☜ᐇ㏦࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᡤᅾᆅ㸦ᘓ≀
ෆᖾ⏫ ᡭ⏫ ࡢෆ
ᡤᅾᆅ⤊ࡉࡏࡿࡇ
⤒㊰ᅗ㻌
ྡ➼㸧ࢆᚲࡎ᫂グࡍࡿࡇ
ࡑࡢ㸦               㸧
䠄ಖ⫱ᡤ㏦㏄䛾㎽ᅇ
 ڹڹ㥐
㈨  ᱁ ࢆࣞࢀࡎ࠸ࡢڧࡍࡿ

㈨᱁ྡࢆグධ

㸦すᬺ㸧㸰㸮ەەᖺ㸲᭶㸯㸳᪥ 
 ڧ㏻ᖖົ㸦ไᗘ⏝ࡏࡎ㸧

䥹ไᗘ⏝ࡢ ሙྜࡢࡳ䥺

⤊ணᐃ᪥

䠔䠖䠌䠌㻌 䡚㻌 䠍䠔䠖䠌䠌㻌

ᮅ㻌 䠄ᮏே䞉㓄അ⪅䞉䛭䛾ᐙ᪘䠅㻌
ಖ⫱ᅬྡ㻌
䕿䕿䕿ಖ⫱ᅬ㻌 㻌

㏦㏄㻌
⏦ㄳ᪥㸦すᬺ㸧ᖺ᭶᪥
ኤ㻌 䠄ᮏே䞉㓄അ⪅䞉䛭䛾ᐙ᪘䠅㻌
ᡤᅾᆅ㻌
㠃ㄯ᪥㸦すᬺ㸧ᖺ᭶᪥
ᮾி㒔䖃䖃ᕷ䕦䕦⏫䠎┠㻌
䠄␒ᆅ௨ୗ䛿せ䠅㻌

㏻㛫㻔㏦㏄ྵ䜐㻕㻌 ⣙㻌 䠍㛫㻌
䠎䠌ศ㻌
㈨᱁ྡࢆグධ
ධᅬ᪥㻌
䠄すᬺ䠅㻌 䠎䠌䖃䖃㻌 ᖺ㻌 㻌 䖃㻌 ᭶㻌 㻌 䖃㻌 ᪥㻌
䈜㻌 㔞ປാົ䜎䛯䛿䢈䢖䡫䡴䡹ົ䛾ᑐ㇟⪅䛻䛴䛔䛶䛿䚸ྛ♫ே㒊㻔ᐊ㻕䛻㐃⤡䛾ୖົ䢆䢛䡼䡬䢙䛾ኚ᭦䜢⾜䛖䛣䛸

 ᒓ ཎ๎ࠊ⫱ඣఇᴗᮇ㛫୰࡞ࡽࡋಖ⫱ࢆ

㣴Ꮚ⦕⤌᪥ 㸦すᬺ㸧㸰㸮ڸەᖺ㸱᭶㸯㸳᪥㸦 㸯 ᡤ
ṓ㸧

⫋᪥
ົᙧែ

㻌 䖃᭶㻌 䕦᪥㻌 䡚㻌 㻌 㻌 䖃᭶㻌 䕔᪥㻌

ᡤᒓㄢ࣭㺟㺎㺯ྡࡲ࡛グධ

ෆᖾ⏫ ᡭ⏫ ࡢෆ
ᚡλ̊☜ᐇ㏦࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊᡤᅾᆅ㸦ᘓ≀

ࡑࡢ㸦               㸧 ྡ➼㸧ࢆᚲࡎ᫂グࡍࡿࡇ

ᡤᅾᆅ

ྡ 㺪㺶㺔㺼㺣㸧

䛺䜙䛧ಖ⫱ᮇ㛫㻌

ᴠ᭩࡛ࡣࡗࡁࡾグධ
ཪࡣ♫ဨ␒ྕධࡾࢦ࣒༳ᢲᤫ

ಖ⫱㛫㻌
࠸ࡎࢀࢆۑࡍࡿ
⫋ᒆ㻌 ව㻌 ⫱ඣ䛻ಀ䜛ྛ✀ົᨭไᗘ⏝⏦ㄳ᭩㻌

㹀㹉࣭㹒㹀࣭㹄㹅࣭㹇㹐



䕿䕿䕿ಖ⫱ᅬ㻌 㻌

ᡤᅾᆅ㻌
ᮾி㒔䖃䖃ᕷ䕦䕦⏫䠎┠㻌
䠄␒ᆅ௨ୗ䛿せ䠅㻌
ධᅬ᪥㻌
䠄すᬺ䠅㻌 䠎䠌䖃䖃㻌 ᖺ㻌 㻌 䖃㻌 ᭶㻌 㻌 䖃㻌 ᪥㻌




ே㒊


ᢸᙜ⪅          7(/

ே⟶⌮⪅⏝ḍ㻌

㻌

᪥୰ࡢ㐃⤡ඛࢆグධ

㸦ே㒊⏝ḍ㸧



0++6





ே㒊


㒊Ѝ0++6 
     ே
 ᵝᘧ 㸦㸧 <  
ᡤᒓЍ0++6Ѝே㒊Ѝ0++6

     ே  ᵝᘧ 㸦㸧 <  

    

Ⅰ③両立支援制度利用
（予定）者向け面談シート
Ⅱ③ジョブフェアの様子
 Ϩճ୧❧ᨭไᗘ⏝㸦ணᐃ㸧⪅ྥࡅ㠃ㄯࢩ࣮ࢺ
  ϩճࢪࣙࣈࣇ࢙ࡢᵝᏊ

Ϩճ୧❧ᨭไᗘ⏝㸦ணᐃ㸧⪅ྥࡅ㠃ㄯࢩ࣮ࢺ   ϩճࢪࣙࣈࣇ࢙ࡢᵝᏊ
5

株式会社 みずほフィナンシャルグループ

キャリア支援企業表彰2014
人を育て・人が育つ企業表彰
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ᰂ㌾࡞ാࡁ᪉ᨭ࡛ዪᛶ⟶⌮⫋ࡶቑຍ
ᰂ㌾࡞ാࡁ᪉ᨭ࡛ዪᛶ⟶⌮⫋ࡶቑຍ
ྲྀ⤌ࡢຠᯝࡸㄢ㢟ᚋࡢྲྀ⤌ࡢ᪉ྥ
ྲྀ⤌ࡢຠᯝࡸㄢ㢟ᚋࡢྲྀ⤌ࡢ᪉ྥ 
柔軟な働き方支援で女性管理職も増加
ᰂ㌾࡞ാࡁ᪉ᨭ࡛ዪᛶ⟶⌮⫋ࡶቑຍ
ᰂ㌾࡞ാࡁ᪉ᨭ࡛ዪᛶ⟶⌮⫋ࡶቑຍ

ྲྀ⤌ࡢຠᯝࡸㄢ㢟ᚋࡢྲྀ⤌ࡢ᪉ྥ 
ᰂ㌾࡞ാࡁ᪉ᨭ࡛ዪᛶ⟶⌮⫋ࡶቑຍ

キャリア・働き方情報
࣭࢟ࣕࣜാࡁ᪉ሗ
࣭࢟ࣕࣜാࡁ᪉ሗ
࣭࢟ࣕࣜാࡁ᪉ሗ
࣭࢟ࣕࣜാࡁ᪉ሗ
＜みずほ＞のダイバーシティ推進情報誌
「Ｍ－style」
をご紹介します
㸺ࡳࡎ㸼ࡢࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ሗㄅࠕ㹋㸫㹱W\OHࠖࢆࡈ⤂ࡋࡲࡍ
㸺ࡳࡎ㸼ࡢࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ሗㄅࠕ㹋㸫㹱W\OHࠖࢆࡈ⤂ࡋࡲࡍ
㸺ࡳࡎ㸼ࡢࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ሗㄅࠕ㹋㸫㹱W\OHࠖࢆࡈ⤂ࡋࡲࡍ
㸺ࡳࡎ㸼ࡢࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ሗㄅࠕ㹋㸫㹱W\OHࠖࢆࡈ⤂ࡋࡲࡍ

࣭࢟ࣕࣜാࡁ᪉ሗ
㸺ࡳࡎ㸼ࡢࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ሗㄅࠕ㹋㸫㹱W\OHࠖࢆࡈ⤂ࡋࡲࡍ

 
ᗈሗㄅࠕࡳࡎࠖࡢ୰ࠊࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ሗ࣮࣌ࢪࠕ㹋㸫㹱㹲㹷㹪㹣ࠖࡀ࠶ࡾࡲ
ᗈሗㄅࠕࡳࡎࠖࡢ୰ࠊࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ሗ࣮࣌ࢪࠕ㹋㸫㹱㹲㹷㹪㹣ࠖࡀ࠶ࡾࡲ




 ࡍࠋ࣭࢟ࣕࣜࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ⫱ඣㆤ࣭ࢡ࣎ࢫ࡞ࠊᵝࠎ࡞ษࡾཱྀ࡛ࢲࣂ࣮ࢩࢸ
ࡍࠋ࣭࢟ࣕࣜࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ⫱ඣㆤ࣭ࢡ࣎ࢫ࡞ࠊᵝࠎ࡞ษࡾཱྀ࡛ࢲࣂ࣮ࢩࢸ
 「みずほ」の中に、ダイバーシティ推進情報ページ「Ｍ－style」
広報誌
があります。キャリア・グローバル・
ᗈሗㄅࠕࡳࡎࠖࡢ୰ࠊࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ሗ࣮࣌ࢪࠕ㹋㸫㹱㹲㹷㹪㹣ࠖࡀ࠶
ᗈሗㄅࠕࡳࡎࠖࡢ୰ࠊࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ሗ࣮࣌ࢪࠕ㹋㸫㹱㹲㹷㹪㹣ࠖࡀ࠶
ᗈሗㄅࠕࡳࡎࠖࡢ୰ࠊࢲࣂ࣮ࢩࢸ᥎㐍ሗ࣮࣌ࢪࠕ㹋㸫㹱㹲㹷㹪㹣ࠖࡀ࠶ࡾࡲ
㛵ࡍࡿࠕ᪪࡞ሗࠖࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭱㏆ࡢグ࡛ࡣࠊዪᛶ࡛ึࡵ࡚ࡳࡎ㖟⾜
㛵ࡍࡿࠕ᪪࡞ሗࠖࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭱㏆ࡢグ࡛ࡣࠊዪᛶ࡛ึࡵ࡚ࡳࡎ㖟⾜
育児介護・イクボスなど、様々な切り口でダイバーシティに関する「旬な情報」を取り上げています。最近の
 ࡍࠋ࣭࢟ࣕࣜࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ⫱ඣㆤ࣭ࢡ࣎ࢫ࡞ࠊᵝࠎ࡞ษࡾཱྀ࡛ࢲࣂ࣮ࢩࢸ

ࡍࠋ࣭࢟ࣕࣜࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ⫱ඣㆤ࣭ࢡ࣎ࢫ࡞ࠊᵝࠎ࡞ษࡾཱྀ࡛ࢲࣂ࣮ࢩ
ࡢᇳ⾜ᙺဨ࡞ࡗࡓ㒊㛗ࡢ࢟ࣕࣜࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸ㹌㹎㹍ἲேࣇࢨ࣮ࣜࣥࢢࢪࣕࣃࣥ
ࡢᇳ⾜ᙺဨ࡞ࡗࡓ㒊㛗ࡢ࢟ࣕࣜࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸ㹌㹎㹍ἲேࣇࢨ࣮ࣜࣥࢢࢪࣕࣃࣥ
記事では、女性で初めてみずほ銀行の執行役員となった部長のキャリアインタビューやＮＰＯ法人ファザーリ
ࡍࠋ࣭࢟ࣕࣜࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝ⫱ඣㆤ࣭ࢡ࣎ࢫ࡞ࠊᵝࠎ࡞ษࡾཱྀ࡛ࢲࣂ࣮ࢩ


㛵ࡍࡿࠕ᪪࡞ሗࠖࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭱㏆ࡢグ࡛ࡣࠊዪᛶ࡛ึࡵ࡚ࡳࡎ㖟⾜
ࡢ௦⾲⌮ࡢࠕࢡ࣎ࢫࠖグࡑࢀ⥆ࡃࠕࢢ࣮ࣝࣉࡢࢡ࣎ࢫࢆ᥈ࡏ㸟ࠖ㐃㍕࡞ࠊ
㛵ࡍࡿࠕ᪪࡞ሗࠖࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭱㏆ࡢグ࡛ࡣࠊዪᛶ࡛ึࡵ࡚ࡳࡎ
ングジャパンの代表理事の
「イクボス」記事とそれに続く「グループのイクボスを探せ！」連載など、女性に限
ࡢ௦⾲⌮ࡢࠕࢡ࣎ࢫࠖグࡑࢀ⥆ࡃࠕࢢ࣮ࣝࣉࡢࢡ࣎ࢫࢆ᥈ࡏ㸟ࠖ㐃㍕࡞ࠊ
㛵ࡍࡿࠕ᪪࡞ሗࠖࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡲࡍࠋ᭱㏆ࡢグ࡛ࡣࠊዪᛶ࡛ึࡵ࡚ࡳࡎ
ࡢᇳ⾜ᙺဨ࡞ࡗࡓ㒊㛗ࡢ࢟ࣕࣜࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸ㹌㹎㹍ἲேࣇࢨ࣮ࣜࣥࢢࢪࣕࣃࣥ

らず、幅広い読者層に支持されています。
ዪᛶ㝈ࡽࡎࠊᖜᗈ࠸ㄞ⪅ᒙᨭᣢࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ዪᛶ㝈ࡽࡎࠊᖜᗈ࠸ㄞ⪅ᒙᨭᣢࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ࡢ௦⾲⌮ࡢࠕࢡ࣎ࢫࠖグࡑࢀ⥆ࡃࠕࢢ࣮ࣝࣉࡢࢡ࣎ࢫࢆ᥈ࡏ㸟ࠖ㐃㍕࡞ࠊ
ࡢᇳ⾜ᙺဨ࡞ࡗࡓ㒊㛗ࡢ࢟ࣕࣜࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸ㹌㹎㹍ἲேࣇࢨ࣮ࣜࣥࢢࢪࣕ

ࡢᇳ⾜ᙺဨ࡞ࡗࡓ㒊㛗ࡢ࢟ࣕࣜࣥࢱࣅ࣮ࣗࡸ㹌㹎㹍ἲேࣇࢨ࣮ࣜࣥࢢࢪࣕ
ࡢ௦⾲⌮ࡢࠕࢡ࣎ࢫࠖグࡑࢀ⥆ࡃࠕࢢ࣮ࣝࣉࡢࢡ࣎ࢫࢆ᥈ࡏ㸟ࠖ㐃㍕
ࡢ௦⾲⌮ࡢࠕࢡ࣎ࢫࠖグࡑࢀ⥆ࡃࠕࢢ࣮ࣝࣉࡢࢡ࣎ࢫࢆ᥈ࡏ㸟ࠖ㐃㍕

ዪᛶ㝈ࡽࡎࠊᖜᗈ࠸ㄞ⪅ᒙᨭᣢࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

＜みずほ＞の女性活躍基本方針
ዪᛶ㝈ࡽࡎࠊᖜᗈ࠸ㄞ⪅ᒙᨭᣢࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ዪᛶ㝈ࡽࡎࠊᖜᗈ࠸ㄞ⪅ᒙᨭᣢࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㸺ࡳࡎ㸼ࡢዪᛶά㌍ᇶᮏ᪉㔪
㸺ࡳࡎ㸼ࡢዪᛶά㌍ᇶᮏ᪉㔪
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＜みずほ＞では、女性活躍基
本方針として2006年に「４
つのR」を制定しました。近
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年では、RecruitやRetainで
の一定の成果が見られてきた
ことから、
RaiseやRelateに
より軸足を置いた施策に取り

 組んでいます。
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