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経営トップによるコミットメント
■社長メッセージ ■ダイバーシティマネジメント宣言

（2017年管理職マネジメントセミナーにて発表）

■統合報告書
（2021年9月発行）

東急グループ経営理念(1997年策定)

「個性を尊重し、人を活かす」

中期3か年経営計画 (2021-2023年度) 人材戦略

“個”の最大化の支援により、企業価値の最大化を図る
具体的な取り組みのひとつとして「ダイバーシティマネジメントの推進」を明記

＋

制度・風土・マインドの観点からダイバーシティマネジメントを推進
（多様性を生かす組織づくり）
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これまでの取り組み（～2019年度）
「制度、風土、マインド」の観点からダイバーシティ推進

～2017年度 2018年度 2019年度

取
組

制度

・半休・時間休暇、バリュータイム導入、朝型勤務推奨※1
・産育休者PC貸与、産育休者への各種支援制度個別説明
・病児保育・学童保育支援
・在宅勤務(妊娠・育児・介護対象)
・男性育休100％目標、育休一部有給化、配偶者出産休暇
・育休期間を昇進要件期間にカウント※2
・当社ｸﾞﾙｰﾌﾟ休日事業所内保育所、駅ナカ事業所内保育所
・短時間、短日数職責(Y職責)の新設
・テレワーク拡充(NewWork・ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ)
・管理職・一般職評価項目の見直し※3
・カムバック制度設立、適用事由拡充(自己研鑽)
・社内公募制・キャリアコミットメント(社内FA)制度
・ライフプラン休暇
・健康診断の検診項目に乳がん検診追加(35歳以上隔年)
・ＬＧＢＴ関連就業規則改定

・「スマートチョイス(時間や場所に捉われない
働き方)」導入

・民鉄キャリアトレイン※10
・朝型勤務推奨※1
・保存年次休暇取得事由に「不妊治療」を追加
・部署別計画年休「ポジティブワン」導入

・社宅内に事業所内保育所開設※13
・勤務配慮システム導入※14
・タレントマネジメントシステム導入※15
・鉄道部門での新しい働き方試行
・勤怠システム入力内容とPCログオンオフ時刻との

差分チェック実施

風土

・社長メッセージ
・自社ＨＰ内取組公表
・イクボス企業同盟加盟
・管理職ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾐﾅｰ(ｲｸﾎﾞｽ・WLB・働き方改革)※4
・ダイバーシティマネジメント宣言
・メンター制度開始※5
・介護セミナー・労働衛生研究会(女性の健康)
・知っておきたいＬＧＢＴ勉強会
・ダイバーシティe-ラーニング(ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ基礎)※6
・人材戦略に関するアドバイザリーボード
・全社員キャリアディベロップ面談※7
・連結人事コミッティ設置(働き方改革分科会)
・HRコミュニケーション

・管理職マネジメントセミナー(ｳｰﾏﾉﾐｸｽ) ※4
・メンター制度※5
・人材戦略に関するアドバイザリー・ボード
・全社員キャリアディベロップ面談※7
・連結人事コミッティ(働き方改革分科会)
・管理職アセスメントフィードバック研修※11
・介護セミナー
・連結人事担当も含めたＬＧＢＴ勉強会

・管理職マネジメントセミナー(ｻｽﾃﾅﾌﾞﾙ経営)※4
・メンター制度※5
・人材戦略に関するアドバイザリー・ボード
・全社員キャリアディベロップ面談※7
・連結人事コミッティ(働き方改革分科会)
・ダイバーシティe-ラーニング(ｱﾝｺﾝｼｬｽﾊﾞｲｱｽ理解)

※4
・介護への理解を深めるe-ラーニング
・働く女性のための健康セミナー

マインド

・女性管理職の外部研修
・新任管理職向け多様性受容研修
・東急グループ女性管理職フォーラム
・キャリアプランセミナー※8
・かがやきwith(若手女性と女性管理職との交流会)

・東急グループ女性管理職フォーラム
(女性現業長3社3名による事例紹介)

・キャリアラウンジ

・東急グループ女性管理職フォーラムにて
女性健康セミナー開催

・サポートワークPlus※16

目標値 経団連自主行動計画及び一般事業主行動計画
「女性管理職登用において、2020年度までに 2014年度比較倍増（40人）を目指す」

実績 ・女性管理職数24人(2017年度末時点)
・女性社外取締役就任(2015年6月)※9

・女性管理職数30人(2018年度末時点)
・女性執行役員就任(2018年4月)※12

・女性管理職数40人(2019年10月1日時点)

評価

・なでしこ銘柄2013・14・15・16・17・18
・新・ダイバーシティ経営企業100選
・2015イクメン企業アワード
・健康経営銘柄2015・16・17・18
・work with Pride Silver2016、Gold2017

・なでしこ銘柄2019
・健康経営銘柄2019
・work with Pride Gold2018

・経済産業省「100選プライム」
・なでしこ銘柄2020
・健康経営銘柄2020
・work with Pride Gold2019
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これまでの取り組み（2020～21年度）

■左記以外の実績（2020年度）
○男性育児休業取得率・平均取得日数
：80.0％・18.8日
○年次有給休暇取得率・平均取得日数
：73.0％・14.6日 ※25

○一月あたりの平均残業時間
：17.3時間 ※26

〇取締役・監査役・執行役員 ※2021年11月時点

取締役数 14人（男性12人、女性2人）

うち、社内取締役数 9人（男性9人）

監査役数 4人（男性4人）

執行役員数 16人（男性15人、女性1人）

2020年度 2021年度

取
組

制度

・働く場所の選択肢拡充 (在宅勤務の対象を全社員へ拡大、

在宅およびｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ以外の場所での勤務を可能とする、他) ※17
・在寮条件の見直し※18
・東急電鉄㈱現業部門での新しい働き方試行

・働く時間の選択肢拡充（フレックスタイム制導入）
※21

・PIVOTx（複業）ガイドライン・リジョイン採用
窓口整備※22

風土

・管理職マネジメントセミナー(個人も組織も成長す
るﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ)※4

・人材戦略に関するアドバイザリー・ボード
・全社員キャリアディベロップ面談※7
・連結人事コミッティ(働き方改革分科会)
・仕事と介護の両立支援ハンドブック
・Dマガジン(社内向けﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ情報受発信ﾒﾃﾞｨｱ)

※19

・管理職マネジメントセミナー（いかなる時代環境
でも利益を出す仕組み）※4

・人材戦略に関するアドバイザリー・ボード
・全社員キャリアキャリアディベロップ面談※7
・連結人事コミッティ(働き方改革分科会)
・Dマガジン(社内向けﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ情報受発信ﾒﾃﾞｨｱ)
・1on1ミーティング強化※23

マインド

・東急グループ女性管理職フォーラムにて
ベストプラクティス表彰(5社)

・価値観のちがいに迫るダイバーシティイベント
※20

・東急グループ女性管理職フォーラムにて
グループ女性役員によるトークセッション実施

・価値観のちがいに迫るダイバーシティイベント
・サブスクリプション型マイクロラーニング※24

目標値
(一般事業主行動計画)

2023年度までに
①女性管理職比率10%以上

②男性育休取得率100%

実績 ・2人目の女性社外取締役就任(2020年6月)※9

評価
・なでしこ銘柄2021
・健康経営銘柄2021
・work with Pride Gold2020

・work with Pride Gold2021

「制度、風土、マインド」の観点からダイバーシティ推進
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これまでの取り組み（参考）
※1：7時30分までに出社し、勤務を開始する働き方を「アーリーワーク」と命名し、通年で推奨。

併せて、スライド勤務(始業時刻を基準に7時30分から10時30分の間を30分単位で繰り上げ、または繰り下げできる制度)を活用して、
同時刻までに出社する社員を後押しする施策を実施し、朝方勤務の習慣化を促進。

※2：昇進要件において育児休職期間等の不在期間を除外しない運用を開始。
※3：管理職評価の視点に、ダイバーシティや働き方改革等の風土醸成を含む「風土醸成」を追加。

さらに一般社員の評価項目に「生産性」を新設。各人に対する複数人での評価も継続実施している。
※4：役員及び全管理職を対象に、ダイバーシティ経営を目的として、毎年「管理職マネジメントセミナー」を開催。

内容：経営層（社長、副社長）からのメッセージ、人事部門からの説明、講演会他
※5：経営人材の育成・ダイバーシティマネジメント・教え教えられる風土を目的に実施。2019年度までに全役員・執行役員(社外取締役・監査役を除く)が参加。
※6：全社員(社用メールアドレス所持者)を対象にダイバーシティに関するe-ラーニングを実施。
※7：人事部門に専任チームを発足し、全社員キャリアディベロップ面談(専門職、現業除く)を実施。
※8：ダイバーシティに必要となる主体的なキャリア意識醸成を目指して、キャリアプラン・ライフプランセミナー(入社6年目、40代、50歳、57歳)を実施。
※9：2015年6月26日、女性社外取締役として蟹瀬令子が就任。レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社の代表取締役であり、リテール

事業、マーケティングに関する豊富な経験と幅広い見識を東京急行電鉄㈱(当時)の経営に反映していただくため選任。
2020年6月26日には、2人目の女性社外取締役として宮崎緑が就任。マスメディアや学校理事、企業監査など豊富な経験と幅広い見識から
東急㈱のサステナブル経営に対し適切な監督、助言をいただくため選任。

※10：ライフイベント等、勤務場所の都合で就労継続が困難な社員を大手民鉄各社相互で受入れるスキームを発足。
※11：全管理職対象にアセスメント(180度診断)を実施し、フィードバック研修にて管理職同士のスキル共有を図る。2018年度にはダイバー

シティマネジメント推進を目的に、育児・介護などに関する社内制度理解を含むダイバーシティマネジメントガイドブックを配布。
※12：2018年4月1日、連結グループ会社出身の金井美惠が、執行役員生活サービス事業部長(当時)に就任。
※13：鉄道現場社員サポートを目的に、東急線駅隣接社宅内に24時間預かり可能な事業所内保育所を開設。
※14：育児・介護等の事由による転勤・異動時の配慮希望を、本人が直接人事部門へ申請することを可能とした。
※15：適材適所な人材配置を目的に、社員のキャリア情報が閲覧できるシステムを導入(人事部門・全管理職対象)。
※16：社内副業の位置づけで、自律的なキャリア意識の醸成を目的として導入。
※17：新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、2020年4月より在宅勤務の対象範囲を全社員（会社貸与のモバイル機器所持者）に拡大。

同年10月に在宅勤務を制度化するとともに業務効率・成果が期待できる場所での勤務を可能とした。
※18：キャリア採用による社員の増などを背景に、2020年4月より在寮条件を見直し、原則として年齢の上限をなくした。
※19：全社的なダイバーシティ理解促進を目的に、2020年度より定期的に社内イントラネット上で配信。
※20：社員の価値観に触れることで、視聴者自身の内省や他者理解につなげることを目的として2020年度より定期的にオンライン開催。
※21：2021年4月より導入。コアタイム無し・1日あたりの就業時間制限無し・5～22時の間で勤務可能・中抜け可能。
※22：退職時に当社を原籍として勤務していた方で、かつ正社員として通算3年以上在籍していた方を対象に、退職事由問わず（一部例外あり）再入社を受け付ける

窓口を整備した（面接等選考あり）。
※23：在宅勤務やフレックスタイム制の導入とあわせ、全社的な人材育成のため、上司と部下が1対1で行う1on1ミーティングの強化を実施。
※24：個々の都合や課題感にあわせてビジネススキルや語学などが学べるサブスクリプション型マイクロラーニングを導入。この他にもさまざまな選択型研修を提供。
※25：2019年度より、年休付与日から半年後までの間の年休取得日数が5日未満の従業員に対して、上長より時季指定面談を実施。
※26：自社及び連結各社の長時間労働者数を経営層へ毎月報告。また労務部門より各部門へ、労働時間実績の報告と啓蒙メールを毎月発信したり、

業務配分適正化・効率化・業務見直しのPDCAサイクルが実施されているか半年に一度モニタリングを行ったりするなど労働時間適正化に取り組んでいる。



組織・ガバナンス体制

■取締役会等における報告
経営会議や取締役会、監査役会等において、ダイバーシティマネジメント推進状況を定期的に報告。

■人材戦略に関するアドバイザリー・ボード（社外取締役を含めた議論の場）
東急㈱および連結子会社における「人的資源」について、社外取締役を交え、社長を含むメンバーで
議論する場として「人材戦略に関するアドバイザリー・ボード」を設置し、定期的に開催。
次代のダイバーシティ経営、人材戦略へ反映させている。
なお、人事委員会の議長が、本アドバイザリーボードのメンバーである。

■ダイバーシティ推進ワーキンググループ
ダイバーシティマネジメントのさらなる推進のため、2013年5月より部門を横断した「ダイバーシティ
推進ワーキンググループ」を発足。2016年度からは全社横断の拡大ワーキンググループも開始し、
鉄道現場および東急㈱・東急電鉄㈱本社部門のダイバーシティに関する好事例共有等を行っている。
また、本ワーキングの中核機能を担う組織として、2014年10月に「ダイバーシティ・キャリア開発課」
を設置（2019年4月組織改正に伴い「労務企画グループ ダイバーシティ担当」に変更）。

■投資家との対話
投資家説明会等においても、ダイバーシティに関する取組等を説明。

Tokyu Corporation

ダイバーシティマネジメントを経営戦略として推進



ダイバーシティ推進5か年計画

※女性活躍推進法（女性採用及び管理職の割合等において、出向者は出向元の労働者として取り扱う）に基づいてカウント

2019年度実績 2020年度実績 2021年度計画 2022年度計画 2023年度計画

取組

制度
・各種現業などシフト勤務社員（育児や介護等時間制約のある社員を含む）の活躍の場の拡充
・柔軟な働き方のさらなる拡充
・評価・処遇・登用ルール等人事制度面の見直し検討

風土 ・東急㈱（連結）ダイバーシティマネジメント宣言の浸透
・対象層に合致した啓発施策（セミナー、講演会、研修等）の検討・実施
・女性社員を含めた社員間ネットワーク構築に資する取組の検討・実施
・自律的なキャリア形成を促す取組の検討・実施
・連結会社への各施策拡充展開、会社間での好事例等共有マインド

単体目標値

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
①管理職に占める女性比率を、2023年度末までに10%以上とする（2020年3月1日時点：7.8%）

②男性育児休業取得率を、2023年度末までに100%とする
※計画期間：2020年4月1日～2024年3月31日

単体女性正社員比率 40.9％ 41.4% 2023年度までに43%を目標とする

単体女性管理職比率
7.7%

（40人）

8.3%
(44人)

2023年度までに10％以上を目標とする

単体女性取締役数 1人 2人 2023年度まで継続して2人就任を目標とする

単体新卒女性総合職採用数 33%（13人） 33%（13人） 2023年度まで継続して40%以上を目標とする
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当社単体から連結へ展開

（2019～2023年度）

随時
連結展開


