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オリコチャレンジカップ

V o i c e 　大会参加のため、お客さまに会話の内容を分
かりやすく聞いていただくための音声表現を
身に付けました。 また、当社のクレジットカー
ドを利用していただいているという感謝を丁
寧に伝えることの大切さを学びました。 今後
も今回の経験を生かし、一人ひとりのお客さま
を大切に思い、「電話してよかった」と思ってい
ただける応対を心がけ、業務に取り組みます。

「オリコチャレンジカップ2015」 
カード推進グループ部門 グランドマスター受賞

19 20

事業を支えるCSR 社員とのかかわり

基本的な人事データ

●オリコグループは「人こそ財産」との認識のもと、人材の育成に積極的に取り組んでいきます。
●会社はその成果はもとよりプロセスに対しても公正・公平な評価と処遇を行います。
●社員は高い志のもと、自らのキャリアを描き、その実現に向けて主体的に行動することを基本とし、
　会社はそうした意志のある社員に能力開発とキャリア形成の機会を提供します。
●社員の多様な価値観と健康や安全を重視し、社員が安心して生き生きと働くことができる環境を実
　現します。

2015年度の
総括と主な成果

●次世代法および女性活躍推進法を踏まえた行動計画の策定
●労働安全衛生法の改正を踏まえたストレスチェック実施体制の整備
●女性社員の積極的な登用

基
本
的
な
考
え
方

●多角的に社員の成長を支援する制度・プログラム
人材育成・キャリアアップ

●両立支援制度
　次世代法に基づいて育児と仕事の両立支援を推進して
おり、目標やスケジュールを厚生労働省サイト「両立支援の
ひろば」にて公表しています。 女性活躍推進の取り組みに
加え、定時退社実施の推進や有給休暇取得の促進などによ
る総労働時間の削減に取り組んでいます。 また、男性の育児
休暇取得の促進にも力を入れています。

●メンタルヘルス　
　当社は改正労働安全衛生法（ストレスチェック義務化）の
施行以前から、一定の労働時間を超えた社員に対してセルフ
チェックを都度実施するよう社内ルール化しており、ストレ
ス度合いの高い社員には産業医の面談を行っています。 ま
た、外部機関に委託して、カウンセリング窓口「こころとから
だのサポートダイヤル」を設置しています。

ワーク・ライフ・バランス

安全・健康推進活動

多様性の推進
●女性活躍推進の取り組み
　2010年女性社員10名によるワーキングの開催とともに
女性活躍推進への取り組みを本格化しています。 女性社員
が能力を存分に発揮して、長く就労・貢献し続けられる職場
環境・風土構築に取り組んでいます。 

　女性社員はライフイベントを迎えるごとにさまざまな悩み
や課題に直面しますが、その悩みや課題に対応できる制度改
革や環境整備への取り組みを進めています。 特に、さまざま
な立場で働く社員の生の声を“聴く”ことを大切にし、一方的
に進めるのではなく「巻き込む・数値化する・見せる」を課題
ごとに展開し社員にわかりやすく進めています。 また、女性
社員を対象としたキャリアアップにつながる能力開発を目
的とした階層別研修や、女性活躍推進に対する意識向上を目
的とした管理職向け研修等を実施しています。 

●障がい者雇用
　当社では、障がい者雇用を積極的に推進しており、障がい
者雇用率は、2.08％（2016年3月1日現在）となっています。 
障がいの状況や業務適性等に配慮し、パソコンによる文書作
成、データ入力、書類等の整理、電話応対など主にバックオ
フィス業務に従事しています。

●再雇用制度
　定年退職する社員のうち、希望者については、本人の業務
適性・能力・経験を踏まえた適材適所での継続雇用を行うこ
とで、再雇用以後も生き生きと活躍してもらえる環境づくり
を目指しています。 また、期待する役割の明確化、職務範囲や
権限の見直しを行い、職務の開発を行っています。

●同じ役割を持つ社員や
　ロールモデルとの
　ネットワーク構築の機会
●学ぶ風土の醸成

●育児や介護の両立支援関連のサポート
●計画年休制度（ゆとり休暇）
●定時退社日の促進

キャリア
形成

●女性管理職層の拡大
●さまざまなタイプの
　ロールモデルづくり

意識改革

ワーク
ライフ
バランス

女性管理職比率 7.8%（2012年） → 15.3%（2015年）

※1：2016年3月末時点 ※2：2014年度実績 ※3：女性活躍推進法の算出定義に準拠
※4：2015年度実績 ※5：2016年3月1日時点

詳しくはWebサイト「CSR情報」もご覧ください
http://www.orico.co.jp/company/csr/labor/development/

営業店に従事する社員の総合的な職務遂行能力を競うコンテスト。 模範
的な応対ができている社員を「グランドマスター」として表彰しています。

専門性の追求やさらなる知識・能力向上

業務の基礎知識習得

社外通信教育制度、
奨励資格取得
支援制度

社内通信教育制度

制度・プログラム 目的

社員の自己実現を支援キャリア形成
支援プログラム

「技能」「知識」等の総合的な職務遂行
能力を社員同士で競い合い、高める

オリコ
チャレンジカップ

基本データ

従業員数※1

連結

単体

4,416名

平均年齢※1 41.7歳

3,701名

平均勤続年数※1 16.3年

女性の育児休業取得率※2※3 100％

育児休業復職率※4 91.2％

育児短時間勤務利用者数※1 213名

女性管理職比率※1※3 15.3%

障がい者雇用率※5 2.08%

多様性の推進

男：2,101名
女：1,600名

人事ビジョン

オリコカードセンター
岡本麻紀表彰式大会の様子

INNOVATION
既成概念に捉わ
れず、問題意識と
改革意欲を持っ
て行動する人材

RESPONSIBILITY
プロセスと成果に
拘りと責任を持っ
て行動し、高い倫
理観のもと、信念
と熱意を持ってや
り遂げる人材

INDEPENDENCE
自ら能力向上や
キャリア形成に
高い意欲と自主
性を持って取り
組む人材

CHALLENGE
常に顧客志向で
創造力を持って
チャレンジする
人材

PROFESSIONAL
各々の役割にお
いて専門知識や
スキルを深め、自
らの専門性を追
求していく人材

社員一人ひとりが自ら人材価値を高めていくことを尊重し、
仕事を通じて自己実現できる魅力と活力あふれる働きがいのある環境を実現していきます。

求める人材像



Orico CSR Communication Report 2016 Orico CSR Communication Report 2016

オリコチャレンジカップ

V o i c e 　大会参加のため、お客さまに会話の内容を分
かりやすく聞いていただくための音声表現を
身に付けました。 また、当社のクレジットカー
ドを利用していただいているという感謝を丁
寧に伝えることの大切さを学びました。 今後
も今回の経験を生かし、一人ひとりのお客さま
を大切に思い、「電話してよかった」と思ってい
ただける応対を心がけ、業務に取り組みます。

「オリコチャレンジカップ2015」 
カード推進グループ部門 グランドマスター受賞

19 20

事業を支えるCSR 社員とのかかわり

基本的な人事データ

●オリコグループは「人こそ財産」との認識のもと、人材の育成に積極的に取り組んでいきます。
●会社はその成果はもとよりプロセスに対しても公正・公平な評価と処遇を行います。
●社員は高い志のもと、自らのキャリアを描き、その実現に向けて主体的に行動することを基本とし、
　会社はそうした意志のある社員に能力開発とキャリア形成の機会を提供します。
●社員の多様な価値観と健康や安全を重視し、社員が安心して生き生きと働くことができる環境を実
　現します。

2015年度の
総括と主な成果

●次世代法および女性活躍推進法を踏まえた行動計画の策定
●労働安全衛生法の改正を踏まえたストレスチェック実施体制の整備
●女性社員の積極的な登用

基
本
的
な
考
え
方

●多角的に社員の成長を支援する制度・プログラム
人材育成・キャリアアップ

●両立支援制度
　次世代法に基づいて育児と仕事の両立支援を推進して
おり、目標やスケジュールを厚生労働省サイト「両立支援の
ひろば」にて公表しています。 女性活躍推進の取り組みに
加え、定時退社実施の推進や有給休暇取得の促進などによ
る総労働時間の削減に取り組んでいます。 また、男性の育児
休暇取得の促進にも力を入れています。

●メンタルヘルス　
　当社は改正労働安全衛生法（ストレスチェック義務化）の
施行以前から、一定の労働時間を超えた社員に対してセルフ
チェックを都度実施するよう社内ルール化しており、ストレ
ス度合いの高い社員には産業医の面談を行っています。 ま
た、外部機関に委託して、カウンセリング窓口「こころとから
だのサポートダイヤル」を設置しています。

ワーク・ライフ・バランス

安全・健康推進活動

多様性の推進
●女性活躍推進の取り組み
　2010年女性社員10名によるワーキングの開催とともに
女性活躍推進への取り組みを本格化しています。 女性社員
が能力を存分に発揮して、長く就労・貢献し続けられる職場
環境・風土構築に取り組んでいます。 

　女性社員はライフイベントを迎えるごとにさまざまな悩み
や課題に直面しますが、その悩みや課題に対応できる制度改
革や環境整備への取り組みを進めています。 特に、さまざま
な立場で働く社員の生の声を“聴く”ことを大切にし、一方的
に進めるのではなく「巻き込む・数値化する・見せる」を課題
ごとに展開し社員にわかりやすく進めています。 また、女性
社員を対象としたキャリアアップにつながる能力開発を目
的とした階層別研修や、女性活躍推進に対する意識向上を目
的とした管理職向け研修等を実施しています。 

●障がい者雇用
　当社では、障がい者雇用を積極的に推進しており、障がい
者雇用率は、2.08％（2016年3月1日現在）となっています。 
障がいの状況や業務適性等に配慮し、パソコンによる文書作
成、データ入力、書類等の整理、電話応対など主にバックオ
フィス業務に従事しています。

●再雇用制度
　定年退職する社員のうち、希望者については、本人の業務
適性・能力・経験を踏まえた適材適所での継続雇用を行うこ
とで、再雇用以後も生き生きと活躍してもらえる環境づくり
を目指しています。 また、期待する役割の明確化、職務範囲や
権限の見直しを行い、職務の開発を行っています。

環境・風土構築に取り組んでいます。 

●同じ役割を持つ社員や
　ロールモデルとの
　ネットワーク構築の機会
●学ぶ風土の醸成

●育児や介護の両立支援関連のサポート
●計画年休制度（ゆとり休暇）
●定時退社日の促進

キャリア
形成

●女性管理職層の拡大
●さまざまなタイプの
　ロールモデルづくり

意識改革

ワーク
ライフ
バランス

女性管理職比率 7.8%（2012年） → 15.3%（2015年）

※1：2016年3月末時点 ※2：2014年度実績 ※3：女性活躍推進法の算出定義に準拠
※4：2015年度実績 ※5：2016年3月1日時点

詳しくはWebサイト「CSR情報」もご覧ください
http://www.orico.co.jp/company/csr/labor/development/

営業店に従事する社員の総合的な職務遂行能力を競うコンテスト。 模範
的な応対ができている社員を「グランドマスター」として表彰しています。

専門性の追求やさらなる知識・能力向上

業務の基礎知識習得

社外通信教育制度、
奨励資格取得
支援制度

社内通信教育制度

制度・プログラム 目的

社員の自己実現を支援キャリア形成
支援プログラム

「技能」「知識」等の総合的な職務遂行
能力を社員同士で競い合い、高める

オリコ
チャレンジカップ

基本データ

従業員数※1

連結

単体

4,416名

平均年齢※1 41.7歳

3,701名

平均勤続年数※1 16.3年

女性の育児休業取得率※2※3 100％

育児休業復職率※4 91.2％

育児短時間勤務利用者数※1 213名

女性管理職比率※1※3 15.3%

障がい者雇用率※5 2.08%

多様性の推進

男：2,101名
女：1,600名

人事ビジョン

オリコカードセンター
岡本麻紀表彰式大会の様子

INNOVATION
既成概念に捉わ
れず、問題意識と
改革意欲を持っ
て行動する人材

RESPONSIBILITY
プロセスと成果に
拘りと責任を持っ
て行動し、高い倫
理観のもと、信念
と熱意を持ってや
り遂げる人材

INDEPENDENCE
自ら能力向上や
キャリア形成に
高い意欲と自主
性を持って取り
組む人材

CHALLENGE
常に顧客志向で
創造力を持って
チャレンジする
人材

PROFESSIONAL
各々の役割にお
いて専門知識や
スキルを深め、自
らの専門性を追
求していく人材

社員一人ひとりが自ら人材価値を高めていくことを尊重し、
仕事を通じて自己実現できる魅力と活力あふれる働きがいのある環境を実現していきます。

求める人材像


