
NOMURA健康経営のゴール

野村グループが持続的な成長を実現するための源泉は人材です。

野村グループでは、約90の国籍の社員が働いており、多様な人材は、最大の「財産」です。

社員一人ひとりが自らの能力や個性を最大限に発揮し、活躍できるよう、

健全な職場環境を構築し、平等な雇用機会を提供するとともに、

国籍・人種・性別・性自認・性指向・信条・社会的身分・障がいの有無等を理由とする

一切の差別を行わないことを「野村グループ行動規範」に定めています。

　当グループの経営ビジョンを実現させるためには生
産性を向上させながら社員に満足感をもって働いても
らうことが必要不可欠です。そのために、社員が生き

経営ビジョン実現に向けて
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生きと働ける環境づくりや人材育成によるサポート、
ダイバーシティ&インクルージョンなどさまざまな取り
組みを行っております。

　デジタライゼーションを企業変革の核の一
つとして位置づけており、近年はデジタル人
材の育成および採用にも力を入れています。
　育成においてはグローバル・グループ全社
員を対象とした、デジタル知識・スキルの底上
げや専門的なスキルの開発を目的とするEラーニン
グプログラムである「デジタルIQ」を導入しました。
また、社員のデジタル知識・スキルのレベルと役割に

　生き生きと働ける環境をつくるためには、社
員の健康が欠かせません。当グループでは

2016年7月に「NOMURA健康経営宣言」
を採択し、健康経営推進最高責任者（以下、

CHO）のもと、健康保持・増進に向けた取り組み
を推進しています。2021年度からは、当グループの経

合わせて、さまざまなプログラムを継続的に
提供しています。
　採用においては理工系の博士課程に在
籍する学生を対象とした採用プログラム「野

村パスポート」を実施しています。このプログラ
ムを通じて、AI開発、データサイエンス、デジタライ
ゼーション等の分野で高い専門性をもつDX人材の
獲得を図っています。

営ビジョンである「社会課題の解決を通じた持
続的成長の実現」を目指すため、当グループ
全体のゴールとして「野村で働くすべての人
が、単に健康になるのではなく、肉体的にも、

精神的にも、社会的にも満たされた状態（Well-
being）になること」を社員全員と共有しています。

野村で働くすべての人が、
単に健康になるのではなく、肉体的に精神的にも、
社会的にも満たされた状態（Well-being）になること
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NOMURA健康経営宣言

野村グループの最大の財産は、
人材です。社員一人ひとりが自ら
のもつ能力や個性を十分に発揮
し、活躍するためには、心身共に
健康であることが重要です。
この理念のもと、野村グループ
は社員の健康保持・増進を経営
的な視点でとらえ、主体的に取り
組んでいきます。

ダイバーシティ&インクルージョン推進体制
　2021年、新たな推進体制のもとで、サステ
ナビリティ委員会※1の下部組織の執行役員等
をメンバーとするD&I推進ワーキンググループ
においてグループ全体の具体的な推進策の審議
を行っています。また、野村グループでは社員による自
主的なネットワーク※2がグローバルの各拠点で多様性
についての啓発活動を実施し、トップダウン、ボトム
アップの両面から取り組んでおり、社内Webなどを通
じてD&Iに関する取り組みやトップメッセージを発信し
ています。

女性活躍推進
　野村グループでは女性が活躍できる環境
整備への取り組みを行っています。野村證券
では、女性活躍推進行動計画の実現に向けて、

4つの方針（1.女性社員一人ひとりのやりがい・働
きがいの向上、2.女性社員自らのリーダーシップの発
揮、3.管理職のダイバーシティ・マネジメントの強化、

4.柔軟な働き方を可能とする環境整備の促進）のもと、
さまざまな施策を行っています（図①）。現女性執行役
員5名のうち3名が、上級管理職向けプログラムの参加
者です。（図②）

さまざまなダイバーシティ
　育児・介護による時間制約がある社員が働きやすい
職場環境の構築のため、両立支援の情報発信、男性
の育児休暇取得促進などを進めています。企業の

LGBT※3の取り組みの指標「PRIDE指標」において、

図① ダイバーシティ・女性活躍（研修・施策）
対象 女性向け 全社員

上級
管理職

コーチング・プログラム 新任部店長研修
メンター向け研修

管理職 リーダーシップ研修 新任課長研修
ダイバーシティ・マネジメント研修

一般社員
メンタリング、リーダーシップ研修、
外部研修、異業種交流会、

トレーニー制度
新卒・キャリア採用研修

図② 野村證券 女性執行役員・管理職比率
対象 2016年 2021年

取締役※4 9% 25%

執行役員 1人 5人

管理職 8% 12%

※1 体制は、P.28のサステナビリティ推進体制図を参照　※2 日本には、女性のキャリア推進を考える「ウーマン・イン・ノムラ（WIN）」、ワークライフ・マネジメントを考える「ライフ&ファミ
リー（L&F）」、多文化、LGBTA、障がい者など多様な価値観の理解を促進する「マルチカルチャー・バリュー（MCV）」の3つがあります　※3 レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランス
ジェンダーの頭文字を組み合わせた、性的マイノリティを表す言葉　※4 野村ホールディングスのデータ
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2016年より5年連続最高位の「ゴールド」を受賞して
います。また、LGBTの支援者（アライ）を増やす活動
や障がい者、治療と仕事を両立する社員を支援する
取り組みなどを進めています。

人材戦略
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　野村グループは、経営陣と社員の直接対話をグ
ローバルに実施しています。各地域で定期的にタウン
ホールミーティングや懇談会を開催し、シニア・マネジ
メントから当社のビジョンや戦略および企業理念を共
有するとともに、社員がシニア・マネジメントと積極的
に対話し、互いに理解を深める機会を提供しています。
グループの全社員を対象に、定期的に実施している

　当グループでは、不確実な環境下においても差別
化の武器、付加価値の源泉となり得る人材を育成す
るため、グループワイドのナレッジマネジメント強化を
実践しております。多様な人材が、グローバルの舞台
で、新たな挑戦に取り組むことで成長を実感できる環
境づくりに取り組んでまいりました。
　昨年度はITを活用した研修のデジタル化を推進し、
年度初期にオンライン研修のプラットフォームを構築し
運営を開始いたしました。ワークショップ型研修やチャッ
ト形式による講師とのインタラクティブなプログラム運
営等、オンライン研修ならではの新しい取り組みを行い、
研修品質のさらなる向上が実現しました。今年度は、
オンライン研修をさらに進化/深化させてまいります。
　国内全グループ会社の新卒社員1年目から3年目ま
でを基礎年次と位置づけ、将来のいかなる課題にも主
体的に対応できるビジネスの基本動作、高度なスキル、
協業の精神およびコンダクトの習得により自立（律）型
人材を育成しております。変わりゆく時代の変化に対
応できる人材を育成するため、考える力の強化、また
次世代で必要とされるスキルの習得等、人材育成のさ
らなる強化に努めてまいります。
　また、本年度は、研修対象者を昨年まで実施してい
なかった階層まで広め、職位や役職ごとの階層別研修

　当グループでは、パフォーマンスの適正な評価と社
員の人材開発のため、統合的な人事評価システムを採
用しています。また昨年度からは職業倫理、リスク管理、
コンプライアンスおよびコンダクトの観点を一層考慮
する評価システムとなりました。さらに、部門によって
は、一部の管理職に対し360度評価を実施しています。

　創業以来、野村グループは「人」が最大の財産であ
るとして、採用活動を非常に重視してきました。優秀
な人材を継続的に確保するため、国籍や人種、性別な
ど、属性を問わない人物本位の採用方針のもと、多様
化する金融ビジネスに対応できる人材を幅広く募集し
ています。
　当社の業務内容や働き方を応募者の方により良く
理解していただくためにオンラインを活用した情報発
信を行うとともに、応募者の潜在能力も重視した採用
活動を行い、適材適所に配置することで、一人ひとり
が能力を最大限に発揮できる人材マネジメントを目指
しています。
　採用選考では録画面接を導入し、AIによる録画
データの解析を行いました。選考過程がオンライン化
する中で採用の高度化、効率化に力を入れています。
　新卒採用ではインターンシップに力を入れており、
営業部門やホールセール部門の幅広い業務に触れら
れる多様なコースを揃え、グループワークを中心とし
たさまざまなプログラムを通して、金融ビジネスを広く
深く学ぶ機会を提供しており金融知識のみならず、証

社員の満足 人材育成

適正な評価と報酬

優秀な人材の確保

「野村グループ従業員サーベイ」では、組織内のコ
ミュニケーションや社員の満足度をモニタリングし、
その維持・向上を目指しています。2020年度のサー
ベイでは「私は、当社で働くことを誇りに思う」という
設問に約9割の社員が肯定的な回答をしました。引き
続き「野村グループ行動規範」に対する意識等も測定
し、さらなる対話の充実を図ってまいります。

や、選抜型研修、さらに外部の研修にも積極的に派遣
し、リーダー育成にも一層力を入れてまいります。
全てのキャリア入社社員に向けては、当グループのカ
ルチャーに慣れ、ネットワークづくりを支援する研修を
実施し、前職での経験を活かし能力を発揮するサポー
トを行っております。
　さらに、資格取得・自己研鑽においても、多数のE
ラーニング・通信教育等で構成されるコンテンツを用
意し、費用補助制度を通じて、社員の自発的な能力開
発を支援し、誰もが活躍できる環境を整えて、持続的
な成長の実現をサポートしております。

　また、原則年に1回の人事部との面談を通じて、自身
のキャリアに対する考え方を直接伝える機会を設けて
います。
　当グループでは優秀な人材を確保・維持し、動機づけ、
育成するため、グループの役員および社員に関する
「報酬の基本方針」を定めています。

券業務の意義や役割についても知っていただくこと
で、学生の成長や職業観の形成に貢献しています。
　近年では、即戦力となる人材のキャリア採用（中途
採用） も強化しており、それぞれの部門ごとに通年で
積極的な採用を行っています。日本においては毎年
約1,000名、海外法人でも約1,500名の社員が入社
しています。また、育児等の事情で一度退職した社員
の再雇用にも力を入れ、多様化する働き方のニーズ
に応えています。

「野村グループ従業員サーベイ」

「私は、当社で働くことを誇りに思う」
と回答した社員の割合

2020年度

88%

2016年度

80%

総合職（エリア型）

20%

キャリア

38%

総合職

41%新規雇用者
構成

延べ受講人数

25万8,694人
（2021年3月期）

延べ受講時間

41万8,589時間
（2021年3月期）

※前回実施は2016年度。
2020年度以降は毎年実施予定。

日本：野村ホールディングス、野村證券、2021年3月期

社内研修
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