レンドリース・ジャパン株式会社は女性が活躍できる職場を実現
－「えるぼし」認定の最高位を取得しました－
（2018 年 7 月 30 日東京）--レンドリース・ジャパン株式会社は、女性の活躍推進に関する状
況等が優良な企業として、厚生労働大臣より「えるぼし」の最高位認定を取得しました。
「えるぼし」は、2016 年 4 月 1 日に施行された女性活躍推進法に基づき、行動計画を策定
し、その実施状況が優良な企業に対して厚生労働大臣より与えられる認定です。厚生労働省
が定める 5 つの基準（「採用」、「継続就業」、「労働時間等の働き方」、「管理職比率」、「多様
なキャリアコース」）で評価され、その評価数により 3 段階の認定があります。当社は全ての
評価基準を満たす企業として、このたび最高位となる認定 3 段階目を取得しました。
レンドリース・グループでは、人材の多様化や社員のウェルビーイングに尽力しています。レン
ドリース・ジャパンでも、新卒社員の男女採用比率の目標値の設定やフレックス勤務制度の
導入などの施策を実施してきました。
「すべての社員に公平な機会を与えるという当社のコミットメントとその取り組みが厚生労働大臣
に認められたことを光栄に思います。そしてこのコミットメントの重要性を再確認する良い機会とな
りました。 不動産・建設業界は男性優位であり、女性の参画が容易ではないことは知られている
ところですが、その中でこの認定を取得する意義は大きいと考えます。より多くの女性を業界に呼
び寄せ、シニアロールのポジションまでキャリアサポートすることで、この課題に挑戦できるものと
考えます。」（代表取締役アンドリュー・ガウチ）
8 年前に事務職として入社した宮本順子は、社内でエンジニア職に職種を転換した経験を持
ち、現在は建設部の担当プロジェクト・マネジャーとして活躍しています。
「私を信頼し、新しいことにチャレンジする機会と学ぶ機会を与えてくれた会社に感謝していま
す。そして女性が男性と同じスキルを身につければ、この業界でも男性と肩を並べていけるこ
とを証明することができたと感じています。」（担当プロジェクト・マネジャー宮本順子）
レンドリースは、すべてのスタッフの個性と意思を尊重する職場づくりを目指しています。そし
て充実感と満足感を育んでいきます。
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About Lendlease:
レンドリースは、オーストラリア、アジア、ヨーロッパ、アメリカにおいて不動産とインフラストラク
チャービジネスを展開するグローバル企業です。当社のビジョンは
” TO CREATE THE BEST PLACES”, 世界中の人々の生活を刺激し豊かにする場所を創
ることです。
オーストラリア・シドニーに本社を置き、オーストラリア証券取引所に上場、世界で約 12,350
人の社員を擁する企業です。
当社の強みは、不動産開発、建設そして投資の事業セグメントに表れています。この 3 つの
セグメントのコンビネーションが持続可能な競争力を生み、お客様へ革新的なソリューション
の提供を可能にしています。
www.lendlease.com

Lendlease receives the highest “Eruboshi” certification
for promoting women's participation and advancement
at the workplace
Tokyo, 30 July 2018 – Lendlease was accorded the highest certification “Eruboshi Level
3” by Japan’s Minister of Health, Labour and Welfare. The certification is in recognition
of Lendlease’s efforts in promoting women’s role and providing them with career
advancement opportunities within the organisation.
The "Eruboshi" certification rewards outstanding companies which support and adopt fair
employment practices under The Act to Promote the Active Participation of Women
in the Workplace, which came into force on April 1, 2016. There are three levels of
certification which include criteria such as recruitment, continued employment, working
hours, proportion of women in managerial role and different career options. Lendlease in
Japan was conferred the highest level, “Level 3”.
At Lendlease, we believe in creating places that support our employees’ needs, priorities
and lifestyles. Some of the key initiatives which Lendlease had implemented include
providing flexibility empowering employees to better manage work-life and family life
demands as well as career advancement opportunities.
Lendlease Japan’s Managing Director, Andrew Gauci said, “We are honoured by the
Minister of Health, Labour and Welfare’s recognition of Lendlease’s commitment to
providing equal opportunities to all its employees. This certification reaffirms our resolve
to building a conducive environment for all individuals to thrive and excel.”
It is widely acknowledged that the construction industry is a male dominant industry,
which makes Lendlease’s achievement in obtaining this certification an important
success for the industry.
“Being able to attract more women into the industry and supporting their development
into senior roles, will give us a bigger talent pool and greater diversity to tap on to alleviate
the current shortage of skilled workers that enables modern day businesses to rise to
today’s challenges,” adds Andrew.
One of the ladies who had excelled in her role is Ms Junko Miyamoto. She joined
Lendlease eight years ago as an Administrator and today is an Engineer and Deputy
Project Manager with the Project Management & Construction unit.
“I am grateful to Lendlease and its management team for believing in me and giving me
the opportunity to upskill myself, learn on the job and prove that women are just as
capable as their male counterparts in this industry,” says Ms Junko Miyamoto.
Lendlease strives to create work environments that both respect the individuality and
determination of women and all other employees; and foster a sense of fulfillment and
job satisfaction.
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About Lendlease:
Lendlease is a leading international property and infrastructure group with operations in
Australia, Asia, Europe and the Americas. Our vision is to create the best places;
places that inspire and enrich the lives of people around the world.
Headquartered in Sydney, Australia, and listed on the Australian Securities Exchange,
Lendlease has approximately 12,740 employees internationally.
Our core capabilities are reflected in our operating segments of Development,
Construction and Investments. The combination of these three segments provides us
with a sustainable competitive advantage and allows us to provide innovative integrated
solutions for our customers. www.lendlease.com

