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人材戦略

昭和産業の人事制度において自律が重要と考えています。
「複線型人事制度」に基づき、従業員自らが自分のキャ
リアを考え、自分で進む道を選択するとともに、「専門
スキルの向上と多能化の両立」「従業員の自律を尊重した
適材適所の配置」「貢献度に応じた処遇の実現」を目指し
た人事制度により、個々の能力の向上を図っています。

また、多種多様な研修制度・教育プログラムを設ける
ことで、従業員の質的向上に努めています。

人材開発

「目標管理制度」により、期首に経営方針や部門目標に
沿った個人目標を設定し、従業員それぞれが目標の達成
に向けた取組みを進めています。上司は適宜、進捗確認

やアドバイスを行い、従業員のやる気を引き出しています。
また、「自己申告制度」では、自分のやってきた仕事、

自分の強み、弱みについて、従業員一人ひとりが自己申
告書として作成し、その内容について上司と面談を行い、
いろいろな角度から自分のキャリア（自分のありたい姿、
やりたい仕事）を振り返る機会としています。自身が他
部署への異動を考えている場合は、本制度を活用するこ
ともでき、必要に応じて人事部との面談を行います。

研修制度

●昭和塾・昭和テクノスクール
昭和産業では、専任の社内講師による「昭和塾」およ

び「昭和テクノスクール」を定期的に開催しています。
「昭和塾」は、全ての従

業員が経営方針を十分に
理解するとともに、社会
人として必要な知識を学
ぶことで、従業員一人ひ
とりの成長と会社の発展

を目指すことを目的としています。
「昭和テクノスクール」は、多様な穀物を扱う昭和産

業ならではの製粉、製油、糖質など幅広い事業の製造
工程や製品知識などを習得するための講習を行ってい
ます。

●階層別キャリア研修
階層別研修は、「各階層に必要な知識を習得すること」

「考え抜く習慣を身につけること」「新たな気付きを得る
こと」を目的に実施しています。それぞれの研修は、人
事制度や他のキャリア開発諸施策と連動しており、自分
自身および部下のキャリア開発を行う上での道しるべの
役割を果たしています。

また、全ての研修において「働き方」「女性活躍推進」
「介護」をテーマとした外部講師による講義を取り入れ
ることで、多様な働き方についての意識の醸成を図って
います。

人権尊重
CSR行動規範❸

従業員の多様なる個性を尊重し、チャレンジ精神溢れる企業風土を形成します。

人権に関する取り組み基本方針

人材戦略と研修制度

女性の活躍推進　　

昭和産業は女性活躍推進を経営戦略の一つとして位
置付け、働き方に制約がある人材でも能力を発揮し、
会社に貢献することができる組織づくりに取組んでい
ます。

2016年度より「行動計画」に基づく施策を展開して
おり、意識・働き方・制度、それぞれの改革に着手して
います。2017年度には「女性活躍推進プロジェクト」
を立ち上げ、制約がある女性社員でも高いステージへの
挑戦意欲を持ち続けるための具体的施策について議論し
ています。

再雇用制度

昭和産業では、定年退職者の豊かな業務経験を生かす
とともに、60歳以上の雇用の場を提供することを目的
とした再雇用制度を導入しています。2016年度中の新
たな再雇用者は16名、2017年3月末現在の再雇用者
は55名です。

障がい者雇用

障がい者の皆さんが働きがいを持って日々の仕事が
できるよう、一人ひとりに適した職場へ配属しており、
2017年３月末現在で25名が活躍しています。

多様性の推進

【新卒採用（学卒）女性採用比率】
2017年4月入社　総合職
技術系12名（男5名：女7名）
事務系15名（男8名：女7名）
女性採用比率52％ 

【2016年度主要施策】
①女性社員座談会の開催
目的：女性社員から直接ヒアリングし、本音を聞き出すことで、女性

社員の活躍を促進させるための課題を抽出する。
対象：営業・管理・ＲＤ＆Ｅ※部門から職位、属性を踏まえ抽出した２４名。
②意識調査アンケートの実施　
目的：女性社員の意識を定量的に把握し、対処すべき優先課題を明ら

かにすることで、具体的対策に結び付ける。
対象：全女性社員

昭和塾風景

研修風景

【女性の活躍推進 行動宣言】　
　昭和産業は、「CSR 行動規範」の「人権に関する取り組み基本方針」
に則り、「女性がいきいきと働き、それぞれの能力を最大限に発揮でき
る環境整備」を推進します。
その実現のため
１． 多様性推進について、経営者の方針の周知と職場風土の改善を行

います。
２．育児や介護などを経て、活躍し続ける職場環境を醸成します。
３．女性リーダー層の育成を推進します。

2016年2月発表

【女性の活躍推進に向けた行動計画】
１．計画期間 ： 2016年4月1日 〜 2019年3月31日（3年間）
２．内 容 ：目標１ 新卒採用（学卒）に占める女性の割合を50％以上に
 する。
 目標２ 全社で女性活躍を推進する職場風土を醸成する。
 目標３ 生産性の高い働き方を促し、組織運営体制を見直す
 意識改革を図る。

2016年3月発表

❶あらゆる差別（性別、国籍、人種、宗教、信条、障がい）や偏見を排除し、個人の能力と個性を尊重します。
❷各人の能力と成果に対する公正な評価に努めるとともに、質的向上のための研鑽・相互啓発に努めます。
❸安全で健康な、働きやすい職場環境の維持改善に努めます。
❹従業員一人ひとりの多様性を尊重し、挑戦意欲を引き出します。
❺人権尊重に関する国際的な合意事項や基準を理解し、児童労働や強制労働を排除します。

目的 次世代リーダーの育成 キャリアメイクのサポート 全社員のレベルアップ

階層別研修
指名研修 指定通信教育 年代別研修 自己啓発

研修 内容

管理職 マネジメント力

選抜期 革新力

習熟期
価値創造力

課題発見力

開発期 ビジネス
基本スキル

◉ 昭和産業　教育体系図　※海外研修、昭和塾は除く

研修
目的

ビジネススクール（経営）

後期リーダー研修

新任リーダー研修

3年目研修

2年目研修

新入社員研修②

新入社員研修①

組織マネジメント

問題解決と提案スキル

リーダーシップ、論理思考

PDCAの回し方、問題発見／解決

3年間の軌跡、プレゼン

自己分析、生産性向上

鹿島工場実習

基本スキル、マナー、会社の基礎知識

【新任リーダー】業務革新

初級管理者の役割

ビジネススクール（マネジメント） 【新任管理職】労務管理

人事評価研修

連動通信教育	
優秀修了者

ビジネススクール
（単科コース）

50歳
キャリア	＆	後任育成

40歳
キャリア	＆	スキルの棚卸し

30歳
キャリア	＆	中核人材

【1-3年目】
【新任Ｊ１】
①書く力
②考える力

③問題発見／解決
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※R：Research（研究）、D：Development（開発）、E：Engineering（技術）
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CSR行動規範❸ 人権尊重

ワーク・ライフ・バランスの推進　　

●「次世代育成支援対策推進法」の行動計画実施
昭 和 産 業 は、 第1期 ～ 第3期（2005年4月1日 ～

2015年2月28日）の行動計画を全て達成し、厚生労働
大臣から子育てサポート企業として連続して認定を受
け、「くるみんマーク」を取得して
います。現在、第4期目の行動計画
を実施しており、毎年、着実に成果
が現れています。

働きやすい環境の整備

●育児休業制度
仕事と私生活を両立させるための施策として、育児休

業制度などの仕組みとともに、復職後の環境整備や風土
づくりにも取組んでいます。その結果、男女ともに多く
の社員が育児休業を取得し、復職後も短時間勤務などを
利用しながら活躍をしています。

●計画年休制度
昭和産業では、2006年度より計画年休制度を導入し

ています。これは、社員が事前に計画し、5日以上の年
次有給休暇を取得するもので、休暇を取りやすくすると
ともに、職場においてメンバー相互に協力し合える体制
を整えることを目指しています。

短縮する、あるいは夕方通院するために午後の勤務時間
を短縮するなど、個々の都合に応じて短縮する時間を
30分単位で設定できます。

●カムバック制度
昭和産業では、2008年10月より、結婚・出産・育

児・介護・配偶者の転勤などを理由に退職した社員を再
雇用する「カムバック制度」を導入しています。

過去の在籍勤務年数が1年以上ある社員が対象とな
り、2017年3月末までに通算3名がこの制度を利用し
てカムバックしています。

●長時間労働防止の取組み
昭和産業は、労働組合と共同して長時間労働を防止す

る取組みを推進しています。2013年度からは毎週金曜
日をノー残業デーとし、館内放送での呼び掛けや終業
チャイム音の変更、ポスターの掲示などを行い、限られ
た時間のなかで成果を発揮できる組織づくりに取組んで
います。

毎年6月に年休取得促進月間、10月に働き方改革推
進月間を設定し、働き方を見直す機会としています。

グループ経営理念である「人々の健康で豊かな食生活
に貢献する」を追求するためには、何よりもまず社員の
健康が大切であると考え、2017年度がスタートするに際
し、新妻社長より「昭和産業健康宣言」が発表されました。

復職の支援

●復職支援短時間勤務制度
昭和産業は、病気休職から復帰する社員に対し、円滑

な復職を支援することを目的として半日の短時間勤務を
最長で3カ月間認めています。

朝の通勤ラッシュを回避するために午前の勤務時間を

職場の安全と健康

●メンタルヘルス
昭和産業は、メンタルヘルスに関する情報を積極的に

社内イントラネットや社内報で紹介するとともに、社員
がどのようなことでも相談できるように、社外に相談窓
口も設置しています。2016年度からはストレスチェッ
ク制度を導入し、従業員一人ひとりのストレスへの気付
きを促すとともに、組織分析を実施して働きやすい職場
環境づくりを進めています。

●労働安全衛生
業務災害の防止に向けて、ヒヤリハット分析や危険予

知訓練、安全巡視、5S活動など、日常的に様々な取組
みを行っています。

また、安全衛生水準のさらなる向上を目指して、
2014年度より各工場では「OSHMS（労働安全衛生
マネジメントシステム）」の活用を検討しています。

「OSHMS」とは、事業者が労働者の協力のもとに
PDCAサイクルの一連の過程を定めて、継続的な安全
衛生管理を自主的に進めることにより、労働災害の防止

と労働者の健康増進、さらに進んで快適な職場環境を形
成し、事業場の安全衛生水準の向上を図ることを目的と
した安全衛生管理の仕組みです。

【第4期行動計画】
１．計画期間 ：2015年4月1日から2019年3月31日までの4年間
２．内 容 ：目標1 男性従業員が育児休業を取得しやすい環境を整備

し、取得促進を図る
目標２ 長時間労働の削減と年次有給休暇の取得促進を中

心としたワーク・ライフ・バランス推進施策を実施する

◉ 女性の育児休業取得者数

年次有給休暇取得啓発ポスター ノー残業デー啓発ポスター

化学物質は、労働安全衛生法（安衛法）、毒物及び劇物取締法（毒劇法）、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理
の改善の促進に関する法律（化管法）など、複数の法律で幾重にも管理することが定められています。労働安全衛生法が改正
され、一定の危険有害性がある化学物質640種について、リスクアセスメントの実施が2016年6月1日より義務化されま
した。昭和産業では、人事部、生産技術部が事務局となり方針を策定しました。この方針に基づき新設されたRD&Eセンター
をはじめ、各工場に対して展開、リスクアセスメントを行い、当社が利用する化学物質のなかから該当するものをリストアッ
プし、対応しました。

法規制に基づく職場における労働安全TOPIC

従業員データ

【昭和産業健康宣言】
１.「社員の健康ファースト」の企業風土醸成

社員の健康の増進活動を推進することで、「社員の健康が第一」の
企業風土を醸成します。

２．働き方改革の推進
ワーク・ワイフ・バランスを実現することで、社員一人ひとりが健康
でイキイキと働ける会社を目指します。

◉ 男性の育児休業取得者数と年次有給休暇取得率の推移
2014年度 2015年度 2016年度

男性の育児休業取得者数（名） 3 11 22

年次有給休暇取得率（％） 49.0 50.7 54.8

2014年度 2015年度 2016年度

女性の育児休業取得者数（名） 25 16 11

◉ 労災発生件数の推移
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◉ 従業員の平均年齢の推移
2014年度 2015年度 2016年度

平均年齢（歳） 38.8 39.1 39.2

◉ 従業員の平均勤続年数の推移
2014年度 2015年度 2016年度

平均勤続年数（年） 15.9 16.1 16.1

◉ 従業員数の推移
2014年度 2015年度 2016年度

連結（名） 2,057（828） 2,042（878） 2,103（1,059）

単体（名） 1,128（109） 1,141（100） 1,165			（103）

※（　）内は臨時従業員の年間平均雇用人数
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