
サステナビリティマネジメント

CSR推進体制

グループの強みを活かし持続可能な社会実現へ貢献

　当社グループの考えるサステナビリティとは、ESG（環境、
社会、ガバナンス）を理念の中心に置きながら、社会に有用
な当社ならではの製品・サービスを提供することで、経済的
価値と社会的価値を創出し、ステークホルダーを満足させ
られる持続可能な企業としてあり続けること、そして持続可
能な国際社会に貢献することです。
　このサステナビリティを実現するために「昭和電工グルー
プCSR方針」を定め、これに基づき活動を推進しています。

ESG（環境、社会、ガバナンス）を理念の中心に置いた経営を推進し、 
当社グループの強みを活かしながら持続可能な社会への貢献を目指します。

昭和電工グループCSR方針
事業活動を通じたSDGs課題解決への貢献と

「私たちの行動規範｣に基づく全社員の行動により
すべてのステークホルダーにご満足いただける

社会貢献企業を目指します

【重要テーマ】
『安全とコンプライアンスを基盤としたリスクマネジメントの 
深化とCSRコミュニケーションをもとにした機会の創出による
経済的価値･社会的価値の創造』

CSR推進体制図

レスポンシブル・ケア活動

レスポンシブル・ケアに関する行動指針
（昭和電工グループ行動指針）

1.  製品の全ライフサイクルにおいて、安全および健康を確保し環境
を保護する観点から、事業活動を継続的に見直すとともに改善
に努める。

2.  生産活動において、従来型の環境保全はもとより、原料転換、省
エネルギー、廃棄物の減量・再資源化、化学物質の排出量削減
等を推進し、地球環境との調和による持続的発展に努める。

3.  新製品開発、新規事業、設備の新設・増設・改造において、安
全と健康の確保および環境の保護に配慮する。

4.  安全と健康の確保および環境の保護に寄与する研究開発、技
術開発を推進し、代替製品・新製品の事業化の推進を図る。

5.  製品や取り扱い物質の安全・健康・環境面の影響に関するリ
スク評価およびリスク管理の充実を図るとともに、安全な使用と
取り扱いに関する情報を、ステークホルダーに提供する。

6.  海外事業、技術移転、製品の国際取引において、安全と健康
の確保および環境の保護に配慮する。

7.  国際規則および国内関係法令等を遵守するとともに、国際関
係機関、国内外の行政機関等への協力に努める。

8.  安全と健康の確保および環境の保護に関する諸活動に積極
的に参加するとともに、社会との対話を深め、理解と信頼の向上
に努める。

「安全」と「コンプライアンス」は事業継続のための基盤

　当社グループの考えるCSRは、“全従業員がグループ経
営理念のもと「私たちの行動規範」に基づき誠実に行動し、
事業活動を通じて社会に貢献すること”です。経営理念に
掲げる国際社会の健全な発展への貢献は当社グループの
基本姿勢であり、事業活動を通じてSDGsに取り組むことが、
当社グループのミッションである「すべてのステークホルダー
を満足させる」につながるものと考えています。
　重点テーマには、「安全とコンプライアンスを基盤としたリ
スクマネジメントの深化とCSRコミュニケーションをもとにし
た機会の創出による経済的価値・社会的価値の創造」を
掲げました。安全は“製造業であり続けるための資格”であ
り、コンプライアンスは“競争に参加するための資格”です。
当社グループは、これらの資格を持った上で、「リスクマネジ
メント」「ステークホルダーとのコミュニケーション」を通じて
社会にとってマイナスとなり得る可能性を減らし、プラスとな
る価値を向上させていきます。同時に「コーポレート・ガバ
ナンス」つまり経営の健全性を高め、個性派企業実現に向
けた事業活動を行うことで経済的価値・社会的価値を創
造し、持続可能な社会貢献企業を目指します。

　CSR活動に関する方針･計画は、社長をはじめとした執
行役員、監査役により構成する経営会議で審議され、取締
役会で決定されます。CSRに関する事項についての経営会
議の諮問機関として、サステナビリティ推進会議、レスポンシ
ブル・ケア推進会議、IR推進会議を設置し、リスクマネジメン
ト、コンプライアンス、SDGs課題への貢献状況、気候変動
対応を含めた環境課題への取り組み等、CSRに関する個
別課題を議論しCSR計画･活動に反映させています。また、
事業部・事業場等各拠点で行うレスポンシブル・ケア、リス
クマネジメント、人権･コンプライアンスなどの取り組みは、レ
スポンシブルケア部、CSR・総務部、人事部等の本社スタッ
フ部が支援する体制を取っています。
　また、組織横断的に取り組むSDGs課題への貢献、TCFD

に対応した気候変動情報開示等の諸課題については、クロ
スファンクション活動により推進しています。

　当社は、「安全・健康・環境」に関する経営方針である
「レスポンシブル・ケアに関する行動指針」を1995年3月に
策定し、この行動指針に基づき活動を推進しています。
　また、2005年に「レスポンシブル・ケア世界憲章」に署名
し、その支持と実行を表明しました。その後レスポンシブル・
ケア世界憲章は2014年に改訂版が策定されたため、同年
に改訂レスポンシブル・ケア世界憲章に署名し、国際的に
協調してレスポンシブル・ケア活動を進めていくことを表明
しました。
　レスポンシブル・ケア活動の推進にあたっては、2～3年
ごとの中期行動計画および年間行動計画、さらに各事業
場・グループ会社で実態に合った具体的な行動計画を立て
（Plan）、実行し（Do）、結果を監査、評価し（Check）、経営
者による見直しを経て、次の目標・行動計画に反映する
（Act）というPDCAサイクルを活用し、継続的改善に努めて
います。また、環境、品質、労働安全衛生等のマネジメント
システム規格の認証取得・維持を通じて、マネジメントシス
テムの継続的改善を図っています。

技術･製品･ 
サービスの有効活
用による、豊かさと
持続性の調和する
社会創造への貢献

持続可能な 
社会のため、 

また製造業の使命
としての環境課題へ
の取り組み

国際社会と 
当社グループの 
持続可能な成長に
資する人づくり

（2019年5月に改定）

サステナビリティ
社会貢献企業

コンプライアンス
競争に参加する
ための「資格」

安全
製造業であり続ける
ための「資格」

リスクマネジメント
コミュニケーション
実現の「手段」

コーポレート・
ガバナンス

実現の「プロセス」

経済的価値・社会的価値の創造

経営会議

取締役会議

SDGs視点での 
CSR活動

リスクマネジメントの深化と 
CSRコミュニケーションを 
もととした機会創出

グループ会社
グループCSR方針に基づく 

CSR活動

事業部・事業所・スタッフ部
事業戦略としてのCSR活動 
グループ会社との連携

レスポンシブル・ケア 
視点でのCSR活動

化学製品のライフサイクルに 
おいて、安全・健康・環境を 

配慮した活動

投資家視点での 
CSR活動

投資家向け情報発信

CSR方針・計画の承認および活動の監督

CSR方針・計画の審議および活動の承認

レスポンシブル・ 
ケア推進会議 IR推進会議サステナビリティ

推進会議

クロスファンクション活動

CSR計画および活動の立案

CSR活動の主体

昭和電工グループ

個性派企業としてのサステナビリティ
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サステナビリティマネジメント

昭和電工グループのSDGsの取り組みマテリアリティ

　当社グループでは持続可能な社会を実現するために、当
社の事業活動がステークホルダーや経済、社会、環境に与
える影響やインパクトの大きさについて分析し、その重要性
（マテリアリティ）を評価して、2015年に14のマテリアリティ
を定めました。

　2019年、さらに重点的に取り組む課題を社内外により明
確に示すため、14のマテリアリティを3つの中核課題に集約し、
中長期の方針を定めました。マテリアリティにはKPIを定めそ
れを順次公開していきます。方針やKPIに基づいて取り組み
を推進することで、着実に成果を創出することを目指します。

中核課題とマテリアリティ
中核課題 中長期方針 マテリアリティ

事業活動を通じた 

SDGs貢献

当社グループが有する製品・技術・サービスを効果的に活⽤して、 

豊かさと持続性の調和した社会の創造に貢献します。

•  SDGs視点での研究開発推進
•  事業活動を通じたSDGs貢献のモニタリングと公表

•  製品・技術・サービスの提供
•  必要不可欠なサービスへのアクセス
•  消費者の安全衛生の保護
•  コミュニティへの参画

環境課題への 

取り組み

「つくる責任、つかう責任」を強く意識したレスポンシブル・ケア活動を 

通じて、地球規模の環境課題解決に貢献します。

•  GHG排出量の削減
•  廃棄物削減のため3Rの推進
•  化学物質排出量の削減

•  汚染予防
•  持続可能な資源利用
•  気候変動への対応

持続可能な人材、 

労働環境づくり

会社と共に成長し、持続可能な社会に貢献する 

多様な人材を育成するとともに、一人ひとりが健康で、 

安心して働ける企業風土をつくります。

•  人材の育成・成長支援
•  ダイバーシティの推進

•  人材育成・訓練
•  労働条件・環境の整備
•  設備安全
•  労働安全衛生
•  企業倫理の徹底
•  知的財産権の尊重
•  意思決定のプロセス・構造

マテリアリティの選定方法
Step1   調査・検討課題の選定
•  ISO26000の課題、GRI指標より、ステークホルダーから
要求されている項目について洗い出し

•  その他、製造業・化学企業である当社が事業活動を行う
上で必要な項目、検討課題についても列挙

Step2   重要性の⾼い項⽬を選定
•  当社グループの経営方針、中期経営計画、年間計画、執
行体制、企業行動規範・指針に照らし、重要性の高い項
目を選定

•  これまでの取り組みとISO26000の課題との整合性を確認

Step3   優先順位づけ・絞り込み
•  ステークホルダーと自社からの双方の視点で重要性を分
析・優先順位を設定

•  ステークホルダーに対する影響は、ステークホルダーのアン
ケート項目などから重要性を評価

•  事業活動によるインパクトは、当社が社会に与える影響度
や財務情報に与える影響を踏まえて判定

Step4   妥当性確認
•  社内関係部署へのヒアリングを行い、社長を議長とする
旧CSR会議にて決定、取締役会に報告

　当社グループの「私たちの行動規範」（2020年5月に改
定）や14のマテリアリティの内容は、SDGsの、あらゆる形態
の貧困に終止符を打ち、不平等と闘い、気候変動に対処し
ながら、「誰も置き去りにしない」ことを確保するという考え
方に一致しています。

　「私たちの行動規範」とSDGs、そして、マテリアリティを関
連づけることで、当社とSDGsの関係性についてグループ従
業員に理解を促すとともに、SDGsへの貢献を強く意識して
事業を推進していきます。

「私たちの行動規範」とマテリアリティ・SDGsの関係

私たちの⾏動規範
基本的な考え方

倫理とコンプライアンス
レスポンシブル・ケア

多様性の尊重と包摂的な支援
成長を牽引するビジネスの革新

経済価値と社会価値の創造

環境問題への取り組み
･ 気候変動への対応
･ 循環型社会の実現
･ 環境リスク対策の推進
･ 生物多様性保全への取り組み

社会参画と地域社会 
への貢献
･ 地域社会とのコミュニケーション
･ 社会的課題の解決に向けた支援
･ 責任ある政治・行政への関与
･ 災害リスク対策と復興支援

会社資産の取扱い
･ 会社資産の保全
･ 知的財産の尊重
･ 個人情報の保護
･ 情報セキュリティの確保

公平で公正な 
雇⽤・労働
･ 公正な雇用慣行
･ 職場における人権尊重
･ 安全最優先
･ ディーセント・ワーク

情報開示と広報活動
･ 適時・適切な情報開示
･ 正確な記録と報告
･ 株主・投資家との対話
･ メディア対応と公的発言

製品・サービスに関わる 
安全と安心の確保
･ 安全・安心を見据えた 
マーケティング
･ 安全・安心を高める 
技術開発
･ 安全・安心の提供
･ 安全・安心に関する 
情報へのアクセス

公正で誠実な取引活動
･ 反腐敗・汚職防止
･ 競争法の遵守
･ 安全保障輸出取引管理
･ 責任ある調達

人権を尊重した経営
･ 国際的な人権規約の理解
･ 不当な差別の禁止
･ 社会的弱者への配慮
･ 強制労働や児童労働の排除
･ 人権デューディリジェンスの 
確立

マテリアリティ
気候変動への対応
持続可能な資源利⽤
汚染予防

マテリアリティ
コミュニティへの参画

マテリアリティ
知的財産権の尊重

マテリアリティ
労働安全衛生
設備安全
人材育成・訓練
労働条件・環境の整備

マテリアリティ
製品･技術･サービス 
の提供
必要不可欠なサービス 
へのアクセス
消費者の安全衛生 
の保護

マテリアリティ
企業倫理の徹底
意思決定のプロセス･構造

個性派企業としてのサステナビリティ
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事業活動を通じたSDGs貢献中核課題
当社グループが有する製品・技術・サービスを効果的に活用して、 
豊かさと持続性の調和した社会の創造に貢献します。

マテリアリティ
• 製品・技術・サービスの提供　• 消費者の安全衛生の保護
• 必要不可欠なサービスへのアクセス　• コミュニティへの参画

製品・技術・サービスの提供

基本的な考え方・方針 
　事業を通じてSDGsへ貢献することが当社グループの社
会的責任の一つです。その一環として、SDGsの課題解決
へ貢献できる製品の選定を開始しました。当社グループの
製品の多くはSDGsと関連性を持っています。その中で、イノ
ベーションに寄与するもの、社会貢献にインパクトを与える
もの（当社基準）を「SDGs貢献製品」とし、その取り組みを
順次公開します。　
　また、SDGsに貢献できる新規開発テーマのアイデアを従
業員から幅広く募集する制度を運用するなど、SDGsを起点
とした研究開発も推進しています。

2019年の取り組み
　最終製品の電炉鉄の品質向上安定のため、「同一品質
でのグローバル供給の確立」を目的とし、設備改善工事の
実施を決定しました。

2019年の取り組み
　リサイクル率の大幅な向上に向け、日揮（株）、荏原環境
プラント（株）、宇部興産（株）、当社の4社は「EUP（Ebara 

Ube Process）*」の協業の検討を開始しました。今後、

EUPのライセンス契約を締結し、国内外においてガス化処
理設備に関わる積極的な営業活動を目指します。

*  EUP（Ebara Ube Process）：（株）荏原製作所（2009年に荏原環境プラント（株）に事業承
継）と宇部興産（株）が開発した、廃プラスチックを酸素と蒸気による部分酸化によりガス化し、
化学品合成に利用可能な合成ガスを生産するプロセス。当社の使用済みプラスチックのガ
ス化設備には、このEUPが採用されています。

黒鉛電極  

　当社グループは、2017年にドイツのSGL GE社の黒
鉛電極事業を買収し、黒鉛電極で世界シェアNo.1の
メーカーとなりました。黒鉛電極は鉄スクラップをリサイ
クルする電気炉に欠かせない製品です。鉄をリサイクル
する電気炉製鋼法は、鉄鉱石とコークスから鉄を作る
高炉法に比較して製造時のCO2排出量やエネルギー使
用量が少ないのが特長です。

プラスチックのケミカルリサイクル  

　当社は、使用済みプラスチックからアンモニアの原
料である水素を取り出すプラスチックケミカルリサイク
ル事業を2003年から行っています。本製造方法での
アンモニアの製造は化石燃料の消費を抑えることがで
き、製造プロセスで初のエコマーク認証を取得してい
ます。
　また、水素ステーションやホテルにも使用済みプラス
チック由来の低炭素水素を供給し、低炭素社会実現
の取り組みにも貢献しています。
　当事業はその稼働実績と環境への貢献が評価され、

2020年2月、フジサンケイグループ主催の「第29回地
球環境大賞」において「日本経済団体連合会会長賞」
を受賞しました。

消費者の安全衛生の保護

基本的な考え方・方針 
　当社グループは、設計・開発から上市・製造、販売、市
販後に至る製品サイクルにおいて、化学品の安全性の確認
だけではなく、お客様がどのように使用または廃棄されるか
など、製品に関係するさまざまな項目を考慮してリスクを抽出
し、それらを低減させるという、リスクベースの考え方に基づ
き化学品安全および製品安全に取り組みます。

活動実績
品質クレーム件数（当社基準）（国内グループ）

2018年 2019年

80件 51件

　品質クレームの本質原因に基づいた再発防止対策の実
施や過去事例から抽出した教訓の活用により、2019年は
前年の品質クレーム件数から36%減少しました。 

　当社グループが考えるプロダクトスチュワードシップは、「製
品サイクルにおける安全性に関わるリスクを評価した上で、
ステークホルダーにその情報を提供し、安全・環境・健康
の確保に配慮する活動」です。化学物質総合管理システム
により、化学品の安全性情報や法規制情報の一元化管理
体制を構築し、お客様に最新の安全性情報を適切に提供
しています。また、全製品のリスク評価実施に加え、新規に
製品を提供する「サンプル出荷」や「上市」では、リスクベー
スの考え方に基づいて出荷・上市の可否を判断する審査
体制を構築しています。さらに、事業部・事業所、グループ
会社における品質リスク診断を毎年実施しています。

今後に向けて
　CUSTOMER Experienceの最大化を加味した、2025

年の品質保証・品質管理・製品安全のあるべき姿を策定
し、品質保証・品質管理規程の全面改訂を実行中です。よ
り一層の安全・安心な製品・サービス、製造業を超えたソ
リューションの提供を目指します。

お客様のニーズに合わせた安定供給の継続

マテリアリティKPI

国内グループにおける品質クレーム件数（当社基準）を2030年
までに40件以下に減少

マテリアリティKPI

必要不可欠なサービスへのアクセス

基本的な考え方・方針 
　当社は、生活に欠かせない水道水の殺菌・消毒に使用さ
れる次亜塩素酸ソーダ「ジアックス®」を製造しており、これを途
切れることなくお客様にお届けすることが重要と考えています。

　次亜塩素酸ソーダは長期保存ができないため、当社では
お客様の要請に合わせた納入ができる体制を整えています。
また、地震などの緊急時におけるBCP（事業継続計画）に基
づく訓練を定期的に実施し、体制を見直しています。

KPI実績
　お客様の要請によりトレー
ラーによる納入を開始しました。
タンクローリーで納入していた
場合に比べ、輸送製品重量当
たりのCO2排出量削減にも有効
です。2019年は「ジアックス®」起因での水道供給の停止は
ありません。

今後に向けて
　次亜塩素酸ソーダは、季節、天候等によっても、その使用
量が変わってきます。今後もお客様の要請による安定供給
を続けられる体制を維持･強化します。

コミュニティへの参画

基本的な考え方・方針
　グループCSR方針で掲げる“社会貢献企業”の実現に向
け、積極的にコミュニティへ参画するとともに、地域の皆様と
の誠実な対話を通じて相互理解を深め、地域社会の持続
可能な発展につながる課題解決に協働して取り組みます。

活動実績
　事業場・グループ会社ごとに、地域の学校への出前授業
や工場見学会の実施などの活動を実施しています。2019

年の活動実績の詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。

今後に向けて
　地域のステークホルダーが認識している社会的課題をコ
ミュニケーションによって集約し、課題解決に資する取り組
みを実施します。今後、事業場・グループ会社別のテーマと
実施内容を随時公開する予定です。

トレーラー

鉄スクラップ
電気製鋼炉

カーボン事業 鉄スクラップを溶融する電炉⽤電極を生産

鉄鉱石とコークスから鉄を作る高炉法に比べ、 
CO₂排出量やエネルギー使用量低減に貢献

加工・
再利用

製鋼

鉄鋼製造のコスト削減

H型鋼等黒鉛電極

貢献SDGs 

鉄をリサイクルして新たな命を吹き込む

使用済み 
プラスチック

水素製造設備

アンモニア製造設備

基礎化学品事業 使⽤済みプラスチックの化学原料リサイクル事業

エコなアンモニアで火力発電所から排出されるNOxを
無害化

炭酸製品CO₂
液化炭酸ガス

ドライアイス

アンモニアの主な用途

接着剤・ 
樹脂原料

窒素系 
肥料

繊維原料

NOx 
無害化剤

CO₂を
製品活用

貢献SDGs 

使⽤済みプラスチックを原料にゼロエミッションを実現

経済活動での 
エネルギー利用

水素ステーション・ 
商業施設への供給

地方自治体から引取

水素
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環境課題への取り組み

気候変動への対応（TCFDに沿った情報開示）

基本的な考え方 ・方針
　当社グループは、各種製品の製造工程で大気・水・エネ
ルギーを使用しており、気候変動については事業継続の観
点から重要な経営課題と捉えています。 

　2019年5月には、「気候関連財務情報開示タスクフォー
ス」（以下、TCFD）に賛同しました。気候変動が当社グルー
プに及ぼすリスクと機会を評価し、シナリオ分析を通じてレ
ジリエンスを強化するとともに、ステークホルダーとの健全な
対話を推進していきます。 

　また、2020年1月より、社内炭素価格制度（以下、ICP）
を導入しました。温室効果ガス（以下、GHG）排出量削減を
投資判断に組み入れ、気候変動への取り組みを監督してい
ます。

　KPI達成のため、生産プロセスの見直しや省エネ活動の
推進、設備改造などにより、GHG排出量削減・維持に取り
組んでいます。加えて製品の原料調達、使用、廃棄、再利
用といったライフサイクルやサプライチェーン全般でのCO₂

排出量削減に努めています。また、当社が保有する水力発
電所の発電量は、当社電気使用量の約29%に相当し、

GHG排出量の削減に貢献しています。

 

ガバナンス・リスク管理 

　当社グループは、気候変動に関するリスクと機会につい
て経営会議の直下の会議体であるサステナビリティ推進会
議で立案し、経営会議で決定しています。また、取締役会に
おいて定期的に報告され、取締役会はこれを監督し、必要
に応じて指示しています。　
※ リスク管理については、P43「リスクマネジメント」をご参照ください。

気候変動のリスク・機会と対応 
　気候変動が当社グループ事業に及ぼす影響（リスク・機
会）について、2040年を想定した①2℃シナリオの途上に
起こる「低炭素経済への移行に関連したリスク」と、②世界
のCO2排出量削減の未達により4℃シナリオに至った場合に
発生する「気候変動に伴う物理的影響に関連したリスク」
について、TCFDの枠組みをもとに整理しました。
　検討の際に参照したシナリオは、国際エネルギー機関
（IEA）が公表するシナリオ「持続可能な開発シナリオ『公表
政策シナリオ（STEPs）』」等です。

2030年におけるグループ国内事業場でのGHG排出量の 
削減⽬標を2013年比11%減

マテリアリティKPI 

気候変動シナリオに基づく「移動・輸送」領域の 
リスク・機会と対応 
　当社グループが現在注力している中期経営計画「The 

TOP 2021」において、気候変動の影響が大きい事業領域と
して、①移動・輸送、②エネルギー、③建設・インフラを想定
しています。2019年度は、特に「移動・輸送」のシナリオ分析
を実施しました。今後、グループ会社となった日立化成の事
業を含め、気候変動の影響をさらに検討していきます。
　「移動・輸送」領域において、2℃シナリオではICP導入に
よる操業コストの増加が予想されますが、さらなる省エネ化
や電気自動車（EV）の普及に伴う関連部材の需要増加によ
る事業機会の拡大もあり、当社は十分なレジリエンスを有し
ていると分析しました。

「移動・輸送」領域の事業環境 

2℃ 

シナリオ

•  EVバッテリーの大容量化や車体の軽量化（アルミニウ
ムを起点とした自動車複合材開発）への需要拡大

•  政府によるEV普及支援策の拡大、低炭素製品を好
む顧客の増加によるEV需要の拡大

•  環境規制の強化によるプラスチック・アルミニウム部品
のリサイクル性の要求拡大

•  環境対応に対する投資家からの要求拡大
•  環境政策・規制が強化され、カーボンプライシングの
導入が拡大

4℃ 

シナリオ

•  車体の軽量化（アルミニウムを起点とした自動車複合
材開発）に対する需要は緩やかに増加

•  燃費規制・EV普及支援策は現状レベルを維持し、
ガソリン車両が引き続き主流

•  洪水の激甚化による生産拠点への被害、サプライ
チェーン毀損による影響が顕在化

「移動・輸送」領域の機会取り込みへ向けた研究開発 
　世界的に自動車販売台数が増加する中、EV用の複合材
やバッテリー需要も増加していくと見込まれます。 

　当社は「The TOP 2021」における研究開発方針として、

7つの事業領域に対応した10の技術領域に研究開発資源
を集中し、事業のパイプライン創出を加速すると定めていま
す。その10の技術領域の中には、xEVやマルチマテリアル・
異種材料接合があり、この分野での研究テーマへの落とし
込みを進めています。 

　なお、EVにおいてバッテリーに用いられるリチウムイオン電
池は、走行距離を伸長するため高密度で設置され、同時に、
寿命や出力を保証するため低温度での管理が求められてい
ます。当社は車載電池の包材として実績のあるアルミラミネー
トフィルム「SPALF®」と熱交換器の技術を応用し、車載用電
池冷却システムに求められる効率性と安全性を確保しながら、
軽量かつコンパクトな電池冷却器を開発しています。

指標と目標 
　当社グループは、気候変動を含むレスポンシブル・ケアの
長期目標を達成するため、2～3年ごとの中期行動計画、な
らびに年間行動計画を策定し、実行しています（P47参照）。

2020年度の行動計画では、低炭素社会実現に向けた各
事業場の中長期計画の見直しや海外グループ会社の中期
目標を設定し、2030年度におけるGHG排出量削減目標の
達成に向け、排出量の低減とさらなる省エネを推進していき
ます。 

　物流では、モーダルシフト（輸送手段をトラックから鉄道・
船舶に転換）や大型トラックの活用、積載率の向上を進め、

CO₂排出量の削減に努めています。2020年度は、エネル
ギー消費原単位の削減計画を見直すとともに、変動要因の
解析を実施することで、さらなる改善を図っていきます。
　KPI実績として、2019年度のGHG排出量は2013年度
比6.9%減でした。

｢つくる責任、つかう責任｣を強く意識したレスポンシブル・ケア活動を通じて、 
地球規模の環境課題解決に貢献します。

マテリアリティ • 気候変動への対応　• 持続可能な資源利⽤　• 汚染予防

移⾏ 

リスク・機会 

（2℃シナリオ）

リスク
• カーボンプライスの導入による税負担・製造コストの増加 

•  低炭素製品／サービスの技術開発遅れによる、販売の機会損失 

•  投資家、消費者からの気候変動取り組みに対する評価の変化

機会
• 低炭素製品／サービスの提供拡大による売上の増加 

リスク・機会への主な対応
•  低炭素社会のニーズに対する製品の拡販 

および新製品の開発、競争力の強化 

•  製造拠点の省エネ化・設備更新 

•  投資家や市場の関心に応える積極的な 

情報開示とコミュニケーション 

•  定期的なリスクの抽出・低減活動、 
BCP（事業継続計画）の強化 

物理 

リスク・機会 

（4℃シナリオ） 

リスク
• 水不足による水力発電設備の発電量減少 

•  洪水の激甚化による製造拠点の操業停止、設備の修復費用の 

増加による収益減少 

輸送部門におけるCO2排出量とエネルギー消費原単位
（昭和電工単体）
（千t）（kl/百万トンキロ）

※  これらのデータは、2020年秋に第三者による検証を予定しており、検証後に数値を訂正す
る可能性があります。

■輸送部門のCO2排出量（千t）　■輸送エネルギー消費原単位（kl/百万トンキロ）
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中核課題2：環境課題への取り組み

持続可能な資源利用

基本的な考え方・方針
　当社グループは、3R（リデュース、リユース、リサイクル）を
推進し、アルミ缶リサイクル活動のほか、使用済みプラスチッ
クのアンモニア原料化や鉄スクラップの再資源化に必須な
黒鉛電極の製造など、持続可能な循環型社会を支える事
業の強化を図っています。
　また、水不足を世界的な課題として認識し、グループ全体
で水の有効利用と使用量の削減に取り組んでいます。

活動実績 
　2019年度は、国内グループ従業員の97.6%が本活動に
参加し、450万缶のアルミニウム缶を回収しました。また、本
活動によるグループの収益金のうち、地域の施設や協議会
に寄付した総額は約160万円でした。
　引き続き従業員への広報・啓発活動や、協力企業など
外部団体への回収協力依頼などにも取り組み、回収量の
維持・向上を図っていきます。

水資源の利用
　当社グループでは、レスポンシブル・ケア行動計画におい
て水資源に関するグループ計画を定めています。各事業場
において、それぞれの特性を考慮しながら水の効率的な利
用や使用量の削減を積極的に進めるとともに、排出する水
質の維持・向上にも取り組んでいます。今後は中長期にお
ける水使用に関する目標を定め、目標値に対する実績を公
表していく予定です。

水使用量

2018年 2019年

単体 5,229万t 5,366万t

国内グループ会社 546万t 518万t

海外グループ会社 525万t 473万t

排水量

2018年 2019年

単体 2,868万t 2,919万t

国内グループ会社 429万t 396万t

海外グループ会社 358万t 311万t

汚染予防

基本的な考え方・方針
　当社グループは、地球環境に影響を及ぼす数多くの化学
物質を扱う事業を行っており、廃棄物、水質汚濁、大気汚
染、土壌汚染、騒音・振動などのさまざまな環境リスクにつ
いて、サプライチェーン全体での厳しい監視体制と実効的
な環境リスク管理体制を整備・維持する責務があります。有
害物質や廃棄物・汚染物質の排出を最小限に抑え、継続
的な削減に取り組むことで、豊かさと持続性が調和する社
会の実現に貢献します。

2030年までに国内グループにおいて
・ ゼロエミッション： 

産業廃棄物最終埋立処分率0.5%以下を維持
・廃プラスチック有効利用率75%以上を達成
・化学物質排出量を360ｔ以下に削減

マテリアリティKPI

1. ゼロエミッション
　当社はこれまでゼロエミッションの定義を最終埋立処分
率（産業廃棄物発生量に対する最終埋立処分量の割合）

1.0%以下とし、当社グループ全体としてゼロエミッション達
成を目標に掲げて取り組んできました。その結果、2015年
に目標を達成し、2019年度までにグループ全体の最終埋立
処分率は0.3%台まで低減しました。そこで2020年より当社
グループでは、ゼロエミッションの定義を「最終埋立処分率

0.5%以下を維持」とより厳しい基準としました。有効利用・
再資源化をさらに推進することで、グループ全体として目標
達成に取り組みます。

KPI実績
国内グループ全体（32拠点）における 

産業廃棄物最終埋立処分率

2018年度 2019年度

0.32% 0.35%

2. 廃プラスチックの有効利用
　地球規模の新たな課題である海洋プラスチックごみ問題
や低炭素社会の実現へ貢献するため、廃プラスチックの有
効利用（単純焼却処分または埋立処分以外への利用）を
推進します。選別・分別の促進や、マテリアル／ケミカル／
サーマル・リサイクルをさらに検討・推進することで、廃プラ
スチック有効利用率を現状の68.6%（2019年度国内グ
ループ実績）から2030年度までに75%の達成を目指します。

KPI実績　
国内グループ全体（32拠点）における 

廃プラスチック有効利用率　 

2018年度 2019年度

65.7% 68.6%

3. 化学物質排出量の削減
　当社は化学企業として、化学物質排出把握管理促進法
（PRTR法）指定物質、（一社）日本化学工業協会自主調査対
象物質、揮発性有機化合物（VOC）を含む化学物質排出量
の削減に取り組んでいます。プロセス・設備の改良や排ガス
燃焼設備の設置等を行うことにより、2030年度までに、排出
量を2019年度の643tから360tまで約280t削減を目指します。
※ ただし、改正PRTR法対象物質拡大に伴う増加分は除く。

アルミ缶リサイクル活動  

　当社グループのアルミニウム缶回収活動は、旧・昭
和アルミニウム（株）（SAK）が1972年に従業員へ行っ
たリサイクルの呼びかけにより始まりました。1995年に
は昭和アルミ缶リサイクリングセンターを設立し、アルミ
ニウム缶のリサイクルを事業化して活動を続けています。
回収されたアルミニウム缶は溶解・鋳造・圧延工程を
経て、昭和アルミニウム缶（株）で再びアルミニウム缶へ
と生まれ変わります。アルミ缶リサイクルは資源を有効
活用するとともに、アルミニウム製造時の電力消費量を
原料のボーキサイトから生産する場合に比べ約97%削
減します。
　また、本活動の収益金
の一部は、地域の社会福
祉協議会や福祉施設、障
がい者サークルなどさまざま
な施設や団体へ寄付され、
当社グループの社会貢献
活動として定着しています。

昭和電工グループ全従業員、および学
校や福祉施設にもご協力いただき集め
たアルミニウム缶は、（株）昭和アルミ缶
リサイクリングセンター等が回収し、リサ
イクルされます。

KPI実績　
国内グループ全体（32拠点）における化学物質排出量

大気排出
2018年度 542t（単体：137t 国内グループ会社：405t）
2019年度 628t（単体：129t 国内グループ会社：499t）

水域排出
2018年度 16t（単体：15t 国内グループ会社：1t）
2019年度 15t（単体：14t 国内グループ会社：1t）

土壌排出
2018年度 0t（土壌への排出はありません）
2019年度 0t（土壌への排出はありません）

今後に向けて
　以下を2020年の年間目標とし、グループ一体となって目
標達成に努めます。
①【ゼロエミッション】
•  グループ埋立率0.5%以下達成維持 

当社グルーブ全体で産業廃棄物の有効利用・再資源化
をさらに推進していきます。

②【廃プラスチック有効利用】
•  廃プラスチック有効利用率69.6% 

（2019年度比1ポイント増加） 
プラスチックの3R（リデュース、リユース、リサイクル）を 

さらに徹底します。

③【化学物質排出量の削減】
•  昭和電工（グループ）として化学物質排出量2018年度比

2%削減
　2020年より排ガス燃焼設備の設置を計画しています。
　今後も、PRTR法対象物質および年間排出量の多い物
質については事業場ごとに削減計画を立て、重点的に排出
量の削減に取り組んでいきます。

※  水使用量、排水量、産業廃棄物発生量に対する最終埋立処分量の割合、化学物質排出
量のKPI実績は、2020年秋に第三者による検証を予定しており、検証後に数値を訂正す
る可能性があります。

新潟水俣病について
新潟水俣病に関しては、公式確認から半世紀以上が経過しました。 
阿賀野川汚染により、被害者および周辺地域の方々には多大なるご迷
惑をおかけしました。当社は、この問題の解決を図るべく、国や地方自
治体とも連携をとりながら、公害健康被害の補償等に関する法律をはじ
めとする法令等に則り、今後も誠意をもって対応してまいります。
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持続可能な人材、労働環境づくり

企業倫理の徹底

基本的な考え方・方針
　ESG（環境、社会、ガバナンス）経営の強化には、当社グ
ループの従業員一人ひとりがその責任を自覚し行動するこ
とが重要であることから、企業倫理および人権に関する学
びを深める機会を定期的に設けるとともに、その実績を測
定することで倫理的な価値観の浸透を図ります。

KPI実績
　2019年、企業倫理教育では「私たちの行動規範」の再
確認や職場でのディスカッション、人権教育では職場での
身近な人権問題に関する教育を行い、国内グループにおい
てKPIを達成しました。

今後に向けて
　引き続き当社グループ内の企業倫理・人権に関する課題
の把握と迅速かつ適切な対処を行うとともに、全従業員の
倫理的な価値観の向上を図ります。特に海外グループ会社
の研修に関しては、国内同様の体制で実施できるよう強化
していきます。

意思決定のプロセス・構造

基本的な考え方・方針 
　企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のた
めの取締役会の責務・役割は、透明・公正かつ迅速・果
断な意思決定を行うための仕組みを構築し、その運用を監
督することです。当社は取締役が定期的に取締役会全体
の実効性を評価し、その概要を公開します。

知的財産権の尊重

基本的な考え方・方針 
　当社は知的財産戦略を経営上重要な戦略の一つである
と位置づけており、事業戦略、研究開発戦略と合わせた
「三位一体」の戦略の構築と遂行を行います。また、主要事
業、重要開発製品について強固かつ広範な特許網の構築
を常に心がけ、当社優位性の確保に努めます。

設備安全

基本的な考え方・方針
　当社グループは、「安全」はすべてに優先して取り組む事
項であり、 “製造業であり続けるための資格”、そして“事業
継続の基盤”であると捉えています。
　重大な設備事故が発生すれば社会全体に甚大な影響を
与えてしまうことから、「設備に係る適切なリスク管理」と「創
る安全活動*1」により、設備事故の未然防止を図ります。

KPI実績
国内グループにおける設備事故件数

2018年 11件（火災4件、漏洩6件、変形・破損1件）
2019年 10件（火災3件、漏洩5件、変形・破損1件、爆発1件）

　いずれも人的被害のない軽微なものです。

今後に向けて
　新規設備投資、現設備の運転・保守・変更や廃止等の
場面において実施する各種リスクアセスメント結果をもとに、
計画、実施、評価、改善を行う、リスクベースのマネジメント
システムの実効性をより高めるため、既存のマネジメントシ
ステムの改善に取り組んでいます。
　また、社内発生事故の本質原因解析と再発防止策の実
行や、社内外事故事例に基づく事故未然防止のための情
報の水平展開、自然災害を想定した訓練を含む教育のさら
なる充実化を通じて、設備安全に関わる保安力の持続的な
向上を目指し、改善を継続します。

労働安全衛生

基本的な考え方・方針
　従業員の労働災害の撲滅を図るため、「創る安全活動*1」
を推進し、PDCAサイクルを回しながら、当社グループおよび
協力企業を含むすべての関係者が一体となって無事故・
無災害達成を目指しています。また、拠点ごとに“労働安全
衛生システム”認証を取得しています。
　同時に、従業員が安心していきいきと働くためには、一人
ひとりが自分や家族の健康を大切に考えることが重要です。
従業員の健康意識の向上と健康保持・増進のため、適切
な体制の構築と各種施策を実施します。

1. 労働災害の撲滅
　最終目標の達成に向け、休業災害度数率0.1以下の達
成とその継続をマイルストーンとして設定しています。

KPI実績
国内グループ（従業員・協力企業）における休業災害、 

不休災害件数
2018年 2019年

休業災害 4件 15件
不休災害 5件 4件

　2019年は労働災害が前年より増加しました。災害型別
では、挟まれ、巻き込まれや激突され、転倒災害が多い傾
向にありました。この事態を大きな問題と捉え、従来の活動

に加え、安全活動の総ざらいや未抽出のリスクを再度掘り
起こす活動、実際に起きた災害の内容を踏まえた安全教育
の展開など、災害の再発防止・未然防止策を早急に進め
ています。

2. 健康・メンタルヘルス

KPI実績
　当社は2017年以来、「健康経営優良法人」に認定され
ています。しかしながら、2020年は「ホワイト500」（健康経
営優良法人に認定された企業から上位500社が認定）の
取得には至りませんでした。

2019年に実施した健康に関する調査・診断の結果
•  健康診断での従業員のBMI（18.5以上25未満）の 

割合：64.1%（2021年に70%以上が目標）

•  グループ従業員の「元気度調査*2」を実施し、現状把握
およびベンチマークを設定

今後に向けて
•  労働災害低減に向けて、リスク低減活動の活性化、設備
の本質安全化の推進、教育基盤の整備を進めていきます。

•  健康経営プラットフォームを早期に導入し、従業員自らが
生活習慣の改善に努める行動変容を促し、健康イベント
や保健指導強化等の取り組みにより「元気な社員」の増
加を目指します。また、休復職者管理システムを導入するこ
とで私傷病（メンタル）による欠勤・休職者を把握し、復職
支援強化や職場環境改善の取り組みを実践していきます。
これらを通じ、「ホワイト500」の取得を目指します。

*1  創る安全活動：社内外の過去の事故・災害を解析し、得られた教訓を「創る安全チェック 
リスト」としてまとめ、リスク抽出の視点や教育資料として活用することで繰り返し事故を防
止するための取り組み。

*2  元気度調査： SOMPOヘルスサポート（株）が、米国のタフツ大学が開発した調査票を、健
康問題による生産性低下率測定プログラム「WLQ-J」として開発したもの。従業員の仕事
上の制約の状況や生産性の低下率を測ることが可能。

 国内外グループ従業員一人当たりの、企業倫理および人権に関
する研修時間を計1.5時間／年 実施・継続

マテリアリティKPI

  新規出願件数 

2018年 342件→2022年 405件→2025年 460件
※ 詳細については、P33「知的財産戦略」をご参照ください。

マテリアリティKPI

 •  国内グループにおける労働災害件数（不休以上）0件達成・維持
 •  経済産業省「健康経営優良法人 ホワイト500」認定取得・継続

マテリアリティKPI

2030年までに国内グループにおける設備事故件数0件を 

達成・維持

マテリアリティKPI

取締役会の実効性評価とそれによる改善内容公開の継続実施
※ 詳細については、P36「コーポレート・ガバナンス」をご参照ください。

マテリアリティKPI

会社と共に成⻑し、持続可能な社会に貢献する多様な人材を育成するとともに、 
一人ひとりが健康で、安心して働ける企業風土をつくります。

マテリアリティ • 企業倫理の徹底　• 意思決定のプロセス・構造　• 知的財産権の尊重　•設備安全　
• 労働安全衛生　• 人材育成・訓練　• 労働条件・環境の整備

中核課題

3
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中核課題3：持続可能な人材、労働環境づくり

人材育成・訓練

基本的な考え方・方針
　当社グループでは、グローバルにビジネスを拡大し、個別
の事業や技術の革新を行うため、海外も含めたグループ全
体を等しく見て人材を採用・育成し、一人ひとりに活躍して
もらうことが重要と考えています。

研修体系
　当社は「ビジネスリテラシー修得・キャリア開発」をテーマ
とした階層別研修体系に基づき、従業員一人ひとりの役割
や期待するキャリアなどに応じた研修を毎年実施し、自己啓
発支援として通信教育やウェブ学習なども取り入れています。
また、将来のグループの経営幹部候補となる人材を段階的
に育成するための「事業変革・企業変革リーダー育成」プ
ログラムとして、次課長クラス対象の次世代経営リーダー育
成選抜研修MLC（Management Leader Course）を

2001年より、課長代理クラス対象の次世代事業リーダー育
成選抜研修RSI（Rising Stars Initiatives）を2015年よ
り実施しています。
　加えて、人材グローバル化の観点では、国内外のグルー
プから等しく優秀人材を選抜し、次世代の経営エグゼクティ
ブを育成する教育プログラムSGED（Showa Denko Global 

Executive Development Program）を2019年より開始
しました。一方、日本人材のグローバル化にも積極的に取り
組んでおり、海外大学への研究留学やMBA派遣、派遣者
の経験を軸に日本組織のグローバル化を目的とした海外現
地法人での実務研修、海外赴任前研修、語学学習費補助
など、さまざまな研修機会を設けています。

人事制度（MB-OJTシステム）
　当社では、「成長・育成」をキーワードとした人事制度、通
称「MB-OJTシステム」（従来のMBOにOJTの要素を組み
込んだシステム）を運用しています。
　「コミカッション」と呼ばれる上司と部下の面談では、目標
の理解度や評価の納得性を高めることはもちろん、個々の
取り組みを振り返り、「上手くいったこと、いかなかったこと
は何か」「次に活かせることは何か」を深く話し合うなど、従
業員一人ひとりの成長・育成を促しています。

1. 国内における次世代経営・事業リーダーの育成
　MLC・RSIを毎年交互に開催していきます。
　2019年9月より第4期RSIを開始し、課長代理クラスから
選抜された20名が参加しました。約8ヵ月間の長期にわたる
研修の初回（キックオフ）では、山口県周防大島にある無人
島で2泊3日のチームビルディングに取り組みました。以降の
セッションでは経営戦略やマーケティングリサーチ等のMBA

プログラムを学びながら、4つのチームに分かれてそれぞれの
テーマに取り組み、最終的には経営陣への発表を行います。

2. 外国人優秀人材の育成
　グローバルで公平な人事制度を導入し、登用実績を示します。
　また、新たに立ち上げたSGEDを継続して実施していきます。
第1期（2019年3月～）の参加者は選抜13名中4名が海外現
地法人スタッフでした。一連の教育には、参加者の所属とは異
なる事業部の役員級人材をメンターとして指名し、これまでの
キャリアにとどまらない広い見識を身につける支援を行いました。

3. 女性従業員の活躍推進
　全体の30%以上を目安として女性の総合職採用を行うほか、
中堅総合職女性従業員を対象にしたキャリア支援セミナーなど
を継続的に実施しています。また、結婚・出産・育児といったラ
イフイベントと仕事が両立できる環境の整備を図っています。

• 女性管理職比率（昭和電工単体）
2018年 2019年

4.60% 4.90%

今後に向けて
•  SGEDに選抜される外国人比率を上げるため、各社で行
うプレSGED施策を構築します。

•  計画的な人材育成のため、グループ人材を効率的に把握
する仕組みを構築します。

•  女性活躍推進企業認定「えるぼし」取得を目指します。

2030年までに
•  国内における次世代リーダー教育（MLC・RSI）受講者  

毎年20名以上
•  グループ経営人材育成プログラムの外国籍受講者割合を、 

海外売上⾼比率相当へ（2020年～2029年の10年間で200名以上）

•  国内単体の管理職（課長級以上）の女性比率10%を達成

マテリアリティKPI

•  国内老朽厚生設備の順次更新による 

安心で清潔な職場環境づくり
•  従業員の年休取得率70%以上の継続（単体）
•  働きがい調査*での「イキイキ社員」比率 

2020年以降、調査回ごとに5%向上
*  働きがい調査：個人と組織の状況を定量的に把握するための従業員意識調査（海外
の一部を含むグループ従業員が対象）。従業員エンゲージメント（組織に対するコミット
メント、自発的な努力）と従業員を活かす環境（適材適所、働きやすい環境）の双方に対
して肯定的な意識を持つ「イキイキ社員」の割合を主な指標とする。これまでに2014年
と2017年の2回実施しており、次回は2020年内を予定。

マテリアリティKPI

労働条件・環境の整備

基本的な考え方・方針
　当社グループは、「価値創造の主役は従業員である」とい
う考えのもと、従業員が社会と調和し、いきいきと仕事に取
り組むことで社会のニーズに応えていくことが、グループの
成長のために必要だと考えています。従業員が働く意欲を
高められる職場環境と、社会生活と仕事のバランスが取れ
る労働条件の整備を進めます。

ダイバーシティ＆インクルージョン（D&I）の推進

組織風土の変⾰

【マネジメントを変える】
多様な人材を活かす仕組みを 
作ることにより、組織内の人材、 
ひいては組織自体が新たな 
価値を生み出せるように 
なることを目指します

【コミュニケーションを変える】
トップとボトム双方向の、また、組織
に捉われないコミュニケーションの 
仕組みを作ることにより、新たな 
気づきを生む個人・組織に 
なることを目指します

【働き方を変える】
自主的に働き方やキャリアを 
掴みに行くことで、最大限自分を 
活かせるようになることを 

目指します

【自分を変える】
自分の強みを再認識したり、 
今より強化することで、 

組織に活かせる人材になることを
目指します

より多くの違いを持った人材が個性や力を解放する

昭和電工グループ ダイバーシティ「4つの変える」

職場・仲間での 
継続的な実践

組織風土変⾰活動
ダイバーシティCEO表彰
　2014年より年1回、各事業場・
グループ各社でのD&I推進活動を
CEOが直接称える「ダイバーシティ
CEO表彰」を実施しています。表彰を通じて社内に褒める文化を醸
成し、社内のベストプラクティスを共有することで、組織としての競
争力を高めています。これまでのダイバーシティ推進の結果、2019

年の応募内容は「多様な人材の活用にとどまらず、組織の競争力
を高める取り組み」が増加しました。

Imagine SDK 2025

　成長や変化にコミットする風土の
醸成を目的に、ミドルマネージャー
の参加者がダイアログを通して当社
グループの将来ビジョンを思い描く
「Imagine SDK 2025」を2015年
より実施しています。参加者それぞれが実現したいビジョンに向け
て、自組織で変革実践の活動を進め、実践の輪を広げています。

障がい者雇用の推進
　当社グループでは、「オンリーワンの個性を、チカラに変える。」を
スローガンに、障がい者インクルージョンの実現に向け、身体・知
的・精神・発達障がいのある方の雇用を推進しています。障がい
のある方の「働く上での障害」をなくし、インクルーシブな職場づく
りに取り組んでいます。
　2014年に当社本社内に障がい者雇用のモデル職場を設置して
以来、一人ひとりの個性に合わせた環境・職域・キャリアづくりを継
続しています。その育成のノウハウをグループ内に展開することで、事
業場・グループ会社でも、障がいがある方のインターンシップの受け
入れや採用が実現しました。
※ 障がい者雇用率の推移については、P18をご参照ください。

KPI実績
• 年休取得率実績（昭和電工単体）

2018年 2019年

70.1% 74.1%

•  2017年の働きがい調査において、上司・部下間のコミュ
ニケーションについて特に製造現場での課題が浮き彫り
になりました。そのため、2019年は国内の10事業場にお
いて、MB-OJTコミカッションの面談を行っている管理職
層を対象に、部下とのコミュニケーションの高め方を学ぶ
ワークショップを実施しました。

今後に向けて
　以下の施策を各事業場の状況に合わせて実施します。

• 厚生施設更新費用の予算化と実行

• 計画年休日の設定

• 労使合同の活動などを通じた年休取得推進

• 年休取得日数が少ない従業員への声かけ運動

• コミュニケーションワークショップ継続実施

基本的な考え方・方針
　当社グループでは、「多様*な人材が互いの個性・価値・
アイデアを活かし合い、協働することにより、利益や新たな
価値を創造し続ける力を持つ組織・個人になること」を目
的とし、従業員の多様性（ダイバーシティ推進）を経営戦略
の一つに掲げ、ダイバーシティ＆インクルージョン（D＆I）推
進に継続して取り組んでいます。「マネジメント」「コミュニ
ケーション」「働き方」「個人の意識」の4つを変えるためのさ
まざまな取り組みを継続的に実施し、当社グループで働くす
べての人が自分の強みを活かし働き続けることができる組
織風土への変革を目指しています。
* 多様：国籍・ 人種・性別・年齢・障がい・宗教・バックグラウンド・性的指向など

個性派企業としてのサステナビリティ
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