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人財に関する考え方　　

トッパンでは、従業員を会社の貴重な財産、すなわち
「人財」ととらえています。そして、「企業は人なり」という
理念のもと、従業員が、「やる気」「元気」「本気」で仕事に
取り組めるようにバックアップしています。積極的に挑戦
する「やる気」と、心身ともに健康で、明るくいきいきと活
力に満ちた「元気」。そして、真剣に取り組み、最後までや
り遂げる「本気」。これらの3つの「気」を持つことで、従
業員がそれぞれの力を十分に発揮することが大切だと
考えています。

労使のパートナーシップ

トッパンと労働組合は、「労使は共通のパートナー」と
いう考え方に基づき、相手の立場を尊重し、対等の立場
に立ち、協力して様々な課題に取り組んでいます。経営
上の諸問題を話し合う場として、全社および事業所単位
で経営協議会を開催しています。また、個々の課題を協
議する専門委員会を設けており、労働時間短縮、賃金、
安全衛生などの常設委員会に加え、労使「働きがい」推
進委員会など必要に応じて個別の委員会を開催してい
ます。
なお、トッパンはユニオンショップ制を採用しており、原
則として管理職を除く社員は、全員労働組合に加入して
います。

ワーク・ライフ・バランスの推進

労働時間短縮の取り組み
ワーク・ライフ・バランスの実現と社員の健康確保に向
けて経営層、管理職層、一般職層が一体となり労働時間
短縮への取り組みを継続しています。仕事のやり方やマ
ネジメントの方法そのものを見直して業務効率を高め
る、部署内での業務調整を行うことにより残業時間の平
準化を図る、「変形労働時間制」をはじめとする新たな勤
務制度を導入する、などの施策を実施しています。
継続的に開催している経営協議会や労使委員会の中

では、さらなる残業時間短縮施策や法改正への対応に関
して意見交換や協議を行うとともに、残業実態の分析や

新たな勤務制度の活用状況の検証も行っています。ま
た、休暇の取得促進に向けては、職場風土のあり方も含
めて、事業所ごとに労使で協議し、それぞれの実態を踏
まえた施策を検討・展開しています。

仕事と育児の両立支援への取り組み
「働く意志を支援する」という考え方に基づき、育児・介護
休業制度や勤務短縮制度の整備、家族手当の増額など、仕
事と生活を両立しやすい環境づくりを進めています。
そのうち、仕事と育児の両立支援については、2015
年度より、男性社員の育児休業取得促進のため、育児休
業のうち最初の5日を有給扱いとしています。2016年
度には、育児をする社員を対象とした勤務短縮制度など
の勤務特例措置の適用期間を、子が小学校4年修了まで
に拡大しました。（法定は3歳まで）
これらの制度の拡充に加え、2012年度からは、育児
をしながら働く社員の心を支える仕組みとして「はぐくみ
プログラム」を順次開始しており、育児休業中の社員の
ケア、仕事と育児の両立に関するノウハウの共有、立場
を超えて両立について学び・考える機会の提供に取り組
んでいます。

仕事と介護の両立支援への取り組み
働きながら家族を介護することに関する不安を解消

し、安心して仕事に専念できる環境をつくるため、介護に
関する社員アンケートの結果を踏まえ、労働組合と協議
し、2015年10月、｢仕事と介護の両立支援｣の大幅な拡
充を行いました。
介護保険制度上の｢要支援状態｣も制度適用対象とす

るなど、介護関連制度の適用要件を緩和し、また、介護休
業と介護短縮勤務の切り替え利用や、分割取得、利用可
能期間の延長など、柔軟な働き方を可能としました。さら
に、介護休業手当を増額するなど、介護休業期間中の経
済的な支援も拡充しました。社員からの要望も強かった、
仕事と介護の両立に関する情報提供については、介護全
般に関するトッパン専用のホームページの開設、外部の
専門相談窓口との契約（社員は無料で利用可）などを行
いました。加えて、介護の事由がある社員が転勤となる
場合や、父母の介護のために転居をする場合は、新幹線
通勤を認める、といった制度改定も行いました。

労働慣行
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主な休暇・休業制度の詳細は、右記に掲載の「CSRレポート2016詳細データ編」でご覧ください。http://www.toppan.co.jp/csr/csrreport.html

取締役 管理職層 監督職層 社員数（計） 平均勤続年数 平均年齢 社員数合計 パート・アルバイト 派遣社員

2013年度
男性 26名 1,822名 1,779名 7,395名 15.3年 42.2歳

8,604名 705名 71名
女性 0名 47名 148名 1,209名 9.9年 33.6歳

2014年度
男性 26名 1,933名 1,826名 7,586名 15.1年 42.6歳

8,900名 681名 112名
女性 0名 52名 180名 1,314名 9.8年 34.0歳

2015年度
男性 26名 1,989名 1,843名 7,576名 15.4年 42.9歳

8,993名 562名 203名
女性 0名 59名 192名 1,417名 9.8年 34.2歳

■ 人員数（3月末時点）

2013年度 2014年度 2015年度
平均年間給与 6,711,582円 6,647,468円 6,697,391円

■ 平均年間給与

■ 主な休暇・休業制度 ■ はぐくみプログラム

2013年度 2014年度 2015年度
平均取得日数 8.0日 8.3日 8.6日
平均取得率※3 41.7% 43.3% 45.1%

■ 年次有給休暇の取得状況

※3　平均取得率＝平均取得日数／平均付与日数

2013年度 2014年度 2015年度
産前産後休業 
取得者数 76名 81名  85名 

育児休業 
取得者数※4 124名（4名） 136名（3名） 295名 （160名）

■ 産前産後・育児休業の取得状況

※4　 （　）内は育児休業取得者のうちの男性の人数

● ストック休暇
● 育児休業
● 出産退職社員の再雇用
● 介護休業
● 子の看護休日
● ボランティア休務
● 時差出勤
● 家族手当
● ベビーシッター利用料の
一部補助

● その他制度

● 育児休業中の社員のケア
● 仕事と育児の両立に関するノウハウの共有
● 立場を超えて両立について学び、考える機会の提供はぐくみプログラム

はぐくみアートサロン
（2012年度より実施）

● 親子の絆を深める

● 育児休業中の社員同士の交流

● 復職に向けた不安の解消

はぐくみセミナー
（2013年度より実施）

職場全体で、仕事と育児の両立
について学び、理解を深める

はぐくみサークル
（2014年度より実施）

仕事と育児に関する悩みの相談
や、両立のための工夫などを共
有する社員同士のネットワークを
構築する

労
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2013年度 2014年度 2015年度
自己都合 188名（52名） 204名（48名） 184名（39名）※2

定年  88名（ 1名）  86名（　5名）  94名（  0名）
会社都合  0名（ 0名）  0名（  0名）    0名（ 0名）
その他  90名（ 3名）  83名（  0名）  92名（ 3名）
合計 366名（56名） 373名（53名） 370名（42名）
年間離職率 　　　 4.1％ 　　　 4.1％ 　　　 4.0％

■ 退職者数・事由※1

※1　（　）内は退職者のうちの女性の人数
※2　うち男性31名、女性1名が「セカンドキャリア支援制度」を活用

育児をしながら働く社員の心を支える仕組み
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労働安全衛生　　

トッパンでは、2010年に「安全衛生基本方針ー安全
は全てに優先するー」を策定し、設備本質安全化の推
進、各事業所における職長教育を中心とした法定教育、
安全推進リーダーが中心となった安全活動やリスクアセ
スメント活動などに取り組んできました。この結果、全体
の労災発生件数は減少傾向にあります。しかし、高齢者
の転倒や激突災害、階段の踏み外しなど実際の作業とは
別の場面で依然として災害は発生しており、高齢者目線
での作業場の見直しや、安全教育を中心に、従業員へ安
全意識の徹底を図っています。また、2016年6月の｢化
学物質におけるリスクアセスメント｣の法令義務化につ
いては、全事業所での対応準備を進めています。
安全教育の一環として開設した｢安全道場｣では、社外

からの認知度も上がるとともに、高い評価をいただいて
おり、引き続き受け入れを行っていきます。

メンタルヘルス対策

トッパンでは、企業活動の源である従業員の健康維持
に労使で取り組んでいます。メンタル疾患の未然防止や
早期対応のための階層別研修、カウンセリングルームの
設置、管理・監督者へのハンドブック配布、メンタルヘル
ス専門医との顧問契約締結などの施策を行っています。
また休業した従業員をより着実に復帰させるため「復職
基準の明確化」「休業の反復抑止」「復職支援プログラ
ム」に関する規定を就業規則に設けています。

2015年度からは改正労働安全衛生法に基づくストレ
スチェック制度を導入し、あわせてeラーニングによって
全従業員が「セルフケア」について学ぶ場を設けるなど、
メンタル疾患の未然防止に加え、職場環境改善や「働き
がい」の創出につなげることを目指しています。
このような取り組みに加え、アート（絵を描くこと）を
通じて心身のリフレッシュを図る「アートサロン」を、グ
ループ会社の（株）芸術造形研究所の協力のもと全国で
開催しています。また、家族で楽しみながらアート作品
の創作を体験する「夏休み親子アートサロン」も開催し
ています。

人財の開発・育成

人財開発・育成の考え方
「企業は人なり」の理念のもと、「TOPPAN VISION 

21」の実行実現に向け、コミュニケーション能力、豊かで
美しい感性、前向きの危機感と高い志を持った人財を育
成し、社会に貢献することを目指しています。

多様な人財開発プログラム
人財開発体系をバーチャル企業内大学「トッパンユニ

バーシティ」として提示し、生涯学習、スキルアップ、キャ
リアアップを支援するとともに、リーダーの育成を推進し
ています。
新入社員には、暗闇の中で聴覚など視覚以外の感覚

を頼りに日常生活を体験するワークショップ「ダイアロ
グ・イン・ザ・ダーク」での研修を実施しました。
自己啓発のためのトッパンビジネススクール（集合研
修）、チャレンジスクール（通信教育）は、2015年度にの
べ9,407名が受講。また全社基礎教育のeラーニング
は、2015年度にのべ126,558名が受講しました。
海外ビジネス現場での実践教育として開始したトレー

ニー制度では、2011年度からこれまで68名を派遣しま
した。2010年度から開始した海外駐在員候補者向け
「グローバル選抜研修」はのべ567名が受講、その上級
コースとしてスイスのビジネススクール「 IMD」の短期
公開プログラムに、2012年度から13名を派遣しグロー
バル人財の育成を行っています。
また、社会的課題解決に特化したプログラムとして、東
日本大震災の被災地である福島県南相馬市での社員研
修を実施しているほか、独立行政法人国際協力機構
（JICA）の青年海外協力隊への派遣を通じ、人財育成と
ともに国際的な社会課題の解決にも貢献しています。

人財開発環境の整備
人財開発拠点として、埼玉県川口市と神奈川県湯河原
町に研修センターを構え、各種研修やグループ交流の場
として活用しています。また、教育管理システムでは、e
ラーニングの実施や自身の受講履歴を確認できるほか、
各種講座情報、人財開発ツールの提供を行い、能力・スキ
ルの向上を支援しています。
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■ 職場の安全・衛生

■ 人財開発プログラムの位置付け

■ メンタルヘルス対応体制の全体像
2013年 2014年 2015年

労災による 
死亡者 　0名 0名 0名

度数率※1 0.20 0.05 0.05
強度率※2 0.002 0.000 0.001

※1　 100万のべ実労働時間当たりの労働災
害による休業災害件数で、災害発生の
頻度を表す。

※2　 1,000のべ実労働時間当たりの労働損
失日数で、災害の重さの程度を表す。

安全道場

一次予防
未然防止

二次予防
早期発見

治療
早期回復

再発防止
復職支援／
再出発支援

定期的な「こころの健康診断」
（ストレスチェックなど）の実施

メンタルヘルス専門医との契約

復職支援プログラムの導入

● 階層別研修
● 集合型選択
　研修への導入

外部診療機関やカウンセリング機関との提携

「アートサロン」の実施

カウンセリングルームの設置

メンタルヘルス
研修の実施

復職基準の明確化・
反復抑止の規定化

退職後の不安軽減各事業所に
「こころの健康づ
くり担当者」を選
任・配置

外部相談窓口（トッパン健保契約）の
案内および広報

退職後も、トッパ
ングループ福祉
会（共済会）など
から一定期間援
助金を給付

● 新任本部長研修
● 新任部長研修
● 新任管理者研修
● 新任監督者研修

● 新入社員全体研修
● ファーストキャリアプラン
● OJTブラザー・シスター研修

● 営業部門基盤強化プログラム
● 技術・製造部門新任管理者研修
● 生産管理部門研修

● 技術部門新任監督者研修
● 部門別個別研修
  （購買、秘書、人事労政、技術・研究ほか）

階層別研修 部門別研修

● TOPPAN VISION 21基礎教育
● CSR基礎教育
● 環境基礎教育
● 利益最大化に向けて
● グローバル対応基礎教育

教育コンサルテーション企業として社内外の研修を受託しているグループ会社（株）トッパンマインドウェルネスと協働して運営

全社基礎教育（eラーニング）

● MBA取得留学
● 技術系海外留学
● インドIT研修
● 短期海外留学
● グローバル選抜研修
● トレーニー

グローバル研修

お客さまからの信頼 事業基盤の強化 社会的責任の遂行

企業理念、経営信条に基づいた「価値ある行動」

組織力の強化 企業価値の向上

知識力・情報力 課題発見・形成力 課題遂行力

「価値ある行動」を実践するための「能力・スキル」

技能・ノウハウ コミュニケーション力と育成力

● 集合研修
● eラーニング
● 外部派遣

トッパンビジネススクール

チャレンジスクール

● 各事業（本）部、職場での研修

事業（本）部主催研修

● 役員塾
● 業界No.1人財育成研修
● 新事業・新市場開発人財育成
　プログラム
● トッパングループ未来創発
　プログラム・アドバンス　ほか

選抜型研修

労
働
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