
ダイバーシティの推進

［ ISO26000 / 6.3人権 ］

ダイバーシティでは、性別･年齢･障がいなどを問わず、多様な人材が持てる能力を発揮してイキイ
キと働ける環境づくりを目指し、制度や意識改革に取り組んでいます。ワーク・ライフ・バランスで
は、仕事とプライベートや育児・介護などを両立できる働き方や社員と家族とのコミュニケーショ
ン機会を増やす体制づくりに取り組んでいます。

ダイバーシティとダイバーシティと
ワーク・ライフ・バランスワーク・ライフ・バランス

人　権

5.1 8.5 16.b5.5 10.3

障がい者雇用の状況

　竹田印刷では、障がいを持つ方々にも多様な個性や能力
を活かして、様々な職場で活躍をしていただいています。
今後も法定雇用率の達成を目指しながら、障がいを持つ方
の社会的自立を支援することを目的に、障がい者雇用に取
り組んでいきます。

女性の活躍推進

　女性社員がライフイベントなどを経ても「働きつづけら
れる」だけでなく、持てる能力を最大限に発揮し「活躍でき
る」よう、女性管理職比率の向上という目標を掲げ、女性社
員のキャリア開発支援を行っています。

定年退職者再雇用の状況

　長年の経験やこれまで培われた技術や能力を、次世代へ
継承するため、竹田印刷では定年退職者の再雇用制度を整
えて活用しています。本人が希望し、健康な心身や意欲な
どを持ち、一定基準に適合した方に、今後も活躍していた
だく環境を提供していきます。

育休中社員復職支援交流会

　育休明け社員の復職支援の一環として、復職時面談と先
輩社員との交流会を開催しています。復職後の働き方や
キャリア形成、利用できる制度について話をすることで、
育児休業からのスムーズな職場復帰を支援しています。

　竹田印刷では、性別や年齢を問わず、すべての社員が能力を発揮し、やりがいを持って働くことができる「全社員総活躍企
業」を目指し、ダイバーシティを積極的に推し進めています。

女 性 管 理 職 の 声

　営業として入社し、その後制作業務に携わり、現在の企画部門では係長を経て管理

職になりました。近年は、印刷業界においても多くの女性が入社されますが、数年前

までは、まだ女性も少なく管理職もいなかった現場で、自分のキャリアプランをどう持

てばよいのか分からず戸惑うことも多かったです。30代を過ぎ、人生を考えるタイミ

ングで管理職の話をいただいた時ももちろん不安でしたが、「同じ管理職でも男性のマ

ネをする必要はない。」と上司がくれた一言で、一気にスイッチが入ったのを今でも覚

えています。

　私達印刷業界の関わる業務は、今や印刷だけでなく多岐に渡っており、一方向から

の考えだけではクライアントはおろか社内の人間の心も動かすことはできません。管理

職としての在り方も同様で、様々な部署で経験したことが今の自分につながっていると

痛感しています。これからも色々な考えを尊重しながら、困ったときには相談し信頼し

あえる職場づくりを目指したいと思います。
貞本 なみ

関西事業部　営業本部　
マーケティング部　企画課　課長　
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ウェルカムバック制度

　育児・介護などに伴うやむを得ない事情や、留学などの
キャリアアップを理由に一度退職した社員を優先的に再雇
用し、それまでに培った経験やスキルを活かして再び活躍
していただく「ウェルカムバック制度」を導入しています。
　過去に習得した知識とスキルを有する人材の確保という
メリットのほか、社員の多様化に柔軟に対応できる支援策
の一つと位置付けています。

男性の育児休業取得促進

　「育児休業規定」を改訂し、育児休業の最初の5日間を有
給としたほか、配偶者が出産を控えた男性社員とその上司
に人事部より制度説明し、育休取得を促しています。
　2020年度は6名の男性社員が育児休業を取得してい
ます。

介護休業制度

　介護が必要な家族がいる社員に対して、介護離職を防止
し、仕事と介護の両立を可能とするための制度を整備してい
ます。

スマートワークの推進

　社員の生産性を最大化することを目的に、ITを活用したス
マートワークの推進を行っています。ICT（情報通信技術）を
活用したモバイルワークや遠隔でも映像や音声でコミュニ
ケーションを取ることが出来るオンライン会議の運用で働
く時間や場所に柔軟性を持たせています。

テレワーク勤務の実施

　今までテレワーク勤務は、育児・介護などの事由のある
一部社員に限定されていましたが、事業所外でモバイル勤
務を行う全社員を対象とした「テレワーク勤務規程」を新設
し、運用を始めました。
　2020年度は、新型コロナウイルス感染対策としてもテ
レワーク勤務を実施。ノートパソコンや専用回線などのイ
ンフラを整える取り組みも同時に行いました。

勤務制度の見直し

　2021年1月に「就業規則」を改定し、残業時間による時間
単位の代休取得、勤務間インターバル、フレックス勤務な
ど、より柔軟な働き方が可能となるよう改善を図りました。
　また、これらの新たな制度に対応すると同時に、労働時
間を正しく把握し長時間労働を防ぐため、勤怠管理システ
ムを一新しました。

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画をホームページで公開しています。

ホームページアドレス　
https://www.takeda-prn.co.jp/csr/effort/takeup/pdf/project_02.pdf

ワーク・ライフ・バランスの推進と支える制度
4.2 8.53.4 5.43.1 5.b3.2

ノー残業デーの実施

　毎月2回「ノー残業デー」を実施
し、長時間労働を抑制していま
す。また、過重労働による健康障
害を防止するため、深夜残業につ
いては本人の事前申請と上長の
事前承認により歯止めをかけて
います。

ノー残業デー啓蒙ポスター

年次有給休暇の取得促進

　「年休取得日」「メモリアル休暇」を設定し、有給休暇の取
得を促進しています。2020年度は、新型コロナウイルス感
染症の影響による生産調整を実施したため、年次有給休暇
の取得率は低下しました。

■ 平均有給休暇取得日数と有給休暇取得率

平均有給休暇取得日数 有給休暇取得率

10.4日

52.4%

2018

12.6日

75.5%
54.0％

2019

8.9日

2020（年度）

　すべての社員が仕事とプライベートの両立をしながら、やりがいを持って働き続けられる職場環境の整備を進めています。
業務にメリハリを持って、  長時間労働を是正しながら成果を生み出すことのできる生産性の高い働き方（スマートワーク）”を
推進し、仕事とプライベートの質向上と生産性向上の両立を目指しています。

”
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ダイバダイバーーシティとワシティとワーーク・ライフ・バランスク・ライフ・バランス ［ ISO26000 / 6.3人権］

仕事とプライベートの両立支援制度一覧

育
児
関
連

産前・産後休業 原則・産前6週間と産後8週間

配偶者出産休暇
配偶者が出産する際、出産日前後10日
以内で、2日間の休暇取得が可能(年次
有給休暇とは別の特別休暇)

育児休業

子が1歳6ヶ月に達した直後の4月20日、
または2歳までのいずれか長い方まで
取得可能  

（3ヵ月以内の休業の場合、最初の5日間
は有給）

育児短時間勤務 子が小学校3年生修了時まで可能  
（30分単位で1日2時間まで短縮可能）

所定外労働の免除 子が小学校1年生修了時まで可能

深夜勤務・  
時間外労働の制限 子が小学校3年生修了時まで可能

子の看護休暇

年次有給休暇とは別に1年間に5日（子
が2人以上の場合は10日）特別休暇を 
付与。１時間単位の取得が可能  
子が小学校3年生の修了まで取得可能

出産祝い金制度 出生児1人につき30,000円を支給

介
護
関
連

介護休業 通算93日まで分割取得可能。  
また、場合により延長可能

介護短時間勤務 介護休職とは別に最長3年間取得可能 
（30分単位で1日2時間まで短縮可能）

介護休暇
年次有給休暇とは別に1年間に5日（対
象者が2人以上の場合は10日）特別休暇
を付与。１時間単位の取得が可能

柔
軟
な
勤
務
の
実
現

フレックス勤務 申請により利用可
コアタイム 10:00～15:00

勤務間  
インターバル

勤務終了時刻から、次の勤務開始まで
の間に原則として10時間の休息時間を
確保

テレワーク勤務 育児中、療養中社員の在宅勤務や営業
職のモバイル勤務が可能

ウェルカムバック  
制度

勤続3年以上で、育児・介護などのやむ
をえない事情で退職した者を優先的に 
再雇用する（退職後10年以内）

メモリアル休暇  
制度

本人、家族の記念日に休暇取得が可能  
（有給休暇）

厚生労働大臣より くるみん認定

　くるみんマークとは「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。
　当社は、「次世代育成支援対策推進法」に基づく認定制度において、計画に定めた目標を達成
し一定の基準を満たしている子育てサポート企業として、2020年6月10日付で、厚生労働大臣
より認定を受け「くるみんマーク」を取得しました。

大阪市「女性活躍リーディングカンパニー」二つ星認証＋イクメン企業認証取得

　当社は、2017年に大阪市より、女性にとって働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組む
企業として「女性活躍リーディングカンパニー 一つ星」の認証を受けていましたが、今年度の更
新審査において、制度面の整備に加え実績が伴う企業として一段階上の「二つ星認証」に加え、
男性の育児参加等を支援する「イクメン推進企業」の二つの認証を取得しました。

外部認証取得実績 竹田印刷は、これまでの諸制度の整備や活動実績が認められ、下記自治体の認証を受けています。竹田印刷は、これまでの諸制度の整備や活動実績が認められ、下記自治体の認証を受けています。

2017年

愛知県 あいち女性輝きカンパニー 認証

大阪市 女性活躍リーディングカンパニー
一つ星 認証

大阪府 男女いきいき・元気宣言 事業者登録

2018年 名古屋市 女性の活躍推進企業 認定

2019年 大阪府 男女いきいきプラス 認証

2019年

名古屋市 ワーク・ライフ・バランス
推進企業認証

愛知県 あいち女性輝きカンパニー
2019年度優良企業表彰受賞

愛知県 ファミリー・フレンドリー企業表彰
令和元年度「奨励賞」受賞

2020年
厚生労働大臣　くるみん認定

大阪市 女性活躍リーディングカンパニー
二つ星認証およびイクメン企業認証

8.53.4 5.4
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外部認証の取得

　当社への納入品の適正な品質を確保するため、サプライ
ヤーの皆様に対しては、対応、コスト、品質、情報セキュリティ
体制などに関して年1回チェックシートを使った評価を実施
して、当社の基準を満たしていることを確認しています。
　また、必要に応じ品質管理部門や発注部門がサプライ
ヤー様を訪問して現地での工程監査を行い、業務の見直し
や改善要望を提示。情報セキュリティ体制に関しては、当
社の確認内容を説明し、実施を依頼しました。
　また、未然に品質事故を発見し、不適合品の流出を防ぐ
など、品質維持に協力頂いたサプライヤー様に、感謝の意
を表し感謝状を送るなど、ビジネスパートナーとして品質
改善に取り組んでいます。
　サプライヤーの皆様の品質管理は、当社の品質管理の一
部と考え、これからもサプライヤーの皆様とともに品質向
上に取り組んでいきます。

4.4 16.58.5
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サプライヤーの皆様との関係

リスクマネジメントの強化

　竹田印刷ではリスクマネジメントの強化として2020年に
基本取引契約書と機密保持契約書の見直しを行い、改めて
全協力会社と契約の締結を行いました。
　また、2020年9月には外部委託先の管理をテーマとした
全社員教育を行い、委託先登録の際に必要な書類や評価ポ
イントなどについて正しい知識を再確認しました。

［ ISO26000 / 6.6公正な事業慣行 ］

高品質な製品を提供するためにはサプライヤーの皆様の協力が不可欠です。サプライヤーの皆様と
は対等で公正な取引のもと、技術・情報の相互交流などによる信頼関係を基本として良好なパート
ナーシップを構築し、品質向上・環境対策・コスト削減といった共通の目的・目標に対して改善策を
推進して共存共栄を目指しています。

サプライヤサプライヤーーの皆様とともにの皆様とともに公正な
事業慣行

17.16

サプライヤー評価
17.17

17.17

CSR調達ガイドライン

　竹田印刷グループとそのサプライヤー・パートナーは、以下の
事項を順守し、企業の社会的責任（CSR）を果たしていきます。

１．コンプライアンスの順守  ������������������������������������������������������������

・    会社法や、下請法、環境関連法規など、事業活動に適用される法令や社会
規範を順守する。

・   特許権・著作権・商標権など第三者の知的財産権を侵害しない。
・   反社会的な組織とは取引を行わない。
・    自由な競争を阻害する行為や不正な競争行為などを行わず、公正な事業活

動を推進する。

２．基本的人権の尊重  �����������������������������������������������������������������������

・   従業員に対する機会均等、差別の撤廃、ハラスメント行為の禁止、及び人
権への配慮を行う。

・   児童労働・強制労働などの非人道的な労働行為を防止し、決して行わな
い。

・   従業員に対し適切な賃金の支払いや労働時間管理を行い、雇用の安定をはか
り雇用主の義務を果たす。

・   従業員が保有する権利を認識し尊重する。また、労使間のコミュニケーショ
ンを図る機会を設ける。

・  公益通報者保護法を順守し、内部通報者の権利を保護する。

３．環境保全  �������������������������������������������������������������������������������������

・   すべての製品と製造工程で、法令等で指定された化学物質を管理（使用制
限や表示など）する。

・   廃棄物の処理を、最終処分まで環境関連法規等の法令・条例などを順守し
適切に管理する。

・  環境負荷の少ない原材料、資材、事務用品などを優先的に購入する。

４．安全衛生  �������������������������������������������������������������������������������������

・   誰もが安心して働ける安全・健康な職務づくりを進め、人体へ有害なもの
には適切な対策を講じる。

・  事故、災害の未然防止に努め、機械などへは十分な安全対策を講じる。

５．適切な情報管理  ��������������������������������������������������������������������������

・   取引を通じて得た個人情報や機密情報は、従業員教育を含めて情報流出の
防止を徹底する。

・   事業活動内容、品質及び製品の安全性などに関わる情報の適時・適切な開示
に努める。

６．QCD と顧客満足の向上 ��������������������������������������������������������������

・   常に要求水準を満たし、品質の向上に努めるとともに、ミスやクレームを
防止する。

・  市場競争力のある価格で製品・サービスを提供する。
・   製品・サービスを定められた納期に、安全・確実に供給する。また、不測の

事態においてもそれらを供給できる対策を講じる。

７．腐敗防止  �������������������������������������������������������������������������������������

・   贈収賄、汚職、不適切な利益の供与・受領、強要、横領などを禁止し、こ
れらの行為を防止する。

　竹田印刷の事業活動および社会的責任の遂行には、お取
引いただいているサプライヤーの皆様のご協力が不可欠で
す。紙・インキ・フィルムなどの資材や印刷機器、印刷・製
本加工などを取り扱う様々なサプライヤーの皆様との間
で、当社は「CSR調達ガイドライン」を定めています。
　この調達ガイドラインには「コンプライアンスの順守」

「基本的人権の尊重」「環境保全」「安全衛生」「適切な情報管
理」「QCDと顧客満足の向上」「腐敗防止」の7つの項目を設
定しており、サプライヤーの皆様に順守していただくよう

にお願いしています。また、調達ガイドラインに基づき、「購
買および外部提供者管理規定」を設け、公正に審査・選定・
管理をし、適正な購買・取引を行うよう努めています。
　また、第三者の知的財産の不正な入手・使用、権利の侵
害を行わないよう「素材ダウンロードサービス利用マニュ
アル」を作成し、事前にチェックする仕組みを構築しまし
た。外部デザイナーの皆様に対して、運用ルールを説明し、
知的財産権に対する注意喚起を行っています。


