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プラスグループは、⼈格・個性を⼤切にする、⼈権尊重の精神に溢れた企業⾵⼟を築いていくため、以下に
取り組んでいます。

⼈権に関する基本的な考え⽅

１. 私たちは、いかなる理由（性別・国籍・⼈種・⺠族・宗教・
障害の有無等）をもってしても、差別・ハラスメント（嫌が
らせ）等を⾃らが⾏わないこと、そして他⼈がすることも許
さないという意識を強く持ちます。また、⼈権尊重の基本的
な考え⽅は、互いに敬意を払い、「相⼿の⽴場に⽴って考え、
⾏動する」ということです。私たちは、このことを常に意識
して⾏動します。

２ . 私たちは、児童労働や強制労働を⾏いません。また、取
引先等がこれらを⾏っていることが判明した場合は是正を求
め、是正されない場合は取引を⾏いません。

３ . 私たちは、⼈権を尊重すると共に擁護することを基本精
神とします。⼈権侵害の⾏為は、同じ職場で働く⼈々の意欲
を阻害し、職場秩序を乱し、職場環境を悪化させるものと認
識し、いかなる理由をもってしても、これを⾒過ごすことな
く、理解しあえる健全な職場環境作りに取り組みます。

４ . さらに、私たちはより良い職場とするために、次のよう
な点に留意して⾏動します。

（１） チームワークと職務遂⾏
私たちは⼀⼈ひとりの専⾨性を結集し、チームワークを
⼤切にして、社会に有⽤な製品、サービスを提供します。

（２） ⾃由闊達な職場
私たちは、上司や先輩に臆することなく、何でも⾃由に
話し合える⾃由闊達な気⾵に満ちた職場を築きます。

SA8000 取得

2018 年 2 ⽉、プ ラ ス ベ ト ナ ム ⼯ 業（PLUS VIETNAM 
INDUSTRIAL CO., LTD. ／ベトナム︓ドンナイ省）のビエ
ンホア⼯場とヌンチャク⼯場が、国際的な労働市場での基本
的な労働者の⼈権の保護に関する規範を定めた規格である、
SA8000（Social Accountability 8000）※を取得しました。
国際⼈権宣⾔、ILO 条約、その他の国際的な⼈権・労働に関
する国際法規の順守という社会的責任の実証はもちろん、労
働環境や⽣産性の向上、そしてお客様や働く仲間などのステー
クホルダーとの信頼関係の⼀層の強化に繋げていきます。

※ SA8000 とは、⽶国の NGO である SAI（Social Accountability   
 International）が公表している、国際⼈権宣⾔、ILO 条約、その他
 の国際的な⼈権・労働に関する国家法規に基づいた、すべての従業員
 の権利の⾏使及び従業員の保護のための国際規格です。

働く仲間の
ためにできること プラスグループでは、性別・年齢・国籍などを問わず、

すべての⼈びとがいきいきと働き、能⼒が最⼤限発揮できる
職場の実現を⽬指し、さまざまな取り組みを⾏っています。
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⼈財の育成

プラスでは、新⼊社員研修から中堅社員研修、管理職研修ま
で、それぞれの階層や育成段階に応じた体系的な社員研修を
継続的に実施しています。
新⼊社員研修では、4 ⽉ 1 ⽇から約⼀か⽉間、グループの理
念や歴史・諸制度・ビジネスモデルなどを理解し、ビジネス
に必要なマナー・プレゼンテーション・IT などの基本スキル
や CSR・コンプライアンス・情報セキュリティなどの基本知

識習得、管理職研修では、管理
職の役割と使命を理解し、周囲
を動かしていくための基本エン
ジン（特に考える⼒）を鍛え、
部下の⽬標を明確にし、具体的
な⾏動へ導くポイントについて
研修を⾏っています。

研修施設 ⾳⽻倶楽部

⾳⽻倶楽部は、プラスランド内
にある研修施設です。研修・セ
ミナー等での利⽤はもちろんの
こと、社員同⼠、または社員と
お客様のコミュニケーションづ
くりのための場所としても利⽤
されています。研修ゾーンでは、スクール形式の 70 名での
研修、2分割して30名での研修が可能な⼤研修室、ディスカッ
ションやグループワークに最適な⼩研修室、図書コーナー、
OA コーナー、リフレッシュエリアを設けたリソースセンター
など、プラスが考える快適環境のためのソフトテクノロジー

⾳⽻倶楽部

中研修室

宿泊室

を反映した空間をつくりあげています。また、宿泊ゾーンに
は⼼⾝ともにリラックスできるゲストルーム、くつろぎ語り
合えるラウンジやコモンスペースがあり、機能性とアメニ
ティを体感することができます。

⼈財交流制度・⼈財育成

⼈財交流制度 公募・FA 制度

⼀緒に働く仲間がいきいきと働き、能⼒が最⼤限発揮できる職場の実現を⽬指し、⼈事制度や教育制度を充
実させています。

プラスの「⼈財交流制度」には、「公募制度」と「FA 制度」
との 2 つがあります。

「公募制度」は、新規事業や⼈員を要するカンパニーが募集
広告を出し、社員が応募できる制度で、1995 年に導⼊しま
した。その後、2003 年に社員の能⼒開発・キャリアアップ
のためにも「⾃ら⼿を挙げる機会を作り出そう」との発想の

もと、年に⼀度⽴候補（FA 宣⾔）する機会が与えられ、そ
れを⾒たカンパニーがスカウトするという「FA 制度」が追
加されました。どちらも、仕事内容や処遇の不満を解消する
⼿段としてだけではなく、⾃分を成⻑させるチャンスを掴む
⽅法としても活⽤されています。

社員教育プログラム「WANNA BE（ワナビー）」
2010 年より、社員の学びの⽀援プログラム「WANNA BE（ワ
ナビー）」を開始しています。

「WANNA BE」という名前には、当社がグローバルで存在感
ある企業へと⼤きく成⻑していくことと、仕事を通じて社員
が⾃⼰を成⻑させ、⼈⽣そのものを楽しむことの⼆つの想い
が込められており、「こうありたい︕（WANNA BE）」という
社員の願いを会社が学習⾯で⽀援するプログラムです。
外部機関と提携し、会社の補助⾦のもと社員が低コストで講
座を受講することができ、特にグローバル化を推し進めてい
く中で、語学⼒の向上を希望する社員をサポートするため、
英会話⼒、中国語会話⼒を磨く講座を提供、また、MBA 科
⽬を学べる講座や実務スキルが学べる通信教育プログラムも

追加し、講座の充実を図っています。
2015 年 7⽉からは「WANNA BE」で提供している講座以外
で学びたいと思う講座を、社員が⾃分で探し、会社が受講を
サポートする「MY Program」をスタートしています。
英語・中国語以外の語学はもちろんのこと、ロジカルシンキ
ングやファシリテーション、キャリアカウンセリング、メン
タルヘルス、ファイナンシャルプランナー、パソコンやデザ
イン関連など、「キャリア」に関するスキル、資格の講座に
ついて学びをサポートしています。
これからも「こうありたい︕（WANNA BE）」という社員の
願いを⽀援する学びのプログラムの充実に努めていきます。
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プラスは、ゆとりのある⽣活の実現に向けて、フレックスタ
イム制度や裁量労働制に加え、育児休職・休暇・短時間勤務
制度をいち早く導⼊し、のちに介護に関する制度も追加され、
育児・介護をしながら仕事ができる、または安⼼して育児・
介護に専念できる環境を構築してきました。

「プライベートが充実していてこそ、仕事で能⼒を 100％発
揮できる」
プラスは、さまざまな場⾯でより良いワーク・ライフ・バラ
ンス・プランの実現に努⼒していきます。

ワーク・ライフ・バランスの推進

より良いワーク･ライフ・バランス･プランの実現に向けて、育児や介護を⽀援する制度の充実を図っています。

ワーク・ライフ・バランス

プラス株式会社では、社員が仕事と家庭を両⽴して働き続け
やすい環境づくりに取り組んでいます。特に⼦育て⽀援につ
いては、勤務時間⾯での配慮と経済的な⽀援を柱に⽀援策を
拡充し、その浸透に努めています。
2011 年より、⼦育て⽀援の⾒直しが実施され、出産祝い⾦

⼦育て⽀援

の増額、学費融資⽀援制度の新設、2014 年は育児短時間勤
務の対象期間が延⻑されました。
さらに 2015 年には⼦育てをしながら働く社員を応援するた
め、中学⽣までのお⼦さんを対象とした「⼦育て⽀援⼿当」
を⽀給する制度を新設しました。

プラスグループでは、2008 年より男性社員も育児休職を取得しており、⼥性だけでなく男性社員にも⼦育てしやすい環境づく
りに取り組んでいます。

2019 年度は 23 名※（⼥性 20 名、男性 3 名）が育児休業を取得しました 。
※2019 年度（2019 年 1 ⽉１⽇〜 12 ⽉ 31 ⽇）に育児休業開始となった社員数

男性社員による育児休職取得 

育児休職取得者の声

ファニチャーカンパニー
市場開発本部 企画推進部
鵜名⼭ 裕貴
育休取得期間 
2019年7⽉〜11⽉（５か⽉）

プラスは男性の育休を応援してくれます︕だから育休
をとるか、とらないかは⾃分次第。
育休取得で、周囲の⽅に負担をかけてしまうことは事実
です。しかし⼤局的にみて、育休をとる決断・経験こそ
が仕事と家庭の全てに” プラス” の効果があると確信し
ています。育休を⽀えてくれた皆様へこの場をお借りし
て感謝申し上げます。

ファニチャーカンパニー
⽣産本部 
エンジニアリング部 設計課
佐藤 潤⼀
育休取得期間 
2019 年 10 ⽉〜
2020 年 1 ⽉（4 か⽉）

上司に相談するまでは「本当に休んでよいものなのか」
とかなり悩みましたが、夫婦で娘の成⻑を⾒ることが
でき、本当に取得してよかったです。
今回の僕の⾏動で「男性でも育休が取れる」という認
識が前橋⼯場の中に芽⽣えたことをとてもうれしく思
います。
男性の育休が定着するよう、今後も続いて取得して頂
きたいです。
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波の会

「波の会」とは、プラスグループ全カンパニーの社員によっ
て組織されている社員会です。
本会は社員⾃らが運営するコミュニティラウンジとして、会
員同⼠の親睦と相互扶助を図ることを⽬的とし、Web グルー
プ報『Creative Companies』内「namino kai」の運営や様々

なイベント活動を⾏なっています。スポーツや親睦活動など
を⽬的として設⽴された「同好会」には補助⾦を⽀給してお
り、現在、野球、テニス、ランニングなど、19 の会が活動
しています。

育児、介護、配偶者の転勤等のやむを得ない事情や転職、進
学等キャリアアップを⽬指して退職した社員を対象にした再
雇⽤制度です。過去の経験や退職後に培われた新しい視点・

退職者再雇⽤制度

スキル・⼈脈・経験を活かし、再びプラスで活躍していただ
きます。

2019 年 12 ⽉、国⽴障害者リハビリテーションセンターより、
プラス株式会社ステーショナリーカンパニー所沢⼯場※に感
謝状が贈呈されました。
国⽴障害者リハビリテーションセンターは、障がいのある
⼈々の⾃⽴した⽣活と社会参加を⽀援することを⽬的として
設⽴され、同センター就労移⾏⽀援事業の訓練修了者を、⼀

所沢⼯場 障がい者雇⽤への取り組み

定期間以上雇⽤している企業等を毎年表彰しています。所沢
⼯場では 2016 年より計 4 名の障がい者を雇⽤し、内 2 名が
同センターの訓練修了者です。

※ 所沢⼯場はオフィス⽤品通販チャネル向けを中⼼としたオーダー

    メイドスタンプの⽣産拠点です。

育児、介護、私傷病※による定期的な通院療養等の事由をも
つ社員を対象に⽉に 4 回の在宅勤務を認める制度です。

在宅勤務制度

※ 私傷病とは、業務外での怪我や病気を指します。

e- ラーニングによる社内教育の実施

プラスグループでは、社員の意識向上と、さまざまな分野に
おける基礎知識の定着・向上を図ることを⽬的とした、e- ラー
ニング形式による教育を実施しています。
2019 年は「CSR セミナー SDGs について」をはじめ、消費
税の基本の理解と増税後の注意点をまとめた「消費税の基本

と 10% への増税について」、損益計算書の各利益（段階利益）
の⾒⽅を学ぶ「会社の利益とは」、「職場におけるハラスメン
ト」や「プライバシーマーク」「IT セキュリティセミナー」
を実施しました。

社員の家族向けオフィス⾒学会「ファミリーデイ」を開催

本社・⻁ノ⾨オフィスおよびジョインテックスカンパニー⾚
坂オフィスでは、社員の家族にオフィスを⾒学しながら、仕
事や会社に対して理解を深めてもらうことを⽬的とした、社
員家族向けオフィス⾒学会「ファミリーデイ」を開催しました。
2019 年 10 ⽉ 26 ⽇、2 回⽬の開催となる⻁ノ⾨オフィスの
⾒学会には、総勢 123 名の社員・家族・友⼈が参加し、ス
タンプラリー形式でリニューアルしたオフィスを⾒学、社⻑
室での記念撮影やマスキングテープ・折り紙などを使った

ワークショップ、⾃社製品の社員販売会、海洋プラスチック
ごみ問題に関するパネル展⽰などを⾏い、楽しいひと時を過
ごしました。
また、2019 年 ８⽉３⽇に開催された、ジョインテックスカ
ンパニー⾚坂オフィスの⾒学会には、 総勢 75 家族が参加 、
スタンプラリー形式のオフィス⾒学のほか、 輪投げやバルー
ンアートなど、 家族で楽しめる各種イベントも⾏いました。



51

防災への取り組み

プラスグループでは、災害発⽣時に組織的かつ迅速に⾏動し、
できる限りの減災に努めて⽣命の保全を図れるよう、各オ
フィスにおいて防災訓練を⾏っています。
また、1 次災害を最⼩限にとどめること、2 次災害を阻⽌す
ることを確実に実施するため、「プラスグループ防災指針」
を定め、災害時、社員が取るべき具体的な⾏動について「プ
ラスグループ防災マニュアル」を策定し、周知しています。
地震等の災害時における、グループ社員やお客様、近隣の⽅々
の⼈命救助ツール「チームレスキュー」を各オフィスに設置、
⻁ノ⾨本社・市ヶ⾕オフィスには AED（⾃動体外式除細動器）

を設置しています。社員⼀⼈ひとりには、防災セットを配布
しています。また、グループ社員やご家族の安全を速やかに
確認するための「安否確認システム」には、全社員を登録し、
隔⽉で応答訓練を実施しています。

「プラスグループ防災指針」
１．プラスグループ共同で、プラスグループで働く全員とその家

族の⽣命・⾝体の安全確保に努めます。
２．会社財産の保全および営業・⽣産活動の早期再開に努めます。
３．⾃治体や地域社会と連携し、復旧に向けた社会貢献に努めます。

チームレスキュー 防災訓練の様⼦
（左から AED、地震シミュレーション）

備蓄品倉庫
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プラスグループでは、「安全衛⽣管理規程」を制定し、全て
の従業員にとって安全で健康な労働環境の形成に取り組んで
います。プラスにおいては、安全衛⽣の⽅針、教育訓練、災
害予防、健康管理、社員からの提案などを調査・審議するた
めの「安全衛⽣委員会」を本社ならびに各カンパニーに設置
し、定期的に開催しています。

安全と健康に関する推進体制

⼀緒に働く仲間にとって、安全で健康な労働環境の形成に取り組んでいます。

安全と健康
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職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメントの防⽌を図り、快適に働くことができる職場環
境の実現を⽬指しています。

セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの防⽌

プラスグループでは、職場におけるセクシャルハラスメント
およびパワーハラスメントの防⽌を図り、個⼈として尊重さ
れ、相互に対等な関係で快適に働くことができる職場環境の
実現を⽬的とした「セクシャル・ハラスメント及びパワー・
ハラスメント防⽌規程」を定めています。
社員⼀⼈ひとりに本規程の周知徹底を図るとともに、管理職
を対象とした社内研修にて過去にグループ内において発⽣し
てしまった事例や外部講師によるセクハラ・パワハラ対策の
講習を⾏い、再発防⽌に努めています。
また、セクハラ・パワハラや違法⾏為など個⼈や会社の不正
をできるだけ早く発⾒・是正し、より良い会社にしていくた
めに「外部通報」（当社顧問弁護⼠へ通報）と「内部通報」（コ
ンプライアンス委員会 事務局⻑へ通報）の 2 つの通報窓⼝
を設けています。

メンタルヘルスの取り組み

プラスグループでは、従業員⼀⼈ひとりがいきいきと働ける
職場の提供を⽬指し、メンタルヘルスの基礎知識の普及のた
め、マネジメント職を中⼼とした研修の実施など、⼀緒に働
く仲間の⼼の健康管理に取り組んでいます。
プラスでは、社外にカウンセラーを配置しており、本⼈や職
場から寄せられる様々な相談に適切に対応できる体制を構築
しています。万が⼀休職に⾄った場合には、復帰・復職のた
めの段階的な⽀援策の⽴案と実⾏につき、産業医をはじめと
する専⾨家と職場・⼈事部⾨が連携し、本⼈および家族との
連絡を密にするなど、きめ細かい対策を⾏っています。

また、年 1 回全社員に外部提携先より提供の「ストレスチェッ
ク」を受けてもらい、今の⾃分のメンタル状態を客観的な指
標で確認できる機会を設けています。
社員がメンタル系も含めた病気やケガによって働けなくなっ
た場合の、家族の経済的な負担は⼤きな問題と認識していま
す。特に、健康保険等の軽減措置期間が終了した後は、深刻
な事態が想定されます。それをカバーするため、プラスでは

「団体⻑期障害所得補償保険（GLTD）」に加⼊しています。
今後も、できる限り福利厚⽣制度の充実を図る予定です。

ハラスメントの防⽌
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