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おススメ

商品

ダイバーシティ推進室のメンバー

女性活躍推進研修の様子

冷凍パン生地ベーグル

職場に保育の場を設置
子育てとの両立をサポート

Pascoでは、365日休みなく工場が稼働しています。日曜日や
祝日は子どもを預けられる施設が少ないことから、2016年11

月より本社では「祝日保育」を実施し、働くママとパパをサ
ポートしています。利用者からは「仕事の合間に子どもを見に
行った時、保育士さんから子どもの様子が聞けて安心した」
「子どもが散歩や風船遊び・折り紙などの遊びを喜んでいた」
などの感想が寄せられています。
2018年春には、刈谷工場に日曜・祝日も預けられる事業所
内保育所の設置を予定しており、今後も子育て中の社員が安
心して働ける職場づくりに順次取り組んでいきます。

2016年9月、人事部に「ダイバーシティ推進室」を新設しまし
た。ダイバーシティとは「多様性の受容」を意味し、性別・年
齢・障がいの有無・国籍・雇用形態・ライフスタイルなどの違
いを受け入れ、多様な人材が活躍し、会社とともに成長して
いくという考え方です。ダイバーシティ推進室では、労働人口
の減少や育児・介護などを行いながら働く社員が増加するこ
とをふまえ、社員の意識改革や働き方改革、制度・職場環境
の整備などに取り組んでいます。また、Pascoでは短時間勤務
の人、シニア社員、外国人など、さまざまな人たちが一緒に仕
事をしています。一人ひとりが生き生きと働けるよう、ワーク・
ライフ・バランス活動に継続的に取り組み、女性活躍推進研
修※1や介護制度説明会の実施、
シニア社員制度の見直し※2や
テレワーク※3の検討などを関係
部門と連携して行い、より働き
やすく働きがいのある職場環
境づくりを推進していきます。

女性の活躍を推進する企業
「あいち女性輝きカンパニー」に認証

女性の活躍に積極的に取り組んでいる企業として「あいち女
性輝きカンパニー」に認証されました。この制度は、愛知県内
に本社または事業所を置く企業を対象としたもので、女性の
活躍促進に向け、トップの意識表明や採用拡大、職域拡大、
育成、管理職登用のほか、ワーク・ライフ・バランスの推進や
働きながら育児・介護ができる環境づくりなどの取り組みを
行う企業などを「あいち女性輝きカンパ
ニー」として愛知県が認証するものです。
Pascoは、これからも職場における女性の定
着と活躍の場の拡大を図り、生き生きと仕
事ができる環境づくりを推進していきます。

「ダイバーシティ推進室」を新設

　 人事・労務に関するおもなデータ

※データは、敷島製パン株式会社の値を示しています。　※育児休業、介護休業、短時間勤務とも、対象は正社員、パートナー社員を含みます。　
※社員数は各年8月時点、その他は各年9月～8月までの値を示しています。

より働きやすく働きがいのある職場づくりをめざして、各種制度を充実させています。

定年後はシニア社員として
刈谷工場の安全を支える守衛業務で活躍

刈谷工場 
総務グループ（守衛業務）
桑原 洋一郎（右）

刈谷工場 
総務グループ（守衛業務）
原田 健市（左）

原田健市：入社以来パンの製造業務に長年従事し
たのち、現在は刈谷工場の守衛業務に就き、納品業
者様をはじめとする来訪者の方々の対応を行ってい
ます。毎日来訪者様と接しているので、信頼関係を築
けるよう、会社名・顔・名前を覚えてコミュニケーショ
ンを取ることを心がけています。シニア社員として職
場に何を残せるのか、どのような貢献ができるかを考
え、職場を支援していきたいです。

桑原洋一郎：長年総務の業務に携わってきました。
定年退職時は、関係した人たちに感謝の気持ちで
いっぱいでした。シニア社員となってからは、製造や
子会社勤務を経て現在の守衛業務に就きました。
大事なことはどんな業務でも一生懸命取り組むこ
とだと思います。周りの方々と楽しく、悔いなく仕事
を終えられるようにしていきたいです。

育児休暇を経て復帰し、現在は係長に
働きやすい環境と職場の支援に感謝

冷食カンパニー
冷食営業統括部
広域市場開発二課
深谷 由起子

育児休暇から事務職で復帰し、現在は冷凍生地の
新規開拓業務で係長として働いています。子どもが
小学生のため時短制度を利用していますが、習い事
の送迎など時間のやりくりが大変で、周囲の協力の
おかげでなんとかこなしています。子育てをしている
とその時々で向き合わなければいけない課題が多々
あります。でもそれをマイナスではなく人生の糧と考
え、自分らしく育児と仕事を楽しんでいきたいです。
女性の中には役職に不安を感じる人もいると思いま
すが、その職務でないと経験できないこともあるので、
ぜひ上をめざしてほしいです。社員すべてにとってさ
らに働きやすい会社になることを期待しています。

※1 女性の意識変革を目的に、女性活躍推進の背景、女性と男性の特性、女性
が活躍するために取り組むべきことなどを学ぶ研修。
※2 シニア社員の士気を高めることを目的に、評価を反映した賞与を支給するよう
変更。また、営業部門のシニア社員の職域拡大など。
※3 情報通信技術を活用した、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方。在宅
勤務など事業所外で勤務すること。

一人ひとりが個性と能力を発揮し、

生き生きと仕事に取り組める、働きやすく

働きがいのある職場づくりを進めています。

働きがいのある

職場づくり

私の仕事は原材料の配合データなどを記載する仕様書
作成で、業務で原材料の詳細を確認するため、商品をより
深く知ることができます。冷凍パン生地ベーグルは噛み応
えがあり、中はしっとり、もちもちとした食感も大好き。ベー
グルを軽くトーストしてサニーレタスとクリームチーズ、ス
モークサーモンをサンドして食べるのがおススメです。

神戸冷食プラント
生産管理グループ
重成昭子

もちもち食感の冷凍パン生地ベーグル

サンドイッチにするのが好きです

V O I C E

V O I C E

パートナー社員を
含む社員数

育児休業取得者

介護休業取得者

短時間勤務利用者
（育児）

原則として子が1歳に達するまで（ただし保育所に入所
できないなどの特別な事情がある場合は2歳に達するまで）

3歳未満 小学校6年生終了まで

被介護者一人につき
通算93日まで・3回を
上限として分割取得可能

被介護者一人につき
通算365日まで・3回を
上限として分割取得可能

男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性

2 0 1 3年法定基準 パスコの規定 2 0 1 4年 2 0 1 5年 2 0 1 6年
4,085人
1,716人

0人
31人
0人
1人
0人

53人

3,991人
1,679人

0人
34人
1人
0人
2人

66人

3,961人
1,648人

0人
44人

0人
1人
1人

76人

3,898人
1,604人

3人
47人

0人
2人
0人

72人

2 0 1 7年
3,952人
1,744人

2人
42人

0人
3人
0人

115人

21 22

関連サイトへ

http://www.pref.aichi.jp/danjo/jokatsu/advance/authentication.html
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