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公平な評価と報酬
当社の評価制度は、社員一人ひとりが評価の意味合いを感じられ、継続的な成長につながるよう設計しています。姿勢・職
務遂行を評価する「能力評価」と、成果・貢献を評価する「目標達成評価」から成っており、上司との面談にて、目標設定や達
成度、伸長能力などについて確認します。評価結果は、次の成長に結び付けるとともに、報酬（給与・賞与）や人員配置・異
動に反映させています。
また当社の報酬制度は、生活の保証をベースに、公平な処遇を図ることを基本としています。社員の給与体系は、各自のライ
フスタイルや価値観を尊重しつつ、その家族の幸せも大事にするという考えから、発揮能力に対して安定的に支給する基本給
と、前年度の業績や貢献に対する賞与（目標達成評価）、各種手当で構成しています。

行動指針に
整合した体系を提供

報酬水準の決定

処遇の反映

評価基準の決定

昇降格を判定

一人ひとりが高いレベルで行動指針を体現

等級制度

行動指針の体現へ
向けた継続的成長を促進

育成・評価制度

行動指針の体現を
後押しする、安心感・

納得感のある処遇を提供

報酬制度

働きがいがあり、仕事に安心して注力できる人事諸制度の構築

多様で柔軟な働き方の推進
多様な社員が働きやすい環境づくりの一環として、通勤負荷の緩和などにもつながる在宅勤務制度やフレックスタイム制度、
サテライトオフィスなどの制度・仕組みを整備しています。2019年度は、国と東京都が展開するテレワーク・デイズにも参加し、
制度の活用促進を図りました。今後は、これら制度を活用した効率的な仕事の進め方の定着を図っていきます。
労働時間管理については、勤務管理システムにて社員の勤務実態を適切に把握するとともに、労働時間に対する意識付けを
定常的に実施し、生産性向上につなげることを目指しています。2018年度は、出光興産の所定就業時間を短縮（7.5時間／日）
したことや、経営統合に向けた一時的な業務負荷により、時間外勤務時間が増加していますが、職場風土改善・やりがい向
上の取り組み（P.35）において、仕事の見直し・業務効率化を図ることでワークライフバランスの実現を目指していきます。

強み・弱みを把握し、
能力伸長のポイントを明確化

行動指針・等級定義に
照らした目標設定

能力伸長・目標達成の
結果を確認

日々の職務・コミュニケーション
を通じた成長

目標設定
職務遂行・
振り返り

フィード
バック

評価

行動指針の
体現に向けた
成長サイクル

■  行動指針の体現に向けた成長サイクル

■  人材育成に向けた制度の全体像

※ 出光興産単体・昭和シェル石油単体を対象とし、休職者、出向者を除きます。
※ 年次有給休暇取得率は、年間の付与日数に対する取得日数の比率です。

※ 出光興産単体・昭和シェル石油単体を対象とし、休職者、出向者を除きます。

※ 出光興産単体・昭和シェル石油単体を対象とし、 役職者、休職者、出向者を除きます。
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■ 一人当たりの年次有給休暇取得実績 

■  一人当たりの時間外勤務平均時間数   

一人当たりの年次有給休暇取得率（2018年度）  　  　      　
出光興産 昭和シェル石油

68.4 74.6

（単位：%）
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D&I推進に向けた制度の拡充
ダイバーシティ＆インクルージョン方針に基づき、多様な社員の働きやすい環境整備として、出光興産・昭和シェル石油の現
行制度を2020年度から以下のように拡充します。

介護を行う社員対象の制度

介護休業 同一対象家族1人につき、最長365日休職できます（分割して取得可能）。

家族の介護のための休暇 家族の介護のために、年間最大10日の特別有給休暇を取得できます。1日、半日、1時間単位で取
得できます。

育児もしくは介護を行う社員対象の制度

短時間勤務 30分単位で1日2時間まで勤務時間を短縮できます（育児：子どもが小学校3年生まで、介護：最長
3年間）。

在宅勤務 週2日、自宅で勤務できます（育児：子どもが小学校3年生まで、介護：事由解消まで）。全ての社員
向けの制度と合わせて、月10回を上限に週3回利用できます。

所定外労働の免除 時間外労働の免除を受けることができます（育児：子どもが満1歳まで、介護：事由解消まで）。

時間外・休日労働の制限 時間外・休日労働を1カ月24時間、1年150時間の範囲内とすることができます（育児：子どもが小
学校就学前まで、介護：事由解消まで）。

深夜業の免除 深夜業の免除を受けることができます（育児：子どもが小学校就学前まで、介護：事由解消まで）。

出光興産 昭和シェル石油
制度名 全体 男性 女性 全体 男性 女性

出産休業 28 - 28 26 - 26

育児休業 47 3 44 37 3 34

介護休業 3 3 0 2 2 0

短時間勤務 42 1 41 38 0 38

子の看護のための休暇 113 51 62 113 56 57

家族の介護のための休暇 43 34 9 17 11 6

在宅勤務 - - - 191 111 80

自己啓発休職 - - - 3 1 2

※ 出光興産の各制度の利用対象は、直接雇用社員・臨時就業者を含み、派遣社員は含みません。
※ 出光興産においても、2018年度に育児・介護事由による在宅勤務制度がありましたが、利用者数は未公表です。
※ 昭和シェル石油の制度利用対象は、直接雇用社員、嘱託職員（再雇用のみ）です 。
※ テレワーク・デイズ期間中（2019年7～9月）の在宅勤務利用実績は1,247名まで拡大しました。

働きがいがあり、仕事に安心して注力できる人事諸制度の構築

人事諸施策に関する社員との意見交換
当社グループは、国内外の各地域における労働関連法令の順守に努めるとともに、全ての従業員が安心して仕事に注力でき
る職場環境づくりを進めています。当社の人事諸施策の策定においては、人事部による社員向けの説明会や昭和シェル石油
労働組合への提案を通じて、施策の内容や賃金水準、労働条件や福利厚生について事前に意見交換を行い、納得性・共感
性の高い施策の展開を目指しています。

全ての社員対象の制度

年次有給休暇 毎年、勤続年数に応じて、有給休暇が付与されます（年間最大21日）。半日単位で取得できます。

年次有給休暇の繰り越し 付与された有給休暇が未消化の場合、次年度に繰り越すことができます（年間最大31日）。

フレックスタイム 1日の勤務時間を自分で決められるので、フレキシブルな働き方ができます。

在宅勤務 週1回、自宅で勤務できます。

自己啓発休職 会社でのキャリア形成に資するような就学や資格取得のために、最長2年の休職ができます。

ボランティア休職 災害や国際協力、自然・環境保護、障がい者を対象とした支援、子どもを対象とした次世代育成支
援などの活動のために、最長2年の休職ができます。

ボランティア休暇 災害や国際協力、自然・環境保護、障がい者を対象とした支援、子どもを対象とした次世代育成支
援などの活動のために、年次有給休暇とは別に、年間3日の特別有給休暇を取得できます。

配偶者海外転勤休職 配偶者の海外における勤務などに同行するため、最長3年の休職ができます。

裁判員・検察審査員休暇 裁判員や検察審査員などに選任された場合は、年次有給休暇とは別に、特別有給休暇を必要な日数
付与します。

出産・育児を行う社員対象の制度

出産休業（女性） 出産予定日の6週間（多胎の場合14週間）前から、出産後8週間まで特別休業を取得できます。

配偶者の出産時の特別休暇（男性） 配偶者が出産した時には、5日の特別有給休暇を取得できます。

育児休業 男女を問わず、最長で子どもが満2歳に達するまで休職できます。

育児時間（女性） 30分単位で1日1時間まで育児のための時間を取得できます（子どもが満1歳まで）。

子の看護のための休暇 子どもの看護のために、年間最大10日の特別有給休暇を取得できます（子どもが小学校3年生まで）。
1日、半日、1時間単位で取得できます。

2018年度の各種制度利用実績 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：名）
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