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従業員とともに

基本的な考え方
　人材は、最大の経営資源です。従業員の多様性
と個性を尊重し、多様な人材を育成するとともに、
能力を十分に発揮できる環境を整えることで、働き
やすい環境を整えます。

人財方針

私たちは、従業員は最大の経営資源であると認識
し、従業員の多様性・個性を尊重し、豊かな人材を
育成することで、当社グループの発展を目指しま
す。

【行動指針】
● 雇用および就業における差別、各種ハラスメン
ト、強制労働、児童労働を排除し、人権を尊重し
ます。

●「良品主義」を伝承する人材を育成・確保します。
そのために、学習や成長の機会を提供するな
ど、従業員のキャリア形成を支援します。

● 多様な個性を有する従業員が、能力を発揮で
きる人事処遇制度を構築します。

Voice

　私たちは、多種多様な人材が個性を発揮する「総員
参加」のもと、「一歩先行くモノづくり」を戦略指標とし
て、世界の人々から愛され、親しまれる企業を目指し、
企業活動を行って参りました。
　一方、内外の環境は大きく変わり、人々の価値観、マ
ーケットの変化、新興国の台頭など、かつてない変化
が起こっています。
　人事部では、「総員参加」、「一歩先行くモノづくり」を
大切にしながら、「慣性」に陥ることなく、劇的な環境変
化にも果敢に挑戦し続け、変革を遂
げることができるチャレンジ人材を
育成・支援します。

人事部長　森 雅計

雇用・人権

労働組合との関係
　良い製品・サービスの提供によって広く社会に貢
献することは、労使の大きな使命です。労使相互の
信頼と協力の下、それぞれが責任を果たし、より良
い職場づくりに努めています。

■ 労使懇談会
　労使のコミュニケーションの場として、定期的に
労使懇談会を開催しています。会社の情勢、労働時
間の短縮など、さまざまな課題について協議し、対
応しています。

■ 労働時間の短縮
　週１回、定時退社の日を設けています。労使の代
表者が定時後に職場パトロールを実施し、定時退
社の徹底を呼びかけています。

■ ハラスメントへの対応
　従業員の人権を守るため、労使が一体となって
ハラスメントの防止に取り組んでいます。
　セクハラに対しては、就業規則にその禁止を明記
し、対策委員会を設置して防止に努めています。ま
た、労使双方が各工場に相談窓口を設け、相談しや
すい環境を整えています。

■ あいさつ運動
　気持ちの良い挨拶で一日をスタートし、健やかな
笑顔で帰宅するよう、あいさつ運動を継続していま
す。月1回、労働組合役員と当社役員・管理職が通
路に立ち、出社する従業員に声をかけています。

あいさつ運動定時退社の日
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従業員とともに

ダイバーシティの推進
　当社は、多様な人材（性別、年齢、障がい、国籍な
ど）やそこから生まれる新たな価値・発想を取り入
れ、企業の成長と個人の幸せをつなげるため、ダイ
バーシティ活動に取り組んでいます。

■ 女性の活躍
　正社員に占める女性は16％と少ないものの、平
均勤続年数は約13年、育児休職者数は常に50名
前後（女性の約5％）であり、結婚・出産後も働きや
すい環境が整っています。
　1999年に始まった一般職から総合職への職群
転換制度の利用者は34名となり、女性正社員の総
合職比率は10％を超えました。2010年度は役職
者が倍増し、女性がより能力を発揮できる環境づく
りに取り組んでいます。

■ 雇用継続制度
　定年退職者が長年培ってきた知識や技術・技能を
活かし、就労の機会を提供するため、2001年より定
年退職者雇用継続制度を導入しています。
　2010年度は78名が本制度を利用し、制度開始か
らの累計利用者は451名になりました。

■ 雇用継続制度利用者数の推移
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■ 適正な配置
　意欲の高い従業員の活躍の場を広げるため、社
内公募制度、職群転換制度、女性の深夜勤務を可能
とする体制などを整備しています。
　年2回の人事考課面談では、一般社員と考課者
（管理職）が目標設定やキャリア、職場環境について
話し合っており、配置替え等の希望を出すことがで
きます。能力、適性、意欲、希望等を考慮し、各人の能
力を最大限に引き出すよう努めています。

■ 各種制度
制度 期間 概要

育児休職制度 満1歳まで（最長1歳2ヶ月まで） 子を育てるために休業することができる
育児休職延長制度 満2歳まで 保育所に入れなかった場合などに休職期間を延長できる
特別休暇制度 小学校入学まで（年間最大10日間） 病気やケガをした子の看護のため、休暇を取得できる
短時間勤務制度 小学校入学後の4月まで 1日の労働時間を2時間短縮できる
介護休職制度 1年まで 親族等を介護するために休業することができる
ボランティア休職制度 2年4ヶ月まで 社会貢献活動に従事するために休業することができる

Voice

　現在、女性管理職は私一人ですが、職場や上司に恵
まれたお陰だと思っています。これからは、従業員一人
ひとりの話に耳を傾け、一人でも多くの従業員が「日
本特殊陶業で働けて良かった」と思える環境づくりに
貢献したいと思います。その一環と
して、人事部内プロジェクトを立ち
上げています。

人事部　課長代理　森 祐美子

Voice

　自分の過去の経験が少しでも役に立てばと思い、雇
用継続の道を選びました。日常業務の中で、自分が携
わってきた業務の過去の経緯・考え方・解釈について
具体的な説明を求められることがあると、この制度を
利用してよかったと思います。

人事部　高井 邦男

■ 休職制度利用者数の推移
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■ 障がい者の雇用
　障がい者の雇用を促進した結果、2010年度に雇
用率が1.83％となり、法定雇用率をクリアしました。
　配属の際は、安全面などに十分配慮し、安心して
働ける職場づくりに努めています。今後も継続して
雇用を促進していきます。

■ 障がい者雇用率の推移
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人材育成
　当社では、「良品主義」を伝承する人材、および、
内外の環境変化に果敢に挑戦し続ける変革・チャレ
ンジ人材を継続的に育てるため、人材育成コンセプ
トを軸として、さまざまな教育・訓練活動を計画的
に行っています。

■ 教育・訓練活動
　教育・訓練活動では、実際の業務を通して必要な
技術や知識を職場で身につけるOJT（On the Job 
Training）を基本として、職場を離れて新たな技術・
知識・スキルを身につけるOFF-JT（Off the Job 
Training）を行っています。
　OFF-JTでは、「品質教育、環境・安全教育」をはじ
めとして、「階層別役割教育」、「グローバル人材教
育」、「キャリア支援」など108の研修プログラムを用
意しており、2010年度は延べ5,874名の従業員が
受講しました。

人材育成コンセプト
「日特社員として、規律を守り、

自立心を持って、主体的に行動できる人材」

望まれる人物像
● 好奇心が強く何事にも取り組むチャレンジ精神旺
盛な人物

● 変化を柔軟に捉え、楽しむことができる前向きな
人物

● 相手の立場に立ち、論理的に考えた上で誠実さを
持って行動できる人物

Voice

　選抜型経営リーダー研修を受講し、経営環境が変化
する中で、“自分で作り上げていくマネジメント”を学
ぶことができました。この研修のポイントは、経営者の
一員としての新たな発想による提案、視野の広さと視
点の高さ、組織の存在意義の明確化でした。社外での
グループ実践研修と、自宅での基礎知識を習得する
通信教育の両面を通した研修であ
ったため、非常に理解しやすかった
と思います。

副営業本部長　足立 典彦

管理職層

中堅層

若年層

入社直後

選抜型経営リーダー研修群

新任管理職研修群

新任係長研修群

中堅社員研修

フォローアップ研修

新入社員研修

管理職研修群

専門教育群
グローバル人材教育群

通信教育群

品質教育群
環境・安全教育群

人材育成活動

教育・訓練活動
会社全体で共通して
必要な教育・訓練他

ＯＪＴ
業務遂行に密着して
行う職場内指導

ＯＦＦ－ＪＴ
業務を離れて行う
職場外教育

●職場、職種の
　異動

●モチベーション
　向上

●自己啓発
など

■ 教育体系図

人事部
能力開発室



JISHA方式適格
OSHMS基準
中央労働災害防止協会
（JISHA）が策定し、公表。
厚生労働省の労働安全
衛生マネジメントシステ
ムに関する指針に沿って
OSHMSが適切に導入さ
れ、労働安全衛生水準が
段階的に向上するような
適切な運用が行われて
いるかを判断するための
基準。
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労働安全衛生
基本的な考え方
　労働安全衛生は、従業員にとっては会社生活に
おける最も身近なテーマです。そして会社にとって
は、従業員が力一杯働くための重要なテーマです。
そのため、安全・安心で働きやすい職場を作ること
が会社の責任であると考えています。
　そこで当社は、災害ゼロで働きやすい職場の形
成を目指して2006年に労働安全衛生マネジメント
システムを構築しました。今後も総員参加で安全衛
生活動に取り組み、安全文化を築いていきます。

■ 安全衛生推進組織

各工場

中央安全衛生委員会

専門委員会
 ・ 臨時対策評価委員会
 ・ 交通安全対策委員会
   等、必要に応じて開催

安全衛生委員会

部・課
安全衛生小委員会

職場安全衛生
ミーティング

※各工場とは、本社工場、小牧工場、宮之城工場、伊勢工場を示します。

社長

安全衛生統括責任者
（中央安全衛生委員長）

安全衛生管理責任者

安全衛生
内部
監査員

OSHMS
事務局

労働安全衛生基本方針

私たちは、人間尊重を基本とし、労働安全衛生を
企業活動の出発点と位置付け、行動します。

【行動指針】
● 労働安全衛生に関する法規および自主基準を
遵守します。

● 労働安全衛生マネジメントシステムおよびパ
フォーマンスの継続的改善によってリスクを低
減し、業務事故を撲滅します。

● 従業員の健康障害を防止するとともに、心身
の健康増進に取り組みます。

● 全従業員に本方針を周知し、教育・啓蒙により
自覚を促し、総員参加での労働安全衛生活動
を広く展開します。

従業員とともに

┃PICK UP┃

SHARP認定を受ける　－米国特殊陶業株式会社
　2010年8月、ウエストバージニア工場が、米国労働
安全衛生局（OSHA)より安全衛生達成認定プログラム
（SHARP）の認定を受けました。災害率、継続的改善へ
の取り組み実績、OSHAの評価基準58項目の状況な
どの審査を受け、模範的な事業者として認められた結
果です。今後も、安全衛生水準の更なる向上を目指し
て努力していきます。 記念式典

推進体制
　労働災害を撲滅し、快適な職場環境を形成する
ため、労働安全衛生マネジメントシステムを構築し、
JISHA方式適格OSHMS基準*に適合する事業場と
して認定を受けています。

　各工場・職場は、労働安全衛生基本方針の下で
目標と計画を設定し、総員参加で安全衛生活動に
取り組んでいます。その運用状況は内部監査で確
認するとともに、各工場の安全衛生委員会および
中央安全衛生委員会でも確認し、安全衛生水準の
段階的向上を目指しています。

内部監査員教育



リスクアセスメント
職場に潜在する危険性
や有害性を見つけ出し、
それを評価して、除去・低
減するための手法のこと。

KYT
危険予知訓練の意味で、
Kiken Yochi Training
の略。作業に潜む危険を
出し合うことで、危険へ
の感受性を高めることを
目的として実施する訓練
のこと。

ヒヤリハット
幸いにも事故に至らなか
ったものの、重大な事故
に発展したかもしれない
出来事。ヒヤリとしたり、
ハッとしたりするもの。

度数率
災害発生の頻度を表す
もので、値が小さい方が
良い。次式より算出する。
度数率 ＝
災害発生件数
延実労働時間数×100万
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1. 業務事故の撲滅
　2010年度の業務上災害の全度数率*は、過去10
年で最善の結果となりました。非定常作業を中心と
するリスク抽出の強化と対策の実施、若年層への
教育・啓蒙の強化、全社的なルール順守活動の実
施など、いくつかの活動の成果と考えています。
　通勤途上災害については、各工場で事故や被災
者の傾向を分析し、交通安全教育を実施していま
す。小牧工場は2010年度、入社2年目およびバイ
ク通勤の従業員を対象とする交通安全講話を行い
ました。

■ 災害度数率の推移 ※日本特殊陶業の度数率には、派遣社員を含む

電気機械器具製造業（休業災害）［参考］

度
数
率
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日本特殊陶業（休業災害）
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目標と結果
　2010年度は、リスクアセスメント*活動の強化、
および職場の日常活動の強化を重点として取り組
んだ結果、業務事故を減らすことができました。
　2011年度は、網羅的かつ客観的にすべてのリス
クを抽出することを目的として、作業の洗い出しや

危険箇所の抽出手法を見直した新リスクアセスメ
ントを推進します。また、従業員の意識を高め、より
安全な行動へ自ら変化するよう、継続的に教育・啓
蒙活動を実施します。

2010年度 2011年度
目標 結果 評価 目標

１. 業務事故
の撲滅

機械設備・化学物質の
リスクの低減

機械設備・化学物質のリスク抽出
件数が、前年度より23％増加した ○ 機械設備の本質安全化・

設備自主管理の徹底

非定常作業の
リスク抽出強化

非定常作業のリスク抽出件数が、
前年度より29％増加した ○ 現行リスク抽出強化

および残存リスクの周知徹底

残存リスクの周知徹底 各職場で、対策立案、実施、対策後
の評価を実施した ○ 新リスクアセスメントの推進

─ ─ ─ 作業方法のルール化・順守の徹底

２. 作業環境
の改善

第Ⅲ管理区分職場の撲滅
第Ⅱ管理区分職場の低減

第Ⅲ管理区分職場をゼロにするこ
とができなかった × 有害な業務を行う職場の

作業環境の改善

３. 健康
の増進

健康増進意識の向上 健康情報の提供を実施した ○ メタボリック改善活動の推進

─ ─ ─ メンタルヘルス取り組み推進

４. 教育・啓蒙
の充実

配置替え者・若年層の
安全衛生教育の充実 各職場で教育を実施した ○ 職場の安全衛生教育の充実

安全衛生パトロールの強化 各職場で安全衛生パトロールを
実施した ○ 行動面の安全衛生パトロール

の強化

KYT*・ヒヤリハット*の
活動推進

各職場で日常の安全衛生活動を
推進した ○ 日常安全衛生・健康活動推進

安全衛生改善活動の推進 安全衛生に関する改善提案活動
を推進した ○ ─



作業環境測定
適正な作業環境を確保
し、労働者の健康を保持
するため、作業環境中に
有害な因子がどの程度
存在し、労働者がどの程
度有害因子にさらされて
いるかを把握すること。
第Ⅰ、第Ⅱ、第Ⅲ管理区分と
して評価する。

作業
環境管理

管理
区分

第Ⅲ 適切でない
と判断され
る状態

第Ⅱ 改善の余地
ありと判断
される状態

第Ⅰ 適切である
と判断され
る状態

WBGT
Wet-Bulb Globe
 Temperature（湿球黒
球温度）のことで、スポー
ツや職場での熱中症を
予防するために使用され
る指数。環境省では「暑
さ指数」という。

産業医
企業内にあって、労働者
の健康管理等を行う医
師。労働安全衛生法では、
常時50人以上の従業員
を使用する事業場では
選任しなければならない
ことを義務付けている。
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　従業員の健康の増進に取り組んでいます。

■ 健康診断
　法定項目以外にも、健康管理に必要な検査を追
加で実施しています。有所見者に対しては、再検査、
精密検査、経過観察、治療など、産業医*、診療医、
保健スタッフでフォローしています。「自分の健康
は自分で守る」という基本認識のもと、従業員へ「健
康への気づき」を与えるため広報活動にも力を注
いでいます。

■ メンタルヘルス
　社内外の研修によるラインケアとともに、セルフ
ケアの啓発や『セルフケアハンドブック』のストレス
チェック表を活用して、セルフケアの重要性を周知
しています。また、産業医、診療医の協力のもと、従
業員にアンケートを実施してメンタルヘルス不調
の早期発見を図っています。不調を感じた従業員
が相談できる電話窓口を社外に開設するなど、心
の健康づくりに努めています。

■ 日本特殊陶業健康保険組合の取り組み
　健康保険組合では、組合員の「こころ」と「からだ」
の健康をサポートするため、会社および労働組合と
協力してさまざまな取り組みを行っています。
　健康維持・病気予防として、メタボリックシンドロ
ームの改善・予防、各種健診補助、歯科健診、禁煙
支援、インフルエンザ予防接種補助、ヘルスアップ
教室・ウォーキングイベントの開催などを実施して
います。また、国内工場の診療所（3ヵ所）や、南伊勢
の五ヶ所湾にある保養所の運営も行っています。

安全衛生パトロール（本社）

ポスター
（小牧工場）

作業前KY活動（伊勢工場）

新入社員への安全体感教育

　安全衛生パトロール、KYTやヒヤリハット事例の
共有、『安全衛生心得』の読み合わせなど、日常的
に安全衛生活動を実施しています。安全衛生パト
ロールや職場懇談会で判明した課題は、順次改善
しています。
　2010年度は、前年度に災害が多く発生したこと
から、啓蒙ワッペンの装着、緊急事態ポスターの掲
示、構内放送などにより、全従業員が日ごろから注
意して行動するよう呼びかけました。また、近年、若
年層の被災が多かったため、安全体感機による体
感教育を、新入社員教育に組み入れました。

　工場では、粉じんや著しい騒音が発生する職場
において、労働安全衛生法による作業環境測定*を
実施しています。第Ⅲ、第Ⅱ管理区分となった職場で
は、第Ⅰ管理区分を目指して改善に取り組んでいま
す。また、夏季には、暑熱職場においてWBGT*の

測定、水分・塩分の補給、冷却保護具の支給などを
行い、熱中症を予防しています。
　オフィスでは、照度やCO2濃度を測定して良好な
作業環境を維持しています。冬季には加湿器を設
置し、インフルエンザの感染予防に努めています。

２. 作業環境の改善 

３. 健康の増進

４. 教育・啓蒙の充実

従業員とともに

健保保養所志摩五ヶ所荘 ウォーキングイベント

本社診療所健康管理スタッフ
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