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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。

●ダイバーシティの取り組みを本格化しました。

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。

2011年度のトピックス

　内外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、①常に新しい事業、商品、技術、市場を創造し続けるチャレンジ精神溢れる
多様な人材を輩出し続け、あらゆる環境変化も乗り越える“日本特殊陶業”、②国内外全
世界のグループの優秀人材が把握され、能力とチャレンジ性を活かす
ことができる“日本特殊陶業”を目指して、人事制度改革に取り組んで
います。
　当社の残すべきは残し、捨て去るべきものは捨て、「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。

VOICEVOICEVOICE

人事部長　森	雅計

　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もと、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。

労働組合との関係

■ 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。
　ハラスメントに対しては、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・管理職が通用門に
立ち、出社する従業員や退社する
従業員に声をかけています。

定時退社の日 あいさつ運動

雇用・人権

24



社会性報告
NGK Spark Plug Group CSR Report 2012

従業員とともに

　企業の成長と個人の幸せをかなえるには、多様な人材（性
別、年齢、障がい、国籍など）がイキイキと働ける環境、そして
そこから生み出される新たな価値や発想を活かしていくこと
が重要と考え、ダイバーシティの推進に取り組んでいます。

ダイバーシティの推進

■ 高齢者の活用
　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。
　年金支給開始年齢の引き上げ、そして少子高齢化が進む
なか、高齢者の活用は重要な課題です。高齢者と会社・職場の
ニーズが一致する環境を整備するため、高齢者の適性・意欲・
能力を加味した新たな制度などの体制づくりに取り組みます。
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■ 女性の活躍
　製造業ということもあり、正社員に占める女性の割合は15
％と高くはないものの、平均勤続年数は13.2年と長く、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36名となり、女性正社員の総合職比率は約10％に
なりました。女性の役職者も年々増加しており、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。

課長代理係長 課長
25

20

15

10

5

0
20082007

人数（名）

年度

9

54

2009

18

2010

22

2011
1
2
19

1
17

1
8

■	女性役職者数の推移

■ ワーク・ライフ・バランス
　育児休職者は常に50名前後で推移しており、多くの女性が
出産後も復職しています。また、2010年に創設された「パパ・
ママ育休プラス」の効果もあり、少しずつ男性の育児休職取
得者が増えています。家族と絆を深めることが、仕事によい影
響を及ぼすものと考えています。
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■	休職制度利用者数の推移

■	雇用継続制度利用者数の推移

これまでに取得した7名にアンケート調査を実施しました。
・7名全員が取得して良かったと回答
・取得後、時間の使い方などで仕事にプラスの影響があった
・制度の概要、賃金・賞与への影響について、周知を望む声が多い
・7名中6名が、男性初の取得者と同じ部署に所属
・取得期間は、20日から半年とそれぞれ

男性育児休職取得者の声（アンケート結果から）

　双子が生まれ、半年間の育児休職を取得しました。夫婦とも実
家が遠方であり、両親の助けがなかなか得られない状況でしたの
で、私が育児休職を取得することに迷いはありませんでした。
　私自身が育児や家事に深く関わったことは、仕事と家庭の両方
について、以前よりもより深く具体的に考えるきっかけになりまし
た。また、24時間子供と一緒に過ごし、日々の
小さな成長を間近で見られたことは、二度とで
きない貴重な体験であり、大きな喜びでした。

VOICEVOICEVOICE

オーガニックPKG事業部	製造技術部
主任　下上	晃一郎
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従業員とともに

■ 障がい者の雇用
　障がい者の雇用を促進した結果、2011年度に雇用率が
1.84％となり、法定雇用率をクリアしています。
　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。
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■	障がい者雇用率の推移

　「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。

人材育成

「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

人材育成コンセプト

■ 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）も行っています。
　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153の研修プログラムを用意しており、2011年度は延べ
4,951名の従業員が受講しました。

　選抜型経営リーダー研修では、戦略、マーケティング、ファイナ
ンスなど、実践で活用できる内容を多く学ぶことができました。
　この研修は、単に知識の習得だけでなく、じっくりと自分を見つ
め直すことができ、また、各参加者と意見交換
するなかで、さらにさまざまな思いを高めるこ
とができたという点で非常に良かったと思い
ます。	

VOICEVOICEVOICE

センサー事業部
第２技術部長　前田	博之

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

新入社員研修人事部	人材開発課	能力開発グループ

■	人材育成活動

■	教育体系図

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
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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。

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。

● 業務上災害の全度数率が過去10年で最善の結果となりました。
● 体感教育やルール順守活動等による啓蒙活動を充実しました。

2011年度のトピックス

労働安全衛生

　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。

推進体制

■	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）

中央安全衛生管理責任者

内部
安全衛生
監査員

OSHMS
事務局

内部監査員教育

従業員とともに

社会性報告
NGK Spark Plug Group CSR Report 2012
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JISHA方式適格OSHMS基準
用語解説
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。

度数率
用語解説
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］



従業員とともに

　2011年度は、モデルライン（プラグ事業部小牧製造部）に
おいて新リスクマネジメントを実施し、網羅的かつ客観的に危
険源を抽出する考え方を確立しました。また、安全体感教育
の実施工場を拡大し、行動面の災害防止を図りました。
　2012年度は、新リスクアセスメントを全社に展開します。ま
た、2011年度目標を達成できなかった「作業環境の改善」に
ついては、「防音対策として、騒音防止カバーを設置」し、「行動
面の安全衛生パトロールの強化」は、「巡視チェックシートの見
直しを実施」する改善策を進めます。さらに、教育の充実を図
り、ハード・ソフトの両面で従業員の安全衛生に対する意識の
向上を図ります。

目標と結果

　今回、リスクアセスメントを見直したことで、その結果、ＫＹ的要
素から脱却することができ、客観的に危険源を抽出することがで
きました。
　同時に設備と作業の両側面から危険源を抽
出することで、職場の危険源の抽出漏れが少
なくなることがわかりました。

VOICEVOICEVOICE

環境安全部
主査　田辺 順一 

2011年度 2012年度
目標 結果 評価 目標

１. 業務事故
の撲滅

機械設備の本質安全化・
設備自主管理の徹底

設計時の安全確認と設備の自主保全の
強化ができた。 ○ 機械設備の本質安全化・設備自主管理の

推進
現行リスク抽出強化
および残存リスクの周知徹底 各職場において残存リスクを周知した。 ○ ―

新リスクアセスメントの推進 新リスクアセスメントの考え方を教育する手法を
確立した。 ○ 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

順守状況に問題ないことを内部監査で
確認した。 ○ 作業方法のルール化・順守の徹底

２. 作業環境
の改善

有害な業務を行う職場の
作業環境の改善

騒音第Ⅱ・Ⅲ管理区分職場の改善が
進まなかった。 × 職場の作業環境の改善

３. 健康
の増進

メタボリック改善活動の推進 対象者に生活習慣改善プログラムを実施した。
健康増進展示会を開催した。 ○ 健康診断を活用した自己管理と保健指導

メンタルヘルス取り組み推進 産業医による指導、メンタルヘルスケアアンケー
トを実施した。 ○ メンタルヘルスのセルフケアとラインケア

４. 教育・啓蒙
の充実

職場の安全衛生教育の充実 安全体感機の展開規模と、安全体感教育の受講
規模を拡大した。 ○ 職場の安全衛生教育・訓練の充実

行動面の安全衛生パトロール
の強化 相互注意活動が十分に浸透しなかった。 × 行動面の安全衛生パトロールの強化

日常安全衛生・健康活動推進 各職場においてＫＹＴなどが活発に実施された。 ○ 日常安全衛生・健康活動推進

　2011年度の業務上災害の全度数率は、過去10年で最善
だった昨年をさらに上回る結果となりました。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、教育・啓蒙活動の
強化、全社的なルールの順守活動を継続的に行ってきた成果
と考えています。災害の傾向も、不休業災害から赤チン災害
へと、軽微な災害へ移行しつつあります。
　通勤途上災害については減少傾向にあり、交通安全教育の
成果が出た結果となりました。

1. 業務事故の撲滅

■ 災害度数率の推移

電気機械器具製造業（休業災害）［参考］度数率

2007 2008 2009 2010 2011年度

日本特殊陶業（休業災害）日本特殊陶業（全災害）

1.86

1.41

1.52

1.09

0.180.39

0.64
0.48

0.35

0.49

0.26
0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.09

0.98

0.44
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リスクアセスメント
用語解説
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。



従業員とともに

　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管理区分となるように改善を進めて
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、勉強会の開催、経口補水
液の自販機設置など、熱中症予防に取り組んでいます。

　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、風邪の蔓延や
インフルエンザの感染予防に努めてい
ます。

　当社は、「心身ともに健康な状態で出社し、すこやかな笑顔
で帰宅しよう！」というスローガンをかかげています。その基本
認識として、「自分の健康は自分で守る（自己管理する）」こと
を啓蒙し、従業員の健康増進に取り組んでいます。

　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、
活動状況については内部監査などで確認しています。安全衛
生パトロールや職場懇談会で判明した課題は、安全衛生委員
会における審議事項として取り上げ、順次改善しています。
　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2010年の新入社員教育に取り入れましたが、2011年
度は、他工場や関係会社にまで規模を拡大して実施しています。

２. 作業環境の改善

３. 健康の増進

４. 教育・啓蒙の充実

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

■ 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、保健師、診療医、保健スタッフでフォローし
ています。
　従業員の健康意識を高揚し、健康の
自己管理を促進するため、広報活動に
も力を注いでいます。

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、保健師、
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・疾病予防として、メタボリックシンドロームの改
善・予防、各種予防接種、禁煙支援、インフルエンザ予防接種
補助、ウォーキング、バスハイク等健康支援に関するイベント
など開催実施しています。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。

■ 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

健康管理スタッフ

体感教育（宮之城工場）安全衛生心得の読み合わせ

　安全体感機に自分が引っ張られたときは、予想以上の力にとても
驚きました。また、これが実際の現場だったらと
思うとぞっとしました。危険を回避する装置はい
くらでもありますが、まずは自ら気をつけること
が重要だと再認識できた体感教育でした。

VOICEVOICEVOICE

プラグ事業部　宮之城製造部
課長　下田	敏郎

関係会社への体感教育
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KYT
用語解説
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。

WBGT
用語解説
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。

作業環境測定
用語解説
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。

産業医
用語解説
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。

ヒヤリハット
用語解説
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。




