
課題の洗い出し

STEP 1 STEP 2
優先順位付け

〈グループ横断検討会の実施〉

以下の分析に基づき、グループ事業特性も踏まえた「社会か
らの期待事項」として「CSR関連課題」35項目を網羅的に抽
出しました。

◦GRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン
第4版（G4）」

◦ISO26000
◦持続的な開発目標（SDGs）
◦ESGに関する外部評価機関調査票
◦従業員満足度調査等の社内資料
◦ベンチマーク調査	 	 	 	 	
（スチール事業、エンジニアリング事業、商事事業）

STEP	1で抽出した35項目について、
①	縦軸：ステークホルダーからの期待度
②	横軸：事業との関連性（社会への影響度）の両
軸から優先順位付けを実施しました。

①については、ステークホルダーの意思決定への
影響の大きさを分析し、	②については、グループ
横断の検討会を開催して議論を行い、「5分野・13
項目」の課題を特定しました。

JFEグループ「CSR重要課題」特定の
ための検討会

各事業会社から部長級社員が集まり、日常業務
の経験を踏まえつつ、経営の視点から、各事業
会社としておよびグループ全体として、抽出し
た35項目の優先順位付けを議論しました。

JFEグループのCSR重要課題（マテリアリティ）

経済
❶ コンプライアンスの徹底
❷ 適切な情報開示
❸ コーポレートガバナンス
❹ CSRマネジメント
❺ お客様満足
❻ サプライチェーンマネジメント
❼ リスクマネジメント
❽ 資源開発の透明性確保
❾ 税務マネジメント
� 財務パフォーマンスの向上
� イノベーション管理
� 良質な商品の提供
� 情報セキュリティ管理

環境
� 環境マネジメント
� 環境投資による財務的リターン
� 環境配慮型商品の開発と提供
� 地球温暖化の防止

■ 35の課題

� エネルギー効率の向上
� 水資源の効率的利用
� 大気汚染物質の排出抑制
� 資源循環の推進
� 生物多様性の保護
� 再生可能エネルギーの推進
� 化学物質の管理・排出抑制

社会
� 労働安全衛生の確保
� ステークホルダー・エンゲージメント
� 健全な労使関係
� 人権の尊重
� ダイバーシティの推進
� 従業員に対する公正な評価・報酬
� 人材の確保と育成
� 従業員満足の向上
� 事業活動を通じた社会への貢献
� 社会貢献活動の推進
� ワーク・ライフ・バランスの推進

2016年度 重要課題の特定
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STEP 3 STEP 4
妥当性の確認

レビュー
KPIの設定

環境や社会に関する課題は変化し、複雑化しています。
さまざまなステークホルダーのニーズに対し、JFEグループの資本をどこにどのように投入すれば、
社会に対するマイナスの影響を最小化し、当社グループならではの価値創造の最大化につながるのか。
このような観点に立ち、2016年度にJFEグループが特に重点的に取り組んでいくべきCSR重要課題を特定しています。
2017年度には、取り組みのPDCAを推進していくために、
新たにKPI（Key Performance Indicator：重要業績評価指標）の設定を行いました。

特定した「CSR重要課題」への取り組み状況について
以下のレビューを実施しました。

◦グループCSR会議でのレビュー
◦CSR報告書に対する有識者による第三者意見の検討

取り組みの進捗度を確認し、PDCAを推進していくた
め、以下のプロセスで新たにKPIを設定しました。

◦レビュー結果も踏まえ、各事業会社における検討
◦グループ環境委員会への原案報告・審議
◦CSR会議における検討・承認

特定した、「5分野・13項目」のCSR重要課題について、
以下のプロセスを経て妥当性の確認を行いました。

◦各事業会社での確認・検討
◦グループCSR会議※における検討と承認

高

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
か
ら
の
期
待
度

事業との関連性（社会への影響度） 高

重要性の
高い領域

※	メンバー：JFEホールディングス社長（議長）、副社長、執行役員、常勤監査役、
事業会社社長等

CSR重要課題の5分野
◦良質な商品の提供とお客様満足度の向上
◦地球環境保全
◦労働安全衛生の確保
◦多様な人材の確保と育成
◦コンプライアンスの徹底

2017年度 KPIの設定
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課題の分野 何を重要と捉えているか 主な影響の範囲 CSR重要課題 関連性の高いSDGs

事業活動

良質な商品の
提供とお客様
満足度の向上

◦	優れた技術に基づいた商品と	
サービスの提供

	 ・安全で高品質な商品の安定
　　供給を継続
	 ・お客様の課題の解決

JFEグループ
お客様
社会

商品安定供給
品質確保
研究開発の推進
お客様ニーズへの対応

地球環境保全

◦	環境負荷低減
◦	循環型社会の実現に貢献
◦	グループの技術力を活かし環境
保全に貢献する商品を開発

JFEグループ
製造拠点周辺地域	

お客様	
社会

環境配慮型商品の開発と提供
地球温暖化防止
大気環境の保全
資源循環の推進

労働安全衛生
の確保

◦	安全はすべてに優先する
◦	社員とその家族のこころとから
だの健康の維持と、働きがいの
ある職場を構築

JFEグループ
協力会社	
取引先

労働災害の防止

社員とその家族の健康確保

多様な人材の
確保と育成

◦すべての人材がその能力を最大
限発揮できる環境を整備

◦	技術・技能の蓄積と伝承

JFEグループ
協力会社

ダイバーシティ
&インクルージョン

人材育成の推進

事業活動
の基本 コンプライアンスの徹底

JFEグループ
取引先	
行政	
社会

企業倫理の徹底と法令遵守

人権の尊重・人権意識

コーポレートガバナンス（公正性・公平性・透明性を確保）

特定したJFEグループのCSR重要課題は、以下の5分野・13項目です。
当社グループは、あらゆる事業活動および社会活動において基本となる人権を尊重しながら、
公正かつ透明性の高いコーポレートガバナンスを基盤として、これらのCSR重要課題の取り組みを推進していきます。
CSR重要課題への取り組みは、「世界最高の技術をもって社会に貢献します。」という企業理念の実践であり、
これらを通じてグループの持続的な成長と持続可能な社会の実現への貢献を目指します。

JFEグループのCSR重要課題（マテリアリティ）

特定したCSR重要課題

企業理念　常に世界最高の技術をもって社会に貢献します。
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2015年9月に国連サミット
で、持続可能な発展のために
世界が共有して取り組む17
のゴール「持続可能な開発目標
（SDGs）」が設定されました。
グローバル社会の要請に対
し、JFEグループは事業活動
を通じた貢献を目指します。

事業活動を通じた
「持続可能な開発目標
（SDGs）」への貢献

課題への取り組みが
目指すもの

持続可能な
社会の実現に貢献

JFEグループの
持続的な成長と
企業価値の向上

課題の分野 何を重要と捉えているか 主な影響の範囲 CSR重要課題 関連性の高いSDGs

事業活動

良質な商品の
提供とお客様
満足度の向上

◦	優れた技術に基づいた商品と	
サービスの提供

	 ・安全で高品質な商品の安定
　　供給を継続
	 ・お客様の課題の解決

JFEグループ
お客様
社会

商品安定供給
品質確保
研究開発の推進
お客様ニーズへの対応

地球環境保全

◦	環境負荷低減
◦	循環型社会の実現に貢献
◦	グループの技術力を活かし環境
保全に貢献する商品を開発

JFEグループ
製造拠点周辺地域	

お客様	
社会

環境配慮型商品の開発と提供
地球温暖化防止
大気環境の保全
資源循環の推進

労働安全衛生
の確保

◦	安全はすべてに優先する
◦	社員とその家族のこころとから
だの健康の維持と、働きがいの
ある職場を構築

JFEグループ
協力会社	
取引先

労働災害の防止

社員とその家族の健康確保

多様な人材の
確保と育成

◦すべての人材がその能力を最大
限発揮できる環境を整備

◦	技術・技能の蓄積と伝承

JFEグループ
協力会社

ダイバーシティ
&インクルージョン

人材育成の推進

事業活動
の基本 コンプライアンスの徹底

JFEグループ
取引先	
行政	
社会

企業倫理の徹底と法令遵守

企業理念　常に世界最高の技術をもって社会に貢献します。
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2016年度に特定したCSR重要課題に取り組むため、2017年度にKPIを設定しました。
事業会社の特性を考慮したKPIを設定することで、円滑にPDCAを回し、CSRマネジメントを推進していきます。

課題の分野 CSR重要課題 KPI 取り組み ページ
数スチール エンジニアリング 商事 スチール エンジニアリング 商事

事業活動

良質な商品の提供と
お客様満足度の向上

商品安定供給
安定操業に向けた
製造基盤整備の着
実な推進

監理技術者有資格
者の安定確保

流通加工分野に対
する安定的な設備
投資

•	能力増強、パフォーマンスの最大化を図り、
製造実力の強靭化
•	戦略的投資、老朽設備の更新や継続的な設備
補修を実施

•	キャリア採用による有資格者の確保
•	社内在籍者の免許資格取得を促進するため
の資格手当の支給などを実施

•	流通加工分野に対する安定的な設備投資の
推進 50

品質確保 試験・検査の信頼性
向上

重大品質トラブル
ゼロ

グループ会社に対す
る品質監査の実施

•	製造技術の開発とともに最先端のセンサー
を活用したプロセスの監視と高精度の試験・
検査機を用いた製品試験による品質保証体
制を構築

•	プラント建設における設計、工事、試運転等
の各フェーズにおいて専門検査員による検
査を実施
•	設備引渡し時にはお客様立会いでの検査を
実施

•	年1回以上の品質監査を実施 49

研究開発の推進 研究開発費の維持・拡大 -

•	データサイエンス技術やロボティクス技術
を積極的に活用し、社会やお客様のニーズに
対応した技術開発を推進
•	2018年からの3年間で、1,100億円の研究
開発費の投入を計画

•	ごみ焼却・発電設備において、独自の燃焼技
術を開発
•	全国で運営する各種プラント施設から様々
なデータを収集、解析する技術や、AIを用い
たプラント自動運転技術の開発を推進

- 51

お客様ニーズへの対応
CS向上に向けた社内
基盤整備と営業部門
人材育成の推進

お客様アンケート
に基づくCS向上へ
の取り組み

営業人材の育成
•	国内業界初となる製鉄設備メンテナンスへ
のAI導入による故障復旧時間の短縮
•	お客様と一体となって商品開発できる試験・
研究施設の設置

•	お客様へのアンケート、ヒアリングや工事成績
評価通知書を通じて、施工体制、商品品質、高
度技術、創意工夫に関する評価情報を収集・蓄
積。社内各部門で分析し、品質向上や新商品開
発、アフターサービス体制の強化などに活用

•	スキル研修等を通した社員教育
•	海外事務所のナショナルスタッフを選抜し
て日本での集合研修を実施

50-51

地球環境保全

環境配慮型商品の
開発と提供

環境配慮型商品・技
術のラインナップ
拡充 商品・サービスの

提供による地球温
暖化防止への貢献
（CO₂削減相当量t/
年で評価）

-
•	高アレスト技術、エコガルNeo®、1.5ギガパ
スカル級自動車用冷延鋼板、電磁鋼板「JNP®
シリーズ」、自己排ガス再循環型ラジアント
チューブバーナ、Super-SINTER®など •	再生可能エネルギー利用技術や省エネル

ギー製品などの環境配慮型商品・技術を提供
することにより、お客様の事業活動を通じて
社会全体のCO₂削減に貢献

-

31-36
42-46

地球温暖化防止

•	鉄連低炭素社会実
行計画のCO₂削
減目標（P.33）
•	省エネルギー投資
の推進

- •	3つのエコや革新的製鉄プロセスの開発
（COURSE50、フェロコークス） -

大気環境の保全
Nox、Sox排出量の
低排出レベル維持
に向けた取り組み
の推進

- -
•	SOx、NOxの主要排出源である焼結工場へ
の脱硫・脱硝装置の維持管理
•	加熱炉への低NOxバーナ導入、低硫黄燃料
などへの転換継続　

- - 37

資源循環の推進 水資源の高効率利
用の維持

•	がれきリサイクル
率：99.5%以上
•	汚泥リサイクル率：
95.0%以上
•	産廃リサイクル率：
85.0%以上

鉄スクラップの
グローバルな
資源循環

•	冷却等で大量に使用する水を生物処理や化
学処理等の徹底した浄化処理を行い、循環利
用・カスケード（多段階）利用を推進

•	主要な廃棄物である建設工事から排出され
る産業廃棄物について、適切な分別および高
リサイクル率の産業廃棄物処理業者への委
託を推進

•	国内取引に加え、アジア各国への輸出、外国
間取引を実施。コンテナ積込システムにより
小ロットからのタイムリーな出荷が可能と
なり、アジア地域における循環型社会の拡大
に寄与

39-41

労働安全衛生の確保
労働災害の防止 死亡災害件数「0件」

•	自主自立活動の推進、グループ会社・協力会
社の安全健康活動の強化と支援、「健康宣言」
を軸とした活動の展開、内部監査制度の導
入、ISO(JIS)45001の認証取得を推進

•	「全社共通の重点実施項目」を定め、各々の業
務特性を踏まえた「リスクアセスメントによ
る危険源の特定と安全対策」を推進、国内外
の建設工事や鶴見・津製作所の製造業務での
OHSAS18001認証取得

•	①現場パトロールの強化、②安全モニターの
設置、③リスクアセスメント、KYの確実な実
施、④不安全作業の洗い出し等を推進

61-62

社員とその家族の
健康確保

特定保健指導※実施率（2020年目標）
S	35%　E 35%　T40% •	健康保険組合や産業保健スタッフと連携した従業員の健康保持・増進　　•	従業員の家族の健康保持・増進　　

•	従業員だけではなく、配偶者健診の受診を推奨　　•	JFEグループ健康宣言の制定 62
配偶者健診受診率：60%（2020年目標）

多様な人材の確保と
育成

ダイバーシティ&
インクルージョン

女性採用比率　
S 総合職35%以上、総合職技術10%以上、現業職10%以上
E 総合職20%以上、生産・施工技術職5%以上　
T 総合職25%以上

•	トップメッセージの発信　　•	内閣府男女共同参画局が支援する「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言への賛同
•	女性活躍推進に向けた行動計画を策定　　•	各事業会社にダイバーシティ推進室を設置
•	階層別研修や女性交流会などの啓発活動、事業会社間での好事例の水平展開、グループ共通の取り組みなどを展開
•	事業所内保育所の開設や、社員向けの介護セミナーの実施　　•	海外子会社のナショナルスタッフの本社研修
•	育成プログラムの充実などでキャリア開発を支援　
•	在宅勤務制度の導入、介護支援策の拡充、有給休暇の取得促進など従業員が働きやすい環境を整備

57-61

女性管理職登用：2014年比の3倍（2020年目標）

人材育成の推進
技術力の向上と質の高い人材育成活動の推進 •	人材育成システムによる技能データ活用の推進 •	ジョブチャレンジ制度による潜在能力の発揮 •	「人材育成理念・基本方針」によるさまざまな施策 59,61

人権啓発研修の受講対象予定数に対する受講率100% •	各種人権啓発研修の実施 21-22,
57

事業活動
の基本

コンプライアンスの
徹底 企業倫理の徹底と法令遵守 ルール遵守意識の浸透徹底に向けた研修等の着実な実施 •	Eラーニングやハンドブックの作成・読み合わせなどによる独占禁止法、外国公務員賄賂防止などの教育・研修の実施 19

企業倫理に関する意識調査における従業員意識の向上 •	企業倫理に関する意識調査の実施 －

JFEグループのCSR重要課題（マテリアリティ）

CSR重要課題に対するKPI

※	40歳以上の社員とその配偶者の生活習慣病予防・改善に向けた指導プログラム
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課題の分野 CSR重要課題 KPI 取り組み ページ
数スチール エンジニアリング 商事 スチール エンジニアリング 商事

事業活動

良質な商品の提供と
お客様満足度の向上

商品安定供給
安定操業に向けた
製造基盤整備の着
実な推進

監理技術者有資格
者の安定確保

流通加工分野に対
する安定的な設備
投資

•	能力増強、パフォーマンスの最大化を図り、
製造実力の強靭化
•	戦略的投資、老朽設備の更新や継続的な設備
補修を実施

•	キャリア採用による有資格者の確保
•	社内在籍者の免許資格取得を促進するため
の資格手当の支給などを実施

•	流通加工分野に対する安定的な設備投資の
推進 50

品質確保 試験・検査の信頼性
向上

重大品質トラブル
ゼロ

グループ会社に対す
る品質監査の実施

•	製造技術の開発とともに最先端のセンサー
を活用したプロセスの監視と高精度の試験・
検査機を用いた製品試験による品質保証体
制を構築

•	プラント建設における設計、工事、試運転等
の各フェーズにおいて専門検査員による検
査を実施
•	設備引渡し時にはお客様立会いでの検査を
実施

•	年1回以上の品質監査を実施 49

研究開発の推進 研究開発費の維持・拡大 -

•	データサイエンス技術やロボティクス技術
を積極的に活用し、社会やお客様のニーズに
対応した技術開発を推進
•	2018年からの3年間で、1,100億円の研究
開発費の投入を計画

•	ごみ焼却・発電設備において、独自の燃焼技
術を開発
•	全国で運営する各種プラント施設から様々
なデータを収集、解析する技術や、AIを用い
たプラント自動運転技術の開発を推進

- 51

お客様ニーズへの対応
CS向上に向けた社内
基盤整備と営業部門
人材育成の推進

お客様アンケート
に基づくCS向上へ
の取り組み

営業人材の育成
•	国内業界初となる製鉄設備メンテナンスへ
のAI導入による故障復旧時間の短縮
•	お客様と一体となって商品開発できる試験・
研究施設の設置

•	お客様へのアンケート、ヒアリングや工事成績
評価通知書を通じて、施工体制、商品品質、高
度技術、創意工夫に関する評価情報を収集・蓄
積。社内各部門で分析し、品質向上や新商品開
発、アフターサービス体制の強化などに活用

•	スキル研修等を通した社員教育
•	海外事務所のナショナルスタッフを選抜し
て日本での集合研修を実施

50-51

地球環境保全

環境配慮型商品の
開発と提供

環境配慮型商品・技
術のラインナップ
拡充 商品・サービスの

提供による地球温
暖化防止への貢献
（CO₂削減相当量t/
年で評価）

-
•	高アレスト技術、エコガルNeo®、1.5ギガパ
スカル級自動車用冷延鋼板、電磁鋼板「JNP®
シリーズ」、自己排ガス再循環型ラジアント
チューブバーナ、Super-SINTER®など •	再生可能エネルギー利用技術や省エネル

ギー製品などの環境配慮型商品・技術を提供
することにより、お客様の事業活動を通じて
社会全体のCO₂削減に貢献

-

31-36
42-46

地球温暖化防止

•	鉄連低炭素社会実
行計画のCO₂削
減目標（P.33）
•	省エネルギー投資
の推進

- •	3つのエコや革新的製鉄プロセスの開発
（COURSE50、フェロコークス） -

大気環境の保全
Nox、Sox排出量の
低排出レベル維持
に向けた取り組み
の推進

- -
•	SOx、NOxの主要排出源である焼結工場へ
の脱硫・脱硝装置の維持管理
•	加熱炉への低NOxバーナ導入、低硫黄燃料
などへの転換継続　

- - 37

資源循環の推進 水資源の高効率利
用の維持

•	がれきリサイクル
率：99.5%以上
•	汚泥リサイクル率：
95.0%以上
•	産廃リサイクル率：
85.0%以上

鉄スクラップの
グローバルな
資源循環

•	冷却等で大量に使用する水を生物処理や化
学処理等の徹底した浄化処理を行い、循環利
用・カスケード（多段階）利用を推進

•	主要な廃棄物である建設工事から排出され
る産業廃棄物について、適切な分別および高
リサイクル率の産業廃棄物処理業者への委
託を推進

•	国内取引に加え、アジア各国への輸出、外国
間取引を実施。コンテナ積込システムにより
小ロットからのタイムリーな出荷が可能と
なり、アジア地域における循環型社会の拡大
に寄与

39-41

労働安全衛生の確保
労働災害の防止 死亡災害件数「0件」

•	自主自立活動の推進、グループ会社・協力会
社の安全健康活動の強化と支援、「健康宣言」
を軸とした活動の展開、内部監査制度の導
入、ISO(JIS)45001の認証取得を推進

•	「全社共通の重点実施項目」を定め、各々の業
務特性を踏まえた「リスクアセスメントによ
る危険源の特定と安全対策」を推進、国内外
の建設工事や鶴見・津製作所の製造業務での
OHSAS18001認証取得

•	①現場パトロールの強化、②安全モニターの
設置、③リスクアセスメント、KYの確実な実
施、④不安全作業の洗い出し等を推進

61-62

社員とその家族の
健康確保

特定保健指導※実施率（2020年目標）
S	35%　E 35%　T40% •	健康保険組合や産業保健スタッフと連携した従業員の健康保持・増進　　•	従業員の家族の健康保持・増進　　

•	従業員だけではなく、配偶者健診の受診を推奨　　•	JFEグループ健康宣言の制定 62
配偶者健診受診率：60%（2020年目標）

多様な人材の確保と
育成

ダイバーシティ&
インクルージョン

女性採用比率　
S 総合職35%以上、総合職技術10%以上、現業職10%以上
E 総合職20%以上、生産・施工技術職5%以上　
T 総合職25%以上

•	トップメッセージの発信　　•	内閣府男女共同参画局が支援する「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言への賛同
•	女性活躍推進に向けた行動計画を策定　　•	各事業会社にダイバーシティ推進室を設置
•	階層別研修や女性交流会などの啓発活動、事業会社間での好事例の水平展開、グループ共通の取り組みなどを展開
•	事業所内保育所の開設や、社員向けの介護セミナーの実施　　•	海外子会社のナショナルスタッフの本社研修
•	育成プログラムの充実などでキャリア開発を支援　
•	在宅勤務制度の導入、介護支援策の拡充、有給休暇の取得促進など従業員が働きやすい環境を整備

57-61

女性管理職登用：2014年比の3倍（2020年目標）

人材育成の推進
技術力の向上と質の高い人材育成活動の推進 •	人材育成システムによる技能データ活用の推進 •	ジョブチャレンジ制度による潜在能力の発揮 •	「人材育成理念・基本方針」によるさまざまな施策 59,61

人権啓発研修の受講対象予定数に対する受講率100% •	各種人権啓発研修の実施 21-22,
57

事業活動
の基本

コンプライアンスの
徹底 企業倫理の徹底と法令遵守 ルール遵守意識の浸透徹底に向けた研修等の着実な実施 •	Eラーニングやハンドブックの作成・読み合わせなどによる独占禁止法、外国公務員賄賂防止などの教育・研修の実施 19

企業倫理に関する意識調査における従業員意識の向上 •	企業倫理に関する意識調査の実施 －
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