
w

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）

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。

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CSR重要課題の特定、2017年度にKPIの設定を行いました。
CSR重要課題への取り組みは、「常に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）

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
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2016年度 CSR重要課題の特定

2017年度  KPIの設定

w

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

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。

STEP 4 レビュー／KPIの設定
レビューの実施
◦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

KPIの設定
以下のプロセスでKPIを設定し、PDCAを推進
◦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
◦グループCSR会議における検討・承認

課題の洗い出しSTEP 1

以下の分析に基づき、グループ事業特性も踏まえた「CSR関
連課題」35項目を網羅的に抽出
◦	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　◦持続可能な開発目標（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　
◦3事業のベンチマーク調査

STEP 2 優先順位付け〈グループ横断検討会の実施〉

「ステークホルダーからの期待度」と「事業との関連性（社会
への影響度）」の2軸から優先順位付けを行い、「5分野・13項
目」の課題を特定

グループ横断の検討会の実施
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、優先順位付けを議論

STEP 3 妥当性の確認
特定したCSR重要課題について、以下のプロセスで妥当性を
確認
◦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
※	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

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
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◦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
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2016年度に特定したCSR重要課題に取り組むため、KPIを設定し課題に対してグループ一体となり取り組んでいます。
今回、2018年度の実績・取り組みを踏まえ、2019年度以降に適用するKPIを一部見直しました。
今後も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。

JFEグループのCSR重要課題（マテリアリティ）

課題の分野 CSR重要課題 事業
会社 KPI 2018年度の実績・取り組み 評価 2019年度KPI 関連する

ページ

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

S ・安定操業に向けた製造基盤整備の着実な推進
・設備トラブルによりお客様への安定供給は十分に達成
できなかったが、上工程を中心とした製造基盤整備の
設備投資は着実に実施

△
①安定操業によるお客様への着実な商品供給
②高炉安定化対策を始めとする製造基盤整備の着実な
推進

P.59

E ・監理技術者有資格者の安定確保 ・2018年度は過去最高の売上収益を記録する中、監理技
術者は安定的に確保 ○ ・監理技術者有資格者の安定確保 P.60

T ・流通加工分野に対する安定的な設備投資
【投資金額】
・増強投資：82億円
・劣化更新・安全投資：35億円
・システム投資	：31億円

○ ・流通加工分野に対する安定的な設備投資 P.60

品質確保

S ・試験・検査の信頼性向上 ・試験・検査の信頼性向上に関する設備投資を計画通り
実行中 ○ ・第6次中期経営計画で策定した試験・検査信頼性向上の

ための設備投資の着実な実施 P.59

E ・重大品質トラブルゼロ ・重大品質トラブルゼロ ○ ・重大品質トラブルゼロ P.59

T ・グループ会社に対する品質監査の実施
・国内外の製造系グループ会社30社に対し、年1回以上
の品質監査を実施
・監査実施率：100％（国内：16社、海外：14社）

○ ・国内外の製造系グループ会社30社に対し、年1回以上
の品質監査を継続（監査実施率100％） P.59

研究開発の推進

S ・研究開発費の維持・拡大 ・2017年度比12％増の研究開発予算を投入 ○ ・第6次中期経営計画で策定した研究開発の着実な実施 P.61

E ・研究開発費の維持・拡大
・維持・拡大できている
　2017年度　38億円※

　2018年度　41億円※（2017年度比8％増）
○ ・研究開発費の維持・拡大 P.61

お客様ニーズへの
対応

S ・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

【社内基盤整備】
・「引き合いワークフロー」システム導入の推進
・在庫・仕掛情報のモバイル閲覧化の実施
【営業部門人材育成】
・営業部門内各階層別（新任、中堅、総括、室長）の研修実施	
2018年度はQA（品質保証）教育を追加

○
①営業部門内における階層別研修を配置2年以内に全員が
受講
②CSアンケート実施と結果のフィードバック徹底

P.60

E ・お客様アンケートに基づくCS向上への取り組み ・公共工事は工事成績評定通知書、民間工事はQMSのお
客様アンケートでフィードバック ○ ・お客様アンケートに基づくCS向上への取り組み P.61

T ・営業人材の育成 ・スキル教育等を通じた社員教育、ナショナルスタッフ
の日本での集合研修を計画通り100％実施 ○ ・スキル研修等を通した社員教育および、ナショナルス

タッフの日本での集合研修を対象者全員が受講 P.61

地球環境保全

環境配慮型商品の
開発と提供 S ・環境配慮型商品・技術のラインナップ拡充 ・塗装寿命延長鋼板「EXPAL」、トポロジー最適化（部品軽

量化）技術等の開発 ○ ・第6次中期経営計画で策定した新商品・技術開発の着実な
実施

P.45、52、
54-55

地球温暖化防止 S ①日本鉄鋼連盟低炭素社会実行計画のCO₂削減目標
②省エネルギー投資の推進

①日本鉄鋼連盟低炭素社会実行計画の2020年度目標に
向けて実行中
②省エネルギー設備投資を着実に実施

○ ①日本鉄鋼連盟低炭素社会実行計画のCO₂削減目標
②省エネルギー投資の推進 P.41-42

CSR重要課題に対するKPI
－2018年度の実績と2019年度以降に向けた改訂－
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2016年度に特定したCSR重要課題に取り組むため、KPIを設定し課題に対してグループ一体となり取り組んでいます。
今回、2018年度の実績・取り組みを踏まえ、2019年度以降に適用するKPIを一部見直しました。
今後も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。

◯：目標達成　△：目標一部未達成　×：目標未達成

※	当該年度の研究開発投資額

課題の分野 CSR重要課題 事業
会社 KPI 2018年度の実績・取り組み 評価 2019年度KPI 関連する

ページ

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

S ・安定操業に向けた製造基盤整備の着実な推進
・設備トラブルによりお客様への安定供給は十分に達成
できなかったが、上工程を中心とした製造基盤整備の
設備投資は着実に実施

△
①安定操業によるお客様への着実な商品供給
②高炉安定化対策を始めとする製造基盤整備の着実な
推進

P.59

E ・監理技術者有資格者の安定確保 ・2018年度は過去最高の売上収益を記録する中、監理技
術者は安定的に確保 ○ ・監理技術者有資格者の安定確保 P.60

T ・流通加工分野に対する安定的な設備投資
【投資金額】
・増強投資：82億円
・劣化更新・安全投資：35億円
・システム投資	：31億円

○ ・流通加工分野に対する安定的な設備投資 P.60

品質確保

S ・試験・検査の信頼性向上 ・試験・検査の信頼性向上に関する設備投資を計画通り
実行中 ○ ・第6次中期経営計画で策定した試験・検査信頼性向上の

ための設備投資の着実な実施 P.59

E ・重大品質トラブルゼロ ・重大品質トラブルゼロ ○ ・重大品質トラブルゼロ P.59

T ・グループ会社に対する品質監査の実施
・国内外の製造系グループ会社30社に対し、年1回以上
の品質監査を実施
・監査実施率：100％（国内：16社、海外：14社）

○ ・国内外の製造系グループ会社30社に対し、年1回以上
の品質監査を継続（監査実施率100％） P.59

研究開発の推進

S ・研究開発費の維持・拡大 ・2017年度比12％増の研究開発予算を投入 ○ ・第6次中期経営計画で策定した研究開発の着実な実施 P.61

E ・研究開発費の維持・拡大
・維持・拡大できている
　2017年度　38億円※

　2018年度　41億円※（2017年度比8％増）
○ ・研究開発費の維持・拡大 P.61

お客様ニーズへの
対応

S ・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

【社内基盤整備】
・「引き合いワークフロー」システム導入の推進
・在庫・仕掛情報のモバイル閲覧化の実施
【営業部門人材育成】
・営業部門内各階層別（新任、中堅、総括、室長）の研修実施	
2018年度はQA（品質保証）教育を追加

○
①営業部門内における階層別研修を配置2年以内に全員が
受講
②CSアンケート実施と結果のフィードバック徹底

P.60

E ・お客様アンケートに基づくCS向上への取り組み ・公共工事は工事成績評定通知書、民間工事はQMSのお
客様アンケートでフィードバック ○ ・お客様アンケートに基づくCS向上への取り組み P.61

T ・営業人材の育成 ・スキル教育等を通じた社員教育、ナショナルスタッフ
の日本での集合研修を計画通り100％実施 ○ ・スキル研修等を通した社員教育および、ナショナルス

タッフの日本での集合研修を対象者全員が受講 P.61

地球環境保全

環境配慮型商品の
開発と提供 S ・環境配慮型商品・技術のラインナップ拡充 ・塗装寿命延長鋼板「EXPAL」、トポロジー最適化（部品軽

量化）技術等の開発 ○ ・第6次中期経営計画で策定した新商品・技術開発の着実な
実施

P.45、52、
54-55

地球温暖化防止 S ①日本鉄鋼連盟低炭素社会実行計画のCO₂削減目標
②省エネルギー投資の推進

①日本鉄鋼連盟低炭素社会実行計画の2020年度目標に
向けて実行中
②省エネルギー設備投資を着実に実施

○ ①日本鉄鋼連盟低炭素社会実行計画のCO₂削減目標
②省エネルギー投資の推進 P.41-42
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JFEグループのCSR重要課題（マテリアリティ）

事業活動

地球環境保全

環境配慮型商品の
開発と提供／
地球温暖化防止

E ・商品・サービスの提供による
　地球温暖化防止への貢献

・当社納入の再生可能エネルギー発電プラントが削減に
寄与したCO₂相当量
　412万t-CO₂/年

○

①商品・サービスの提供による地球環境保全への貢献
　・廃棄物発電プラントの普及
　・木質バイオマス発電の普及
　・上下水道施設の省エネルギー
　・地熱、太陽光、風力発電の普及
　・下水汚泥発電プラントの普及
　・再エネ由来の電力供給
②工場、オフィスにおけるCO₂排出量削減

P.46-47

大気環境の保全
S

①	NOx、SOx排出量の低排出レベル維持に向けた取り
組み推進

②VOC排出量：低排出レベル維持（2000年比30%減）
③	ベンゼン排出量：低排出レベル維持（1999年比
80%減）
④	ジクロロメタン排出量：低排出レベル維持（1999年
比40%減）

※KPI充実のため②～④を年度途中に追加

①燃焼管理の徹底により、NOx、SOx排出量の低排出レ
ベル維持
②VOC排出量：51％減
③ベンゼン排出量：93%減
④ジクロロメタン排出量：68%減

○

①NOx、SOx排出量の低排出レベル維持に向けた取り組み
推進
②VOC排出量：低排出レベル維持（2000年比30%減）
③ベンゼン排出量：低排出レベル維持（1999年比80%減）
④ジクロロメタン排出量：低排出レベル維持（1999年比
40%減）

P.48-49

E － ー ー ・NOx、SOx排出量の低排出レベル維持に向けた取り組
み推進 P.48

資源循環の推進

S
①水資源の高効率利用の維持　循環利用率：90％以上
②副産物の再資源化率：99％以上
※KPI充実のため①の数値目標および②を年度途中に追加

①循環利用率：93.5%
②再資源化率：99.7% ○ ①水資源の高効率利用の維持　循環利用率：90％以上

②副産物の再資源化率：99％以上 P.53-54

E
・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

・がれきリサイクル率　99.6％
・汚泥リサイクル率　　98.8%
・産廃リサイクル率　　91.0%

○

①	・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
②オフィス資源物再生資源化率（横浜本社）98%以上
③リサイクル事業の推進（プラスチック、食品、家電、蛍光
灯等）

P.53-54

T ・鉄スクラップのグローバルな資源循環
・2017年度数量を上回るスクラップ取引を実施（+1.4%）
・日本からの輸出に加え、コンテナによる小ロットでの
アセアン内取引を行うなど外国間取引も拡大

○ ・2017年度数量を上回るスクラップ取引の推進（2020
年度目標：17年度比＋3％） P.55

労働安全衛生の確保

労働災害の防止 グループ
共通 ・死亡災害件数「0件」

・死亡災害件数：2件
・内部監査制度の導入
・安全モニターの設置

× ・死亡災害件数「0件」 P.72-73

社員とその家族の
健康確保

グループ
共通

・特定保健指導実施率（2020年目標）
　S 35%　E 35%　T 40%

・特定保健指導実施率	S 56.9％　E 22.1％　T 45.2％
・保健指導専門機関の活用
・未実施者への実施勧奨

△ ・特定保健指導実施率（2020年目標）
　S 35%　E 35%　T 40% P.73-74

・配偶者健診受診率：60%（2020年目標） ・配偶者健診受診率	S 52.3％　E 54.2％　T 52.4％
・社内、健保による周知 × ・配偶者健診受診率：60%（2020年目標） P.73-74

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

グループ
共通

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

・女性採用比率 S 総合職事務 43％
 　 総合職技術 12％
 　 現業職 12％
 E 総合職事務 22％
 　 生産・施工技術職 20％
 T 総合職事務 28％

・女性総合職向け採用HP・パンフレット作成

○

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

P.70

・女性管理職登用：2014年8月比の3倍（2020年目標） ・女性管理職登用実績：2014年8月比の3.3倍 ○ ・女性管理職登用：2014年8月比の5倍（2025年目標） P.69

人材育成の推進 グループ
共通

・技術力の向上と質の高い人材育成活動の推進 ・各種教育制度を活用した人材育成 ○ ・技術力の向上と質の高い人材育成活動の推進 P.71

・人権啓発研修の受講対象予定数に対する受講率100％ ・階層別研修における研修実施 ○ ・人権啓発研修の受講対象予定数に対する受講率100％ P.71

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

グループ
共通

・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 ・階層別コンプライアンス研修等を実施 ○ ・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

　（計画比100%） P.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

・前回の意識調査により抽出された諸課題への取り組みを
実施
　取り組み内容
　①ホットライン外部窓口の整備、内部通報規程改定
　②働き方改革の推進（在宅勤務、有給取得促進等）

ー※ ・企業倫理に関する意識調査における従業員意識の向上
・全社員を対象とした企業倫理意識調査を実施 ー

課題の分野 CSR重要課題 事業
会社 KPI 2018年度の実績・取り組み 評価 2019年度KPI 関連する
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◯：目標達成　△：目標一部未達成　×：目標未達成

※	次回意識調査は2019年度を予定

事業活動

地球環境保全

環境配慮型商品の
開発と提供／
地球温暖化防止

E ・商品・サービスの提供による
　地球温暖化防止への貢献

・当社納入の再生可能エネルギー発電プラントが削減に
寄与したCO₂相当量
　412万t-CO₂/年

○

①商品・サービスの提供による地球環境保全への貢献
　・廃棄物発電プラントの普及
　・木質バイオマス発電の普及
　・上下水道施設の省エネルギー
　・地熱、太陽光、風力発電の普及
　・下水汚泥発電プラントの普及
　・再エネ由来の電力供給
②工場、オフィスにおけるCO₂排出量削減

P.46-47

大気環境の保全
S

①	NOx、SOx排出量の低排出レベル維持に向けた取り
組み推進

②VOC排出量：低排出レベル維持（2000年比30%減）
③	ベンゼン排出量：低排出レベル維持（1999年比
80%減）

④	ジクロロメタン排出量：低排出レベル維持（1999年
比40%減）

※KPI充実のため②～④を年度途中に追加

①燃焼管理の徹底により、NOx、SOx排出量の低排出レ
ベル維持
②VOC排出量：51％減
③ベンゼン排出量：93%減
④ジクロロメタン排出量：68%減

○

①NOx、SOx排出量の低排出レベル維持に向けた取り組み
推進
②VOC排出量：低排出レベル維持（2000年比30%減）
③ベンゼン排出量：低排出レベル維持（1999年比80%減）
④ジクロロメタン排出量：低排出レベル維持（1999年比
40%減）

P.48-49

E － ー ー ・NOx、SOx排出量の低排出レベル維持に向けた取り組
み推進 P.48

資源循環の推進

S
①水資源の高効率利用の維持　循環利用率：90％以上
②副産物の再資源化率：99％以上
※KPI充実のため①の数値目標および②を年度途中に追加

①循環利用率：93.5%
②再資源化率：99.7% ○ ①水資源の高効率利用の維持　循環利用率：90％以上

②副産物の再資源化率：99％以上 P.53-54

E
・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

・がれきリサイクル率　99.6％
・汚泥リサイクル率　　98.8%
・産廃リサイクル率　　91.0%

○

①	・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
②オフィス資源物再生資源化率（横浜本社）98%以上
③リサイクル事業の推進（プラスチック、食品、家電、蛍光
灯等）

P.53-54

T ・鉄スクラップのグローバルな資源循環
・2017年度数量を上回るスクラップ取引を実施（+1.4%）
・日本からの輸出に加え、コンテナによる小ロットでの
アセアン内取引を行うなど外国間取引も拡大

○ ・2017年度数量を上回るスクラップ取引の推進（2020
年度目標：17年度比＋3％） P.55

労働安全衛生の確保

労働災害の防止 グループ
共通 ・死亡災害件数「0件」

・死亡災害件数：2件
・内部監査制度の導入
・安全モニターの設置

× ・死亡災害件数「0件」 P.72-73

社員とその家族の
健康確保

グループ
共通

・特定保健指導実施率（2020年目標）
　S 35%　E 35%　T 40%

・特定保健指導実施率	S 56.9％　E 22.1％　T 45.2％
・保健指導専門機関の活用
・未実施者への実施勧奨

△ ・特定保健指導実施率（2020年目標）
　S 35%　E 35%　T 40% P.73-74

・配偶者健診受診率：60%（2020年目標） ・配偶者健診受診率	S 52.3％　E 54.2％　T 52.4％
・社内、健保による周知 × ・配偶者健診受診率：60%（2020年目標） P.73-74

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

グループ
共通

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

・女性採用比率 S 総合職事務 43％
 　 総合職技術 12％
 　 現業職 12％
 E 総合職事務 22％
 　 生産・施工技術職 20％
 T 総合職事務 28％

・女性総合職向け採用HP・パンフレット作成

○

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

P.70

・女性管理職登用：2014年8月比の3倍（2020年目標） ・女性管理職登用実績：2014年8月比の3.3倍 ○ ・女性管理職登用：2014年8月比の5倍（2025年目標） P.69

人材育成の推進 グループ
共通

・技術力の向上と質の高い人材育成活動の推進 ・各種教育制度を活用した人材育成 ○ ・技術力の向上と質の高い人材育成活動の推進 P.71

・人権啓発研修の受講対象予定数に対する受講率100％ ・階層別研修における研修実施 ○ ・人権啓発研修の受講対象予定数に対する受講率100％ P.71

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

グループ
共通

・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 ・階層別コンプライアンス研修等を実施 ○ ・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

　（計画比100%） P.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

・前回の意識調査により抽出された諸課題への取り組みを
実施
　取り組み内容
　①ホットライン外部窓口の整備、内部通報規程改定
　②働き方改革の推進（在宅勤務、有給取得促進等）

ー※ ・企業倫理に関する意識調査における従業員意識の向上
・全社員を対象とした企業倫理意識調査を実施 ー

課題の分野 CSR重要課題 事業
会社 KPI 2018年度の実績・取り組み 評価 2019年度KPI 関連する

ページ

JFEグループ CSR報告書 2019SJFEスチール（株）  EJFEエンジニアリング（株）  TJFE商事（株） 18




