
❶ 人権の尊重と公平・公正な人材マネジメントの推進
	 すべての社員の人権を尊重するとともに、JFEグループ行動
規範、企業行動指針の精神を実現する人材を育成し、公平・
公正な人材マネジメントを行う。

❷ 「人を育てる企業風土」の醸成と「働きがいのある職場」の構築
	 双方向のコミュニケーションの充実により、風通しの良い、
人を育てる企業風土を醸成し、安全で魅力に富み、働きがい
のある職場環境を構築する。

❸ ダイバーシティの推進
	 女性・外国人・高齢者・障がい者等を含めた多様な人材が、
その能力を最大限に発揮し活躍できる環境を整える。

❹ 優秀な人材の確保および育成の着実な実施
	 複雑化・多様化する変化の激しい経営環境のもと、グローバ
ル競争を勝ち抜くため、多様かつ優秀な人材を安定的に採用
し、技術力・現場力の強化に必要な技術・技能の蓄積と伝
承、グローバル人材の育成を着実に実施する。

グループ人材マネジメント基本方針

これまでの働き方を抜本的に見直し、高い生産性で
新たな価値を創造しながら、社員一人ひとりが仕事に
誇りと働きがいを感じられる働き方の実現が不可欠で
す。社員一人ひとりの柔軟な働き方を実現すること
で、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる環境
を目指します。

		ワークスタイルを変革する制度
製造基盤整備や海外展開などの経営課題に対応

すべく、さらなる生産性向上を図るとともに、働き方
に対する社員ニーズの多様化といった課題への取り組
みを加速していきます。具体施策として、個人別定時
退社日の設定をはじめ、勤務間インターバル※や在宅勤
務制度、有給休暇取得の促進などの施策を通じて、マ
ネジメント層を含めた従業員の意識改革を促し、社員

  「柔軟な働き方」をめざして
「早く出社して早く帰る」風土の醸成に向け

て、就業時間を8時～16時45分に定め、20時以降の
残業を原則禁止としました。あらかじめ上司と話合い
の上で休みの計画を作成する「休み方計画表」の活用
や、有給休暇の取得奨励日、定時退社日の設定も推進
しています。また、より柔軟な働き方を可能にするテ
レワーク制度を導入し、提携した不動産会社がもつ全
国数十カ所のシェアオフィスで勤務できる環境を整備
しています。
2018年度に実施した社員満足度調査の結果を活か
し、今後ともさらなる働き方の改革に努めていくとと
もに、建設業界全体の継続課題となっている建設部門
での完全週休2日の実現に向けて取り組みを進めてい
きます。

   ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた
多様な働き方を支える取り組み

JFE商事ではワーク・ライフ・バランスの実現に向
けて、毎週水曜日の定時退社デーの設定や22時以降
の深夜就業の禁止、有給休暇の取得奨励日の設定など
を通じて、労働時間の削減に取り組んでいます。

定時退社日を社員自らが設定

※	勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息期間」を設けることで、
社員の生活・睡眠時間を確保する制度

❶	企業理念の実現のためには、社員一人ひとりの安全と健康は
欠くことができないという認識のもと、すべての社員がいき
いきと働くことができる職場を実現していきます。

❷	会社と健康保険組合が一体となって、社員とその家族の心と
身体の健康保持・増進に向けたあらゆる取り組みを進めてい
きます。

❸	安全と健康を最優先する意識の醸成を図り、社員一人ひとり
が自立的に活動を実践する健康文化を構築していきます。

JFEグループ健康宣言

従業員とともに
社会の発展に貢献するために

働き方改革

一人ひとりが持てる能力を最大限に発揮できる組織風
土をつくり上げていきます。
またライフイベントや自己啓発、ボランティア時な
どに取得できるワーク・ライフ・バランス休暇制度を
導入しています。
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		最新ICTを活用した業務改革の推進
JFEスチールでは、従業員の単純作業時間を削

減し、より創造的な業務にあてる時間を増やすために
RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション：
端末上の人の作業を自動化するソフトウエア）を導入
しました。2018年度は100種類以上の業務に導入
し、1万時間以上の時間を創出しました。2019年度
も昨年同様にRPAを展開していきます。
また、2016年度に着手した「製鉄所基幹システム
リフレッシュ」プロジェクトでは、製鉄所の古いシス
テムを刷新すると共に、業務プロセス改革も実現すべ
く、全社的に推進しています。
最新ICTを活用した業務改革に積極的に取り組み、
その結果創出された時間をお客様へのサービス向上に
活用していきます。

  スマートワークプロジェクト始動
JFEエンジニアリングでは、2014年8月から

始めた働き方改革への取り組みをさらに発展させてい
くため、2018年4月には「スマートワーク推進室」を
新設しました
さまざまなITツールや制度を取り入れ、時間、場
所、手段など従来の概念にとらわれない働き方を実現
することにより、ワーク・ライフ・バランスと生産性
向上を両立し、組織全体のアウトプットの最大化を目
指します。

JFEスチールでは、全社で約1,500グループ
が小集団活動「J1活動※」を展開し、品質改

善・業務改善などに関する重要課題において、さまざ
まな成果を生み出しています。また、国内外のグルー
プ会社も含めた「JFEファミリー成果発表大会」を年
2回開催し、そこで優秀な成績を収めたグループを海
外に派遣するなど、活動の活性化を図っています。

		小集団活動による現場の活性化

※	JFEをNo.1にする、エクセレントカンパニーを目指す活動のこと。JFEス
チールおよびJFE商事では「J1活動」、JFEエンジニアリングでは「JE1活動」
と呼びます。

JFEエンジニアリングでは、国内外のグルー
プ会社を含めた、約200チーム、2,100名が

「JE1活動」に取り組み、年度末の全社大会でその成果
を競っています。活動分野は品質、能率、安全、コス
トなど多岐にわたり、職場の活性化やレベルアップの
みならず、会社の業績にも大きく貢献しています。

JFE商事では、2012年から国内グループ会社
に対して、製造部門の「安全・品質・コスト・

操業・納期」等の課題解決に適した手法として「J1活
動」を展開し、積極的に活動しています。毎年、東西
地区別にJ1発表大会を開催し、約20チームが活動成
果を報告し、優秀チームは表彰されます。今後も職場
の活性化、問題解決力向上のためにJ1活動の定着と
成果の水平展開を進めます。

JFE商事では、「システム検討」「全社マネジメ
ント改善」「業務環境整備」「ライン業務改善」

の4つの課題を対象として、業務効率化とパフォーマ

業務改革
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2016年4月からはフレックスタイム制度を拡充
し、コアタイムを11時～14時としたほか、育児・介
護など時間制約がある従業員向けに在宅勤務制度を導
入、また制約の有無にかかわらず従業員が多様な働き
方を体感する「チャレンジデイズ」を実施するなど、
多様な働き方を支える取り組みも強化しています。

ンス向上を目指した業務改革『J-SLIM活動』を継続し
て推進しています。2018年度より導入を進めている
RPAは利用組織が拡大しており、自動化による作業時
間の大幅削減、サービス提供のスピードアップ等、さ
まざまな効果を得ています。また最新ITツールにつ
いても積極的に導入検討を進めており、さらなる生産
性向上に努めていきます。今後も既成概念にとらわれ
ず、時代の変化に柔軟に対応し、常に変革を求める企
業文化の醸成を目指していきます。
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		女性活躍の推進
JFEグループでは、女性従業員の積極的な採用や法
定水準を大きく上回る育児支援制度の充実、研修・啓
発活動の展開など女性の活躍を推進するためのさまざ
まな施策を展開しています。
JFEグループは2020年に女性管理職の人数を2014
年度比で3倍とする目標を設定しています。2014年
8月末時点のJFEホールディングスと事業会社3社
合計の女性管理職の管理職全体に占める人数は94名
（1.8%）でしたが、早期の管理職登用の拡大を推進し
た結果、2019年4月に目標数を達成しました（310
名、5.4%）。

また、2016年4月施行の女性活躍推進法に則り、
女性活躍推進に向けた行動計画を策定し、情報を公開

しています。こうした取り組みが評価され、JFEホー
ルディングスは、2013年度～2016年度にかけて
「なでしこ銘柄※」に計3回選定されました。

■ 女性管理職数推移と目標

3.3倍

310名
目標達成！

2019年4月

94名
2014年8月

		主な取り組み
JFEスチールでは従業員と管理職にキャリア
支援やマネジメントに関する研修を実施し、

多様な人材がさまざまな領域で活躍できる職場風土の
醸成を図っています。製鉄所で働く女性社員も増えて
おり、現業職の女性は350名を超えました。近年は、
グローバル化戦略に対応した人材を確保するため、外
国人の採用も積極的に行なっており、上司向け研修等
を実施するなど、外国籍社員が働きやすい環境づくり
を推進しています。また、事業所内保育所の開設を進
めており、2019年4月には東西製鉄所のすべての地
区で設置が完了しました。加えて、社員向けの介護セ
ミナーの実施など、育児や介護をしながら働く社員を
支援する体制づくりや取り組みも推進しています。

※	なでしこ銘柄：経済産業省と東京証券取引所による共同企画。東証一部上場
企業の中から、業種ごとに、女性が働き続けるための環境整備を含め、女性
人材の活用を積極的に進めている企業を選定・発表する。

		ダイバーシティ推進室による活動
ダイバーシティを着実に推進するため、各事業会社

にダイバーシティ推進室を設置し、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しています。

JFEエンジニアリングでは、異業種経験者な
ど多様な個性や価値観をもつ人材の採用を積

極的に行っており、年間80名規模のキャリア採用を
行っています。また、海外グループ会社のナショナル
スタッフを国内に常時80名程度受け入れており、文
化風習の違いを超えてお互いに理解し合う風土も醸成
しています。さらに、マネジメント層へのダイバーシ
ティに関する意識啓発、女性社員へのリーダーシップ
研修や講演会の機会提供にも取り組んでいます。

JFE商事では、女性従業員について管理職への
登用、一般職の職域拡大や職掌転換で活躍の

場を拡大するとともに、育成プログラムの充実などで

		トップメッセージの発信
JFEホールディングス代表取締役社長が、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」行動宣言に賛同し、女性社員のさらな
る活躍推進を表明するなど、社内外に「女性がいきいき
と活躍できる会社」であることを発信しています。

JFEグループでは、ダイバーシティの推進を重要な
経営課題の一つと位置付け、変化の激しい経営環境に
迅速かつ適切に対応するために、性別、国籍や価値観、
異なるライフスタイルなど多様な背景を持つ従業員の
能力を最大限に引き出すための取り組みを推進してい
ます。
さらに近年、少子高齢化により労働力人口が減少す
る中、優秀な人材を安定的に確保するため、ダイバー
シティの重要性はますます高まっています。

ダイバーシティの取り組み 
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2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

JFEスチール 2.25 2.24 2.34 2.33 2.41

JFEエンジニアリング 2.01 1.59 2.01 2.14 2.39

JFE商事 2.25 2.11 1.86 2.20 2.62

■ 障がい者雇用率（各年6月1日時点） （単位：％）

		障がい者の雇用
特例子会社「JFEアップル東日本」「JFEアップル西日
本」「三重データクラフト」を設立し、障がい者の雇用
の推進と働きやすい職場環境の整備に努めています。

		再雇用制度
JFEグループではベテラン従業員が持つ技術や経験
の伝承を推進するため、定年である60歳以降の再雇
用制度を導入しています。
高年齢者雇用安定法の趣旨に基づき希望者全員が段
階的に65歳まで働ける制度を整備しています。
2019年4月時点で事業会社3社合計で1,352名

（従業員全体の約7%）の高齢者が活躍しています。

		性的マイノリティ（LGBT等）の尊重
「ダイバーシティの推進」を掲げ、人権啓発研修や
階層別研修等を通じて性的マイノリティも含めた多様
性を受容する風土の醸成を推進しています。2018年
度には、JFEスチールの各地区人事担当者を対象に、
LGBTに関する勉強会を実施しました。
また、全社員に配付するコンプライアンスガイド
ブックにて性的マイノリティについても取り上げ、社
員の理解を促しています。

JFEスチールでは、高齢者のワーク・ライフ・
バランスも考慮し、フルタイム勤務に加え、短

日数勤務を選択することができます。

JFEエンジニアリングでは、60歳の定年退職
後も継続的に働くことができる「スキルド・

パートナー制度」を設け、希望者を再雇用しています。

JFE商事では、高齢者のワーク・ライフ・バラ
ンスを考慮したフルタイム勤務、短日数勤務

および短時間勤務と多様な勤務形態が選択できます。
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JFEグループの持続的な成長を図るため、安定的な
採用を行うとともに、採用ソースを多様化し、女性・
外国人の採用および中途・通年採用を積極的に実施し
ています。

第6次中期採用計画  1,040名程度（2018～2020年度）

2019年度採用実績  1,171名

◦ 総合職に占める女性採用比率 ： 14％（  62／   442名）
うち、事務系総合職 ： 26％（  37／   140名）

◦ キャリア（中途）・通年採用比率 ： 21％（241／1,171名）
うち、総合職 ： 26％（116／   442名）
うち、現業職 ： 17％（124／   713名）

（事業会社3社合計）

総合職 現業職
一般職 総計

事務系 技術系 計

男性（名） 103 277 380 640 1,020

女性（名） 37 25 62 89 151

総計（名） 140 302 442 729 1,171

女性比率（%） 26.4 8.3 14.0 12.2 12.9

■ 採用の実績（事業会社3社合計）（2019年度）

職種 目標

JFEスチール

総合職事務系 35％以上

総合職技術系 10％以上

現業職　定期採用 10％以上

JFEエンジニアリング
総合職 20％以上

生産・施工技術職 5％以上

JFE商事 総合職 25％以上

■ 女性採用比率目標

多様な人材の確保

キャリア開発を支援しています。
海外拠点の現地採用従業員については、幹部への登
用を目指し日本でのマネジメント研修実施などグロー
バルな人材育成や交流を推進しています。
働き方については、在宅勤務制度や退職者の復職制
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しています。

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） 70

地
球
環
境
保
全
の
た
め
に

社
会
の
発
展
に
貢
献
す
る
た
め
に

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト



JFEグループでは、従業員一人ひとりの能力向上と、
海外事業の拡大に対応したグローバル人材の育成に重
点を置き、グループの総力を挙げて取り組んでいます。

			自らが主体的に学ぶことを目的とした
　 各種研修制度の推進

エンジニアリング会社として技術の基盤となる要素
技術の知識を高めていけるよう、社内の第一人者が講
師となり、30講座以上の基礎技術教育を若手社員と
キャリア採用者を対象に実施しています。
また、2018年度からの新たな取り組みとして、会
計やマーケティングなど自らの業務に適したビジネス
スキルが習得できるよう、Webを活用した学習カリ
キュラムをスタートさせています。

		人材育成システムによる技能データ活用の推進
製造現場における人材育成システムを活用し、

個々人の技能レベルを定量的に把握して分析・活用し
ます。低頻度・非定常作業など求められる技能レベル
が相対的に高い技能を中心に、熟練技能を有する専任
講師（テクニカルエキスパート）が集中的に実地指導

※	人員構成は2019年4月1日現在、その他は2018年度の実績
※	JFEエンジニアリング、JFE商事の管理職者数は出向者を含む
※	離職率：全在籍者に対する自己都合退職者の割合

項目 JFE
スチール

JFEエンジ
ニアリング JFE商事

従業員数（名） 15,677 3,847 974
男性 14,373 3,340 607
女性 1,304 507 367

管理職者数（名） 2,766 2,284 626
男性 2,629 2,160 585
女性 137 124 41
女性管理職比率（%） 5.0 5.4 6.5

採用者数（名） 937 165 69

男性 838 142 40
女性 99 23 29

定期 783 86 61
中途 154 79 8

平均勤続年数（年） 16.3 13.6 12.1
男性 16.1	 13.6 12.3
女性 18.2	 13.6 11.8

離職率（%） 2.4 1.2 3.9
再雇用者数（名） 1,004 321 27
年休取得日数（平均）（日/年） 16.1 17.6 12.9
所定外労働時間（平均）（時間/月） 28.1 28.1 26.1
育児短時間勤務者（延べ人数） 148 59 15
派遣社員人数（名） 203 758 12

■ 従業員の状況（単体）

人材育成

 E 

 S

		グローバル人材の育成
外国籍の総合職従業員および海外現地スタッフの採
用・育成に加え、日本人従業員に対しては、従来から
実施している海外留学・研修の充実だけでなく、若手
従業員の積極的な海外派遣により実務経験を通じた人
材育成を強化しています。

		能力を最大限に引き出す研修および施策の実施
多様な背景を持つ従業員の能力を最大限に引き

出すため、女性管理職を対象に、さらなる活躍促進を目
的とした「次世代女性リーダー研修」、優秀な海外の現
地採用従業員のさらなる能力、モチベーション向上を
目的に本社へ招聘する「日本滞在型研修」、またキャリ
ア採用者の入社時研修などさまざまな研修を開始して
います。また、従業員のモチベーションアップに繋がる
よう社内表彰制度を設けています。JFE商事単体では
功績表彰、グループ会社に対しては業績表彰、功績表
彰、安全表彰を設けており、年に一度表彰しています。

会社 項目
SET 海外留学制度
ST 短期海外語学研修
SET 若手社員海外派遣
S 技術系社員の国際学会への派遣
SET 海外ナショナルスタッフ研修制度
E 海外ナショナルスタッフの日本での実務研修制度
SE 海外学生インターンシップ

■ 各社のグローバル人材育成制度

 T

を行うなど、集積した技能データと有機的に連動した
教育を図っています。項目 JFE

スチール
JFEエンジ
ニアリング JFE商事

従業員数（名） 44,975 9,569 7,498
男性 39,460 8,280 5,430
女性 5,515 1,289 2,068

管理職者数（名） 11,582 3,170 1,620
男性 10,916 3,020 1,390
女性 666 150 230
女性管理職比率（%）	 5.8 4.7 14.2

■ 従業員の状況（連結）（2019年3月31日現在）

※	集計範囲：	事業会社・その連結子会社（スチール：156社、エンジニアリング：
56社、商事：101社）
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従業員の安全と健康の確保は製造業の基本要件であ
り、企業存続の基盤でもあります。JFEグループは、
「安全はすべてに優先する」の基本姿勢のもと、グルー
プ会社・協力会社と一体になって安全健康活動を進
め、安全で健康的な職場づくりに取り組んでいます。
各社、トップ層による安全パトロール／査察も実施
し、さらなる安全面での強化に努めています。
また、安全衛生委員会等を通じて、安全と健康に関
して労働組合との意見交換を行っています。

労働安全衛生 

■ 休業度数率・強度率の推移

■ 協力会社社員の休業災害（うち死亡災害件数）

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

JFEスチール
休業度数率 0.15 0.15	 0.21 0.17 0.17

強度率 0.09 		0.16 0.15 0.15 0.15

JFEエンジニア
リング

休業度数率 0.42 0.28 0.19 0.71 0.82

強度率 0.40 0.01 0.3 0.02 0.02

JFE商事
グループ

休業度数率 0.65 0.67 1.16 1.22 0.60

強度率 0.07 1.02 0.41 0.97 0.04

製造業平均
休業度数率 1.06 1.06	 1.15 1.02 1.20

強度率 0.09 0.06	 0.07 0.08 0.10

※	集計範囲：［スチール、エンジニアリング］国内単体（協力会社および請負会
社を含む）［商事グループ］国内単体および国内グループ会社（協
力会社および請負会社を含む）

※	休業度数率=休業以上災害発生者数/延労働時間数×1,000,000
※	強度率=労働損失日数/延労働時間数×1,000

■ 社員の休業災害（うち死亡災害件数）
2016年 2017年 2018年

JFEスチール 6（1） 4（1） 7（1）
JFEエンジニアリング 0（0） 0（0） 1（0）
JFE商事グループ 8（0） 9（1） 5（0）

2016年 2017年 2018年
JFEスチール 16（1） 14（1） 11（1）
JFEエンジニアリング 4（1） 14（0） 17（0）
JFE商事グループ 1（0） 1（0） 0（0）

2019年安全健康活動方針の重点実施事項は
「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」です。具体的な活動例として、外
部機関であるデュポン社による安全診断を受診し、監

査方法の指導を受けました。これに基づき、内部監査
制度を取り入れ、全社に展開しています。また、2018
年に制定された労働安全衛生マネジメントシステムの
国際規格ISO（JIS）45001の認証取得を目指していま
す。これらの活動により安全健康活動に対してPDCA
サイクルを回し、自主自立となる安全文化の構築を進
めています。

 S

JFEエンジニアリングでは、各建設・運転操業
現場や製作所において、重篤な災害を防止す

るため、従業員および協力会社の全員が必ず遵守すべ
き「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」を推進し、災害の撲滅に注力していま
す。また、「心と体の健康づくり」「快適な職場環境
づくり」などの活動を推進し、従業員の健康確保と
労働衛生水準の向上に努めています。2016年には、
国内外の建設工事や鶴見・津製作所の製造業務につ
いて労働安全衛生マネジメントシステムの国際規格
であるOHSAS18001の認証を取得し、2019年に
ISO45001へ更新予定です。

■ 全社安全衛生管理体制

 E 

JFE商事では、コイルセンターなどの加工拠点
における重大災害ゼロを目指し、「重大災害に

つながる不安全作業の撲滅」を目標にして活動してい
ます。
グループ会社各社に安全担当者を配置し、そのレベ
ルアップを図っています。各安全担当者は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（危険予知）の確実な実施、④不安全作業

 T

東西製鉄所 製造所

副社長

社長

担当役員

所長 所長

地区所長

副所長

製鉄所 製造所協力会社 協力会社

担当役員補佐
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		からだの健康
◦	定期健康診断の着実な実施とがん検診の強化
◦	メタボ検診、特定保健指導による生活習慣病の重症
化予防

◦	同好会活動等への支援や健康保険組合の「健康力
アップ活動」の活用による運動習慣の啓発

◦	建屋内の禁煙・分煙の推進、産業医・保健師による
禁煙指導

JFEグループでは、すべての従業員が健康でいき
いきと働くことができるよう、JFEグループ健康宣言
（P.67）を制定し、健康保険組合や産業保健スタッフと
連携し従業員の健康保持・増進に取り組んでいます。

健康への取り組み

		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する
など、家族の健康保持・増進にも取り組んでいます。

被扶養者健診受診率（40歳以上）は着実に向上してお
り、2018年度は48.2%で、4年前の2014年度の
37.6%より10.6ポイント増加しました。

		メンタルヘルスケア（こころの健康）
JFEグループでは、従業員のからだの健康づくりに

加えメンタルヘルスケアにも積極的に取り組んでいま
す。具体的には、従業員自らがストレスに気づき予防
対処する「セルフケア」、管理監督者が心の健康に関し
て職場環境等の改善や部下の相談対応を行う「ライン
ケア」、事業場内の産業保健スタッフが従業員や管理監
督者を支援する「事業場内産業保健スタッフによるケ
ア」、会社以外の専門機関や専門家を活用する「事業場
外資源によるケア」の4つのケアを推進しています。
また、健康保険組合では「メンタルヘルスカウンセリ

ングサービス」や「24時間電話健康相談」など、従業
員とその家族（配偶者など被扶養者）が気軽に利用でき
るサービスも提供しています。

		全社目標の設定・フォロー
従業員のからだの健康、家族の健康保持・増進にお
ける重点取り組み事項について、中長期的な全社到達
目標を設定し、目標に対する実績値を継続フォローし
ています。

■ 2020年の全社統一目標
目標 2018年推定実績

健診の徹底・
強化

精密検査受診率100% 82.2%

被扶養配偶者健診受診率60% 52.3%

重症化予防
特定保険指導実施率35%以上 48.9%

肥満者（BMI25%以上）比率25%以下 29.2%

健康保持・増進 健康力アップ活動参加率50%以上 44.8%

禁煙・分煙の推進 喫煙率25%以下 34.8%

		アクティブ体操
JFEスチールでは、転倒による怪我や体力低

下を防止する体操として、西日本製鉄所で考案された
「アクティブ体操」を全社で実施しています。この体
操は、労働災害予防や健康増進のためのツールとして
社外からも注目を集めており、社会貢献の観点から、
普及推進を図っています。

 S
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■ メタボリックシンドローム率および喫煙率

※	JFE健康保険組合加入者（40歳以上）合計

の洗い出し等を進めています。さらに隔月で安全担当
者会議を実施し、情報・知識の共有を図っています。
休業災害が発生した場合はその都度各グループ会社社
長から経営トップへ報告する仕組みとなっており、JFE商
事グループ一体で安全管理に取り組んでいます。また、年
に一度、安全表彰制度も設け、取り組みを促しています。
これによりグループ全体の安全管理レベルをさらに
底上げし、安全・安心な職場環境づくりを継続して進
めていきます。
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		働きがいのある職場環境の整備 
法令により定められた最低賃金、時間外労働の上限
規制などを遵守することはもとより、従業員がやりが
いを持って働く事ができるよう、業界トップレベルの
労働条件を実現するとともに、会社の収益に応じた成
果還元として賞与を支給しています。
また、寮・社宅制度等の福利厚生制度も手厚く整備
することにより、従業員が長期に安定して働けるよう
な環境づくりに力を入れています。

JFEエンジニアリングでは健全な労使関係の
向上に努めており、社長以下経営幹部と労働

組合代表者が意見交換を行う場として「中央労使協議

会」を定期開催しているほか、ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する労使委員会を設置し、働きやすい職場環
境の実現に取り組んでいます。

JFE商事では定期的に意見交換、経営情報の共
有を行っており、社長以下経営幹部と労働組

合の代表者が意見交換を行う場として「経営協議会」
（年2回開催）を設置しています。

JFEスチールでは、さまざまな経営課題に着実
に対応していくためには、労働組合の協力が

不可欠だと考え、相互の理解と信頼に基づいた健全で
良好な労使関係を構築しています。社長以下経営幹部
と労働組合の代表者が経営課題について意見交換を行
う「労使経営審議会」を年4回開催するほか、労働条件
や職場環境などについて適宜意見交換を行い、制度を
改定する場合には真摯な労使協議を実施しています。
また、社員の誰もが誇りと働きがいを感じられる職
場とするため、2018年にエンゲージメントサーベイ
（社員満足度調査）を実施しました。調査結果をもと
に、会社全体の経営や施策に生かしていきます。

［	健康経営	企画推進WG	］

■ 健康経営企画推進体制

メンバー
•各地区・製造所・本社

•産業医および保健師
•労働人事室長・労政人事部・組織人事部
•安全健康室（衛生スタッフ）・安全健康部

•健康保険組合 •常務理事・健康開発室長

議事テーマ

•健康経営度（からだ・こころ・職場）評価
	［評価指標と活動の評価］
•全社横断的な推進事項
•経営層への健康経営計画と結果報告など

開催頻度 •2月、5月、8月、11月（四半期毎1回）

活力のある職場づくり

 E 

 S

 T

JFEホールディングス

JFEスチール JFEエンジニアリング JFE商事

健康経営企画推進委員会
（推進委員長：執行役員） 健康保険組合

健康経営企画
推進分科会 全社産業医分科会 産業保健スタッフ

分科会
衛生スタッフ

分科会

•健康経営	企画推進WG •全社産業医会議 •産業保健スタッフ交流会 •衛生担当者会議
•衛生監査
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ステーク
ホルダー 考え方 主なコミュニケーション手段等

その他
頻度（/年間） 規模等

株主・
投資家

正確、公正かつ適時・適切な情報開示と積極的
なコミュニケーションに努めています。
国内外の株主・投資家の皆様との対話の責任
部署としてIR部を設置し、建設的な対話を促
進するとともに、得られた情報を経営にフィー
ドバックするなど信頼関係の維持・向上に努
めます。

定時株主総会（招集ご通知、決議通知など） 1回 約15万名（単元株主数）
インベスターズ・ミーティング（決算および中期経営
計画等） 4回 延べ約500名

個別面談（決算および中期経営計画等） 随時 延べ約400名
会社説明会（証券会社支店等で開催） 10回 約1,000名
株主向け工場見学会（製鉄・エンジニアリング･造船
等の製造拠点） 25回 約2,100名

株主通信（JFEだより）の発行 2回
（中間・年度） 約22万部/回

統合報告書、CSR報告書等の各種報告書 1回 約4万部
ホームページによる情報発信（株主・投資家向情報）等 随時

お客様

お客様のニーズにお応えするためには、研究
開発を進めるとともに、商品やサービスの安
定供給、品質の確保を確実に行うことが必須
であると考えています。
お客様のニーズ、信頼に応え続けることによ
りWin-Winの関係構築に努めます。

営業活動を通じたコミュニケーションや品質保証の
サポート 随時 事業会社ごとに実施

満足度調査等のアンケートやヒアリング 随時 事業会社ごとに実施

ホームページによる情報発信（製品情報）等 随時

取引先

重要なビジネスパートナーとして、お取引先
様と協力してCSRに関する取り組みを積極的
に進めています。
購買（調達）基本方針を制定し、公正で誠実な
調達活動の推進およびお取引先様との健全な
関係を構築しています。

購買活動を通じたコミュニケーション 随時 事業会社ごとに実施
説明会・意見交換会 随時 事業所ごとに実施

ホームページによる情報発信等 随時

従業員

「社員一人ひとりの能力を最大限に引き出すた
めには、仕事に誇りとやりがいを感じられる働
き方の実現が不可欠である」との経営トップの
認識のもと、人材マネジメント基本方針および
健康宣言を制定し、その実現に向けてさまざま
な取り組みを推進します。

日常業務、職場を通じたコミュニケーション 随時
社内報およびイントラネット 随時
各種労使協議会 2～4回 各事業会社経営幹部と労働組合
企業倫理ホットライン 随時 2018年度	80件
各種研修 随時 階層別、コンプライアンス、人権等
ファミリーデー（社員の家族による職場訪問や社員食
堂でのランチなど） 随時 事業会社ごとに実施

企業倫理等に関する意識調査 1回（/3年） 当社および事業会社

地域社会

地域の皆様との信頼関係の構築、共存共栄が
生産活動を行う製鉄所等の製造拠点では事業
継続のためには必要不可欠です。
安全確保や環境負荷低減に向けて継続的に取
り組むことはもちろんのこと、持続的な成長
と地域の発展の両立を目指してさまざまな活
動に取り組みます。

地域の自治会やイベント等を通じたコミュニケー
ション 随時

製造拠点でのイベント（まつり・フェスタ等） 地区ごとに
1回程度 年間28万名程度

工場見学会 随時 年間10万名以上
清掃活動（製造拠点周辺・地域等の清掃） 随時
スポーツ振興（野球教室、ランニング教室、各種ス
ポーツ大会） 随時

その他（出前授業、ものづくり教室、職場体験等） 随時
ホームページによる情報発信（環境情報等） 随時
JFE21世紀財団による社会貢献（各種研究助成、地
域活動支援など）

随時
JFE21世紀財団 ➡http://www.jfe-21st-cf.or.jp/Web

■ JFEグループの主なステークホルダー

ステークホルダー・エンゲージメント
JFEグループは、持続的な成長と中長期的な企業価
値向上のため、株主の皆様のみならず、お客様、お取

引先様、従業員、地域社会をはじめとするさまざまな
ステークホルダーの利益を考慮し、良好かつ円滑な関
係の維持に努めています。
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