
社会の発展に貢献するために
JFE Group CSR Report 2018

JFEグループ CSR報告書 2018 48

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、各事業会社によって定められた
品質管理基準にしたがい、適正な品質管理を行ってい
ます。また、ISO9001については、品質管理上取得
が必要と判断した製造拠点については、すべての拠点
で取得が完了しています。

JFEスチールでは、お客様からの品質要求の厳
格化にお応えするために、新製品や製造技術

の開発とともに最先端のセンサーを活用したプロセス
監視による製品品質の向上に努めています。
また、品質保証体制強化のため、一般社団法人日本
鉄鋼連盟が加盟会社に対して発信している「品質保証
体制強化に向けたガイドライン」に沿った活動を展開
しています。そのなかでも、試験検査の信頼性の向上
に関して、高精度の試験検査機を用いて製品試験を行
うとともに、試験検査の実施から結果報告までの各プ
ロセスにおける自動化を推し進め、人が介在する余地
を減らすことに取り組んでいます。
さらに、ISO9001に基づく品質マネジメントシス
テムをベースに、JIS、船級協会規格や海外の関連国家
規格等、鉄鋼製品に必要な規格認証を取得し、お客様
のご要望にお応えしています。

JFEエンジニアリングでは、「当社で設計、調
達、製作並びに建設する製品及びサービスの品

質は、お客様の要求事項、適用法令及び規格を満たし、

JFE商事では徹底した品質管理を通じ品質保証
レベル向上を目指しています。

JFE商事の国内外加工センターではヒューマンエ
ラー撲滅のため、加工現場のシステム化・自動化によ
る手作業の排除を推進しています。
加えて、受注～加工指示～出荷段階でのヒューマン

エラー抑止に対しては、従業員の意識向上が不可欠で
あることから、他社も含めた不適合事例を題材とした
品質教育の強化に取り組んでいます。
さらに、加工に関する品質管理レベルの維持向上を
品質確保の重点ポイントと考え、品質面から加工セン
ターをチェック、助言する仕組みである品質監査を、
国内外の対象グループ会社に対し年1回以上実施して
います。

❶ 良質な商品・サービスの提供
優れた技術に基づいた安全で高品質の商品とサービスの
提供に努めるとともに、個人情報・顧客情報の保護に十分
配慮し、お客様から高い評価と信頼を得る。また技術に立
脚した事業の展開により、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す。

JFEグループ企業行動指針
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JFEグループの品質への取り組み

品質向上と品質保証体制強化

お客様とともに
〔 社会の発展に貢献するために 〕

JFEスチールでは、第6次中期計画においては、
製造基盤整備の継続にとどまらず、西日本製鉄

所を中心に、能力増強、パフォーマンスの最大化を図
るなど、製造実力の強靭化に取り組みます。前中期を
上回る戦略的投資、老朽設備の更新や継続的な設備補
修を実行し、設備稼働および生産の安定化を実現する
ことでお客様へ高品質な商品を供給していきます。

商品安定供給

お客様の満足を得るものでなければならない。」とした
全社品質方針を掲げ、品質活動を進めています。
具体的には、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
実施するとともに、設備引渡し時にはお客様立会いで
の検査を実施し、直接その目で性能を確認いただいて
います。
品質保証に関しては、多岐にわたる商品それぞれの
特性に合わせた品質マニュアルを定めるとともに、商
品分野ごとにISO9001認証を取得するなど、最適な
品質管理の実現に取り組んでいます。
また、社内教育等により社員の品質意識の高揚を図
るとともに、検査データをその場で電子化し転送保管
する改ざん防止システムの構築も進めています。
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		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

JFEスチールではお客様への安定供給のために、製
鉄設備における故障抑止と故障が発生した場合の迅速
な修理を実施しています。
2017年に設備故障時の対応マニュアルやベテラン
社員の作業実績の記録等、当社独自のデータベースと
AI(人工知能）技術を組み合せたシステムを一部設備
に導入しました。これにより経験が浅い社員でも故障
対応に関する情報を迅速に引き出せるようになり、復
旧時間の短縮に効果があることが確認できました。現
在、このシステムを全社展開しています。
今後も最新のIT技術を活用したサービス向上に努
めていきます。

		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
JFEスチールは、東日本では自動車分野向けのカ
スタマーズ・ソリューション・ラボ（CSL）や社会基
盤向けの鋼構造材料ソリューションセンター（THiNK	
SMART）、西日本では材料開発、利用技術研究のカス

カスタマーズ・ソリューション・ラボ

※	Early	Vendor	 Involvementの略。お客様の新商品開発に初期段階から
参画し、その新商品のコンセプトに合わせた鋼材使用、部材加工方法、パ
フォーマンス評価等を提案・開発する活動。
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T

CS（お客様満足）向上

JFEエンジニアリングは、機械・土木・建築工
事等の指定建設業者として各工事現場に施工

の技術上の管理を行う「監理技術者」を専任で配置す
るよう建設業法で求められています。この有資格者
の確保がプラント工事を安定的に進める上では不可
欠です。少子高齢化･世代交代により、若い優秀な技
術者の確保は大きな課題ですが、キャリア採用による
有資格者の確保に加え、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の施策により、有
資格者の確保に努めています。

JFE商事では、流通加工機能を商品安定供給に
対する重点ポイントと考え、同分野に対して

の機能強化を目的とした安定的な設備投資を進めてい
きます。

		一貫したお客様対応
お客様へのアンケートやヒアリングを定期的に実施
し、収集したデータに基づきお客様満足度向上のため
の戦略を立案しています。それらの情報は営業、セン
ター、セクター、事業部、製鉄所・製造所、研究部門
で共有し、一貫したお客様対応のもと、JFEグループ
の総合力を活かした提案力向上を推進しています。

		お客様対応に優れた営業担当者の育成
営業部門では、お客様志向の販売活動の強化を目
的に本社・支社の営業担当者に対し階層別の研修（新
任・中堅・室長）を実施し、営業教育の充実を図って
います。また海外事務所のナショナルスタッフにも現
地でのよりスムーズな業務遂行を支援するため、日本
での集合研修を実施しています。具体的には、担当者
のお客様対応総合力を向上させるべく、「技術的な会
話能力」「商品開発につながるヒントを見逃さず社内へ
展開する力」「物流・流通面での改善提案力」「財務指
標・原価分析力」などの養成を目的にしています。

タマーズセンター福山（CCF）を設置し、お客様と一
体で共同研究・開発を行う体制を構築しています。こ
れらの共同研究拠点を活用したEVI活動※の強化によ
り、お客様ニーズの把握、最先端評価技術・革新的な
製造プロセスを活用した新商品開発を進めています。
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JFEスチールでは、自動車・インフラ建材・エ
ネルギーの3分野を研究開発の重点分野とし、

各分野で新商品とソリューションの提供を加速してい
きます。製造プロセスでは、環境調和型原料処理技術
など、革新的な生産技術の開発を推進します。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進め
ていきます。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しています。

JFEエンジニアリングでは、くらしの礎を「創
り」、それを「担う」企業として、技術開発を

進めています。「創る」技術では、ごみ焼却・発電設
備において、独自の燃焼技術を開発し、安定的かつク
リーンな焼却処理と国内トップレベルの発電効率を実
現しました。また、「担う」技術では、JFEエンジニア

研究開発の推進

		お客様からの評価情報を活用
JFEエンジニアリングでは、提供商品やサービ

スに対する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・蓄積していま
す。これらの情報を、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
かすことでお客様満足度の最大化を目指しています。

		お客様ニーズに対応した体制の構築
JFE商事では、多様化するマーケットや高度

化するお客様からの要望にスピーディーに対応するた
め、原材料調達から加工・流通までの一貫したサプラ
イチェーンの強化に取り組んでいます。
また、お客様に対して情報提供や提案を行うための対
応力向上もお客様ニーズにつながる重要な要素である
と考え、スキル研修等を通した社員教育にも力を入れて
います。さらに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し、日本国内だけでなく
海外のお客様の満足度向上にも取り組んでいます。

技術開発や商品開発等に関する取り組みに対し、
2017年度は以下の通り社内表彰を実施しています。

表彰名 対象 受賞組織

JFE
スチール

JFEスチール
社長賞	優秀賞

海外製造拠点向けの
SCMに対する物流面で
の多面的な貢献

物流総括部ほか

酸洗ラインへの革新技
術導入による高効率生
産の実現

西日本製鉄所（倉敷地区）
熱延部ほか

次世代型低NOxラジア
ントチューブバーナの
開発

西日本製鉄所（福山地区）
設備部ほか

国内土木建材向けの製
造基盤整備と拡販体制
の構築

知多製造所商品技術部
ほか

新商品開発賞
金賞

高成形性高強度鋼板シ
リーズJEFORMA®

スチール研究所
薄板研究部ほか

JFEエンジ
ニアリング

技術開発社長
表彰	最優秀賞

ごみ焼却炉火格子下燃
焼空気への排ガス再循
環適用技術の確立

環境本部	エンジニアリ
ングセンター装置設計
部	総合研究所

E

E

T

社内表彰

S

JFEグループの各事業会社は、国際的な平和と安全
の維持の観点から、大量破壊兵器などの不拡散や通
常兵器の過度な蓄積の防止などに貢献するための取り
組みを進めています。具体的には製品輸出に際して最
終仕向け地・お客様・用途などを確認する審査を実施
し、適正な輸出業務の遂行に努めるほか、「外国為替及
び外国貿易法」などの輸出関連法規を周知徹底してい
くために、法務部門による社内研修も実施しています。
また、貿易業務に従事するグループ会社を対象に、
安全保障貿易管理教育を実施するなどの取り組みを
行っています。

適正な輸出業務の遂行

リングが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進めています。
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		お取引先様とWin-Winの活動展開
JFEスチールでは、資材品の価格低減や機能向上に
つながる改善、あるいは品質・安全性・作業効率向上

等に寄与する提案をお取引先様からいただき、実現
に向けて協力して取り組んでいく活動（VA：Value	
Analysis	価値分析）を行っています。設計など仕様
の変更、材料・形状の改善、製造方法の工夫など、お
取引先様の技術・アイデアを活かしてお互いにメリッ
トのあるWin-Winの関係構築を目指しています。

		公正で誠実な調達
JFEエンジニアリングでは、お取引先様を、相

互発展を目指す大切なパートナーと考えており、相互
に信頼関係を醸成し、パートナーシップをより強固な
ものにしていくことに努めています。また、CSRに関
する取り組みをお取引先様と協力して推進しており、
以下の調達基本方針に基づき、公正で誠実な調達活動
に取り組んでいます。

また、お取引先の皆様に向けては以下の項目の積極
的な推進をお願いしています。

		安全で公正な供給網を展開
JFE商事はグローバルな事業展開の中で、さ

まざまな商品・機能・サービスを提供するサプライ
チェーンを構築し、この中でCSR調達を推進していま
す。お客様のCSR調達に関するご要請は年々高まって
おり、従来の品質、安定供給、安全性、適正価格への
取り組みに加え、地球環境、人権、労働安全衛生等へ
の配慮についても取り組みをより強化していきます。

		CSR推進のお願い
JFEスチールは、CSRの定義を「ステークホルダー
の満足度を高め、企業価値を向上させること」とし、
会社の存続基盤に関わる環境保全、安全、防災、コン
プライアンスなどを最優先に取り組む課題として位置
付け、お取引先の皆様にも取り組み推進をお願いして
います。

JFEスチール 
お取引先様へのCSRへの取り組み推進のお願い

JFEエンジニアリング
お取引先様へのCSRへの取り組み推進のお願い

❶	CSR推進のための体制の構築
❷	法令・社会規範の遵守および情報管理
❸	人権・労働安全衛生への配慮
❹	地球環境への配慮
❺	安全で競争力ある製品・サービスの提供

❶	法令・社会規範の遵守
❷	情報管理の徹底
❸	安全で競争力ある製品・サービスの提供
❹人権・労働環境・安全衛生への配慮
❺	地球環境への配慮
❻	CSR推進のための体制の構築

原料に関しては調達先に紛争鉱物を使用していない
ことを調査した上で購入しています。

調達基本方針 ➡
http://www.jfe-eng.co.jp/information/procurement.htmlWeb

購買基本方針 ➡
http://www.jfe-steel.co.jp/company/purchase_policy/index.htmlWeb

購買（調達）活動においてコンプライアンスを徹底
することは、すべてのお取引先様と良きビジネスパー
トナーとして相互理解を深め、信頼関係を構築して
いく上での大前提です。JFEグループの各事業会社で
は、購買（調達）方針を明文化してお取引先の皆様へこ
れを周知するとともに、お取引先の皆様に対しても企
業倫理の徹底をお願いしています。

		購買基本方針
JFEスチールは、購買活動の推進にあたって

は、すべてのお取引先様と良きビジネスパートナーと
して、相互理解と信頼関係に基づき、以下の購買基本
方針に沿って公正・誠実に活動していきます。

S

E

T

JFEグループにおける公正な取引の徹底

お取引先様とともに
〔 社会の発展に貢献するために 〕
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活動 参加人数など

インベスターズ・ミーティング 延べ約600名

機関投資家・証券アナリストの個別面談対応 延べ約400名

個人投資家への証券会社支店などでの会社説明会 14回　約1,000名

■ 主なIR活動実績

JFEグループは株主の皆様への利益還元を経営の最
重要課題の一つとして位置付けています。株主の皆様
への利益還元については、配当を基本としています。
第6次中期経営計画では、国内収益基盤の強化およ
び海外事業の収益拡大により、グループの持続的な成
長を目指すとともに、国際格付A格に求められる財務
体質の実現に向け、収益・キャッシュフローの改善を
図ることで、配当性向を30%程度とすることを基本
方針としています。

JFEホールディングスでは、さまざまなステークホ
ルダーとの双方向のコミュニケーションを充実させ
るために、2015年4月にIR部を創設しました。株主
を含む個人投資家や国内外の機関投資家の皆様との
建設的な対話を実現するとともに、対話により得られ
た情報を経営にフィードバックするなど、一元的な情
報収集・発信機能を強化しています。
当社では、株主総会を株主の皆様との対話の場と捉
え、できる限り多くの方に出席いただけるよう、招集
通知を早期に発送するとともに、総会集中日を避けて
開催しています。
また、従来から出席できない方のためにインター
ネット経由での議決権行使に対応するとともに、招
集通知の当社ホームページへの早期掲載も行ってい
ます。
さらに、株主の皆様にJFEグループへの理解を深め
ていただけるよう、工場見学会と会社概要説明会を実
施しています。
2017年度は、JFEスチール・JFEエンジニアリン
グ・ジャパン	マリンユナイテッドの各事業所におい
て開催し、約2,000名の方に参加いただきました。
2018年度も、引き続き開催することにより、当社グ
ループに対する理解を深めていただくとともに株主
の皆様との積極的なコミュニケーションに努めてい
きます。

JFEグループは投資家の皆様との積極的なコミュニ
ケーションに努めています。機関投資家や証券アナリス
トの皆様には、決算および中期経営計画などの発表の
際にはインベスターズ・ミーティングを開催し、当社代
表取締役が発表内容の説明および質疑応答を行うととも
に、少人数による説明会や個別取材にも対応しています。
このほか、経営陣による、北米・欧州の機関投資家
をはじめとした国内外の投資家訪問も定期的に実施し
ています。
個人投資家の皆様にも全国の証券会社支店での会社
説明会や、IR情報メールの発信サービスなどを通じて
積極的に情報を発信しています。
また、主要なプレスリリースや招集通知は、英語で
も開示するなど海外投資家の皆様にも国内同様の情報
提供に努めています。
JFEホールディングスではディスクロージャー・ポリ
シーに則り、フェアディスクロージャーに努めています。

❷ 社会に開かれた企業
企業情報についての積極的な公開に加え、幅広いステーク
ホルダーと建設的な対話を行い、企業価値の向上を図る。

JFEグループ企業行動指針

株主・投資家向け情報 ➡
［日本語］	 https://www.jfe-holdings.co.jp/investor/index.html
［English］	https://www.jfe-holdings.co.jp/en/investor/index.html

Web

ディスクロージャー・ポリシー ➡
https://www.jfe-holdings.co.jp/investor/disclosure-policy.htmlWeb

株主還元の基本方針

積極的な情報開示

株主の皆様とのコミュニケーション

株主・投資家の皆様とともに
〔 社会の発展に貢献するために 〕

JFEグループ CSR報告書 201853 SJFEスチール（株） EJFEエンジニアリング（株） TJFE商事（株）



また、各社の福利厚生施設を地域に開放して、サッ
カー、野球、バレーボール、バスケットボールなどの
スポーツ大会を開催するほか、全国レベルで活躍して
いる硬式野球部と競走部による指導教室なども開催し
ており、それぞれの地域におけるスポーツの振興と発
展に寄与しています。

		製造拠点等の開放
JFEグループでは、毎年、地域の皆様のために、各
製造拠点を開放してショーや工場見学会などのイベン
トを実施しています。

		製鉄所・製造所における工場見学
JFEスチールでは各製鉄所・製造所において、

祭りイベント開催時に限らず、地域の小中学校の子ど
もたちを中心に毎年10万名を超える方々を受け入れ、
鉄の製造現場を見学していただいています。

		出前授業
JFEスチール東日本製鉄所では、地域貢献活動の一

環として、近隣の小学生を対象とした工場見学会のほ
か、従業員が学校を訪問し、鉄の製造プロセスや製鉄所
の特徴、環境への取り組みなどを解説して鉄鋼業への
理解を深めてもらう出前授業を実施しています。この
取り組みは2012年度から開始し、これまで累計150
クラスを超える子どもたちを対象に実施してきました。
2017年度には初めて聾学校でも実施しました。

宮崎小学校（千葉県千葉市）での出前授業

水辺の生きもの
観察会

地区 名称 開催日 入場者数

東日本製鉄所京浜地区 京浜ふれあい祭り 5月28日 4.8万名

西日本製鉄所倉敷地区 JFE西日本フェスタinくらしき 11月	 3日 9.0万名

西日本製鉄所福山地区 JFE西日本フェスタinふくやま 5月14日 8.3万名

知多製造所 はんだふれあい産業まつり 11月	11日 2.1万名

■ 拠点イベント開催実績（2017年度）

JFE西日本フェ
スタinくらしき

		生物多様性保全への取り組み
JFEグループでは、地域の皆様とともに

生物多様性の保全に向けた取り組みを行っています。
JFEスチールでは、知多製造所内の環境池におい
て、地域の方々を対象にしたホタルの鑑賞会を2014
年より開催し、子どもたちによるホタルの放流などを
行っています。
JFEエンジニアリングでは、鶴見地区にある遊歩道

「JFEトンボみち」内のビオトープにおいて、親子で捕
獲した水生生物の生態や棲みつく環境について学ぶ観
察会を定期的に開催しています。

❸ 社会との連携と協調
良き企業市民として、社会との連携と協調を図り、積極的
な社会貢献に努める。

JFEグループ企業行動指針

S

S E

地域貢献活動

地域・社会の皆様とともに
〔 社会の発展に貢献するために 〕
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		国連WFP協会への支援
国連WFP協会は、飢餓の撲滅を使命として活動す
るWFP国連世界食糧計画を支援する認定NPO法人
です。JFEグループは、その活動趣旨に賛同し、支援
しています。

		海外医療人材育成への支援
虎の門病院を母体として進められているJCMT（海
外医師研修事業）は、東南アジアなど発展途上国の医
師を日本に招き、派遣元の国々の医療水準向上に貢献
するとともに、研修を通じ日本との友好を深めること
を目的としたものです。JFEグループもその趣旨に賛
同し、支援しています。

		がん研究会への支援
公益財団法人がん研究会は、1908年の設立以来

「がん克服をもって人類の福祉に貢献する」ことを基
本理念に掲げ、研究・診療、人材育成に努め、わが
国のがん研究・診療を牽引しています。JFEグループ
は、その活動趣旨に賛同し、支援しています。

外部団体への支援

日中友好の架け橋となるコンテスト

		日本語スピーチコンテストへの支援
「全中国選抜日本語スピーチコンテスト」は、中国の
学生を対象に「言葉・コミュニケーション」を通じた
日中関係の維持・発展を目的に、2006年から開催さ
れています。JFEグループは、国際交流および社会貢
献の観点からこの活動を支援しています。

青少年育成支援

2017年度のJFEスチール
賞を受賞したノートルダム
清心学園清心女子高等学校
の太田千尋さん（左）と霜山
菜都乃さん（右）

中高生向け
キャリア教育

		学生向けキャリア教育
JFEスチールやJFE商事グループの川商フーズは、

NPO法人学校サポートセンターと連携し、中高生向け
キャリア教育として仕事の社会的役割や製品・サービ
スの特徴などについて理解を深めてもらう研修を企画
し、受け入れを行っています。
JFEスチールでは、2006年から一般財団法人経済広

報センターの「教員の民間企業研修」に協力していま
す。この研修は、小・中・高校の教員の方に企業活動
や人材育成、安全・環境への取り組みなどについて理
解を深めていただき、その体験を子どもたちに伝えて
いただくとともに今後の学校運営に活かしていただく
ことを目的に実施しています。また、事業所では地元の
中学生を受け入れ職場体験学習なども行っています。
JFEエンジニアリングでは、女子学生の理工系分野へ

の進路選択（理工チャレンジ）を応援する取り組みとし
て、女子中高生・女子大生を対象とした工場見学会を
開催しています。

		高校生、高専生の科学技術コンテストに協賛
「高校生科学技術チャレンジ（JSEC）」は、朝日

新聞社とテレビ朝日が主催する全国の高等学校と高等
専門学校の生徒を対象とする科学技術分野の自由研究
コンテストです。JFEスチールは、科学技術分野で活
躍する人材の育成を願い、2006年から当コンテスト
に協賛しています。

S
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		ガーナ、ナイジェリアの小学校への支援
JFE商事とグループ会社の川商フーズは、

2011年度より西アフリカのガーナとナイジェリアの
小学校支援を行っています。2017年度は、机・椅
子を700セ ット、
ノート17,000冊、
缶 詰12,500缶 を
寄贈しました。

		TABLE FOR TWOへの参加
JFE商事では、社員食堂で対象メニューを購入する
と、1食につき20円の寄付金が特定非営利活動法人
TABLE	FOR	TWO	Internationalを通じて開発途上
国の子どもの学校給食になるという活動に参加してい
ます。

JFE商事	織田社長とガーナ
の小学校の皆さん

		2017年度インターンシップ実績
海外からの研修生を含め毎年多くの学生を受け入
れ、工場や設計・建設現場での職場実習、グループ
ワークなどを行っています。

JFEスチール JFEエンジニアリング JFE商事

約310名 約190名 約760名

■ JFEグループのインターンシップ実績

T

「公益財団法人	JFE21世紀財団」は、JFEグループ
（旧川崎製鉄）の出捐により1990年に設立され、社会
貢献を担う公益法人として、大学研究助成や地域の文
化振興などさまざまな公益事業を展開しています。

		技術研究助成
大学の技術研究振興を目的に、1991年度から研究助

		アジア歴史研究助成
日本の大学におけるアジア歴史研究の振興を支援す
るため、2005年度から研究助成事業を実施していま
す。2017年度は75件の応募を受け、10件に各150
万円、計1,500万円を助成しました。

助成 件数 助成金額

技術研究助成 581件 11億6,980万円

アジア歴史研究助成 109件 1億6,350万円

■ 助成の累計件数および助成金額

		鉄鋼に縁のある地域活動支援
音楽、美術、伝統継承、町おこし、コミュニティ活
動、文化財保存の活動など地域社会の文化活動に協賛
金を提供し、支援しています。
2017年度も千葉市、川崎市、倉敷市、福山市など
国内のさまざまな地域や海外（中国浙江省嘉興市）の
イベントに協賛しました。

		海外子女文芸作品コンクールへの協賛と文集の寄贈
公益財団法人海外子女教育振興財団が、海外で学ぶ
小中学生を対象に実施している作文・詩・短歌・俳句
の作品コンクールに、1991年度から「JFE21世紀財
団賞」を設けて協賛しています。また、優秀作品文集
「地球に学ぶ」を2017年度も鉄鋼に縁のある地域の
小・中学校673校、86図書館等に総計850冊寄贈し
ました。

2017年度大学研究助成金贈呈式

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

「JFE21世紀財団」による社会貢献活動

成を実施し、各大学から高い評価を得ています。
2017年度は169件の応募を受け、鉄鋼技術研究13
件、地球環境・地球温暖化防止技術研究13件に各200
万円、計5,200万円を助成しました。
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JFEグループは、一人ひとりの人権を尊重すること
は企業の社会的責任であるとともに経営基盤の一つで
あると考え、グループ一丸となって人権意識の向上に
取り組んでいます。具体的には、①各社において人権
啓発担当者の設置、②各種人権啓発研修の実施、③就
職の機会均等の保障と公正な人事管理の推進、など
に取り組んでいます。なかでもセクシャルハラスメン
トやパワーハラスメントなどのハラスメントの防止に
ついては、就業規則に規定するとともに、研修やポス
ター掲示、事業所ごとの相談窓口の開設（男女複数）な
どを実施しています。さらに、毎年の人権週間では役
員メッセージを含むリーフレットの配布や人権標語の
募集などを行っています。

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

職場における人権の尊重

従業員とともに

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。

		「ワークスタイル変革」
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
務制度のトライアル、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。

  「早く出社して早く帰る」風土醸成
「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「働き方計画表」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、勤務先のほか、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
きる環境を整備しました。今後は休みの取りにくい建

S

働き方改革

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

E

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

〔 社会の発展に貢献するために 〕
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  Change of Work Time（ワークタイムの変化）
「Change	of	Work	Time（ワークタイムの変

化）」をスローガンに掲げ、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。2016年4月からはコアタイムを11
時～14時とするフレックスタイム制度を拡充したほ
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。

T

		製鉄所基幹システムリフレッシュ
JFEスチールでは、2016年度より、これま

で製鉄所ごとに保有してきた基幹システムを刷新する
「製鉄所基幹システムリフレッシュ」を進めています。
製品の受注検討から製造・納入にいたる業務プロセス
をより効率性を高める仕組みに共通化し、全製造拠点
の基幹システムのデータベースを一元化することで
製鉄所間の連携を強化します。「仮想ひとつの製鉄所」
となった運営が実現し、全社最適な製造計画の立案と
実行が可能になることで、お客様のご要望にこれまで
以上に柔軟かつスピーディーに対応していきます。

  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

SHAPE	UP活動として働き方改革への取り組みを進
めており、この活動を継続し、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。
また、「現場の週休2日」の実現に向けた、建設現場
の業務改革・効率化への取り組みも進めています。

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190チーム、1,600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
成果の横展開を進めます。

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
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年度より活動の主軸の一
つとして、先進ITツールのRPA(端末上の人の作業を
自動化するソフトウェア)の導入検討を本格的に開始
し、既に自動化を実現した業務では作業時間の削減と
サービスレベルの向上といった効果を得ています。今
後も既成概念にとらわれず、仕事のやり方を見直すと
ともに、役員、従業員の意識改革を図ることで風土改
革につなげていきます。

S

S

E

E

T

T

業務改革

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。
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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、2018年4月には274名（4.9%）と
目標水準に大きく近づきました。

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

280名以上

3倍

2020年（目標）

274名
2018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、

多様な人材が様々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330名を超えました。また事業所
内保育所（2017年4月千葉地区、2018年4月倉敷・
福山地区）の開設や、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

極的に行っています。また海外子会社のナショナルス
タッフの本社研修を常時100名程度実施しており、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、2013年からは業務による社員
の区分をなくし、総合職に一本化することで、女性社
員のキャリアアップを積極的に進めています。

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
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。

S

E

		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、性別、国籍や価値観、異な
るライフスタイルや家庭状況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。

ダイバーシティの取り組み 

T
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2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
JFEスチール 2.16 2.25 2.24 2.34 2.33
JFEエンジニアリング 1.81 2.01 1.59 2.01 2.14
JFE商事 2.30 2.25 2.11 1.86 2.20

■ 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。
2018年4月時点で事業会社3社合計で1,220名

（従業員全体の約6%）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。2017年度
には、各社の人事担当者を対象に、外部講師を招いた
グループLGBT研修を実施しました。
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

日数勤務を希望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。

S

E

T

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）

2018年度採用実績  1,050名

◦ 総合職に占める女性採用比率 ： 16％（  59／   376名）
うち、事務系総合職 ： 32％（  35／   110名）

◦ キャリア（中途）・通年採用比率 ： 18％（184／1,050名）
うち、総合職 ： 26％（  97／   376名）
うち、現業職 ： 13％（  85／   656名）

（事業会社3社合計）

項目 JFE
スチール

JFEエンジ
ニアリング JFE商事

従業員数（名） 44,554 9,307 7,333

男性 39,207 8,089 5,339

女性 5,347 1,218 1,994

管理職者数（名） 11,112 2,842 1,532

男性 10,545 2,719 1,336

女性 567 123 196

女性管理職比率（%）	 5.1 4.3 12.8

■ 従業員の状況（連結）

※	集計範囲：	連結子会社（スチール：156社、エンジニアリング：58社、
	 商事：101社）

2018年3月31日現在

多様な人材の確保

総合職 現業職
一般職 総計

事務系 技術系 計

男性（名） 75 242 317 674 991

女性（名） 35 24 59 91 150

総計（名） 110 266 376 765 1,141

女性比率（%） 31.8 9.0 15.7 11.9 13.1

■ 採用の実績（事業会社3社合計）（2018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
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■ 休業度数率・強度率の推移

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

JFEスチール
休業度数率 0.06 0.15 0.15	 0.21 0.17
強度率 0.01 0.09 		0.16 0.15 0.15

JFEエンジニア
リング

休業度数率 0.73 0.42 0.28 0.19 0.71
強度率 0.03 0.40 0.01 0.3 0.02

JFE商事
グループ

休業度数率 0.26 0.65 0.67 1.16 1.22
強度率 0.08 0.07 1.02 0.41 0.97

製造業平均
休業度数率 0.94 1.06 1.06	 1.15 1.02
強度率 0.10 0.09 0.06	 0.07 0.08

※	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）

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。
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 

		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。

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。

		ジョブチャレンジ制度による潜在能力の発揮
社内公募によって希望する仕事に就ける「ジョ

ブチャレンジ制度」を導入し、各従業員が持つ潜在能
力の顕在化を図っています。

		「人材育成理念・基本方針」によるさまざまな施策
従業員一人ひとりの育成ポイントや目標を明確

に定めた「人材育成シート」の作成、デジタル・イノ
ベーション時代に根ざした既存ビジネスの見直しや新
たなビジネスの発想を促進するための「ITリテラシー
研修」を社員各階層別の研修にて実施しています。

		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リフレッ

シュし、個々人の定量的な技能レベルを効果的に分
析・活用。低頻度・非定常作業など技能レベルが相
対的に低い技能を中心に、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。

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
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

S

E

T

人材育成

※	人員構成は2018年4月1日現在、その他は2017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） 15,578 3,752 955
男性 14,327 3,267 606
女性 1,251 485 349

管理職者数（名） 2,715 2,215 612
男性 2,602 2,100 574
女性 113 115 38
女性管理職比率（%） 4.2 5.2 6.2

採用者数（名） 837 147 66

男性 734 127 39
女性 103 20 27

定期 732 77 57
中途 105 70 9

平均勤続年数（年） 16.5 13.6 12.1
男性 16.3 13.6 12.1
女性 18.5 13.6 11.9

離職率（%） 2.03 0.94 2.1
再雇用者数（名） 1,129 321 17
年休取得日数（平均）（日/年） 15.5 17.0 12.3
所定外労働時間（平均）（時間/月） 27.8 26.8 26.5
育児短時間勤務者（延べ人数） 146 58 13

■ 従業員の状況（単体）
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2018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、近々
制定される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。

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の認証を取得しています。

S

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。各安全担当者は各社で①現
場パトロールの強化、②安全モニターの設置、③リス

T

■ 全社安全衛生管理体制

		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.57）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

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。
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、グループ一丸となった安全・安心な職場環
境づくりに努めています。

		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、2017年度は43.7%で、6年前の2011年度の
33.8%より9.9ポイント増加しました。
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※	JFE健康保険組合加入者（40歳以上）合計
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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。

E

T

JFEスチールでは、様々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も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。

		健全な労使関係

S

活力のある職場づくり

		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

［	健康経営	企画推進WG	］

■ 健康経営企画推進体制

目標 2017年推定実績

健診の徹底・
強化

精密検査受診率100% 81.7%

被扶養配偶者健診受診率60% 44.0%

重症化予防
特定保険指導実施率35%以上 30.0%

肥満者（BMI25%以上）比率25%以下 27.6%

健康保持・増進 健康力アップ活動参加率50%以上 39.0%

禁煙・分煙の推進 喫煙率25%以下 35.5%

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）

		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

		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。
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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




