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顧客責任（良質な商品の提供とお客様満足度の向上）
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JFEグループ企業行動指針

1. 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グループの品質への取り組み

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、お客様の要求する品質にお応えし、世界最高品質の商品をお届けするために、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、日本鉄鋼連盟が加盟会社に対して求めている「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、ヒューマンエラーやデータ改ざんの防止に徹底的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スチール

品質向上と品質保証体制強化

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およびサービスの品質は、
お客様の要求事項、適用法令および規格を満たし、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認定検査員による検査
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、品質検査に電子帳票システムを導入し、
検査データの記入漏れの抑止や、改ざん防止を図っています。

JFEエンジニアリング
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JFE商事では継続的な品質保証のレベルアップに努めています。国内外加工センターではシステム化・
自動化を推し進め、ヒューマンエラー撲滅に取り組んでいます。また、受注～加工～出荷段階でのヒュー
マンエラー防止に向けては、従業員の意識向上が不可欠であることから、国内外のグループ会社の不適合
事例だけでなく、他社も含めた不適合事例を題材とした品質教育を実施しています。さらに、品質保証に
ついてチェック・助言する定期監査を、国内外の対象グループ会社に対し実施しています。フォローアッ
プが必要な場合は継続して改善の進捗を確認することで、品質保証レベルの維持向上を図っています。

JFE商事

JFEスチールでは、第6次中期経営計画において、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、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んでいます。また、高炉操業の安
定化を推進する体制の整備と、高炉操業時の異常を早期に検知するための技術や設備の導入も進めていま
す。このような活動を通じて設備稼働および生産の安定化を実現し、お客様へ高品質な商品を供給してい
きます。

一方、新型コロナウイルスの世界的大流行の影響によって、急速な世界経済の減速と国内経済活動の停
滞に伴う急激かつ大幅な需要の減少に直面しており、倉敷地区の第４高炉の改修工事の前倒しや福山地区
の第４高炉のバンキング（一時休止）により、高炉８基体制から一時的に６基体制とすることにより、下
工程にいたるまで需要に応じた効率的な生産を徹底しています。

JFEスチール

商品安定供給

JFEエンジニアリングは、建設業法において機械・土木・建築工事などの特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。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加え、キャリア採用による有資格者の確保に努めています。

JFEエンジニアリング

JFE商事では、地域の販売チャンネルの強化や、グループの設備投資・効率化を通して最適な販売加工
体制を構築することで、流通加工機能を維持拡大し、商品の安定供給に繋げていきます。

JFE商事
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JFEスチールのDX（デジタルトランスフォーメーション）の主軸は、IoT・AI・データサイエンス
（DS）等の積極的な導入によるテクノロジーの革新とデータ資産の活用です。当社は諸外国のミルと比較
しても、長年の生産活動によって得られたノウハウやデータを大量に蓄積しています。この豊富なデータ
資産は価値創出の源泉です。

これらを最新のDS・AI等を用いて縦横に活用することで、革新的な生産性向上、品質向上、安定操業等
を実現し、競争力向上に役立てていきます。

JFEスチール

CS（お客様満足）向上

積極的なDX推進

■ DX（デジタルトランスフォーメーション）推進

JFEスチールは、東日本に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）、溶接・破壊・疲労研究開発拠点
（JWI‐CIF2）、西日本に材料開発、利用技術研究のカス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、お客様ニーズをいち早く把握し、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。

※ 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などを提案・開発する活動

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
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カスタマーズ・ソリューション・ラボ

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部門、事業セクター、製鉄所・製造所で共有し、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て提案力向上を推進しています。

一貫したお客様対応

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・総括・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
図っています 。

お客様対応に優れた営業担当者の育成

JFEエンジニアリング

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
績評定通知書を通じて、施工体制、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。

お客様からの評価情報を活用
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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重要な要素であると考え、スキル研修な
どを通した社員教育にも力を入れています。さらに海外現地法人・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。
顧客に関する研修関連データは、以下をご参照ください。

ESGデータ集：社会データ (P. 175)

JFE商事

お客様ニーズに対応した体制の構築

適正な輸出業務の遂行

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社内審査を実施し、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。

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ています。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。

なお、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スチール

研究開発の推進

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、独自の高効率ボイラ技術を開発し、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、全国で運営す
る各種プラント施設のさまざまなデータを収集、解析する技術や、AIを活用し、プラントの最適操業と自動
化を実現する技術の開発に取り組んでいます。

JFEエンジニアリング
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技術開発や商品開発などに関する取り組みに対し、2019年度は以下の通り社内表彰を実施しています。

社内表彰

外部表彰は以下をご参照ください。
主な外部表彰 (P. 188)

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

ツイン投光差分方式を用いた鋼材
表面検査の実現と展開

スチール研究所サイバーフィジカ
ルシステム研究開発部ほか

車体軽量化を実現するトポロジー
最適化技術の開発

スチール研究所 薄板加工技術研
究部ほか

エンドレス圧延を活用した高品質
熱延ハイテンの製造技術確立

東日本製鉄所（千葉地区）熱延部
ほか

JSGTの早期安定立ち上げおよび
現地人材一体となった改善活動に
よる収益・能力拡大

JFEスチールガルバナイジングタ
イランドほか

JFEエンジ
ニアリング

技術開発社長表
彰 最優秀賞

火炎透過画像解析を用いた焼却炉
運転技術の高度化

総合研究所＆環境本部開発セン
ター
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労働安全衛生

110

労働安全衛生への取り組み

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。
休業災害関連データは、以下をご参照ください。

ESGデータ集：社会データ (P. 175)

2020年安全健康活動方針は直・協のコミュニケーションを深めながら、自主自立の安全活動の実践と、
『健康宣言』を軸とした活動の2項目を展開しています。スローガンとして「現場第一線から管理監督者ま
でコミュニケーションを深めよう」を掲げ、管理監督者は毎日現場に出る活動、作業者は規律ある行動の
実践に取り組んでいます。安全管理のツールとして安全モニタリングシステム※の導入など、ITを活用した
安全対策にも積極的に取り組んでいます。

また、これまでにデュポン社から各種安全活動に対するアドバイスをいただき、活動を展開してきまし
た。今後これらの活動を国際規格ISO45001に準拠した労働安全衛生マネジメントシステムに発展させ、自
主自立となる安全文化の構築を進めていきます。

※ 一酸化炭素濃度や酸素濃度などの情報を作業者の位置情報とともにリアルタイムで管理者に知らせるシ
ステム

JFEスチール

JFEグループでは、新任管理者や監督者に対する安全衛生研修において、労働安全衛生法やリスクアセ
スメント法、作業計画の作成、安全衛生管理方針の作成について教育を実施しています。また、建設部門
については、建設工事の現地所長（統括安全衛生責任者）に対する研修において、労働安全衛生法を中心
に関連する下請法、建設業法等の教育を実施しています（2019年：577名）。加えて、新入社員および階
層別教育にてメンタルヘルス教育を実施しています（2019年：198 名）。

安全衛生に関する研修実績

事業別の安全衛生への取り組み

■ 全社安全衛生管理体制
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JFEスチールでは、災害リスクの低減活動として、設備新設時においては計画段階からリスクアセスメン
トを用いてリスク評価し、リスクレベルを低減することで災害の未然防止や軽減を行っています。定期的/
非定期的な設備補修時においても同様にリスクアセスメントを用いてリスク評価し、リスクレベルを低減す
ることで災害の未然防止や軽減を行っています。また設備の本質安全化を追求し、作業者に対するリスクレ
ベルの低減も常に図っています。

労働災害が発生した場合は、必要に応じて災害調査委員会を発足し、原因の究明、対策部署への改善勧
告を行っています。同時に関係部署、労働組合にも安全衛生委員会等で報告を行っており、対策部署は対策
を実施し完了報告を行います。以上の仕組みを全社規程として定めて運用しています。重大災害に対しては、
その対策を全社展開し、役員会議で対策が完遂するまで進捗状況を定期的に報告しており、この仕組みも全
社水平展開要領として規程化しています。

また、労働災害が発生した際には、上記に加え日本鉄鋼連盟に対し災害報告要領に則り、即時、報告を
行っています。そして、原因究明後、対策が決まり次第、続報を提出しています。重大災害が発生した場合
は、「安全・防災・環境事案に係る報告書」を経済産業省、厚生労働省、日本鉄鋼連盟へ即時、提出してい
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、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へ更新しました。

JFEエンジニアリング

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。

JFE商事
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JFEグループでは、安全で魅力に富み働きがいのある職場の実現と、多様な人材がその能力を最大限に
発揮できる環境の整備を強力に推進するため、JFEグループ健康宣言を制定し、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

JFEグループ健康宣言

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。

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。

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。

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
 健康保険組合の健康づくり支援ツール「PepUp」を活用した運動習慣等の啓発
 建屋内の禁煙・分煙の推進、産業医・保健師による禁煙指導

■ メタボリックシンドローム率および喫煙率

１
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従業員だけではなく、健康保険組合と連携して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、2019年度は51.4%で、
5年前の2014年度の37.6%より13.8ポイント増加しました。
従業員の健康関連データは、以下をご参照ください。

ESGデータ集：社会データ (P. 175)

従業員の家族の健康保持・増進

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。

健康問題への取り組み

海外赴任者、出張者、留学者を含む全従業員を対象とした健康管理を継続的、効果的に実行するための
健康管理システムを運用しています。

特に、医療事情が国内と異なる海外へ渡航する者に対しては、全社規程に基づき、その帯同家族も含め
て健康な生活を維持できるよう渡航前の健康診断、予防接種等を実施するとともに、赴任説明会などを通
じ、HIV・結核・マラリアをはじめとする感染症予防対応を積極的に実施しています。今後も、世界的な
健康問題（HIV・結核・マラリア）の課題を適切に把握し、対応していきます。

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、2016年に制定さ
れたJFEグループ健康宣言を契機に「健康経営企画推進ワーキンググループ」を立ち上げて、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。

JFEスチール

健康経営企画推進体制の構築と全社目標の設定・フォロー
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■ 健康経営企画推進体制

■ 健康経営企画推進WG

■ JFEスチールの全社目標（2020年）

目標 2020年推定実績

健診の徹底・強化
精密検査受診率100% 77.0%

被扶養配偶者健診受診率60% 48.2%

重症化予防
特定保険指導実施率60%以上 47.5%

肥満者（BMI25%以上）比率25%以下 29.5%

健康保持・増進 健康力アップ活動参加率50%以上 40.3%

禁煙・分煙の推進 喫煙率25%以下 33.8%

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）
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JFEエンジニアリング

JFEエンジニアリングでは、過去の健診データより抽出した「睡眠」「喫煙」「肥満」の3つの課題に、
「がん」と「メンタルヘルス」を加えた5つを重点領域として改善に向けた取り組みをしています。

■ 過去の健康診断結果をもとにした取り組み

健診データを活用した健康増進活動

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も普及推進を図っています。

アクティブ体操等

開始年度 目的 取り組み

2018 がん検診の強化 定期健康診断にて胃部内視鏡検査を実施

2019

健康状態を知り健康意識の醸
成と行動変化を促進 新入社員全員の面談を実施

受動喫煙対策 毎月22日をスワンスワンデーとし、全社で禁煙
チャレンジを実施

全従業員のセルフケアを促進 「セルフケア研修」を導入し、短時間の仮眠によ
る集中力アップや呼吸法を実践

肥満対策 階段消費カロリー表示や健康歩幅表示による身体
活動強化を推奨
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現場でのミーティング

集合ミーティング

新型コロナウイルスへの対応について

世界的に感染が拡大している新型コロナウイルスへの対応については、社員の安全と健康の確保と事
業継続リスク回避の観点から、さまざまな感染防止策を実施しています。各社ともにマスク着用、手洗
い・手指消毒の徹底や検温等による健康管理を行うことはもとより、可能なかぎり在宅勤務を推進し、出
社時もコアレスフレックス勤務制度などを活用したオフピーク通勤を推奨しています。執務室や会議室で
はパーテーションを設置し、会議室へ入室制限やオンライン会議の推進とあわせて3密(密閉空間・密集場
所・密接場面)を回避する対策を実施しています。

また、JFEスチール、JFEエンジニアリングでは、非常事態宣言下でも活動を継続しなくてはならない
部門(製鉄所生産部門、廃棄物焼却施設運営等)があり、以下の通り対策を徹底しています。

安全・操業管理上必要なミーティングについて、必要な情報伝達に漏れが無いように配慮しながら参加
人数を分割し最少人数で実施しています。また、多くの関係者が一堂に会する場合には、会議場所の換気、
参加者の厳選、参加者同士の間隔を広く取るなど3密回避につとめるとともに、毎日の体調確認の徹底等、
業界ガイドラインに準拠した対応を実施しています。

また、休憩所ではテーブルの中央をビニールシートで仕切ったり、対面にならないような配置にするな
どの工夫を行っています。加えて、ドリンクサーバーのボタンに直接触れないようにする「氏名入り押し
棒」を製作するなど、現場ごとに接触感染の防止を図っています。

さらに、作業を行うチームを3つに分け、時差通勤を徹底することで、一度に出社する人数を少なくし
たり、これまで一か所に集約されていた工場勤務者用の駐車場を臨時駐車場として分散して設置するなど、
種々の対策を講じています。
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労働慣行（多様な人材の確保と育成）

117

グループ人材マネジメント基本方針

各職場にポスターを掲示

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。

「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。

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。

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。
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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。具体的な施策として、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。

※ 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

JFEスチール

ワークスタイルを変革する制度

定時退社日を社員自らが設定

働き方改革

当社が持続的に発展していくためには、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。
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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。

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テレワークやシェ
アオフィスを試験的に活用する「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。

JFE商事

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。2019年度までには累計200種類以上の業務に導入し、3万時間以上の時間を創出しました。
2020年度もコロナ禍のなかでもRPAができることを新たに発掘し、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
テムを刷新するとともに、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。

JFEスチール

業務改革

最新ICTを活用した業務改革の推進

JFEエンジニアリング

「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し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、自宅のみならず、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日の実現に加え、現場工事の終了時等
に5日間のまとまった休暇が取れるよう「ひといき年休」の取得も推進しています。

「柔軟な働き方」を目指して
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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。

※ 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スチール

小集団活動による現場の活性化

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180チーム、約1,500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エンジニアリング

JFEエンジニアリング

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
目指しています。

スマートワークプロジェクト

JFE商事では、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。最新ITツールを積極的に取り入れ生産性向上につなげており、特に2018年度より導入を進めてい
るRPAは利用組織が拡大し、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。2019年のJ-SLIM発表会ではJFE商事・国内外グループ会社から選抜された22チー
ムが各々の課題に対する改善活動の成果を発表しています。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。

JFE商事

J-SLIM活動
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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。

2020年までに女性管理職社員数を2014年8月時点から3倍にするという目標については、2019年4月に前
倒しで達成しました。既に、女性管理職社員数を2025年までに2014年8月時点から5倍にするという新たな
目標を設定しており、今後も管理職登用を進めていきます。

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年度以降「なでしこ銘柄※」に
計3回選定されました。

※ 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、1業種につ
き1社、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。

詳細は、以下をご参照ください。
女性活躍推進法に基づく行動計画 (P. 127)

女性活躍の推進

ダイバーシティ推進への取り組み

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。

特に近年、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。

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。
詳細は以下をご参照ください。

輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会 行動宣言
(http://www.gender.go.jp/policy/sokushin/male_leaders/declaration.html#txtbody)

トップメッセージの発信

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 発表大会を開催しており、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活動を推進し、その成果についてはグループ会社間で水平展開をしてい
きます。

JFE商事
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JFE商事では、女性従業員について管理職への登用、海外への駐在など活躍の場を拡大するとともに、
メンター制の導入や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商事

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。
障がい者雇用関連データは、以下をご参照ください。

ESGデータ集：社会データ (P. 175)

障がい者の雇用

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実施してい
ます。

ダイバーシティ推進室による活動

各事業会社における主な取り組み

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
職の女性は約400名在籍しています。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。さらに、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。

JFEスチール

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を積極的に採用し、年間
70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、業務を通じた教育を行っており、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エンジニアリング
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社内の人権啓発研修や階層別研修等を通じて、性別、性的指向、性自認による差別のない職場をつくる
取り組みを進めています。また、全社員に配布するコンプライアンスガイドブックで、LGBTQについても
取り上げ、毎年10月のコンプライアンス強化月間における読み合わせ活動資料の一つとすることで、社員
の一層の理解を促しています。JFEスチールにおいては、各地区の人事担当者を対象にLGBTQに関する知
見を深めるための研修会を実施しています。

LGBTQ（性的マイノリティ）の尊重

多様な人材の確保

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／年程度（2018～2020年度）
2020年度採用実績 1,248名（事業会社3社合計）

○総合職に占める女性採用比率 ：12％（58/475名）
うち、事務系総合職 ：24％（37/157名）

○キャリア（中途）・通年採用比率 ：24％（304/1,248名）
うち、総合職 ：25％（121/475名）
うち、現業職 ：24％（183/758名）

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。
2020年4月時点で事業会社3社合計で904名（従業員全体の約4%）の高齢者が活躍しています。

再雇用制度

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スチール

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エンジニアリング

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。

JFE商事
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■ 採用の実績（事業会社3社合計）（2020年度）

■ 女性採用比率目標

従業員関連データは、以下をご参照ください。
ESGデータ集：社会データ (P. 175)

人材育成

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。

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。

JFEスチール

人材育成システムによる技能データ活用の推進

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

項目
総合職 現業職

一般職 総計
事務系 技術系 計

男性（名） 120 297 417 703 1,120

女性（名） 37 21 58 70 128

総計（名） 157 318 475 773 1,248

女性比率（％） 23.6% 6.6% 12.2% 9.1% 10.3%
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JFEエンジニアリング

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。

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

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」、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、若手総合職からを対象に、商社パーソンに求められる基礎技能として、交渉力、ファイナ
ンス、戦略的思考等の研修を実施しています。

JFE商事

能力を最大限に引き出す研修および施策の実施

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。

■ 各社のグローバル人材育成制度

JFEスチール JFEエンジニア
リング JFE商事

海外留学制度 〇 〇 〇

短期海外語学研修 〇 ― 〇

若手社員海外派遣 〇 〇 〇

技術系社員の国際学会への派遣 〇 ― ―

海外ナショナルスタッフ研修制度 〇 〇 〇

海外ナショナルスタッフの日本での実務研修制度 ― 〇 ―

海外学生インターシップ 〇 〇 ―
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活力のある職場づくり

JFEグループでは活力ある職場づくりに向け、労働組合と真摯な議論を行うとともに、社員満足度調査
を実施しています。

また、3年に1度実施している企業倫理意識調査の内容も参考に働きやすい職場環境の実現に取り組んで
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。

JFEスチール

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ています。

JFEエンジニアリング

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商事

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など、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。
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女性活躍推進法に基づく行動計画
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女性活躍推進に関する行動計画の策定について

2016年4月1日～2021年3月31日までの5年間

行動計画期間

2016年4月1日、女性活躍推進法が施行されました。
JFEグループでは、ダイバーシティ推進を多様な社員の能力を最大限引き出すための重要な経営戦略の

一つと位置付け、女性社員の積極的な採用や活躍推進にも取り組んでいます。
今回、女性活躍推進法に基づき、女性社員が管理職として活躍でき、また男性社員が積極的に育児に参

加できる雇用環境の整備を行うために、行動計画を策定しました。

行動計画に掲げる目標

JFEグループ共通の目標として、女性管理職社員を2014年時点から2020年には３倍とする女性役員・管
理職登用目標を掲げています。
各社の具体的な目標、取組内容は以下をご覧ください。

各社の行動計画

JFEスチール (https://www.jfe-holdings.co.jp/csr/pdf/female_plan_st.pdf)
JFEエンジニアリング (https://www.jfe-holdings.co.jp/csr/pdf/female_plan_eng.pdf)
JFE商事 (https://www.jfe-holdings.co.jp/csr/pdf/female_plan_shoji.pdf)
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人権（人権の尊重）
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JFEグループは、「世界人権宣言」や「国際人権規約」という、いわゆる国際人権章典や国際労働機関
（ILO）の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」を支持・尊重します。

JFEグループは、人権尊重が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、企業行動
指針に企業活動において一切の差別を行わないことを明示し、活動してきました。最近では、2018年に、
取り組み姿勢をより明確に示すため、グループ各社ならびにその役員および従業員が順守すべき規範とし
て「JFEグループ人権基本方針」を制定しています。2019年には国際社会の動向などを把握するため、外
部の専門家を招いてビジネスと人権に関するセミナーを開催するなど、国連の「ビジネスと人権に関する
指導原則」に則った取り組みをグループ一丸となって推進しています。

JFEグループ 人権基本方針

基本的な人権の尊重
企業活動のあらゆる場面において、個人の多様な価値観を認め、国際規範に則り一人ひとりの
人権を尊重・擁護します。

差別の撤廃
企業活動において一人ひとりを個として尊重し、人種、国籍、民族、信条、宗教、社会的身分、
門地、年齢、性別、性的指向、性自認、障がいの有無等に関する一切の差別を行いません。

ハラスメント行為の禁止
性別・地位などを背景にした、相手の尊厳を傷つけ不快感を与える言動等、その他一切のハラ
スメント行為を行いません。

労働における基本的権利の尊重
各国の法令や労働慣行を踏まえつつ、国際規範に則り、常に従業員と誠実かつ積極的な対話を
通じて、健全な労使関係の構築と問題解決に努めます。すべての従業員に働きがいのある安全
で健康な職場環境の整備を推進します。

児童労働、強制労働の禁止
すべての国、地域において一切の児童労働、強制労働を行いません。

すべてのステークホルダーへの展開
これらの人権を尊重・擁護する取組みは、全役員・従業員に適用するだけでなく、サプライ
チェーンをはじめとするすべてのステークホルダーに対しても協力を求め、人権が尊重・擁護
される社会の実現に貢献していきます。

１

2

3

4

5

6



TOP
MESSAGE

JFEグループが
目指すもの

CSR
マネジメント 環境 社会 ガバナンス ESGデータ集 社外からの

評価 編集方針 ガイドライン
対照表

JFEグループ CSR報告書 2020

人権尊重への取り組み
①各種人権啓発研修の実施、②就職の機会均等の保障と公正な人事管理の推進、③職場のハラスメント

防止などを実践しています。人権啓発研修では、「JFEグループ人権基本方針」の理解や国際社会で求め
られる企業の人権尊重などについても取り上げています。また全社員への浸透を徹底するため、研修の受
講予定数に対する受講率100％をKPIに設定し、継続的に測定・フォローしています。

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、ポスター掲示、階層別や事業所単位、役員向けの研修も実施しています。また、2019年に
は外部弁護士を招き、JFEグループ内の窓口担当者（通報受付）約150名を対象にした研修会を実施するな
ど、定期的に窓口担当者向けのトレーニングを実施しています。

さらに、公共団体における人権啓発の推進組織・団体や、東京人権啓発企業連絡会、大阪同和・人権問
題企業連絡会等の民間企業等が参加する団体での活動に積極的に参加しています。それらの組織・団体が
主催・後援するセミナーやワークショップを通じて得た人権に関する動向や日本企業特有の課題を、グ
ループ内の人権啓発研修をはじめとする人権啓発活動に活かしています。

紛争鉱物（米国金融規制改革法で規定されているコンゴ民主共和国など特定地域で採掘されるタンタ
ル・錫・タングステン・金）に関しては、人権侵害、環境破壊等を引き起こしている武装勢力の資金源と
なっていることが懸念されています。

JFEスチールにおいては、人権侵害・環境問題等が原料調達にあたっての事業上のリスクであるとの認
識に基づき、持続可能な原料購買体制の構築・維持を図るべく、原料購買基本方針を制定し、人権尊重・法
令遵守・環境保全に配慮した購買を行っています。またこの取り組みに関して、お取引先の皆様に遵守をお
願いする「行動ガイドライン」を制定し、ホームページにて公表することを通じてサプライチェーンへの周
知を図っています。

紛争鉱物に関しては、行動ガイドラインに購入しない旨を明記するほか、原料調達に際しては責任ある
鉱物調達に関わる国内外の法令および国際規範等を遵守し、取引先に紛争鉱物でないことを調査・確認して
います。
原料調達に関する詳細は、以下をご参照ください。

原料購買基本方針 行動ガイドライン (https://www.jfe-steel.co.jp/company/purchase_policy/#purchase_policy)

サプライチェーンにおける人権への取り組み

人権尊重の推進体制

人権への取り組みを着実に進めるためJFEホールディングス社長が委員長を務めるJFEグループコンプ
ライアンス委員会の傘下に、総務担当執行役員が委員長を務める「JFEグループ人権啓発推進会議」を設
置し、グループ全体の方針を策定するとともに、各事業会社に設置された人権啓発担当部門と定期的に情
報交換を行っています。

また、人権リスクへの対応を図るため、ステークホルダーとのコミュニケーションを重視し、その連絡
手段として、各事業会社に企業倫理ホットラインや主要事業所毎のハラスメント専用相談窓口を開設して
います。これらの窓口の運用状況や寄せられたハラスメント等の人権侵害事案については、定期的に取締
役会に報告しています。

■ 人権推進体制
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子どもの権利の尊重

JFEグループは、「児童の権利に関する条約」および「子どもの権利とビジネス原則」を支持し、児童
労働の根絶のみならず、「児童の権利に関する条約」の4つの柱である子どもの「生きる権利」「育つ権
利」「守られる権利」「参加する権利」を尊重します。

JFEグループ人権基本方針の中で企業活動のあらゆる場面において、個人の多様な価値観を認め、国際
規範に則り一人ひとりの人権を尊重・擁護することを掲げ、また、児童労働、強制労働を明確に禁止して
います。具体的な取り組みを推進するため、JFEグループは、社会貢献活動の重点領域の一つに「次世代育
成」を掲げ、次世代を担う青少年の健全な育成を支援する活動を行っています。

表現の自由の尊重

JFEグループでは、JFEグループ人権基本方針において基本的人権の尊重を掲げ、企業活動において一人
ひとりの人権を尊重・擁護します。国際人権規約等の国際規範において認められている表現の自由やプラ
イバシー権保護についても、人権侵害がないように注意を払っています。

労働者の権利の尊重

JFEグループは各国の法令や労働協約に則り、結社の自由、団体交渉を行う権利を尊重します。
社長以下の経営幹部と労働組合の代表者が経営課題やワーク・ライフ・バランス、職場環境、労働条件

等について定期的に話し合いの場を設け活力のある職場づくりに取り組むとともに、真摯な労使協議の実
施を通じて、健全で良好な労使関係の構築に努めています。

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、賃金については、地域、業種の実態等について定期的に調査を行うとともに、労働組合とも都度、
真摯に話し合いの場を設け、経営実態や業績も踏まえながら従業員へ適切に還元しています。
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コミュニティ

131

JFEグループ企業行動指針

地域貢献活動

企業活動をグローバルに行っていくうえで、生産活動を行う製鉄所等の製造拠点はもちろんのこと、企
業活動を行う各地域の発展に貢献し、地域の皆様と信頼関係を築きながら、ともに持続可能な成長を実現
することが、事業継続のためには必要不可欠です。企業活動における安全確保や環境負荷低減に向けた継
続的な取り組みに加え、地域の発展に資する「環境保全」、「次世代育成」、「スポーツ振興・文化の促
進」、「地域コミュニティの活性化」を中心とした社会貢献活動を推進しています。

巨大な設備を有し生産活動を行う製鉄所は、地域の雇用・経済活動や大気・水環境へ及ぼす影響は少な
くありません。鉄鋼事業においては「地域コミュニティの活性化」を通じて、地域のより多くの人びとに
当社グループ事業への理解を深めていただき、地域振興をともに推進していくことが重要であると考えて
います。

加えて、ボランティア活動の推進のために活用できる休暇制度を整えており、社員の積極的な参加を支
援しています。

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。

■ 拠点イベント開催実績（2019年度）

製造拠点等の開放

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。

3

地区 名称 開催日 入場者数

JFEスチール

東日本製鉄所京浜地区 京浜ふれあい祭り 5月26日 4.6万名

東日本製鉄所千葉地区 JFEちばまつり 10月27日 3.0万名

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12日 8.5万名

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 8.0万名

知多製造所 はんだふれあい産業まつり 11月9日 2.0万名

JFEエンジニア
リング 津製作所 2019秋まつり 10月19日 0.4万名
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京浜ふれあい祭り

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。

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。

JFEスチール

製鉄所・製造所における工場見学

JFEスチールでは、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195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。

出前授業

寒川小学校（千葉県千葉市）での出前授業
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外部団体への支援

JFEグループは、「持続可能な社会の実現」への貢献を重要な経営課題と位置づけ、SDGs（持続可能
な開発目標）の17のゴールに関連する社外団体やNGOとの連携を通じて、課題解決への取り組みを行って
います。

JFEグループは、国際連合世界食糧計画WFP協会※の活動趣旨に賛同し、支援することを通じて世界の
飢餓問題解決に取り組んでいます。

※ 飢餓の撲滅を使命とする世界食糧計画（WFP）を支援する認定NPO法人

国連WFP協会への支援

JFEグループは、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）の趣旨に賛同し、
支援しています。同事業は東南アジアなど開発途上国の医師を日本に招き、研修を通じ日本との友好を深
めることを目的としており、派遣元の国々の医療水準の向上を通じて、コミュニティにおける健康問題へ
の課題解決に貢献しています。

海外医療人材育成への支援

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・診療を牽引する公益財団法人です。JFEグループはその
活動趣旨に賛同し、支援を行っています。

がん研究会への支援

JFEグループは、すべての子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指す「子供の
未来応援国民運動」に賛同し、日本各地で子どもの貧困対策に取り組むNPO等の活動支援を行う「子供の
未来応援基金」に対し支援を行っています。

子供の未来応援基金への支援
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日中友好の架け橋となるコンテスト(2019年度の表彰式の様子)

「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。

JFEスチール

高校生、高専生の科学技術コンテストに協賛

（左から）2019年度のJFEスチール賞を受賞した静岡理工科大学静岡北高等学校の
三室裕暉さん、相原聖玲星さん、小川福史さん

青少年育成支援

JFEグループは、国際交流および社会貢献の観点から「全中国選抜日本語スピーチコンテスト」を支援
しています。同コンテストは中国の大学生を対象に「言葉・コミュニケーション」を通じた日中関係の発
展を目的に、2006年から開催されており、当社グループは第1回から支援を継続しています。この活動を
通じて中国における日本語教育の発展および日中交流推進に寄与しています。

日本語スピーチコンテストへの支援
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JFEスチールおよび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。

JFEスチールでは、2006年から（一財）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。

学生向けキャリア教育

教員の民間企業研修

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。

また、JFE商事グループでは、2017年度より特別支援学校の学校外実習の場を提供しています。主な実
習内容はコーヒー提供等の喫茶業務と清掃業務による職場体験、学校で製造したお菓子や喫茶用品の紹
介・販売を通じた流通のしくみの学習です。2019年度は総勢188名を受け入れました。

■ JFEグループのインターンシップ実績（2019年度）

2019年度インターンシップ実績

JFEスチール JFEエンジニアリング JFE商事

460名（事務：191名、技術：269名） 約910名 約640名
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JFE商事グループは2011年よりCSR活動の一環として、西アフリカのガーナ、ナイジェリアにおいて社
会貢献活動を毎年継続して実施しています。現地では必ずしも教育環境が整っているわけではないことか
ら、寄贈品は子どもたちの成長に欠かせない「教育」と「食」に関するものとし、学校並びに現地政府機
関からも大変喜ばれています。2019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、式典には子どもたちや現地教育関係者等多数の方に参加していただきました。

本活動についてはJFE商事グループの象徴的な活動として今後も継続的に取り組んでいきます。

JFE商事

ガーナ、ナイジェリアの小学校への支援

JFE商事 織田社長とガーナの小学校の皆さん

JFE商事では、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たち
の学校給食を支援しています。当活動は、社員食堂で対象メニューを購入するごとに給食1食分が寄付さ
れます。

TABLE FOR TWO への参加

「JFE21世紀財団」による社会貢献活動

（公財）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。
「JFE21世紀財団」に関しては、以下をご参照ください。

JFE21世紀財団 (http://www.jfe-21st-cf.or.jp/)
ESGデータ集：社会データ (P. 175)
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大学の技術研究振興を目的に、1991年度から研究助成を実施し、各大学から高い評価を得ています。
2019年度は195件の応募を受け、鉄鋼技術研究12件、地球環境・地球温暖化防止技術研究13件に各200

万円、計5,000万円を助成しました。

技術研究助成

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。2019年度は69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。

アジア歴史研究助成

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。

2019年度も千葉市、川崎市、半田市、倉敷市、福山市など国内のさまざまな鉄鋼に縁のある地域のイベ
ントに協賛しました。

鉄鋼に縁のある地域活動支援

（公財）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2019年度も鉄鋼に縁のある地域の小・中学校671校、73図書館等に約2,400部寄贈しました。

海外子女文芸作品コンクールへの協賛と文集の寄贈

社会貢献活動一覧

国際連合世界食糧計画WFP協会への支援
公益財団法人がん研究会への支援
工場見学会の開催 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc01-01)

まつり・フェスタの開催 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc01-02)

社会福祉協議会への寄付 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc01-03)

小学校での出前授業の実施 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc01-04)

地域清掃活動の実施 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc01-05)

自治体と連携した災害対応・防災対策 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc01-06)

「アクティブ体操®」の実施と普及活動 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc01-07)

地域開放型の事業所内保育所を開設 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc01-08)

伝統行事「さし石さんが大会」に協力 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc01-09)

地域イベント「まちたびにしのみや」に参画 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc01-10)

ものづくり教室の開催 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc01-11)

地域・社会とともに
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全中国選抜日本語スピーチコンテストへの支援
海外医師研修事業（JCMT）への支援
子供の未来応援基金への支援
ベトナム・ミャンマーの大学へ技術者育成の支援 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc03-01)

国内外からのインターン生の受け入れ (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc03-02)

高校生科学技術チャレンジ「JSEC」への協賛 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc03-03)

職場体験の受け入れ (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc03-04)

キャリア教育支援 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc03-05)

教員の民間企業研修受け入れ (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc03-06)

NPO法人学校サポートセンターとの連携 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc03-08)

リコチャレ職場見学会開催 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc03-07)

子育て応援企業認定（神奈川県、名古屋市）
ワークライフバランス認定事業者（神奈川県）
外国人技能実習生（溶接研修）の受け入れ
ガーナ・ナイジェリアの小学校への支援
特別支援学校への学校外実習の場の提供

次世代育成

国連WFP協会「こども『エコ活。』大作戦！」協賛
各拠点の近隣地域のまつりへの協賛
JFEトンボみち・駅前広場(ゲートプラザ)の一般開放
トンボはドコまで飛ぶかフォーラム参加
鶴見線スタンプラリー協力
かすみがうらマラソンボランティア
被災地復興支援ボランティア
社内で復興支援フェアの実施（食堂での復興支援メニューの提供等）

（前ページより続き）
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JFE21世紀財団

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。
JFE21世紀財団HP (http://www.jfe-21st-cf.or.jp/)

技術研究助成（鉄鋼技術研究・地球環境・地球温暖化防止技術研究）
アジア歴史研究助成
大学教材・鉄鋼関連出版物の作成・寄贈
鉄鋼に縁のある地域社会の文化振興活動への協賛
海外子女文芸作品コンクールへの協賛と文集の寄贈

ほたる幼虫放流会・ほたる観賞会を開催 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc04-01)

環境に関する展示会等に出展 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc04-02)

桜の施肥ボランティア (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc04-03)

鉄鋼スラグの活用による海の水質改善 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc04-04)

横浜市「3R活動優良事業所」認定取得(2019で連続8回目)
ペットボトルキャップ寄付活動
NPOグリーンバード（ゴミ拾いボランティア）への協力

環境保全

地域対象のスポーツ大会を開催 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc02-01)

野球部と競走部による野球・陸上教室 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc02-02)

「趙治勲杯囲碁大会」に協賛 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc02-03)

パラスポーツの理解醸成 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc02-04)

JFE京浜吹奏楽部による演奏活動 (https://www.jfe-steel.co.jp/company/csr.html#anc02-05)

スポーツ・文化振興
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株主・投資家向け情報
JFEグループ企業行動指針

株主還元の基本方針

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、配当性向を30%程度と
することを基本方針としています。

140

積極的な情報開示

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。

活動 参加人数など

インベスターズ・ミーティング 延べ約500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 11回 延べ約800名

■ 主なIR活動実績（2019年度）

詳細は以下をご参照ください。
ディスクロージャー・ポリシー (https://www.jfe-holdings.co.jp/investor/disclosure-policy.html)
株主・投資家情報 日本語版 (https://www.jfe-holdings.co.jp/investor)
株主・投資家情報 英語版 (https://www.jfe-holdings.co.jp/en/investor)

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。

2

https://www.jfe-holdings.co.jp/investor/disclosure-policy.html
https://www.jfe-holdings.co.jp/investor
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株主の皆様とのコミュニケーション

141

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。
株主向け工場見学会・説明会関連データは以下をご参照ください。

ESGデータ集：社会データ (P. 175)

https://www.jfe-holdings.co.jp/csr/esg_data/society/



