
マテリアリティ3

従業員が個々の能力を発揮し、心身の健康を保つことで生み出される活力に満ちた職場は、
企業の持続的な成長を確保する上で欠かせません。
当社グループでは、労働安全衛生の確保や適正な人事評価制度、人材教育など、
多様な視点から魅力ある職場づくりに取り組んでいます。
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2019年度主な取り組み

私たちは、JX 金属グループで働く全ての人の安全と健康を守

ることを最優先し、安全で安心な職場づくりに取り組みます。

当社では、「マネジメント能力開発」「専門能力開発」「国際

化能力開発」「自己啓発」と「その他能力・意識開発」という5

つの柱でさまざまな教育を実施し、幅広く人材育成に努めて

います。また2016 年度より、「人と組織の活性化」を実施し

ており、従業員一人ひとりの意識改革・能力向上を図るため、

新規教育制度や各種支援を実施することとしています。

当社グループは、人材の多様性・働き方の多様性を尊重して

います。国内外の諸法令の定めに従い、高齢者雇用、障がい

者雇用、女性の活躍推進などに取り組むとともに、LGBTに

関する制度整備なども進めています。また、「女性の職業生

活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に基

づき、2020 年度までの5カ年計画を策定し、取り組みを進め

ています。

Materiality

魅力ある職場の実現

■JX金属グループ 安全衛生基本方針

■人材育成に対する考え方

■ダイバーシティに対する考え方

安全文化の醸成 人材育成の拡充 ダイバーシティの推進

2020年度KPI

〇  重大な労働災害発生の低減
 【2020年度：年千人率（休業4日以上）0.7以下】

〇 年休取得率の向上【2020年度：80%以上】
〇  従業員の健康増進に向けた取り組み

 【2020年度：がん検診受診率70%以上】
〇 人と組織の活性化に向けた取り組みの実施
〇 障がい者雇用率の維持・向上【2020年度：2.3%以上】

1.  安全衛生マネジメントシステムの構築と効率的運用により、安全衛
生管理レベルの継続的改善に努める。

2.  全ての事業領域において危険・有害要因の抽出と、それらの除去・
低減に努め、災害ゼロを目指す。

3.  良好なコミュニケーションと快適な職場環境確保により、心と身体の
健康維持増進を図る。

4.  積極的に情報提供と教育を行い、自ら行動できる安全に強い人材の
育成に努める。

5.  安全衛生関連法規等はもとより、必要な自主基準を設定し遵守する。



53 JX金属株式会社　サステナビリティリポート2020 JX金属株式会社　サステナビリティリポート2020 54

Materiality ／魅力ある職場の実現

　当社グループでは、前年の安全衛生成績の解析結果に基

づき、目標と重点施策を定めた「安全衛生管理方針」を毎年

策定し、中央安全衛生委員会で審議・承認した後、グループ

全社に展開しています。

　当社グループでは、茨城県日立市の日鉱記念館に隣接す

る「危険体感教育センター」で、従業員一人ひとりの「危険感

受性」を高め、安全意識を向上させる教育を実施しています。

危険感受性とは「危険を危険と正しく感じる」感覚のことであ

り、これを研ぎ澄ますことによって「危険なことに手を出さな

い」という行動に結び付けることができます。

　実際に発生する労働災害の約半数が過去事例の再発（類

似災害）であることから、当施設では、過去に発生した労働災

害事例の疑似体験を通じて危険性への理解、危険感受性の

向上を図るプログラムを用意しています。さらに、新たにバー

チャルリアリティー（VR ）技術を活用した教育カリキュラムを

導入し、より現実的な「危険体感」を可能にするなど、労働災

害の未然防止に継続して取り組んでいます。

　当社グループでは、事業に携わるすべての人の安全と健康

を確保し、安全最優先の意識と危険感受性の高揚に努めてい

ます。安全教育においては、国内外グループ会社の全従業員

を対象に、eラーニングでの研修を定期的に実施しています。

安全の基本と心得を短時間で身に付けられる内容となってお

り、2019 年度は2,921名が受講し、受講率は73%でした。

　当社では、グループ内外で実際に発生した災害事例を教材

にした「安全啓蒙ポスター」を制作し、製造現場を中心に掲示

することで、安全意識の向上と事故の再発防止に努めていま

す。ポスターはテーマごとに安全ポイント、関連法令、災害事

例がひと目で分かるようになっており、若手からベテランま

で気づきが得られる内容になっています。

　2019 年度、当社グループでは、2回目となる「安全川柳」の

募集を行いました。これは、全員参加型の安全イベントを実

施することで、安全に対する意識を全社的に高めることを目

的としたものです。グループ各社からおよそ770 作品の応募

があり、入賞作品は社内報などで紹介されました。

　当社では、危険体感教育設備の各事業所への導入ととも

に、実際に発生した事故災害をベースにした安全教材「災害再

現動画」を制作し、安全講演会をはじめとする機会で運用す

ることで、安全意識や危険感受性の向上に取り組んでいます。

　災害再現動画は、グループ内外で実際におきた災害事例を

教材としており、災害の悲惨さ、原因と対策について学ぶこ

とができるほか、グループ各社のコミュニケーションツールと

しても機能しています。

　当社グループでは、各事業所・グループ会社に労働安全衛

生法に基づく安全衛生委員会等を設置しています。また、本

社において各事業所の代表者が出席する中央安全衛生委員

会（年1回）および中央安全衛生常任委員会（年5回）を開催

し、安全衛生諸施策の総括と安全衛生管理方針の審議、災

害の再発防止策などについて協議しています。さらに、安全

衛生に関する情報交換を目的として、労使合同安全衛生巡視

（年1回）、安全担当者会議（年2回）、安全実務者層を対象と

した研修会（年１回）、外部講師による安全講演会（年1回）を

開催しています。

　当社直轄事業所（事業所内のグループ会社含む）および国

内主要グループ会社では、社長直属のチームによる定期的な

環境安全監査を行っています。抽出した問題点は社長に報告

後、事業所に通知して改善を促すとともに、その後の対応状況

についてもフォローしています。2019 年度は12ヵ所で実施し、

重大な指摘事項はありませんでした。

　 な お、当 社では 国 内11ヵ所 の 事 業 所 でOHSAS18001

の認 証を取 得しており、マネジメントシステムを運 用して

安 全 管 理を推 進しています。2021年6月までに国 際 規 格

（ISO45001:JISQ45100）へ切り替えるべく対応を進めています。

2019年 安全衛生管理方針 危険体感教育センターでの安全教育

eラーニングによる安全意識の啓発

安全啓蒙ポスターの制作・掲示

「安全川柳」の募集災害再現動画の制作・運用
労働安全衛生管理体制
　

VR 体感教育の様子

VR 教育設備（薬液飛散体感映像）
eラーニングの画面

災害再現動画の一例

安全啓蒙ポスターの一例

2019年	安全衛生管理方針
目標
1. 休業以上災害：ゼロ
2. 爆発・火災事故：ゼロ
3. 業務上疾病：ゼロ
4. 一般疾病休業率：過去3 年間平均実績の 90% 以下

重点施策
・安全文化の構築（重篤な災害の未然防止、工事の安全管理強化）
・心と身体の健康維持・増進
・安全意識と危険感受性を高めるための安全教育拡充

重点安全活動
危険源の特定と災害シナリオの想定に基づく「重篤な災害」の未然
防止の推進

 最優秀賞

『命って　銅より金より　重いんだドウ～』

 優秀賞
『ホウレンソウ　時が経つほど　マズくなる』

『危ない！と気づいたそのとき「かくれんぼ」（確認・連絡・報告）』

『近道を　するたびに増す　リスクと体重』

『注意しろ！　具体的には　何するの？』

『機嫌ヨシ！　嫁の態度に　指差呼称』

認証取得年度 事業所

2008年度

日立事業所（技術開発センター、パンパシフィック・
カッパー（株）日立精銅工場、JX金属環境（株）、JX金
属ファウンドリー（株）日立事業所を含む）、倉見工場
（JX金属コイルセンター（株）、JX金属商事（株）倉見
支店を含む）、パンパシフィック・カッパー（株）佐賀関
製錬所（日本鋳銅（株）、日照港運（株）、（株）PPCプラ
ント佐賀関を含む）

2009年度
磯原工場（JX金属ファウンドリー（株）磯原事業所を
含む）、JX金属苫小牧ケミカル（株）、JX金属三日市リ
サイクル（株）、JX金属敦賀リサイクル（株）

2010年度 JX金属プレシジョンテクノロジー（株）館林工場

2011年度 JX金属プレシジョンテクノロジー（株）江刺工場

2013年度
JX金属プレシジョンテクノロジー（株）那須工場、掛川
工場

2014年度
台 湾 日 鉱 金 属 股份有 限 公司（ 龍 潭 工 場 ）、 J X 
Nippon Mining & Metals Philippines, Inc.

2018年度 ISO45001への切り替え準備開始

2019年度
2021年6月までのISO45001認証取得を目指して活動
（ギャップ分析、内部監査員養成教育等）を推進

OHSAS18001取得済み事業所
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今までの自己啓発制度にはない、自由度の高さが特長となっ

ています。

Materiality ／魅力ある職場の実現

　当社では、人材育成の基本方針として「人と組織の活性化」

を大きく掲げており、「マネジメント能力開発」「専門能力開

発」「国際化能力開発」「自己啓発」と「その他能力・意識開発」

という5つの柱でさまざまな教育を実施し、幅広く人材育成

に努めています。

　また、従業員一人ひとりの意識改革・能力向上を図るため、

　当社では、社員の＂もっと成長したい”という意欲に応える

ため、従来の自己啓発制度を見直した「セルフ・イノベーション・

サポート」制度を設けています。社員自らが希望する外部研修

プログラムを申請して受講し、修了時には会社が費用の半額

（上限 50万円）を補助します。従来は、会社があらかじめ用意

したプログラムの中から選択する内容でしたが、新しい制度

ではこれまで以上に幅広いプログラムの選択が可能です。

　本制度は、ワークライフ・バランスを推進する中で創出さ

れたプライベートな時間の有効活用などを目的としており、

　当社では、技術系係長級社員を対象に専門性強

化を目的として海外大学院へ、技術系・事務系の係

長級・課長級社員を対象にマネジメント能力強化を

目的として海外大学院（MBA 取得）へ、毎年数名を

派遣しています。事業環境が大きく変化する中、次

世代の経営を担う世代に対して、技術的な専門性の

さらなる深化や経営管理能力のさらなる向上を期

待しており、今後も継続して派遣していく予定です。

　当社では、多様な人材が活躍できる職場づくりを進めてい

ますが、特に女性社員の活躍に関しては、「女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に基

づき、2020 年度までの5 ヵ年計画を策定して、取り組みを進

めています。目標の最終年度となる今年度は、在宅勤務の拡

充、コアタイムの無いフレックスタイム制の導入、託児所の利

用拡充などによる就業環境の整備も踏まえて、一層女性活

躍の機会を創出していく予定です。

　当社は、コンピテンシーモデルを用いた能力評価である成

果行動評価制度、およびミッションや目標管理による業績評

価制度を導入しています。成果行動評価では、コンピテンシー

項目に基づき上司との面談を実施した上で、求められる成果

行動の発揮を評価し、その結果を昇格に反映しています。業

績評価では、年度開始時に確認した目標に対し、期間中の業

績の難易度・達成度を上司との面談で評価し、その結果を賞

与に反映しています。なお、基幹職のコンピテンシーモデルな

　当社では、「人と組織の活性化」の一環として、妊娠・出産、育

児・養育、介護などの事情を抱えていても、持てる力を十分に

発揮して働くことができる環境の実現に取り組んでいます。具

体的には、「働き方支援」と「経済的支援」の2つの側面からサ

ポートできるよう人事諸制度の定期的な見直しを行っています。

「人と組織の活性化」に伴う教育体系の強化
　

セルフ・イノベーション・サポート
 

国外留学制度

女性が活躍できる職場づくり

適正な人事評価制度の構築

多様な働き方を支援するための育児・介護等関連制度

その他能力・
意識開発 コンプライアンス・安全・環境・CSR教育 通信教育／オープンセミナー

セルフ・イノベーション・サポート

国外留学A

新入社員研修

係長研修

社内
TO
EIC

短期
語学
研修
／

第
2外
国語
研修

海外
語学
研修

職種別専門教育

ジョブローテーション

新任基幹職研修

国外留学B

基幹職中級職研修

若手研修

専門能力開発 国際化能力開発

マネジメント能力開発

自己啓発 実務職
指導職
総括職
基幹職

新規教育制度や各種支援を実施しています。例えば、自己啓

発に対する会社支援である「自己啓発支援制度」や、専門能

力やマネジメント能力強化のための「国外留学（Ａ：海外大学

院での博士号・修士号取得）、B：MBAの取得）」の促進は、

そうした取り組みの一部です。

JX金属教育体系

セルフ・イノベーション・サポートの申請実績

国外留学制度の実績

育児・介護等関連制度の全体像

申請件数 申請プログラム

2017年度 18件
英会話、スペイン語オンライン、米国公認会
計士、弁理士、中小企業診断士、大学リー
ダーシッププログラム、経営学修士 ほか

2018年度 30件

2019年度 52件

派遣年度 コース 留学先

2018年度
技術系専門性強化※1 University of Washington

Carnegie Mellon University

マネジメント能力強化（MBA）※2 University of Washington

2019年度
技術系専門性強化※1 University of Queensland

University of Illinois

マネジメント能力強化（MBA）※2 University of Michigan

2020年度 技術系専門性強化※1 The University of British Columbia

Boston University

※1  技術系専門性強化コース 海外大学院（原則 2 年間派遣）にて学位（修士、博士）取得 派遣対象：総括職
※2  マネジメント能力強化（MBA ）コース 海外大学院（原則1年間派遣）にてMBA 取得 派遣対象：初級職、総括職

【目標】
1.  女性社員を着実に増やし、かつ女性管理職を早期に育成する

ため、新規大学卒業者採用に占める女性比率を30% 以上と
する。

2.  女性を含むすべての社員が働きがいのある職場をつくるべく
環境を整備する。

らびに業績評価項目については、評価要素の50%が人材マ

ネジメントに関するものとなるような構成としています。

　また、社員一人ひとりの意向を会社が理解し、人材育成な

どに反映させるため、自己申告制度を導入しています。年 1

回、各社員が業務を振り返り、今後チャレンジしたい業務、転

居を伴う異動が困難な場合は、その理由や期限などを所定

の様式に記入して提出することができる制度となっています。

　また、引き続き制度に対する理解・浸透を図るため、制度

概要や活用イメージ、上司の対応方法などをまとめた『育児・

介護両立支援ハンドブック』の社内展開にも取り組みました。

今後も制度を利用しやすい職場環境をつくるとともに、制度

の利用状況に応じて見直しを図っていきます。

妊娠・出産 育児・養育 介護

働
き
方
支
援

経
済
的
支
援
ほ
か

 社会保険および雇用保険からの支援 ※在宅勤務制度は育児・介護事由以外でも利用可能

産前産後休暇 子の看護休暇 介護休暇

介護休業妊娠中および出産1年以内の 
女性に対する措置

育児休業 
（期間短縮変更可、期間変更可能回数増）

出産休暇 制限時間を超える時間外労働の免除

深夜業の免除

勤務時間短縮措置（対象拡大、フレックスタイム制との併用可）

フレックスタイム制（コアタイム見直し、勤務時間短縮措置との併用可）

積立年次有給休暇（使用要件に育児事由を追加）

在宅勤務

復職制度

育児・介護補助

復職支援金

育児休業給付（雇用保険）

出産育児一時金、 
出産育児一時金付加金（健康保険）

出産手当金、 
出産手当付加金（健康保険）

介護休業手当

介護休業給付（雇用保険）

産前産後休業・育児休業等期間中の社会保険料（健康保険・厚生年金）の免除

育児コンシェルジュ

ベビーシッター利用サポート

所定外労働の免除

育児時間

■ 2016 年度以降に改正・新設した制度




