
2015 年度の安全衛生活動は、国内のグループ会社を含め
次の内容について取り組みました。

１．安全活動としてのルール違反、類似災害の撲滅
災害防止に取り組んでいますが、拠点によっては休業

災害が発生していることから、安全基準・作業手順の見
直しや安全教育の強化などの取り組みを継続しています。

２．衛生活動としての心身両面の予防管理強化
メンタルヘルス研修の継続実施に加え、フィジカル面の

健康管理を実施するために、「（HiKE）健康増進活動 2018」
を策定し、従業員の健康増進活動と健康意識の醸成を計画
的に推進します。

３．交通安全活動としての加害事故の撲滅
日立国際電気グループ安全運転強化月間を設定し、加

害事故撲滅に向けた各種活動を展開し、前年比 57% 減と
なりました。

以上の取り組みを継続的に行う一方、東京事業所では 1997
年 11 月から無災害を継続したことにより、2015 年 1 月に第
５種無災害記録時間＊を
達成し、同年４月に厚
生労働省労働基準局長
より表彰を受けました。

＊ 第５種無災害記録時間 … 厚生労働省が無災害記録証授与の対象として業種
ごとに定める５段階基準の最上位、電気機械器具製造業では 3,550 万時間

国内のグループ会社を含め、全社災害対策本部間訓練を年 1
回実施しています。本訓練は、首都圏直下型地震を想定し、本
社に設置される全社災害対策本部と各拠点に設置される災害
対策本部間の情報共有と連携強化を図ることを狙いとしていま
す。従来、地震発生を想定し従業員の安否確認を第一に地震発
生後、災害対策本部を立ち上げ、①災害発生フェーズ（1 日後）、
②業務再開フェーズ（3 日後）、③業務回復フェーズ（1 週間
後）の 3 つのフェーズを中心とした訓練を行っていましたが、
2015 年度からは次のステップである④全面復旧フェーズ（事
業回復）を中心とする BCP（Business Continuity Plan：事業
継続計画）へと訓練内容を移しました。被害が想定された生産
活動を他の事業所へ移管し、また、IT 関連の被害も想定し、実
機を用いてシステムの動作確認を行い、生産が再開できるまで
の 3 カ月後までを想定した訓練を行うことで、事業継続に向け
ての検証を含めた訓練を実施しています。

１．当社の人財開発基本理念と本年度の基本方針
基本理念は、『自ら学び、自ら考え、自ら実行する』人

財の育成です。本年度の基本方針は、下記 4 点を掲げ、
HiKQ イノベーションの実現をめざします。 

２．グローバル人財育成
グローバル事業の拡大に寄与する人財育成の取り組み

を継続しています。
① 新入社員のグローバルマインド教育

新入社員研修では、英語スピーチコンテストや異文化
理解研修、TOEIC® 受験、自己啓発支援など、新入社員
からグローバルマインドを醸成する各種研修を実施して
います。また、一定レベルの者は海外派遣プログラムへ
も派遣しています。
※ TOEIC® はエデュケイショナル テスティング サービスの登録商標です。

② 若手海外派遣プログラム
若手社員を中心に、日立の海外派遣プログラムを利用

したグローバル人財育成を進めています。この研修では、
語学学校への留学や現地企業の就業体験、教育施設への
ボランティアのプログラムを中心に 1 カ月から 3 カ月の
短期派遣を行っています。2011 年から 4 年間で派遣者
数は約 50 名となりました。派遣者を通じて周囲にグロー
バルマインドを浸透させ、組織活性化につなげています。

Ⅰ. 新事業を創出できる人財の育成
Ⅱ. 実行力のある人財の育成
Ⅲ. 組織を活性化できる人財の育成
Ⅳ. 基本業務を確実に遂行できる人財の育成

タフな環境に身を置きたいと考え、１カ月間のインドプログラムに参
加しました。

現地では、携帯ウォシュレット® の市場調査を行い、販売店等に訪問
聴取を実施、調査結果をビジネススクールで発表しました。

衛生用品、かつ新製品であることから、アポイントを取り付けること
も困難でしたが、直接訪問して製品 PR を行うなど、積極的に行動でき
たと思います。

積極的な姿勢については、海外取引
先との折衝で役立っています。

※ ウォシュレット® は TOTO 株式会社の登録
商標です。

調達本部 東京調達部 
原田 学

VOICE

2016 年度新入社員研修での
体験談講義

「HiKQ イノベーション」を実現する
人財開発施策を展開します

安全衛生

防災活動

東京事業所での第５種無災害記
録時間達成記念植樹
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部品手配業務などの設計補助業務を行っています。
義足での歩行ですが、自席での PC 操作や作業が中心で、周囲の方の

サポートもあるので、社内で不便を感じることはほとんどありません。
仕事は、技術的な専門用語も多く理解するのが大変ですが、職場の方

の指導のおかげで少しずつできることが増えてきました。これからもっ
と職場の力になれるよう頑張りたいと思っています。

休日や定時後には、1 年ほど前から始めた陸上短
距離のトレーニングをしています。大会へ出場する
ことが目標です。

映像・通信事業部　放送設備設計部
渡邉 珠美

VOICE

女性社員向けキャリアセミナー
（2015 年 1 月 8 日）

「働きがい」「生きがい」のためのワーキンググループ
2010 年度より「ワークライフバランス」推進のためのメ

ンバー公募型のワーキンググループを結成。2013 年度より
「働きがい」「生きがい」を追求するためのグループとしてメ
ンバーを再公募の上リスタートし、2014 年度は 10 項目を
超える具体的な提案を実行、2015 年度にメンバーを入れ替
え、新たな提案活動を行い、2016 年度は提案内容の具現化
に取り組みます。

■ 育児・介護支援制度

■ 育児休職取得者・短時間勤務利用者＊数（当社）

（下線部は制度内容もしくは制度の存在そのものが法定を超えるもの）

＊短時間勤務利用者…育児・介護等のために短い勤務時間で働いている者

仕事と生活の両立支援
当社は、｢健康で豊かな生活｣ と ｢やりがいのある充実した

仕事｣ の両立の観点から、仕事と育児・介護の両立を支援す
る制度の整備・拡充を推進しています。

ワークライフバランス

当社は障がい者雇用や高齢者社員の再雇用を推進しています。
高齢者雇用については、定年退職社員を最長 65 歳まで雇

用延長する再雇用制度を導入し、多くの社員が制度を利用し
ています。経験を生かして働くとともに、豊富なスキルを若
い世代に伝承し、活躍しています。

また、障がい者雇用については、実習受け入れを行い、実
習者、会社双方で仕事のスキルや職場環境などを確認した上
で雇用につなげるよう取り組んでいます。法定雇用率（2.0％）
につき、当社は 2016 年 3 月 1 日現在満たしていますが、今
後さらに雇用機会の拡大に努めます。

これからも従業員一人ひとりの満足度を高めるために、個
性を大切にし、いきいきとした職場環境の整備に努めます。

当社は、女性従業員のキャリア形成に対するモチベーショ
ン向上を目的として、2014 年度より総合職女性従業員全員
を対象に 2 日間のキャリアセミナーを実施し、2014 年度に
17 名、15 年度に 17 名が参加しています。セミナーでは、
客観的な指標となる診断手法を用い、自分自身の強み、弱み
を認識、キャリアの考え方や自身の今後のキャリアについて
考える機会を提供しています。

また、女性のキャリア形成のためには、本人だけでなく職
場の理解が重要なことから、2015 年度は管理職を対象とし
た女性活躍推進に関する講演会を実施しました。グループ会
社を含む管理職 82 名
が参加し、女性従業
員の活躍につながる
よう管理職層に対す
る意識醸成を推進し
ています。

多様な人財の雇用促進

女性活躍推進の取り組み
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近年、働く女性の活躍推進が話題になっています。当社グ
ループは、ボトムアップ提案型業務改革活動を推進する「ス
テップアップ活動」を行っています。（株）日立国際八木ソ
リューションズ（以下「HYS」）は合併・統合の経緯と、新業
務システム導入の背景もあり、女性社員全員が参加するステッ
プアップ活動グループ「なでしこ HYS!」を結成、2014 年 5
月に女性同士のネットワーク強化や個々のレベルアップ、業
務効率向上を目的とし、女性視点による部門を超えた活動を
スタートしました。勤務地、業務内容、勤務時間が異なる部
門横断型グループのため、まずはメンバーを対象としたアン
ケート調査から始め、本社で開催した意見交換や勉強会、懇
談会における要望事項をまとめ、これらを反映したテーマ別
活動へと展開しました。成果のひとつとして、新業務システ
ム導入約半年後、利用者のニーズやノウハウ等を盛り込んだ
利用者目線の HYS オリジナルマニュアルを作成し、掲示板に
掲載、共有することで大幅な作業時間の短縮を実現しました。
活動の成果は 2015 年 7 月、日立グループ業務改革・改善活
動交流大会でも報告することができました。

HYS 本社で開催した勉強会

当社は、｢日立国際電気グループ労働組合｣ と労働協約を締
結し、定期的に労使協議の機会を設け、労働条件や人事制度
について協議するなど、職場規律の確立、職場環境の維持・
改善に、労使一体となって取り組んでいます。

会社と労働組合は、相互の意思疎通を図り、経営の円滑な
運営と事業の発展、社員の労働条件向上を図ることを目的と
して、定期的に労使協議会を行うことを労働協約に定めてい
ます。労使協議会では、経営方針や事業運営などの諸課題に
ついて、建設的な意見交換を行い、健全で安定的な労使関係
を構築しています。

■ 人員構成（当社）

■ 労働組合の組合員数（国内当社グループ）

■ 事業別人員割合（当社グループ）

■ 地域別人員割合（当社グループ）

■ 映像・通信
ソリューション

■ 成膜プロセス
ソリューション

■ その他
■ 全社（共通）

■ 日本
■ アジア
■ 北米
■ 中南米
■ 欧州・その他

｢女性視点｣ による業務効率向上をめざして 労働組合との対話

人員構成（2016 年 3 月 31 日現在）

この活動を通じて、今まで改善してほしいと思っていた“声”が届き、
実現に結びついたことは大きな成果だったと思います。また、アンケー
トでは働く女性ならではの、仕事と育児・介護の両立に関することや職
場環境への意見なども多数寄せられました。当活動で自分たちでは解決
できないものもありましたが、女性社員の“声”を会社へ届ける役割と
して事務局を務め、発表会を通じて会社に提
言をすることができました。

（株）日立国際八木ソリューションズ 
サービス本部戦略室

渡邊 理香子
調達部

吉田 麻里子 左から吉田、渡邊

VOICE

人財の尊重と育成についての詳細情報サイト
http://www.hitachi-kokusai.co.jp/csr/society/staff.html

日立国際電気　従業員とともに 検索または

Web
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連結
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61.1％

成膜プロセス
ソリューション
32.2％

全社（共通）2.9％
その他3.8％

連結
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日本
80.0％

アジア
10.2％

欧州、その他
1.2％

中南米5.0％
北米3.6％

連結
就業人員
4,980人

映像・通信
ソリューション
61.1％

成膜プロセス
ソリューション
32.2％

全社（共通）2.9％
その他3.8％

男 女 合計

就業者数 2,240 人 223 人 2,463 人 

管理職 506 人 7 人 513 人

うち部長職以上 197 人 1 人 198 人

取締役・執行役 16 人 0 人 16 人

平均年齢 44.0 歳 40.9 歳 43.7 歳

平均勤続年数 18.8 年 16.7 年 18.6 年

離職者数 14 人 7 人 21 人

労働組合の名称 組合員数

日立国際電気グループ労働組合 2,778 人 

人財の尊重と育成
多様な人財を尊重し、能力を高め発揮できる機会と場を提供します社会性報告
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