
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。従業員の共通の心構えである「HiKE 人の
信条」に掲げた『成長し続けることを楽しみます』とい
う信条の通り、常に探求し、常に学び、課題を超えるこ
とを喜びとし、日々新たな自分へと変わり続けられる人
財をめざし、基本理念を定めています。 

なお、本年度の基本方針は、下記 4 点を掲げています。

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の育成施策とし

て次の取り組みを継続しています。
①若手社員にむけたグローバルマインド教育

新入社員への導入研修では、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、
グローバルマインドを醸成するよう各種研修を実施して
います。

また、入社５年目までの社員に対し、TOEIC® の目標
点を定め、英語勉強法講座の開催や、通信教育や E ラー
ニングなどの英語勉強ツールを提供し、自己啓発支援を
行っております。高得点取得者には、スピーキングテス
トによる実践的なスピーキング力の向上にも力をいれて
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海外派遣プログラム
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ディアのプ
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 6 年間で派遣者数は約 70 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。

③海外グループ会社への人財育成支援
海外グループ会社の現地社員の育成を目的とし、電子

機械事業部にて 1 年間の日本への出向受け入れによる 
人財育成支援を実施しています。( 実習の場合は半年間 )

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

日立国際電気に 2016 年 9 月までの
1 年間出向し、お客様のニーズを満足
させるための改善評価を担当しました。
評価過程で最先端測定、分析装置を直
接使用して改善活動ができたことがよ
い経験でした。

そして、各部門の担当者と Face to 
Face で打合せを行い、問題に対して即
時対応ができたこともあり、その機会
にさまざまな部署の人たちとの人脈を
築くことができました。

出向期間に経験したことを今後の業
務に生かし、お客様に技術力で信頼さ
れるエンジニアになれるように努力し
ます。

Kokusai Electric Korea Co., Ltd.
量産プロセスチーム

M. K. Bu

VOICE

富山事業所の外国スタッフ交流
イベントでもちつきを体験
(2015 年 12 月 26 日 )

「HiKE 人の信条」を実現する
人財開発施策を展開します

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、総合職女性従業員を対象に 2 日間のキャ
リアセミナーを実施しています。2014 年より 3 年計画で総
合職女性従業員全員への受講機会を提供しました。

セミナーでは、外部講師をお招きし、働く女性を取り巻く
環境についての講義や、当社の女性管理職によるパネルディ
スカッション、参加者同士のディスカッションを実施し、キャ
リアの考え方について理解、中長期的なキャリアについて考
える機会を提供しています。

また、女性部長相当職以上を対象とした「女性リーダーミー
ティング」や、出産や育児の両立に直面した従業員と上司を
対象とした「産休前・復職支援セミナー」、入社 3 ～ 4 年目
の女性総合職を対象とした「若手女性向けキャリアセミナー」
など、（株）日立製作所が主催する各種セミナーに積極的に派
遣し、女性キャリア促進に向けた支援を推進しています。

女性活躍推進の取り組み

2016 年度は、出向３名、実習３名の現地社員を受け
入れました。担当業務の遂行によるスキルアップのほか、
関係部署の社員との人脈形成や業務連携、新規装置や最
先端技術の知識習得を目的としています。

現地社員の受け入れを通じて、国内外のグループ会社
を含めたグローバル事業の拡大に寄与する人財の育成のほ
か、多様な人財が混じり合って業務遂行することにより日
本人のダイバーシティ意識の醸成につながっています。

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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足に障がいがあります。そのため、負担が少ない事務職を選びました。
当社への入社を決意した理由は、人の役に立ちたいという思いを実現で
きること、また経理業務は業務範囲が広く自分が成長できそうだと感じ
たからです。

入社後は、海外出張・出向した社員の旅費清算手続きやチェック業務
を行っています。周囲の人からの指導によりできることが増えてきまし
た。入社してから 1 年を迎えますが、担当業務は遂行できるようにな
り自分自身も成長を実感しています。まだ多くの課
題はありますが、ひとつひとつ解決し、周囲から信
頼される経理担当者になりたいと思います。

国際電気テクノサービス（株） 業務サービス部
小林 遥奈

VOICE

「育児・仕事両立支援金」制度
子育てをしながら働く従業員が、さらに能力を発揮するこ

とができる環境を実現するため、2017 年 4 月 1 日から「育児・
仕事両立支援金」制度を導入しました。本制度では、共働き
またはひとり親で、小学校就学前の子を養育する従業員に保
育施設やベビーシッターの利用料など、子育てをしながら働
くために要した費用を「育児・仕事両立支援金」として支給
します。

毎月第二水曜日を「カエル ! デー」( 定時退社強化日 ) とし
て設定し、労使で一斉退社に向けた取り組みを強化するととも 

2016 年 4 月施行の「改正障害者雇用促進法」を踏まえ、
障がい者および職場を支援する体制を整備するとともに、相
談に対する適切な対応の促進を図るため、各事業所ごとに「障
がい者相談窓口」を設置しています。

相談窓口では、障がい者からの各種相談対応、職場からの
障がい者雇用に関する相談対応、職場への合理的配慮の助言
や対応の検討を行います。

■ 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 )

■ 定時退社強化日および休日出勤禁止日の設定

■ 障がい者相談窓口

（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）

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 2017 年 3 月 1日現在満たしています。また、グループ
一体で障がい者雇用を推進していくことを目的に、2016 年度よ
り「グループ算定特例（関係子会社特例）」制度を適用しています。
今後グループ全体で、さらなる雇用機会の拡大、雇用の促進に
努めます。

多様な人財の雇用促進

に、毎月第３日曜日を ｢３( サン ) デー貢献｣ ( 休日出勤原則
禁止 ) の日として設定し、「家族貢献」「地域貢献」「自己貢献
( 自己啓発 )」を目的とした活動機会を提供・促進しています。

＊短時間勤務利用者…育児・介護のために短い勤務時間で働いている者

育児
休職

妊娠

出産

妊娠通院休暇
妊娠障害休暇
通勤緩和のための
短時間制度　等

出産休暇
(産前・産後８週間） 

職場
復帰

育児休職
(子が小学校1年生を終えるまで通算3年）

短時間勤務
（4、5、6、6.5、7hr から選択可。最大小学校卒業まで）
フレックスタイム制勤務(最大小学校卒業まで)
子の看護休暇、家族看護休暇
半日年休(回数制限なし)
配偶者海外転勤休暇

出産看護休暇
（通算５日） 

介護
休暇

職場
復帰

短時間勤務
子の看護休暇
家族看護休暇
年次介護休暇
半日年休

　介護休職
　(通算１年、
　 分割取得可)
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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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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

労働組合と対話

人員構成（2017 年 3 月 31 日現在）

連結
就業人員
4,962人

映像・通信
ソリューション
60.4％

成膜プロセス
ソリューション

33.0％

全社（共通）2.9％
その他3.7％

連結
就業人員
4,962人

日本
79.1％

アジア
11.1％

欧州、その他
2.6％

中南米3.9％
北米3.2％

男 女 合計

就業者数 2,234 人 222 人 2,456 人 

管理職 511 人 9 人 520 人

うち部長職以上 200 人 2 人 202 人

取締役・執行役 13 人 0 人 13 人

平均年齢 44.4 歳 42.0 歳 44.2 歳

平均勤続年数 19.9 年 17.4 年 19.7 年

離職者数 69 人 12 人 81 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 2,729 人 

2016 年度の安全衛生活動は、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
休業災害の撲滅を目標に取り組みましたが、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 29% 減
となりました。

以上の取り組みを継続的に行った結果、本社は『平成 28 年
度 安全衛生に係る東京労働局長奨励賞 ( 健康確保 )』を７月に
受賞しました。この受賞を受け、東京労働局主催の『産業保
健フォーラム　IN TOKYO 2016』で、「メンタルヘルス対策
について～産業保健スタッフの
立場から～」と題して当社の保
健師が事例発表を行いました。

当社グループは、全社災害対策本部間訓練を年 1 回実施して
います。2016 年度は本社および富山事業所において次の防災
活動に取り組みました。

① 10 月に本社を移転したことにより、本社を防災活動の
拠点として確保する観点から、本社に勤務する全員が参加し
て 11 月に避難訓練を実施しました。災害発生の際の避難ルー
トを訓練で体験することで、勤務する者一人ひとりの意識を
高めました。

②富山事業所は、2015 年度から生産新棟 ( 剣館 ) を建設、
2016 年 12 月に竣工、2017 年 1 月から稼働しました。竣
工後、稼働までの間に、安全面・防災面のリスクアセスメン
トによる洗い出しや必要に応じ
てマニュアル等の見直しを実施
しました。

安全衛生

防災活動

当社保健師による事例発表
写真提供：厚生労働省東京労働局

本社での避難訓練

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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