
労働慣行
活力ある職場づくり

グローバル化が進み、人種、国籍などの異なる人々が

交流する機会が増え、国や地域を越えて、互いに理解を深めながら

共存共栄を図っていくことが重要になっています。

こうした中、企業にはさまざまな国や地域の文化や習慣を尊重し、

多様な価値観を持った従業員が、

安全に、いきいきと働ける職場づくりが求められています。

第 章4
● 活力ある職場づくり P.43

● 安全で健康的な職場づくり P.51
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目標／実績

成長に資する機会と場の提供

● タレントマネジメントの実現
● 自己実現の場・教育機会の提供

● 労働における基本的権利の尊重
● 安心・安全・快適な職場づくり

公平で個を活かす
活力ある職場

幅広い人材の活用

● ダイバーシティの実現
● 仕事と生活の両立
　（ワークライフバランス）

● 活力ある職場づくりの取り組み

◉ グローバルな体制を支える人材と環境づくり
グローバルに事業活動を促進するためには、多様な価値観を持った従業員が活躍できるように職場環境を整え、グローバル
なマネジメント体制を支える人材の育成が必要です。その実現に向け、｢安全な職場づくり｣｢ダイバーシティの実現」「グロー
バル人材の育成」に取り組みます。

日本 米州 欧州 中国 アセアン インド 韓国

グローバル人事会議
事務局：コーポレート人事室

地域人事部

● グローバル人事組織体制図

活力ある職場づくり

方針

NSKグループは、経営姿勢で「社員一人ひとりの個性と可能性を尊重する」ことを明確にしています。また、企業の財産
である従業員一人ひとりの「個を活かす」という考えに沿って、働きがいを持っていきいきと仕事に取り組むことができる環
境を整備し、将来のNSKグループを担う人材を育成することを目指します。

◉ 2015年度の活動概要
2015年度のグローバル人事会議では、日本以外の主要幹部の後継者候補層となるグローバル人材の管理体制を強化し、こ
れらの人材に求める能力のベースとなるリーダーシップ・コンピテンシー開発に着手しました。また、各地域の課題に対する
取り組みの進捗などを共有し、確実な実行とさらなる改善を図るための行動計画を立案しました。次世代の経営幹部育成を目
的に世界各地から選抜された受講者が参加するNSKグローバル経営大学は第5期を迎え、計画の実施及び継続的なグローバ
ル人材の育成を行っています。

HR本部

いきいきと働ける職場づくり
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◉基本的な考え方
グローバルに事業を展開するNSKグループは、企業市民としての社会的責任を果たしていく上で、労働者の基本的権利を
尊重することが最も重要な事項の一つと考え、個人を尊重した企業活動に努めています。

労働における基本的権利の尊重

グローバル人材の育成

◉基本的な考え方
NSKグループでは、事業のグローバル化が一層進む中、国境や文化を越えて共通の課題を認識し解決していくためには従
業員の能力を最大限に引き出し、活かすことが必要であると考えています。

差別の禁止と労働における基本的権利の尊重
NSKグループは、「世界人権宣言」を尊重し、その考えに基づいた取り組みを推進しています。経営姿勢に「社員一人ひと
りの個性と可能性を尊重する」ことを明確にし、さらにNSK企業倫理規則に、「不当な差別の禁止」と「労働における基本的
権利の尊重」を規定しています。人種、身体的な特徴、信条、性別、宗教、門地、民族、国籍、年齢、障がいなどによる差別
や、ハラスメント、強制労働、児童労働などを禁止し、多様な人材がいきいきと働ける職場づくりや、採用、配属、評価など
の雇用の場面で機会均等にも努めています。
また、NSKグループの人権に対する考え方を従業員に周知するとともに、内部監査や内部通報制度を通じて反する行為を
把握し、必要に応じて適切な対応を迅速に取るなどの取り組みを行っています。

社会とNSK双方の安定を守る雇用
NSKグループはモノつくりにこだわる企業として、持続的に成長していくことを目指しています。そのためには、雇用を
長期的な視点でとらえ、事業を担う優れた人材を継続的に採用し、育成していくことが不可欠と考えています。また、大量解
雇の防止に関する方針を定め、事業所が所在する国や地域の法令などに則り、適切な雇用を行っています。

対話に基づく労使関係の構築
NSKグループは、労使の健全な関係が企業の持続的な成長に不可欠と考え、企業倫理規則の「労働における基本的権利の尊
重」の一つとして、従業員が報復、脅迫や嫌がらせを恐れずに、経営層とオープンに、直接コミュニケーションできる権利を
保障しています。従業員と経営者がコミュニケーションを深め、職場環境や経営状況などを共有し、改善策などを協議、実行し、
従業員がいきいきと働くことのできる職場づくりを進めることで、相互に信頼できるパートナーとして絆を深めています。
2016年3月末現在、NSKグループ（日本）の従業員の81％が労働組合に加入しており、労働時間の適正化や安全衛生など
幅広いテーマについて、従業員の代表と経営層が協議し、職場環境の向上に努めています。

URL 当社webサイトに
補足資料を掲載 ● 対話に基づく労使関係

NSKトップ > CSR > CSRレポート
● 労使協働による労働環境の整備

NSKトップ > CSR > 活力ある職場づくり
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◉制度・プログラム
人材育成プログラム
各地域で教育研修制度を設け、従業員の成長に資する機会と場を提供しています。また、次世代幹部候補向けの選抜教育、
製造現場の技能伝承を行うモノつくりセンター、技術者向けの総合的な技術教育機関であるNSK インスティテュート・オ
ブ・テクノロジー (NIT) などの専門教育をグローバルに拡大させながら、事業を支える人材育成を行っています。
イントラネット上に教育研修の項目を設けて各種研修内容やキャリアセミナー情報、教育サポート内容を従業員にわかりや
すく紹介し、従業員の学びの場を増やす取り組みも行っています。2015年度の従業員一人あたりの平均研修時間は9.89時
間で、人材育成予算は49,071円でした。

● キャリア開発の体系

内容 参加人数（延べ数）

本社研修
●新入社員研修　●語学研修　など 1,027名

技術部研修
●NSK インスティテュート・オブ・テクノロジー（NIT） 192名

専門別研修（本社実施）
●NSKモノつくりセンター 　●営業教育　など 147名

工場研修（工場実施）
●品質教育　●安全教育 　●ISO関連教育　など 4,823名

その他
●生涯生活設計セミナー　など 807名

延べ 6,996名
※ 日本のNSKグループ会社で行った研修のうち、
 一部の研修の受講者延べ数を掲載

● 2015年度教育・研修参加者数（日本）

入社前 新入社員 入社2年目以降 係長 課長 部長

全
社
共
通
教
育

階層別研修

自己啓発

選抜教育

専
門
教
育

生産部門研修

技術部門研修

● 入社前研修
・英語
・ビジネスマナー

● 新入社員育成
・導入研修（1年目）
・工場実習（3カ月）
・ フォローアップ研修
（入社～2年間で3回
実施）

● キャリアセミナー

● 育成担当者研修（新人育成）

● 選択型ビジネススキル研修（集合・通信教育・e-ラーニング）

● NSK経営大学

● NSKモノつくりセンター

● NSK インスティテュート・オブ・テクノロジー（NIT）

【技術者】
【技能者】

マネジャー・コース

初級コース

教養学部（1・2学年） 専門学部（3・4学年）
大学院

中堅コース

技術英語教育

中級コース
電気保全コース

グローバル・コース（NSKグローバル経営大学）

ゼネラルマネジャー・コース

● 語学研修（集合・通信教育・e-ラーニング）

● 新任係長研修 ● 新任課長研修

● マネジメント研修

目標管理、相互確認制度
NSKグループでは、会社や部門の目標と個人の目標のベクトルを合わせ、各従業員が個性や能力を最大限に発揮し、会社
や部門の発展とともに自らを成長させていくため仕組みとして「相互確認制度」を導入しています。
この制度では、期初に行う業務目標の設定、中間確認、期末の成果の確認と、定期的に上司と面談を行うとともに、被評価
者へのアンケートを実施し、上司からのフィードバックへの納得の度合いを確認することで、確実に双方向のコミュニケーショ
ンが取られているかをチェックしています。2015年度に、本制度により評価された従業員の比率は55％となっています。
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語学教育の推進
NSKグループでは、世界中の従業員が活発にコミュニケーションを取りながら、円滑に業務を進められるように、英語を
共通の言語と位置付けています。
語学教育のプログラムとして日本の本社部門や一部の工場では、外部講師による英語研修を実施し、実務に即した実践的な
英語を学べる機会を設けています。2015年度は、語学力に大きな向上が見られた受講生を英語圏に派遣し、より実践的な場
で英語を習得する海外語学研修を導入しました。
また、海外の事業所では、現地従業員を対象に日本語や英語の語学研修も行っています。

私は、ロンドンでの英語研修に参
加しました。学校で出会った人たち
は素晴らしく、多国籍の彼らから多

くの刺激をもらいました。最初のうちは「恥ずかしがらずに
意見を聞かせて」といわれても積極的になれず、そんな中で
感じたのは、「英語を話せても話すネタがないと会話は成り立
たない。話すことは、その人自身を表すのだ」ということで
す。私は、夢を語り、政治に意見し、自分と自国の未来を想
像する仲間の姿に圧倒され、もどかしさと恥ずかしさを覚え
ました。研修を通して強く感じたのは、もっと知識を身につ
け、自分の意見を持てる人になりたいということです。今後
は、適正な管理業務を行うために、国内外の市場動向をとら
え、関係者へ自分の考えを発信できるように努めていきたい
です。また、学んだ英語スキルを活用し、世界中のNSKの社
員と円滑に業務を遂行していきたいです。そして、現状に満
足せず、今この瞬間を将来のためのステップとして、成長し
続けたいと思います。

英語スキル以上のことを学んだ
海外語学研修
自動車事業本部 管理部
田中 沙佳

日本語を活かして効率的に
仕事を進めています

恩斯克(中国)研究開発有限公司
自動車軸受技術センター
徐 亜運（Xu Yayun）

中国のNSK事業所では、従業員向
けの日本語教室を開講しています。
私は、NSKに入社した当時は日本語
がほとんどわかりませんでしたが、この中国での研修を通して、
日本語で簡単な会話ができるようになりました。
しかし、日本に来てみると、自分が中国で学習した日本語と、
実際の日本人の言い回しや発音が大きく違っていました。この
ため、日本語の本を読み、日本のドラマを見て、語彙を増やす
ようにしました。また、社会人向けの日本語教室にも参加し、
日本語力の向上に努めました。このおかげで日本語能力試験2
級にも合格しました。
日本語でコミュニケーションが取れるようになると、日本人
のものの考え方や日本の文化・風習などがわかるようになり、
とても素晴らしい経験ができました。中国に戻って来てから
は、メールや電話会議を通じて、日本とうまく連携をとりなが
ら、仕事を効率的に進めています。

NSKグローバル経営大学
NSKグループでは、グローバルに活躍する幹部候補社員を対象とした
グローバル経営大学を実施しています。第5期となる2015年度は、米
国・カナダ・ドイツ・オランダ・シンガポール・タイ・インド・中国・
韓国・日本から合計13名が参加しました。期間中は、日本・中国・イ
ンド・米国・メキシコのNSKグループの各拠点で集合セッションを行
い、事業戦略についての社内講義や社内外の事業場訪問など、さまざま
なプログラムを通じて、リーダーとして必要とされる知識やスキルを学
びました。これまでの5期を通じて59名の卒業生を輩出し、その出身
地域は17カ国にまで広がり、それぞれが各地域で事業を牽引し活躍し
ています。 メキシコ工場での研修
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モノつくりを支える人材教育の強化
競争力のある製品を開発していくには、高度な専門知識を持った人材の育成が欠かせません。また、事業をグローバルに発
展させていくには、世界各地のお客様の要求に、的確にきめ細かく応えていくことが重要です。このためNSKは、グローバ
ル規模での技術の伝承と人材育成に取り組んでいます。

NSK インスティテュート・オブ・テクノロジー（NIT）

● ＮITの教育体系

● ＮITの人材育成

専門科目

教養科目

基礎工学部

軸受工学部

ステアリング工学部

精機工学部

1学年 2学年 3学年

専
門
学
部

教
養
学
部

4学年

専門科目

教養科目

専門科目

専門科目

専門科目

専門科目

共
通
科
目

専門科目

専門科目

専門科目

専門科目

共
通
科
目

グローバルな技術人材の育成を目的として2007年に設
立した教育機関「NSKインスティテュート・オブ・テク
ノロジー（NIT）」では、学部別・学年別にカリキュラムと
到達レベルを設定し、試験による単位認定制度を設ける体
系的な教育を行っています。技術専門知識、技術スキル、
製品知識、品質管理など総合的な技術教育に加え、論理的
な思考力／コミュニケーション力講座なども設け、幅広い
教育を展開しています。2015年度は10カ国12拠点で開
講し、受講生は414名でした。

NITのグローバル化適応教育： 英語教育
英語力はグローバル人材にとっての必須条件です。NITでは、TOEIC受験のサポートやe-ラーニングだけでなく、実用的
な英語力の習得を目的としたさまざまなカリキュラムを展開しています。
例えば英語によるプレゼンテーションをはじめ、海外からの訪問者を相手に英語でガイドを行ったり、TV会議形式で海外
のテクノロジーセンターのエンジニアとディスカッションを行ったりと、実践的な場面で英語に触れる機会を増やしながら、
話す力と聴く力の向上を図っています。また、英語学習を目的とした少人数でのクラブ活動も展開し、英語学習が日常化され
るように取り組んでいます。

市場・顧客を見据えた体系的な技術知識教育

グローバル化適応教育

技術マネジメント教育

高度技術人材の育成
国際的な事業競争力の強化

技術スキル

英語教育 異文化／多様性教育

技術リーダーシップ入門講座

論理的な思考力／コミュニケーション力教育

アプリケーション知識技術専門知識
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コース名 対象者 期間 研修内容

技能者

中堅技能者
（研削・組立） 中堅技能者 3カ月 ・原則原理に則った技能の習得と現場管理の基本

  （現場管理知識、専門技能）

中堅技能者
（保全） 中堅技能者 3カ月 ・修理、保全の専門技能と現場管理知識

電気保全 推進保全員候補 6週間+2カ月
（工場実習）

・電気保全技能の基礎（基礎理論、プログラミング、トラブル・シューティング）
・2カ月間の工場実習

技術者
技術者初級 技能者経験2-3年

または相当以上 6週間 ・工場技術者としての基礎力習得（基礎技術、基礎管理知識）

技術者中級 技能者経験5-7年
または相当以上 2週間（1週間×2回）・中級技術者向け知識と現場管理・トヨタ生産式から学ぶモノつくりの最前線

● NSKモノつくりセンターのコースおよび研修内容

NSKモノつくりセンター
「モノつくりの第一人者」として「技術・技能を伝承・継承する人材」を育成するために、2005年に石部工場(滋賀県)内に、
2006年に藤沢工場(神奈川県)内に、NSKモノつくりセンターを設立しました。技能者教育では研削・組立、保全、電気保
全の3つのコースに分かれ、個々の能力・経験に沿った研修を実施しています。今後もモノつくりの伝承と現場力の向上に必
要な教育を推進していきます。

◉基本的な考え方
NSKグループでは、世界各地に事業を展開するとともに、安定した雇用を生み出すことで、地域社会とNSKグループがと
もに発展できると考えています。国籍や年齢、性別などの属性を越えた多様な人材一人ひとりが、その能力・特性を最大限に
活かし、働き甲斐を感じられる企業風土や職場環境づくりを進めています。

多様性の尊重　多様性を受容する組織づくり

◉2015年度の取り組み
2015年度、ダイバーシティ推進チーム（現ダイバーシティ推進室）は、チームとしてのミッションを新たに「社員一人ひと

りの能力・特性を最大限に活かし、働き甲斐のある企業風土・職場環境づくりを支援していきます」と定め、活動を強化しま
した。

グローバルな人材活用
NSKグループでは、多様な人材がさまざまな場面で活躍しています。その場は、日本だけにとどまらず、世界中の事業拠
点で出身国にとらわれないグローバルに最適な人材活用の実現を目指しています。

URL 当社webサイトに
補足資料を掲載 ● キャリアアップを支援する人事制度

NSKトップ > CSR > 活力ある職場づくり
● 成長を支援する人材育成プログラム

NSKトップ > CSR > CSRレポート

関連情報 P.26　コンプライアンス教育　　P.40　品質を支える人材育成　　P.60　環境教育の実施
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女性のキャリア推進（日本）
NSKグループでは、現在、男性数に比べ女性数が著しく少ない職場が数多くあります。また、女性管理職も極めて少ない

（1.3％、2015年度、NSK単体）という事実があります。このため、女性が働ける職域を拡大するための検討や採用における
女性比率の向上を目指し、研修や意見交換会などの取り組みを開始しました。さらに、性別にかかわらずさまざまな属性の社
員が働きやすい職場・風土の醸成を目指し、ダイバーシティに関する研修などを順次進めています。

NSK韓国社では、NSKのグローバ
ルな事業運営の一端を担うとともに
グローバル人材を育成する目的で、
海外法人へ人材派遣を行っています。

私は、NSK韓国社のチャンウォン工場からインドのNSK-
ABCベアリング社（NABI）へ派遣され、品質管理マネジャー
として勤務しています。インドに赴任して約4年が過ぎまし
た。赴任した当初に自ら目標および目的を設定し、NABIの
品質安定化と発展に貢献できるように日々努力しています。
NSK韓国社に限らず、NSKの多くの海外法人では日本での

研修制度や出向制度を設けています。しかし、海外法人から
他の海外法人への派遣は非常に珍しいケースなので、自分と
してもとても良い経験だと考えています。インド人スタッフ
や日本人駐在員と一緒に仕事をしていく中で、2つの異文化
（インド文化、日本文化）に触れ、最初は戸惑いもありました
が、同じ軸受のモノつくり思想とNSKの企業理念・価値観を
持っているので、協力しながら取り組みができたと思います。
残りの赴任期間、引き続き最善を尽くしてNABIの発展に

貢献するように努力します。 また、韓国に帰任後もインドで
の大切な経験を活かしてNSK韓国社に必要不可欠な人材にな
るようにしていきたいと思います。

インドの地で感じるNSKの
グローバルオペレーション
NSK-ABCベアリング社
尹 汝泰 (Yoon, Yu-Tae)

ダイバーシティ研修に参加して
技術開発本部 新領域商品開発センター 

技術開発第一部
田淵 絢子

今回の研修ではダイバーシティの
重要性や女性活躍推進の現状と課題
について学びました。一例として性
別の違いに焦点をあて、女性社員と
その上司で「ダイバーシティとは何か」「女性の平均的な傾向か
ら女性が抱える課題」を議論しました。普段、社内では少数派
となる私たち女性社員について上司がどのように考え、感じて
いるのか、改めてお互いの意見を知ることができる、とても良
い機会となりました。
私自身、学生時代から男性が多い環境で過ごしており、社
会で男性と対等の立場となるためには男性と同じように働か
なくてはと思っていました。今回の研修に参加し、ダイバー
シティとは女性･男性それぞれの得意なことを活かしながら、
組織全体としての力を高めるものであり、女性的な考え方（女
性らしさ）を失わずに男性とは違う形で対等な立場となれるこ
とを気付かせてくれました。また、家庭を持つ女性が会社員
として自身の将来像を描け、男性と女性が対等に働ける環境
づくりがさらに進めば良いと思います。例えば産休と育休で
生じてしまうブランクなどの問題を解消できれば良いと思い
ます。
研修を通じ、NSKは性別に限らず人種・性格・文化などを理
解し、お互いの個性を尊重し、活かすグローバル企業でありた
いという意思を感じました。この意識を私たち社員一人ひとり
が持つことができれば良いと感じました。

高齢者雇用（日本）
急速に高齢化が進む日本では、公的年金制度の変更を受け、定年退職後も就労の機会を得られるようにしていくことが社会
的な要請となっています。NSKでは、経験豊富なベテラン社員の知識やスキルが事業の発展に役立つと認識し、定年後も希
望する方に働く場を提供することを基本方針とし、2001年4月より再雇用制度を導入しています。
また、2013年4月に施行の改正高年齢者雇用安定法に基づき、上述の基本方針に加え生活の安定を確保するため、労働条
件も含めた再雇用制度の改定を行っています。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

シニア制度 325名 383名 441名 470名 505名

その他（嘱託など） 34名 29名 29名 28名 25名

合計 359名 412名 470名 498名 530名

※ NSKおよび日本の主要なグループ会社

● 高齢者雇用者数※
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障がい者雇用（日本）
NSKは、就業できる能力と意欲のある障がいを持った方に、その人に合った就労機会を提供していくことが、企業が担う
べき役割の一つと考えています。特に、特例子会社のNSKフレンドリーサービス（株）では、知的障がいを持った方がいきい
きと働くことのできる雇用の場を提供しています。2015年度は、NSKと日本の主要なグループ会社、NSKフレンドリーサー
ビス（株）に合計124名の障がいを持った方が在職し、障がい者雇用率は2.17%でした。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

障がい者雇用率 1.97％ 1.99％ 2.04％ 2.09％ 2.17％

法定雇用率 1.8％ 1.8％ 2.0％ 2.0％ 2.0％

※ NSKおよび日本の主要なグループ会社

● 障がい者雇用率※

◉基本的な考え方
NSKグループは、従業員が「仕事」も「私生活」も心から楽しみ、いきいきと活動できる状態が、事業活動をより良いも
のにしていくと考えています。このため、従業員のニーズや社会的な課題をかんがみ、性別や年齢を問わず働きやすい環境を
整備していくことを基本としています。
日本では、急速に進む少子・高齢化といった社会的な課題に対応するため、社員の育児や介護を支援する制度の充実や、時
間管理の徹底など、仕事と家庭生活の両立を支援するための取り組みを、これまで以上に加速させることが重要だと考えてい
ます。

仕事と生活の両立　ワークライフバランス

◉制度・プログラム
育児・介護を支援する制度（日本）
日本では、出産・育児により退職する社員を減少させるため、育児休業期間や、育児勤務時間短縮制度の期間延長など、社
員の育児を支援する制度の充実を図ってきました。
また、配偶者の転勤によりやむなく退職する社員に対しては、再雇用希望登録制度により、再雇用の機会を提供しています。

NSK 法令

育児休業 最大3歳の4月末まで（最初の5日間有給） 1歳6カ月まで（無給）

育児勤務時間短縮 小学校3年の3月末まで 3歳まで

介護休業 1年まで 93日まで

介護勤務時間短縮 1年まで 93日まで

半日休暇の制限撤廃 通常は年間12回までのところ、介護・子の看護の場合は制限なく取得できる

再雇用希望登録制度※2 配偶者の転勤によりやむなく退職する社員に対し、再雇用を希望登録できる制度

※1 NSKおよび日本の主要なグループ会社
※2 2014年度より運用開始

● 育児・介護支援制度※1
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次世代認定マーク（愛称：「くるみん」）を取得
ワークライフバランスの促進に資する取り組みが認められ、次世代育成支援対策推進法に基づき、
2014年から厚生労働省・東京労働局より「子育てサポート企業」として認定されています。

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

平均勤続年数 18年 18年 18年 18年 19年

平均年齢 41歳 41歳 41歳 41歳 42歳

社員女性比率 6.7％ 6.5％ 6.6％ 6.9％ 7.0％（8.2％※2）

育児休業取得者数（女性） 18名 25名 17名 17名 26名

育児休業取得者数（男性） 2名 11名 6名 13名 25名

※1 NSKおよび日本の主要なグループ会社
※2 NSKグループ（一部推計値を含む）

● 社員関連データ※1

第二子が生まれることが分かった際、幼稚園に通う上の子
どもの送迎を妻に代わって行うために仕事を休む必要がある
と思いました。「1～2週間であれば有給休暇の範囲内で何と
か調整できるのではないか？」と漠然と考え、総務労働課へ
有給休暇の取得について相談に行ったところ、育児休業制度
があることを初めて知りました。上司の理解もあって、1カ
月間の育児休業を取得できることとなりました。
食事の用意をしたり、寝てもすぐに起きる赤ちゃんの世話

は非常に大変でしたが、日頃できないところの掃除や家事を
したり、上の子の幼稚園での様子を見たり、一緒に散歩した
りするなど、楽しい時間を過ごすことができました。また、
家事と育児の両立の忙しさも体感できました。
理解ある上司や同僚、何度も丁寧な説明をしてくれた総務

労働課の担当者など多くの人々の協力で有意義な時間を家族
と過ごせたことに感謝しています。皆さんも機会があれば、
育児休業という素晴らしい制度を利用して、育児に挑戦して
はいかがでしょうか。

育児休業制度の利用をおすすめします
自動車事業本部 パワートレイン本部 埼玉工場 第一工作課　加藤 晃一

URL 当社webサイトに
補足資料を掲載

NSKトップ > CSR > 活力ある職場づくり
● 仕事と家庭生活の両立（ワークライフバランス）

生涯学習プログラム（日本）
豊かで充実したセカンドライフを実現するために、生き甲斐や健康維持、家計などの生涯設計について考える機会を提供し
ています。年金や雇用保険、生涯学習などについて学べる研修やセミナーなどを開催し、多くの従業員が参加しています。

基本的な考え方

NSKでは、従業員一人ひとりの安全と健康を守るため、「安全は全てに優先。生産に左右されることない、安全・安心・快
適な職場の構築」を基本理念として掲げ、活動に取り組んでいます。
職場の安全を守るには、不安全設備対策の実施およびグローバルでの標準化推進を行うとともに、従業員が積極的に情報を
共有し、互いに注意し合える相互啓発型の文化を醸成していくことが必要であると考えています。

安全で健康的な職場づくり
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2014年度 2015年度※2

日本 0.44 0.32

日本以外 1.00 0.91

グローバル 0.80 0.70

※1 休業度数率＝休業災害発生件数÷延べ実労働時間×1,000,000　休業1日以上の労働災害を休業災害と定義
※2 2015年度のデータについて、第三者機関による確認を実施しました。詳しくは、補足資料P.98をご覧ください。

● 休業度数率※1

中央安全衛生協議会

各事業所安全衛生委員会

各課（係）安全衛生委員会

各職場（班）安全衛生委員会

全班員

中央安全衛生協議会
事務局連絡会

● 労働安全体制

システムの基本要素

P
（計画）

A
（改善）

D
（実施）

● 従業員の意見の反映
● 体制の整備
● 手順の明文化
● 記録の管理

スパイラル
アップへ

継続的
改善

見直し

● 労働安全衛生マネジメントシステム

労働安全衛生マネジメント

◉労働安全衛生マネジメントシステム
NSKグループは、モノつくりを支える職場の安全衛生活動を積極的に推進し、従業員が存分に力を発揮できる環境の提供
が重要だと考えています。この考えの下、労使による安全衛生に関する協議会を定期的に開催し全社の方向を決めています。
この方針に則り、労働安全に関する法規制やOHSAS18001の内容に準拠した労働安全衛生マネジメントシステムを構築し、
各事業所で全員参加による安全第一の社風つくりに努めています。
また、発生した労働災害の情報をグローバルに共有し、同様の災害の発生防止に努めています。得られた情報は、グローバ
ルに分析し、効果的な対策を実施しています。

NSKは、人的ミスや機械故障による労働災害の発生を防ぐため、設備の
設計段階から安全対策を織り込み、設備開発部門において機械と設備の安全
に関する高い知識と能力をもつ人材であるセーフティアセッサの育成を行っ
ています。また、工場に導入された既存設備のリスクアセスメントを行って
安全対策を施すため、2015年からセーフティサブアセッサの育成を始めま
した。講習に参加した技術者からは「リスクに対する考え方が変わった」「本
質安全のためには、今までと違う見方で安全を考えなければいけないことが
分かった」など、安全に対する気付きの声が多く上がっています。
国内の各工場（グループ会社含む）で適切なセーフティサブアセッサの人
数を算定し、2016年度中に必要人数の育成を終了する予定です。また、
2016年度は海外でもセーフティサブアセッサ講習を開催し、グローバルに
設備安全対策を進めていきます。

本質安全に向けた取り組み： セーフティアセッサおよびセーフティサブアセッサの育成TOPIC

セーフティサブアセッサ育成講習会

C
（確認・評価）

経営層による安全衛生方針の表明
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◉メンタルヘルス対策（日本）
従業員の健康にかかわる労働環境に対し、会社は十分な配慮を払う必要があります。NSKでは、次のような対策を実施し
ています。

メンタルヘルス教育
新入社員研修のカリキュラムにセルフチェック教育、班長・係長クラスにラインケア研修、新任課長研修のカリキュラムに
メンタルヘルス教育を必須項目として含めています。研修では、外部の専門家による講義や具体的な状況を想定したロールプ
レイなど、実践的な訓練を実施しています。また、心の健康づくりのための活動として、部下の変調への気付きと対応につい
て具体例に基づき学びます。
社員に対しては、ストレスに対する気付きや対処法を学ぶ研修やe-ラーニングなどを通じて、メンタル面での不調を未然
に防止することに努めています。

医師による個別相談
定期健康診断に合わせて、全社員を対象にストレスチェックを実施しています。医師が必要と判断した場合は、個別面談な
どのフォローを行います。

外部EAP※の活用
未然防止や再発防止の観点から、外部の専門家によるメンタルヘルス教育や休職者の復職支援を実施しています。

心の相談窓口の開設
社員が安心して気軽に相談できる環境づくりが重要と考え、外部の専門家によるメンタルヘルスの相談室の設置を進めてい
ます。相談者がリラックスできるよう、相談室は明るい雰囲気とし防音対策も施しています。
NSKは、これからも従業員の一人ひとりが安心して働ける職場を提供できるように努力していきます。

※ 従業員支援プログラム(Employee Assistance Program) ：メンタル面から従業員を支援するプログラム

● 心の健康づくりのための活動

一次予防
（未然防止および健康増進）

二次予防
（早期発見と対処）

三次予防
（治療と職場復帰・再発予防）

労働者個人
（セルフケア）

管理監督者
（ラインによるケア）

事業場内組織
によるケア

事業場外資源
によるケア

ストレスの気付きと対処

労働者に対する相談対応

方針の立案、表明と計画の作成

専門知識や必要な情報・助言・ツールの提供

生活習慣の改善

活動目的
活動対象

職場環境などの把握と改善

人事施策の再検討

教育研修・情報提供

自発的な相談

事例性の把握と対応

ストレスの把握と指導

相談体制の確立

治療

職場復帰支援

職場復帰支援
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