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労働慣行

日立がめざすもの：個性と多様性を生かした、働きがい の ある、グロー バルな職場環境
従業員は 、企業を支える重要な存在で あり、大切な パ ートナー です 。従業員を適切に処遇し、そ の能力を最大限に生かす仕組みを構築することは 、
従業員と企業との良好な共栄関係の礎となり、企業の持続的成長の原動力になります。日立は、労働に関する法令遵守に加え、公正な雇用関係を維持・発展
させ、多様な人財の個性を生かす環境を整備することで、すべての従業員にとって安全で働きが い の ある企業となることをめざしています 。
日立は 、すべての従業員に対し、そ の基本的な権利およびキャリアアップに関し積極的な対話を心掛けています 。各事業所単位での人事相談制度や
安全衛生委員会 、労働組合といった多様な窓口の設置に加え、万が一の場合はコンプライアンス通報制度の活用も推奨し、きめ細かい対応を徹底して
います 。

2016 年度 活動オー バービュー
2016 年度は、女性のキャリア形成支援、多様な人財が活躍できる環境整備、障がい者雇用の促進に継続して取り組んだほか、従業員のライフプランに
「 健康経営」
をテー マに新たな取り組みを開始することに
合わせてさまざまな研修を実施しました 。労働安全衛生の取り組みにおいては、2017 年度から
なりました 。
主な活動計画と実績
ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
施策

2016 年度計画

2016 年度実績

達成レベル

多様な人財が活躍できる環境の整備

・仕事と育児・介護の両立支援

「育児・仕事両立支援制度」
を導入（ 2016
・

★★★

（ワーク・ライフ・マネジメントの推進）

・柔軟な働き方の実現

年 10 月）
・働 き 方 改 革（日 立 ワーク・ラ イ フ・イノ
ベーション）
の始動（ 2016 年 12 月より）

2017 年度計画

・仕事と育児・介護の両立支援を継続
・働 き 方 改 革（日 立 ワーク・ラ イ フ・イノ
ベーション）
の推進
① 意識改革
② 柔軟な働き方の推進
③ 業務改革
④ 健康経営の実現
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施策

2016 年度計画

2016 年度実績

達成レベル

2017 年度計画

女性のキャリア形成支援

・女性のキャリア形成支援

・女性のキャリア形成支援

★★★

・女性のキャリア形成支援を継続

・男性・管理職の意識改革、職場風土の変革

① 女性リー ダ ーミーティングに 169 人が

① 日立グルー プ女性活用度調査

参加

② 経営研修・選抜研修などへの女性の派

② 若手女性向けキャリアセミナーに155 人

遣促進
③ 女性リー ダーミーティング

が参加
（グループ会社からの参加含む）
③ 産休前・復職支援セミナー に 485 人が

④ 若手女性向けキャリアセミナー

参加

⑤ 産休前・復職支援セミナー

・男性・管理職の意識改革、職場風土の変革

・男性・管理職の意識改革を継続

① ダイバ ーシティ・ワークショップを複数

① ダイバーシティ・ワークショップ

の事業所にて開催

② 女性部下をもつ男性管理職向けマネジ

② 女性部下をもつ管理職向けマネジメン

メントセミナー

トセミナー（本 社 開 催 のオー プンセミ
ナ）
に 153 人が参加したほか、各事業所
でも個別に開催
日立グループにおける障がい者雇用の促進

・日立製作所の法定雇用率達成
・日立グル ー プ全体に対する法定雇用率遵
守の徹底

・日立製作所は 2.15％ 、日本国内の日立グ

★★★

・特例子会社設立による雇用の拡大

ループは2.25％の雇用率を達成。法定雇用

・新法定雇用率未達会社の対応の促進

率の未達会社数は 7 社
（2017 年 6 月調査）

・日立グルー プ障がい者採用フェアの開催

・日立グルー プ障がい者採用フェアの開催
・障がい者雇用勉強会の開催
・就労移行支援と連携した障がい者面接会
の開催

労働安全衛生の推進
施策

2016 年度計画

グローバルベースの安全衛生管理推進による ・グル ー プ共通の安全衛生ミニマム基準の
グループ全体の安全衛生管理水準の底上げ

運用・確認の継続
・優良事例、災害事例などを活用した災害な
どの防止対策の実施
・日本国内の適切な法改正への対応

2016 年度実績

達成レベル

2017 年度計画

・グループ安全衛生研究発表会での優良事

★★

・優良事例、災害事例などを活用した災害等

例や安全衛生知識の共有
・法令に基づいたストレスチェックの実施

防止対策の継続実施
・グロー バル安全統計実施による安全状況
把握
・ストレスチェックの集団分析結果を活用し
た職場改善活動の推進
・休職者復職支援制度の導入
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施策

2016 年度計画

健康経営

2016 年度実績

達成レベル

2017 年度計画

・2017 年度の具体的な実行施策の整理お

★★★

・働き方改革や健康保険組合とのコラボヘル

よび整備

ス推進による健康経営への取り組み強化

・健康経営優良法人 2017
（ホワイト500 ）
認
定を取得

ともに成長するグロー バル人財戦略
施策

2016 年度計画

2016 年度実績

達成レベル

若年層から高齢者までのキャリアステージ

・新入社員キャリア研修に 660 人が参加

・新入社員キャリア研修に 660 人が参加

★★★

に応じたキャリア研修の実施

・新任主任対象の日立キャリア開発ワーク ・新任主任対象の日立キャリア開発ワーク
ショップに 800 人が参加

ショップに 832 人が参加

・ライフプラン研修① e ラー ニング、②セミ ・ライフプラン研修① e ラーニングに1,808

2017 年度計画

・新入社員キャリア研修の実施（ 650 人）
・新任主任対象の日立キャリア開発ワーク
ショップの実施（ 700 人）
・ライフプラン研修の実施① e ラー ニング

ナー（ 50 歳非月俸者）
、③ライフプラン説

人 が 登 録 し、6 月 から 展 開 中、② セ ミ

明会（ 58 歳全員）
に 500 人が参加

ナー（ 50 歳非月俸者）
に 738 人が参加、③

、③ライフプラン説明会（ 58 歳全
700 人）

ライフプラン説明会に
（ 58 歳全員）506 人

員 500 人）

が参加

（ 1,000 人）
、② セミナー（ 50 歳 非 月 俸 者

・職場での主体的なキャリア開発を促進す
る仕組みの構築

★★★： 達成

★★： 一部達成

★： 未達成
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公正・公平な職場環境の実現
日立のアプロー チ

ディー セント・ワーク

確認するサー ベイを毎年実施し、そこで得られた意見をマネ
ジメントのさらなる改善につなげています 。

公正な雇用と登用 、公平な評価・処遇を実現する

ディー セント・ワークの考え方
公正な評価・処遇の徹底

ことは、企業が従業員に果たすべき責務であると同時

社会や環境の急速な変化に対応し、お客様に新しい価値を

に、優秀な人財と良好な関係を構築するための重要な

提供し続けていく上で鍵となるのは人財です 。日立ではダイ

ビジネスのグロー バル化に伴い 、事業体制もグロー バル

手段となります。日立は、
「ディーセント・ワーク
（働き

バ ーシティ＆インクル ージョンを重要な経営戦略と位置づ

に構築する必要性が増しています 。日立では、国籍を問わず

が い の ある人間らしい仕事）」の概念を重視し、人事

け、国や会社を超えて多様な人財が高いエンゲージメントの

多様な人財が集い 、高いエンゲージメントのもとに活躍でき

戦略を構築しています。この概念は 、国際労働機関

もとにもてる力を最 大 限に発 揮することができるよう、グ

るよう、報酬に関しても一貫した考え方でマネジメントの仕

が活動の主目標の一つに位置づけるなど、労働
（ ILO ）

ル ー プ全体で人財マネジメントを進めています 。社会イノ

組みを構築しています 。

慣行の規範として国際的に重視されており、企業は 、

ベーション事業を世界各地で進めるリー ダー の育成には、グ

国や地域それぞれの事業の労働市場に照らして適切かつ

事業特性に即した施策を構築し、ディーセント・ワーク

ロー バル共通のリー ダ ーシップ開発プログラムを用いて取

競争力のある報酬体系を整備し、従業員に開示している評価

を実現することが期待されています。

り組んでいます 。その他にも各種教育プログラムを展開し、

基準に基づいて個々のパフォーマンスを評価した上で、報酬

従業員がお客様にイノベ ーションを提供する上で必要な知

額を決定する仕組みをグル ー プ全体で構築しています 。全

識・スキルの習得を促進しています 。

従業員が毎年パフォーマンスの評価を受け、その年の報酬が

ディーセント・ワークの実現に向け、日立が重んじて
いる施策は 、人財の多様性を生かすダイバーシティ＆
インクル ージョンの推進にとどまらず 、公正な評価・

一人ひとりがやりが いをもって仕事に取り組み 、しっかり

処遇のグローバルな実践、現地採用従業員の幹部登用

と成果を上げるための環境の整備も重要です 。そ の一環と

など、ビジネスのグローバル化を反映した多様なもの

して、個々人のパフォーマンスを評価する基準をグロー バル

報酬の決定にあたっては 、各地域での法律も遵守してお

となっています。日立は、各国・地域の事業実態や経済

で統一し、一人ひとりの成果が公正に評価される透明性の高

り、グル ー プ従業員の約半数を占める日本での新卒採用者

環境に即しつつ 、ともに働く人々 の働きが いを促進

い制度を構築しました 。また、グルー プ共通の安全方針を定

の初任給は 、地域別最低賃金全国加重平均額の約 120％相

する 、オ ー プンでフェアな職場環境の構築を推進し

め、安全かつ安心して働ける職場づくりをグロー バルに進め

当となっています 。

続けます。

るとともに 、仕事と生活の両立に向けたマインド醸成 、労働
時間縮減、健康増進支援などの施策に取り組んでいます 。加
えて、グルー プ全従業員を対象にエンゲージメントの状況を

決定されるとともに 、評価結果は各従業員にフィードバック
され、さらなる成長の糧となります 。

グロー バル人財マネジメントの推進

Hitachi Sustainability Report 2017

Contents

55

Introduction

Management Approach

Activities
労働慣行

欧州における人財登用の取り組み
鉄道事業は、欧州やアジアを中心に海外市場の伸びが期待
される、重要な事業分野の一つです 。日立は鉄道事業で確固
たるポジションを確立するために 、2014 年から鉄道事業の
主要拠点を英国のロンドンに移しました 。日立製作所と関連
するグループ会社によるグローバルなオペレーション体制を
構築する上で、同社トップのグローバル CEOには、当時英国
のグルー プ会社の社長を務めていた現地の人財を登用する
とともに、上級管理職の約 40％が欧州出身者となる組織形態
をとりました 。そ の後 、同グロー バル CEO は日立製作所の
執行役に就任しました 。鉄道事業は M&A なども行いながら、
順調に事業を拡大しており、日立の成長をけん引する重要な
事業となっています 。

Performance Data
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ダイバーシティ＆インクルージョンの推進
日立のアプロー チ

ダイバーシティ＆インクルージョン

性を尊重し、組織の強みとなるよう生かすことで 、個人と組
織の持続的成長につなげることが日立のダイバーシティ＆イ

性別や年齢、価値観といった人財の多様性を生かす

ダイバーシティ＆インクルージョンステートメント

企業風土づくりは 、生き生きと働ける機会を従業員に

ダイバーシティはイノベーションの源泉であり、日立の成

提 供 するだけでなく、多 面 的 な 視 点 を 加 味したソ

長エンジンです 。性別・国籍・職歴・年齢・性的指向・価値観

リューションの提供などを通じて 、企業の競争力強化

といった違いを
「 そ の人がもつ個性」
と捉え 、それぞれの個

にも貢献すると日立は考えています。近年は、柔軟な
働き方を可能とする人事施策にステークホルダ ー の

日立は 、1990 年代よりダイバ ー シティに着目し、

ワークとグローバル市場での豊富な経験によって、お客様の
多様なニー ズに応えていきます 。

ダイバーシティマネジメント推進ロードマップ

関心が高まっており、日立は そ の実現にも積極的に
取り組んでいます。

ンク ル ージョン です 。多 様 な 力 を 結 集し、優 れたチ ー ム

フェーズ 3：

経営戦略としてのダイバーシティ推進へ

フェーズ 2：

「女性」
から
「ダイバーシティ」
へ

フェーズ 1：

女性活躍支援

2012 年

2009 年

従業員の声に耳を傾け な がら 、マネジメント体制を

「ダイバーシティ for NEXT 100」
開始

「ダイバーシティ推進センタ」
設置

構築してきました。現在は
「ダイバ ーシティ＆インク

2000 年

ル ー ジョンステートメント」を定め 、日立の成長エン

F.F. プラン＊1

2006 年
「ダイバーシティ推進
プロジェクト」
活動開始
（ F.F. プランII ）

ジンとして活用を図っています。特に女性のキャリア
促進に関しては、男女同一報酬方針の徹底はもちろん、

仕事と介護の両立支援など

を設定し、積極的
国内外の潮流を踏まえて目標（ KPI ）

日立グループ連携強化

な登用を推進しています。加えて、従業員一人ひとり

長時間残業縮減／働き方の見直し

の 働 きが いをライフステージ に 合 わせて 提 供 する

タイム&ロケーション
フリーワークの推進

意識改革／職場の風土改革

ワーク・ライフ・マネジメント制度や障がい者雇用制度

仕事と家庭の両立支援／女性活躍支援

などを多面的に構築しています。経営トップによる強い
コミットメントのもと、持続可能な社会の実現へと多様

トップコミットメント強化

女性のキャリア形成支援強化

仕事と家庭の両立支援制度導入・拡充

な人財の力で貢献する企業をめざしています。
1990

2000

2006

2009

2012

＊1 F.F. プラン
（ジェンダー・フリー＆ファミリー・フレンドリー プラン）
：仕事と家庭の両立支援・女性の活躍支援を進め、社内の意識改革を促進する取り組み

2016
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「 ダイバ ーシティ for NEXT 100 」のもとダイバ ー
シティマネジメントを推進
日立では 1990 年代以降、仕事と育児・介護との両立支援

営戦略と位置づけて推進しています 。具体的には、女性をは

センタ」
を設置しました 。現在は日立製作所人財統括本部の

じめとする多様な人財が 、経営や事業をマネジメントする立

直轄組織として、活動を推進しています 。

場で最大限に力を発揮できる環境づくりを推進しています 。

制度を整備するなど、社会の動きに先駆けて、女性をはじめと

支援、ワーク・ライフ・マネジメントなど）
を加速するため、主要

ダイバーシティマネジメント推進体制

する多様な人財の活躍支援に取り組んできました。
「 ダイバーシティ for NEXT 100」
現在はフェーズ 3 に入り、
というスローガンのもと、ダイバ ーシティマネジメントを経

「アドバイザリー・コミッティ」
グル ー プ会社 17 社と共 同で

2006 年度に発足した社長直轄の「 ダイバ ーシティ推進プ

「日立グル ー プダイバ ーシティ推進協議会」
を設置していま

「ダイバーシティ推進
ロジェクト」
を前身として、2009 年度に

す。
「アドバイザリー・コミッティ」
ではダイバーシティマネジ
メントに関する経営方針の徹底、
「日立グル ー プダイバ ーシ

ダイバーシティマネジメントレベルの深化と対象範囲の広がり

ティ推進協議会」
では具体的な活動に関する意見交換やベス
トプラクティスの共有などを主な目的とし、それぞれ半年に

性別など

女性／男性・家族構成（既婚／未婚）

1 度開催しています 。併せて、グルー プ各社や各事業所でも

年齢など

国籍など

高齢者／中年者／若年者

また、日立全体の ダイバーシティ推進（多様な人財の活躍

国籍・人種・民族・言語

対象範囲の広がり
LGBT

障が い

レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・

（身体・知的・精神）障が い者

トランスジェンダー

STEP 1

同化
STEP 2

法対応
STEP 3

多様性尊重
STEP 4

競争優位

経営戦略としてダイバーシティを推進

既存の組織文化や制度 、手法 、慣行などに 、マイ
ノリティを一方的に順応（同化）
させている段階

男女雇用機会均等法など、法的な強制力によって
差別を禁止する段階
差別や偏見に対する教育などを通し、企業や組織
が積極的に多様性をありのままに受け入れて理解
し、尊重する段階
多様な人財の能力を企業の競争優位につなげる
ため、経営戦略の一環として組織全体の変革に取
り組む段階

ダイバ ー シティマネジメントレベルの深化

女性活躍支援をはじめとするダイバ ーシティに関する推進
組織やプロジェクトを設置し、各職場の課題に応じた取り組
みを強化しています 。
なお 、労働組合ともダイバ ーシティの推進について定期
的な意見交換を行っています 。
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主要指標

日立グルー プの ダイバーシティ推進体制
日立製作所

女性管理職数と比率の推移

社長

（人）
アドバイザ：社外取締役

アドバイザリー・コミッティ：

人財統括本部

CHRO（ Chief Human Resource Officer ）

グループ各社 人事勤労担当役員・部長
日立製作所ビジネスユニット
（ BU ）人事勤労担当部長

日立グループダイバーシティ推進協議会：
グループ各社 人事勤労担当課長
日立製作所 BU ／事業部（所）人事勤労担当課長

各社・各事業部
（所）
のダイバーシティ
（女性活躍等）
に関する推進組織や
プロジェクト

ダイバーシティ推進センタ（専任組織）

※ 参画企業（ 2017 年 3 月現在：17 社）
：日立金属 、日立化
成 、日立キャピタル 、日立建機 、日立国際電気、日立ハ
イテクノロジ ー ズ 、日立物流、クラリオン、日立アー バ
ンインベストメント、日立アプライアンス、日立オートモ
ティブシステムズ 、日立コンシューマ・マーケティング 、
日立産機システム、日立システムズ、日立ソリューション
ズ、日立保険サービス、日立ライフ

約 50 プロジェクト

（人）

800
600

401
400

3.5%
200
0

418 5.6%
3.8%

3,727

3,670

3,415

434

6.0%

3.7%

3,897

474

4,000

6.4%

4.0%

509

6.7%

4.1%

2,000
1,000

73
2000

3,000

2012

2013

2014

2015

2016 （年度）

0

女性管理職数（日立製作所）
（ 左軸）
女性管理職数（日立グルー プ）
（ 右軸）
比率（日立製作所）
比率（日立グルー プ）
※課長職以上の在籍人数

女性のキャリア促進

「グロー バル女性サミット」の開催
また、2016 年 11 月に英国において、日立グルー プの女性

女性のキャリア促進に向けた数値目標
日立製作所では、より多くの女性従業員が指導的立場に就
いたり、経営の意思決定に参画したりできるよう、2 つの目標

ています 。併せて、管理職および男性従業員の意識改革や、

を実施
従業員を対象とした第 1 回「グロー バル女性サミット」

職場全体での働き方改革といった組織風土の変革にも取り

しました 。欧州内外の 25 社の日立グル ー プ会社より120 人

組んでいます 。

以上の従業員が出席し、社外からのスピ ーカー による基調

を策定し、2013 年度に社外に公表しました 。日立が今
（ KPI ）

従業員の報酬については、一人ひとりの役割・成果などに

まで以上に女性人財の活用を推進し、ダイバーシティマネジ

よって決定しており、性別・年齢による区別・差のない制度

いったさまざまなテー マのワークショップに参加しました 。

メントの強化を図るという社内外へのコミットメントです 。

としています 。

日立お ける取り組みにつ い て の プレゼンテ ー ションでは 、

従来の施策を強化するとともに、取り組みの進捗度や課題
を事業部門ごとに
「見える化」
する
「日立グルー プ女性活用度
調査」の導入や、事業部門ごとの数値目標の設定などにより

講演や職場における無意識の偏見や自身のキャリア開発と

日立でのダイバーシティ＆インクルージョン推進について理
日立製作所の目標（ KPI ）
（2015 年 4 月 1 日付で
2015 年度までに女性社員を役員に登用する

CSR・環境戦略本部長を役員級の理事に登用）

解を深めました 。ワークショップ終了後に開催されたネット
ワー キングレセプションでは 、参加者同士で自身のキャリア

経営層のコミットメントを強化し、部長相当職以上の女性従

（2012 年
2020 年度までに日本国内の女性管理職を 1,000 人とする

や職場の課題についての情報を共有するなど 、親睦を深め

業員を対象とする
「日立グループ女性リーダーミーティング」

度比 2.5 倍）

ました 。サミット後のアンケ ートでは 、参加者の 99% が「 非
常に良かった」
もしくは
「良かった」
と本サミットを評価しまし

「女性社外取締役との懇談会」などを通じて女性自身の意欲
や士気を高め、より多くの女性人財が経営や事業をマネジメ
ントする立場で最大限に力を発揮できる環境づくりを推進し

女性人財の活用促進に向けた日立の取り組みと目標について

た 。今後もグロー バルなダイバーシティ＆インクルージョン
推進に向けた取り組みを実行していきます 。
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ワーク・ライフ・マネジメント

出産・育児休暇後の復職率と定着率（日立製作所）

仕事と家庭の両立支援制度の導入・拡充
1990 年代以降、仕事と家庭の両立を支援する各種制度の導

ワーク・ライフ・マネジメントの考え方

入・拡充を図り、働きやすい職場環境の整備に努めています。

ダイバ ーシティ＆インクル ージョンの狙いは 、一人ひとり
が最大限に能力を発揮し、組織力の強化やシナジー の創出に

日立では、2016 年 10 月に、仕事と育児の両立支援策として

2016 年度
復職率（ % ）

男性

定着率（ % ）

新たに
「育児・仕事両立支援金」制度を導入しました 。

96.7

女性

97.1

男性

100.0

女性

98.6

つなげることで、生産性の向上や事業の拡大を図ることにあ
ります 。そのためには、働き方の柔軟性や多様性を高め、働
きやすい環境を整えるなど 、多様な人財が活躍できる環境
を整備することが必要です 。

仕事と育児・介護の両立支援制度（日立製作所の例）
仕事と育児の両立支援制度

日 立 は 、仕 事とプ ライ ベ ート生 活 の 調 和 を 図 るという

女性が利用可能

「ワーク・ライフ・バランス」
を進化させ 、従業員一人ひとりが
主体的に仕事とプライベート生活のクオリティをともに高め

妊娠

ていく
「ワーク・ライフ・マネジメント」
を推進しています 。

男性が利用可能
不妊治療休暇（通算 1 年）

休職

出産

出産休暇（産前 8 週間 、産後 8 週間）

配偶者出産休暇（通算 5 日）

休職

育児休暇（小学校 1 年修了までの通算 3 年 、分割取得可）

職場復帰

方や人間としての魅力が高められ、個人と組織の持続的な成
長につながります 。

職場復帰

生産性向上による事業拡大

多様な働き方
（働きやすい環境）
の提供

短時間勤務
在宅勤務
年次介護休暇（ 5 日）
家族看護休暇
子の看護休暇
半日年休

短時間勤務（原則 6・6.5・7 時間）
在宅勤務（原則総合職対象）
家族看護休暇（年間 5 日）
、子の看護休暇（年間 5 日／子 1 人）
半日年休（回数制限なし）
配偶者海外転勤休暇（ 3 年以内）
育児・仕事両立支援金（子 1 人につき最大 10 万円／年、小学校 3 年修了まで）
カフェテリアプラン
（育児・介護メニュー の提供）

最大限に能力を発揮して事業に貢献

会社

介護休暇
（通算 1 年、分割取得可）

妊娠通院休暇 、妊娠障害休暇など

「ワーク・ライフ・マネジメント」
を実践することで 、仕事も
プライベート生活も充実し、プロフェッショナルとしての生き

仕事と介護の両立支援制度

従業員

※ そのほか、フレックス勤務制度 、裁量労働制度も導入。また、カフェテリアプランは、従業員が自分のもち点（カフェテリアポイント）
に応じて必要な支援を必要なときに受けることができ
る選択型福利厚生プラン
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企業内保育施設の設置
日立グループでは、従業員の仕事と育児の両立を支援する
ため、労働組合と協同で企業内保育施設を設置しています 。

障がい者雇用促進に向け積極的な活動を推進してきました 。

財形貯蓄や従業員持株制度 、団体保険 、見舞金制度 、カフェ

その結果、2017 年 6 月現在の障がい者雇用率は日立製作所

テリアプラン制度など、さまざまな福利厚生制度＊1 を導入し、

単体で2.15％、日本国内の日立グループでは2.25％と、いずれ

幅広く支援しています 。

も法定雇用率 2.0％を上回りました 。今後もグルー プ一体と
なって障がい者の雇用拡大に努めていきます 。

「ゲン木くらぶ」
設置時期
所在地

神奈川県横浜市戸塚区吉田町 292（横浜事業所内）

定員

約 70 人

対象

0 歳児から 6 歳児（小学校就学前）

運営時間

に対応した利用メニューを会社が準備し、従業員は自分のも

7:30 〜 20:00

主要指標

ち点（カフェテリアポイント）
に応じて必要な支援を必要なと

障がい者雇用者数と雇用率の推移（日立製作所 ）
法定雇用率 ＊2
（人）
2,000

2.02

2.03

2.08

2.11

1,600

1.85

2008 年 4 月

所在地

茨城県日立市東町 2 丁目 27-22（日立化成山崎事業所近隣）

定員

23 人

対象

0 歳児から 6 歳児（小学校就学前）

運営時間

7:20 〜 20:20

※日立化成グルー プに勤務する従業員の子女

障が い者雇用

1,370.5

1,437

（％）

して確定拠出年金や確定給付年金を導入することで 、高齢期

2.1

におけるライフスタイルの多様化や雇用形態の変化に対応し

2.0

ています。
確定拠出年金制度では、資産運用や投資に関する教育など

1.8

を通じて、退職後の生活設計に従業員が主体的に取り組める

400

1.7

よう支援しており、確定給付企業年金制度と併せて受給方法

2017 （年度） 0

や受給時期の選択肢を拡大し、従業員の多様なニ ー ズに対

0

「さくらひろば」
（ 日立化成グルー プ）

1,332

また 、退職金や年金制度では 、グループ共通の制度基盤と

800

981

クリスマス会

1,243

2.15

1.9

1,200

設置時期

きに受けることができます 。

＊1

※横浜市戸塚地区周辺に在勤 、在住の日立グルー プ従業員の子女

遠足（芋ほり）

「健康づくり」
「 寄付金」
など、個々のライフスタイルやニーズ

「ゲン木くらぶ」
ロゴ

2003 年 4 月

2000

1,150

2013

2014

2015

2016

障が い者雇用者数（左軸）
雇用率（右軸）

＊1 特例子会社およびグルー プ適用会社 11 社含む
＊2 2012 年度までは法定雇用率 1.8% 、2013 年度以降は 2.0%
※ 各年度 6 月現在のデータ
※ 人数は、法定雇用率の算定における障が い者雇用者数のカウント方法に従う

多様なライフサポート制度
多様化する従業員ニーズに対応したライフサポート

障がい者の雇用を拡大

カフェテリアプラン制度では 、
「能力開発」
「 育児」
「 介護」

制度

日立製作所と日本国内のグル ー プ会社は 、障が い者採用

多様化する従業員のライフスタイルやニ ー ズへ対応する

フェアや、各社が情報を共有するための勉強会の開催など、

ため 、独身寮や社宅、住宅手当などの住居支援策をはじめ 、

応しています 。
なお 、2016 年 10 月には 、子育てしながら働くことを積極
的に支援する観点から、保育施設やベビーシッター利用料な
どに要した費用の一部を補助する制度を導入し、両立支援策
のさらなる強化を図りました 。
＊1 正規従業員に適用する制度

仕事と家庭の両立支援制度の導入・拡充
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労働安全衛生の推進
日立のアプロー チ

労働安全衛生

労働安全衛生の推進体制
日立が事業を推進していく上で、労働安全衛生は重要な前

多国籍に事業を展開する企業グループとして、従業員

労働安全衛生の基本理念

提条件の一つであると考えています 。特に災害発生リスクが

が安全かつ健康的・衛生的に働ける職場環境を構築する

日立では
「 安全と健康を守ることは全てに優先する」
ことを

ことは、世界中のどの事業現場においても実現すべき

基本理念とする
「日立グル ー プ安全衛生ポリシー 」
を世界の

日本国内で携わっている従業員は約 3 万 6,000 人です 。グ

グループ横断の経営課題です。運用においては、各国・

全グル ー プ会社に展開し、グル ー プ一丸となって災害のな

ル ー プ一丸となって 、従業員のけがなど労働災害を未然に

地 域 の 社 会 事 情や職 場 環 境を踏まえたきめ細か い

い安全・安心な職場づくりに努めています 。

防止するため、グロー バル共通施策の一環として、製造拠点

対応が求められます。
日立は創業以来、労働安全衛生の取り組みを徹底し
てきました。現在は
「ディーセント・ワーク」
の考え方に

大きいのが製造、保守、メンテナンスなどの作業工程であり、

を対象に日立独自の最低限遵守する基準を設定・運用すると
日立グルー プ安全衛生ポリシー
基本理念 安全と健康を守ることは全てに優先する
基本方針 日立グループは
「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会

ともに各社の実情に応じた取り組みを実施するなど各種安全
衛生活動に取り組んでいます 。万が一、災害が発生した場合

則り、日本の現場で培った教訓・知見を生かしながら、

に貢献する」
という創業以来の企業理念に基づき、全ての事業活動にお

は即時対応するとともに、事例をもとに安全衛生の管理水準

グローバルな労働安全衛生体制の整備を推進してい

いて『 安全と健康を守ることは全てに優先する』
との不変の基本理念の

向上に向けてさまざまな改善施策を講じています 。また、新

ます。その取り組みは、国際規範の徹底にとどまらず、
独自の表彰制度を通じた優良事例の共有や 、従業員
主体の健康づくり活動の励行など多岐にわたります。
これらの世界各地での実践を通じ、日立は、安全で衛生
的に、生き生きと働ける職場環境をグループ全体で模索
し、グローバル企業としての責任を果たし続けます。

下、安全・健康な職場づくりに取り組んでいきます。

1. 安全衛生を経営の最重要課題の一つと位置付け 、グループ一体と
なって常に一段高いレベルをめざした安全衛生活動に取り組んでい
きます。
の自主管理基準を遵守し、基本に忠実な安
2. 関係法令並びに各社（所）
全衛生活動を実行していきます。

3. 一人ひとりが積極的に安全衛生活動に取り組み、全員一丸となって、
快適な職場づくりと安全文化の醸成に努めます。

4. 関係会社等との連携強化に努め 、事業活動に関わる全ての人の安
全と健康の確保に取り組んでいきます。

5. 「安全・健康」を最優先とした基本理念に基づく全ての事業活動を
通じて、安心・快適な社会の実現に貢献していきます。
（2013 年 11 月改訂）

規に従業員や派遣労働者などを雇い入れる場合は、事前に作
業手順や危険性などの理解のため安全衛生教育や職場指導
を行っています 。
なお、日本では法令に従い 、拠点ごとに労働組合 、従業員
と安全衛生委員会を毎月 1 回開催し、労働災害の原因や対
策、疾病休業者の状況や注意事項などの審議および情報共
有を行っています 。2016 年は労働災害による死亡事故が日
本国内で 1 件、アジアで 2 件発生しました 。

2011 年度からは、重大な労働災害が発生した日本国内の
グル ー プ会社や事業所を重点安全管理会社 ･ 事業所に指定
する
「日立グル ー プ重点安全管理指定制度」
を導入していま
す 。指定さ れ た会社・事業所は 、経営トップをリー ダ ー と
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して、トップダウン、ボトムアップの両方向から具体的な改善

日立グルー プ グロー バル安全統計（発生率＊1）

また、日立グルー プの安全衛生担当者が参加する
「日立グ
ループ安全衛生研究発表会」
を年 1 回開催しています 。2016

計画の策定・推進に取り組んでいます 。事故原因の究明をは

地域

じめ、リスクアセスメントの見直しによる災害ポテンシャルの

米州

2.25

4.35

6.41

欧州

3.34

2.02

5.07

中国

2.38

2.10

1.26

動事例報告や外部講師の特別講演などを通じ新たな知見を

低 減や 、安 全 衛 生に つ い て高 い 知 見を も つ第 三 者による

2015 年

2016 年

1.65

0.80

1.72

得て各事業所の安全衛生活動に役立てています 。2017 年 3

22.05

7.74

日本

0.53

0.42

0.35

月に開催した
「第 16 回日立グル ー プ産業保健研究会」
には 、

グロー バル計

1.23

1.21

1.33

アジア
（中国除く）

安全対策に取り組んでいます 。

そ の他

＊1 従業員（直接雇用者）1,000 人当たりの死傷災害（死亡・休業 1 日以上）
の発生率

労働災害度数率の推移
2.0

1.59

1.58

0.94

1.66

1.61

1.06

1.06

0.39

0.41

1.63
1.15

1.0
0.5

0.14
0.19
2012

0
全産業

製造業

2013
電機

産業医や保健師など産業保健スタッフ約 80 人が参加し、専
門的な研究成果の発表や各事業所における産業保健活動の
質的向上と産業保健スタッフの人財育成についての情報共

1.5

1.00

年 11 月に開催した第 60 回発表会には約 160 人が参加し、活

20.53

安全診断など 、全社的な安全管理体制の再整備と重点的な

主要指標

2014 年

0.41

「日立グルー プ安全衛生ポータルシステム」
して、2012 年に

0.51

を構築し、安全衛生管理状況をグル ー プ会社が共有できる

0.22

0.18

環境整備を行いました 。

2015

2016

日立グルー プ＊1

＊1 2012 年は日立グルー プ国内 175 社（日立製作所を含む）
2013 年は日立グルー プ国内 195 社（日立製作所を含む）
2014 年は日立グルー プ国内 251 社（日立製作所を含む）
2015 年は日立グルー プ国内 240 社（日立製作所を含む）
2016 年は日立グルー プ国内 200 社（日立製作所を含む）

有を行いました 。

日本国内のグル ー プ会社共通の安全衛生管理システムと

0.54

0.27
2014

安全衛生ポータルシステムなどによる情報共有

すべての労働災害情報をこのシステムに登録することに
より、発生した災害事例の原因や対策をグループ会社が共有
しています。また、災害の型別統計なども提供しており、類似
災害の発生防止に努めています 。さらに 2014 年からは日本
国外のグル ー プ会社の災害件数を取得し、結果をフィード
バックするなど、グロー バルで の災害の発生状況に関する
情報共有に取り組んでいます 。

日立グルー プ安全衛生表彰制度を導入
日立では日本国内のグル ー プ会社を対象とした｢日立グ
ル ー プ安全衛生表彰制度｣を導入し、無災害記録の樹立や 、
安全衛生に関して外部機関の表彰を受けた会社を表彰して
います 。
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従業員の健康づくりへ の取り組み
安心して生き生きと働くための基盤となるのが健康です 。

これらの取り組み が評価され 、
「 健康経営優良法人 2017
（ホワイト500 ）」
に日立製作所が認定されました 。

日立では「 安全と健康を守ることは全てに優先する」
という
「日立グループ安全衛生ポリシー 」の基本理念に基づき、従業
員の健康の維持・増進に向けた取り組みを行っています 。
日本国内では 、各拠点の産業保健スタッフ、人事勤労部
門、日立健康保険組合が連携し、労働安全衛生法に準じた適
切な健康管理とさまざまな健康支援施策を提供しています 。
グルー プ内の拠点が集中する茨城・東京・神奈川エリアに
おいては、産業医や保健師などの産業保健スタッフが常駐し
た健康管理センタの体制を整備しています 。定期健康診断
などの結果から重篤化予防のために各種の保健指導を実施

職場安全衛生委員 、産業保健スタッフ、人事勤労部門における職場環境改
善のためのミーティングの様子

するほか、長時間労働者に対する問診や面談を通じて心身の
不調を未然に防ぐなど 、従業員の健康維持を支援していま
す 。また、健康相談を通じて、従業員の健康に対する不安の
払拭や運動習慣の推奨など、健康への意識づくりにも取り組
んでいます 。
労働安全法の改正に伴い 2015 年 12 月から義務化された
ストレスチェック制度については、努力義務である50 人未満
の事業場においても積極的に実施し、従業員自身のストレス
への気付きを促すとともに、検査の集団分析結果も活用し、
職場安全衛生委員、産業保健スタッフ、人事勤労部門が各職
場の環境改善活動を実施するなど、メンタルヘルス不調の未
然防止と職場の活性化に取り組んでいます 。また、メンタル
ヘルスに関する基礎知識とストレス対処への理解が予防には
効果的と考え、e ラー ニングなどを用いて定期的な教育を従
業員（派遣労働者を含む）
へ実施しています 。

「 健康経営優良法人２０１７」認定証

Performance Data
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ともに成長するグロー バル人財戦略
日立のアプロー チ

グロー バル人財育成

人財のグロー バル化とグロー バル要員の採用
グローバルで市場を開拓するために、日立は日本国内にお

経済のグローバル化に伴い 、企業は事業拠点の多国
籍化を加速しています。各国・地域のニーズに対応しな

グロー バル人財マネジメントの推進
「 IoT 時代のイノベ ーションパ ートナ ー 」
をめざす日立は 、

ける人財のグロー バル化を加速させてきました 。具体的に
は①グロー バル要員の採用 、②若手従業員へ の海外経験の

がらも、世界中で共有できるサービスを提供するため

人財と組織のパフォーマンスを最大化するため、日立全体で

付与、③グローバル共通の日立経営研修の実施を3 本の柱と

には、
「グローバル人財」
の育成が不可欠となっていま

グロー バル人財マネジメント戦略を展開しています 。

して推進しています 。

す。一方で、先進国における少子高齢化と中進・新興国

そ の一環として 、日本国外の工場作業員を除く日立のグ

における人口増加は、企業の中長期的な雇用・人事戦略

ルー プ従業員を対象とする
「グロー バル人財データベース」

る採用活動を推進しており、原則として大学・高専卒業者全

に大きな影響を及ぼしつつあります。

を構築し、日本国内外のグルー プ全体の人財を可視化し、人

員をグロー バルな事業展開をけん引する
「グロー バル要員」

世界のさまざまな国・地域で事業を展開し、グループ

的リソース配分などのマクロ経営に関する数値を把握できる

として採用しています 。グロー バル要員については、語学力

全体で約 34 万人がともに働く日立では、グローバルな

ようになりました 。また
「日立グロー バル・グレード」
を導入

の みならず 、生活環境や社会基盤が日本と全く違う環境に

人財戦略を推進しています。具体的には、的確な人財の

し、日本国内外のグル ー プ会社の課長相当職以上の全職務

あっても臆せず働く意志と覚悟をもってチャレンジすること

雇用・登用・育成を可能とする、従業員に要求するスキ

の価値を統一基準で評価し、グループ共通の格付けを行って

が期待されています 。

ルや評価基準をグローバルで統一し、グループ全体の

います 。さらに、事業の目標と個人の目標を連動させ、事業

人財の可視化などを積極的に推進しています。さらに、

と個人双方の継続的な向上・成長につなげていくパフォーマ

従業員の成長をグローバルな視点で促進する価値観の

ンスマネジメントシステムを 、日立製作所をはじめ海外を含

共有・相互理解施策の構築や、グローバルなビジネスに

めた一部のグル ー プ会社に導入し対象会社を拡大していま

（人）

即した人財育成プログラムの開発などに取り組んで

す 。また、グローバルでの事業拡大に伴う人員の拡充を支援

750

います。また 、従業員のエンゲージメント向上を図る

するため、グロー バル共通の採用システムを導入し、優秀な

ため、職場での面談などを通じて従業員の成長を促す

人財の確保、採用業務の効率化、コスト削減を図りました 。

日立グローバルパフォーマンスマネジメント
（ GPM ）

ビジネスのグローバル化を踏まえて、適切な人財を確保す

主要指標
外国人雇用者数＊1 の推移（日立製作所）

638
446

500

509

340
257
250

の効果的な実施や、グローバル従業員サーベイからの
フィードバックを活用するなど、
「ともに成長する」
人財
戦略を模索し続けます。

0

2012

2013

2014

＊1 技能実習生などの有期労働契約者を含む

2015

2016

（年度）
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若手従業員へ の海外経験付与

の事業拡大の戦略について議論し、自事業への応用を検討し

日立では、将来グローバルなビジネス環境で活躍できる人

ます 。2016 年度も世界各地から選抜者 23 人が日本やイン

財を計画的に育成・確保するために、各種施策を実施してい

ドで 3 カ月にわたり研修に参加しました 。

ワークを育むための相互理解を促す支援を行っています。

キャリア開発における今後の取り組み

ます 。特に若手従業員に対しては、現地の文化・生活を理解

また 、海外現地法人で活躍が期待されるローカル人財を

グローバルメジャープレーヤーをめざす上で、個人と組織

し対応できる人財へと育成するため、日本国外での業務・生

主たる対象として 、日立グル ー プのグロー バル成長を理解

のパフォーマンスをともに最大化するという重要課題に直面

活を体験するプログラムを実施しています 。具体的には、異

し、その実現に資するより上位のリー ダーシップ、マインド、

しています 。日立では個人や多様性の尊重をベースに、日立

文化理解や語学研修の みならず 、さまざまな地域での現地

スキル開発を目的とした研修「 Global Advanced Program

を効果的に
グロー バルパフォー マンスマネジメント
（ GPM ）

調査やインターンシップをはじめ、現地における社会課題を

for Leadership Development（ GAP-L ）」を、2012 年度よ

実施し、従業員の個性や志向を大切にした価値創造に取り組

現地の人々とともに解決していく取り組みなど、80 を超える

り毎年シンガポー ルで開催しています 。2016 年度も世界各

んでいます 。今後のキャリア開発支援としては、個人と組織

プログラムを用意し、2011 年度から若手のグルー プ従業員

地から 24 人のリー ダー が参加しました 。

のコミュニケーションによる相互理解の深化や、従業員一人

さらに 、2014 年度から展開している一般管理職や新任管

ひとりの主体的なキャリア開発を促進していくキャリア開発

は語学習得や異文化体験型から実践型派遣へと比重を移し、

理職を対象とする世界同一内容での研修も 、延べ約 7,200

支援プログラムを積極的に展開し、多様な人財が生き生きと

グロー バル人財育成をさらに加速させています 。2017 年

人が受講しました 。今後も経営戦略実現に向けたグロー バ

働ける仕組みづくりに努めていきます 。

度も引き続き、同施策を実施する予定です 。

ル人財マネジメント戦略の展開に合わせ、育成プログラムの

を 6 年間で合計約 8,300 人派遣してきました 。2015 年度に

グロー バル展開と事業の成長をけん引するリー ダーの育成
管理職研修のグロー バル展開

に継続して取り組んでいきます 。

2015 年度より選抜者向けの研修内容を大きく見直し、将

日立では 、従業員エンゲージメント＊1 の状況を把握するこ
とを主眼として、2013 年度より、グローバル従業員サーベイ

グローバル人財マネジメント戦略の展開と連動させて、日立
では人財育成プログラムをグロー バルに推進しています 。

グロー バル従業員サー ベイの実施

キャリア開発支援
従業員一人ひとりの生きが いや働きが いは異なります 。

を毎年実施しています 。2016 年 9 月に
「 Hitachi Insights 」
は 、第 4 回となるサ ー ベイをグロー バルで約 21 万人を対象
に 14 カ国語で実施し、約 18 万人から回答を得ました 。

来の経営者候補の早期育成を目的とした選抜研修「 Global

日立では、個人にとっての仕事の意味や意義・価値観といった

Advanced Program for Key Positions（ GAP-K ）」を実

「内的キャリア」
を重視したさまざまなキャリア開発支援施策

2016 年度は 2018 中期経営計画に即して調査内容の一部

施しています 。GAP-K の参加者たちは 、3 つのモジュー ル

を展開しています。個々人が能力や創造性を最大限に発揮で

を見直し、中期経営計画の浸透度・理解度や 、会社の文化を

を通じて自らと向き合いながら、日立グループ・アイデンティ

きるようにするだけではなく、個人の成長を組織の成果や

従業員がどう捉えているかも調査しました 。前年度と比較す

ティと自身の使命を深く理解した上で 、志をもって事業課題

成長に結びつけ、企業価値の向上を図ります。自己理解を促進

ると、中期経営計画の指標を含めた 14 カテゴリー のすべて

の完遂に向け取り組むことを決意し、価値観・目的意識を共

し、自ら考え行動する強い個人（個の自立・自律）
を育成する

において評価が向上しています 。

有しながら他者を巻き込み、実践することを自らの言葉で宣

とともに、一人ひとりの意思・意欲を組織に生かす仕組みづ

言します 。また、新興市場に実際に触れながらグロー バルで

くりや 、組織力・パフォーマンス向上に向け一体感やチーム

中でも
「会社への誇り」
と
「チームワーク」
への評価が高く、
「進化した社会イノベ ーション事業でお客様との協創を加速
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させ、
『 IoT 時代のイノベーションパートナー 』
としてグローバ

やる気と創造性のさらなる発揮を実現し、個人の成長と組織

生設計を見据えるようになった」
「 ポジションへの自覚と責任

ルに成長をめざす」
日立という会社に誇りを感じていることが

成果の拡大を図っています 。また、GPMと並行して、異動や

を再確認した」
「 キャリアについて深く考え、行動を意識する

うかがえます。一方で、
「リソースおよびサポート」
は 2015 年

海外勤務に関する希望などの中長期的なキャリアプランにつ

ようになった」
などの効果が挙げられています 。特に 、課長

度に引き続き低 い 評 価となりました。人 手や必 要な情 報、

いて上司と話し合う
「キャリア面談」
も実施しています 。

に受講の経験が
層の回答者の約 6 割が「部下のマネジメント」
生かされているとの結果が得られました 。

ツー ルなどは必ずしも十分でないと感じている従業員が多い

このほか、キャリア開発支援の一環として、キャリア・カウ

ことが想定され 、働き方改革や各種ツー ルの導入、コミュニ

ンセリングの専門機関「キャリア相談室」
を運営し、専門カウ

このほか 、若手従業員を対象としたキャリア教育や 、中高

ケーションの深化などの施策を継続して進めていきます。

ンセラーとの面談を通じて仕事やキャリア、人間関係などの

齢者を対象としたキャリアの転機に対応するための研修な

悩みを従業員が主体的に解決できるよう支援しています 。

ど、年齢に応じたプログラムを実施しています 。50 歳を迎え

従業員の一番近くにいる各職場の部課長が自分のチ ーム

た 従 業 員 を 対 象 とした 研 修 につ い て 、2015 年 10 月 から

の結果を確認し、メンバーとコミュニケーションを図り、具体
的なアクションプランにつなげるというPDCA サイクルを継
続して支援することで 、日立全体のエンゲ ージメントのさら
なる向上を実現していきます 。
＊1 従業員エンゲ ージメント：従業員が会社の戦略や施策を理解して 、それぞれ仕
事にやりが いを感じ、成果を出すために自律的に取り組もうとする意欲

キャリア開発ワークショップの推進
職場におけるキャリア開発と同時に、従業員一人ひとりの

数字で現状を把握することができ不安が解消された」
「 60 歳

キャリア開発を直接的にサポートする
「キャリア開発プログラ

以降のライフプランを今から考える良い機会となった」
など、

ム」
も実施しています 。

受講者の約 9 割が研修は有益であると評価しました 。

その中心的なプログラムは、2002 年度から国内の日立グ
ループ全社施策として展開している
「日立キャリア開発ワーク

職場におけるキャリア開発

2016 年 3 月の調査では「マネープランの作成から、具体的な

」
です。30 代の技師・主任・研究員クラス
ショップ
（ H-CDW ）

日立ではキャリア開発の原点は職場における
「 仕事」の中

が参加
を中心に 、これまで約 9,700 人（ 2017 年 3 月末時点）

にあると考えています 。日常の業務の中で目標を設定し、目

しました 。自己分析作業を通じて
「内的キャリア」
に重点を置

標達成に向けて業務を遂行し、そ の結果を評価・確認し、次

きながら自己理解を深め、自分の進むべき方向性、キャリア・

の目標につなげることを繰り返す中で、従業員一人ひとりが

ゴー ル、キャリア・パスを考え、主体的なキャリア開発・能力

として制度化して実施して
成長していくサイクルを
「 GPM 」

開発に取り組む H-CDW は、40 年以上にわたり研究と改良が

います 。年度ごとに
「パフォー マンスプランニング」
として 、

重ねられてきたもので、企業内でのキャリア開発を想定した

本人と上司が短期的な業務目標に関して意思のすり合わせ

プログラムとして、その質の高さが注目されています。

を実施した上で、上司の指導・支援を受けながら業務を遂行

2016 年 1 月に直近の受講者を対象に調査を実施したとこ

し、遂行した内容や目標の達成度などの評価について上司と

ろ、回答のあった主任層 422 人の約 8 割、課長層 277 人の約

面談を行い 、次年度の目標設定を行います 。この GPM のサ

と
7 割が「 H-CDW が自身のキャリア開発や仕事に役立った」

イクルを繰り返すことで、個人のパフォーマンスを向上させ 、

考えていることが分かりました 。具体的には
「中長期的な人

