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従業員とのかかわり

当社は仕事と家庭との両立がしやすい雇用環境を整備し、労
働者の多様な生活ニーズに対応できる就業形態を選択でき
るよう「次世代育成支援対策推進法」、「女性活躍推進法」に基
づき、行動計画を策定しています。育児介護休業では仕事と
子育てや介護の両立ができるよう制度を設け支援していま
す。2015 年度の育児休業制度利用者は 5 人で、男性も１人
取得しました。

当社では定年を 60 歳と定めていますが、定年退職者が 60
歳以降も健康で働く意欲があり労働条件で会社と合意でき
れば引き続き最長 65 歳まで勤務できる再雇用制度を 2006
年 4 月からスタートしています。ベテラン社員の保有する技
術・技能の次世代への継承や、集積した知識の活用を図って
いくこととしています。2015 年度の定年退職者のうち 93％
がこの制度を利用し継続的に働いています。

年次有給休暇の他に積立有給休暇制度（傷病休暇、ボランテ
ィア、介護等）、永年勤続や再雇用前でのリフレッシュ休暇制
度を設けています。保養所は北海道、箱根、熱海、伊豆、鳥羽に
あり社員に幅広く利用されています。

当社では労働安全衛生法に基づいた、安全・衛生への取り組
みと管理を行っています。特に工場内を美化することが全て
の原点と捉え5S 運動（整理、整頓、清掃、清潔、躾）などを全
員で展開しています。また、環境測定として有機溶剤濃度測
定、作業所の換気状態、照度、騒音測定、室温測定を定期的に
行っております。

当社および一部グループ会社では、製造設備・機器ごとに担
当者を決める「マイマシン制度」を実施しています。自分が受
け持つ製造設備・機器の管理責任を明確にする事で各人の美
化や保全に対する意識を向上させ、5S運動を促進しています。

2015 年度の休業災害 0 件、不休災害 1 件で、残念ながら
2014 年度の休業災害 0 件、不休災害 0件を継続することが
できませんでした。当社は人命尊重を最重要とした基本的考
え方から、労働災害ゼロを目指し、常日頃から安全に対する意
識を全社に呼びかけています。具体的にはコーティング・ケ
ア指針に基づく従業員、顧客、地域住民の健康・安全面及び
環境保護を重視した作業手順の見直し、教育・訓練並びにこ
れらをチェックする体制の確立に取り組んでいます。

また、中央安全衛生本部において各事業所で発生した労災、
事故、ヒヤリハットについて原因を究明し、全社的な対策へと
展開しています。

職場環境の安全性を保持するため、有機溶剤中毒予防規則、
粉塵障害防止規則などが適用される単位作業場では、作業環
境測定法に基づく測定を毎年実施しています。騒音に関して、
管理区分Ⅱに該当する単位職場では耳栓等の保護具着用を
基本とし、個人への騒音負荷を下げるよう管理しています。
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休業度数率 とは、労働災害発生の頻度を表す安全指標のひとつで、
「労働災害死傷者数 ÷ 延労働時間数 × 100万時間」で算出されます。

（※）厚生労働省／労働災害動向調査「化学工業」の暦年数値です。

集計範囲
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健康管理

労働安全衛生

従業員のメンタルヘルスケアに対する意識を高めるため、管
理職研修を通じて、管理者の意識の高揚と風土つくりを行
い、また、個人でも健康保険組合など相談できる外部の「電話
健康相談」、「メンタルヘルスカウンセリング」のサービスの窓
口を紹介しています。また、本年度は、メンタルヘルス研修を
実施しました。

新卒者教育に加え、職種別・階層別教育や全社員を対象とし
た教育研修を積極的に行っています。2015 年度においては、
管理職を対象にメンタルヘルス研修を実施し、職種別・階層
別教育として主事研修、新任管理職研修を行ったほか、職種
別で生産部門、技術部門の研修を行いました。

職場における色々なハラスメントを防止するため、就業規則
の服務規律にその旨を定め、相談・苦情窓口を設置し、対応
しています。また、管理職研修や社内研修、ビデオなどを通し
て、啓蒙に努めています。

社員の処遇

人材の活用（再雇用制度）

仕事と家庭の両立支援（育児休業制度・介護休業制度）

福利厚生制度

障害者雇用については、該当社員の退職に伴い、障害者雇用
が昨年より減少し、2015 年度の障害者雇用率は法定の2.0
％を下回り、0.80％となりましたので、雇用率のアップに向
け検討をしてまいります。

障害者雇用

メンタルヘルスケアの推進

当社では、社員の安全と健康への確保が、快適な職場環境つ
くりの第一と考えています。各事業所では、定期的に安全衛生
委員会を開き、衛生管理者を配置し、産業医の助言のもと従
業員の健康管理に取り組んでいます。10 月には全国衛生週
間にあわせ、健康冊子を社員に配付しました。広島本社では
「有機溶剤の安全衛生講習」、「働く人の睡眠と健康のＤＶＤ
放映」、「産業医による健康診断結果の説明」を実施しました。

従業員の健康への配慮

教育研修の実施

ハラスメントの防止

AED（自動体外式除細動器）の設置

主な活動

労働災害の発生状況

職場作業環境の改善

けいれんし血液を流すポンプ機能を失った心臓に対し、電気
ショックを与え回復させる「AED」の設置をしています。多く
の従業員が AED を操作できるよう今後も訓練を実施してま
いります。

中国塗料国内

当社は労働組合が結成されており、中国塗料労働組合は上部
団体として日本化学エネルギー産業労働組合連合会に加盟
し、労使は長年、労使協調路線にそって円滑な関係にありま
す。

労使関係
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