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　全国安全週間（7月）、全国労働衛生週間（10 月）、
年末年始無災害運動（1 月）にあわせ、労使トップによる
現場確認を行っています。安全面では、労災発生現場の
対策状況やリスク低減活動の実施状況を確認しています。
また衛生面については、熱中症や騒音などの作業環境改
善、特に新型コロナウイルス感染症対策の確認を行い、
職場の良好な作業環境の保持に努めています。また、教
育面では、労使トップ自ら、現場管理者の活動内容もヒア
リング・アドバイスを行い、安全に対する意識向上に努め
ています。

　当社グループの安全活動の一環として、設備導入時に
設備面・作業面の安全性の確認を実施しています。実際
に導入する設備で作業者が作業を行い、設計者・製作者・
作業者の意見を聴取し改善することにより、より安全性の
高い設備を目指しています。

　当社では、人間尊重の経営理念のもと、「労働災害ゼ
ロ」を目指した労働安全衛
生活動に取り組んでいます。
主な国内の生産拠点を中心
に、2003 年 か ら OHSAS
（労働安全衛生マネジメント
システム）を取得しており、
2020 年９月には国際的な
ISO45001 労働安全衛生マ
ネジメントシステムの適合証
明を取得しています。

　当社グループでは、製品の加工でプレスや切削などの
工程があり、騒音が発生している職場があります。このよ
うな職場は法令に従い、半期ごとに作業環境測定を実施
し、騒音が大きい職場への改善活動を行っています。
　また改善活動については、当社グループ会社であるエヌ
デーシー株式会社で製造販売している吸音材「カルム」も
利用し、グループ内で協力しながら効果をあげています。

安全衛生方針とISO45001取得状況

登録証番号�JQA-OH0045

作業環境の改善状況

設備監査による安全確認の推進

安全衛生基本方針

大同メタルグループは、人間尊重の経営理念に基づ
き、かけがえのない従業員の安全と健康を確保するた
め、労働安全衛生水準の向上を重点課題と位置づけ、
必要な経営資源を投入し活動を推進する。

認証取得範囲　ISO45001 取得事業所

◦大同メタル工業（株）
・本社
・犬山事業所
・岐阜工場
◦大同メタル販売（株）
◦大同ロジテック（株）
◦大同プレーンベアリング（株）
◦大同インダストリアルベアリングジャパン（株）

安全衛生活動

労使トップによる現場状況の確認
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　大同メタルメキシコ S.A.de.C.V. 及び大同メタルチェ
コ s.r.o. において、フォード社のサプライヤー認証システ
ムである「Ford�Q1�Award」の認証を取得いたしました。
同認証は同社が期待する品質管理体制が構築されている
か審査されるものであり、最高レベルの品質要求を満た
した企業だけに認証が与えられ、今回の 2 拠点を加えた
結果、現在当社グループ 6 拠点で認証を受けています。
　また、トヨタ自動車株式会社、日野自動車株式会社から
「品質管理優良賞」を授与されました。
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　品質（顧客満足）はすべての面に要求される最重要課
題であり、その考え方を社内に周知徹底する目的で、当
社グループは毎年ＱＣ方針を定めています。
　2020 年度は、「いつも“品質は生命”に徹し�お客様
のニーズに沿った、より適切な品質の製品を生産し提供
する」というスローガンのもと、品質向上活動に取り組ん
でまいりました。
� � � � �
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　2020 年 12 月 10 日に DQC サークル大会が開催さ
れました。毎年恒例となっていますが、2020 年度は新
型コロナウイルス感染症の影響により、音声データ付き
の発表資料をオンライン形式で報告する形をとって実施さ
れ、各生産拠点から選抜された優秀な改善事例が発表さ
れました。上位サークルには副賞として、金賞はインドネ
シア、銀賞は中国の海外関係会社での相互研修、銅賞は
QC サークル全国大会（福岡）への聴講参加が贈られまし
たが、新型コロナウイルス感染症の影響で派遣は延期し
ています。
　今後もQCサークル活動を通じた問題解決能力の向上、
業務改善により従業員がますます働きがいのある職場を
目指してまいります。

品質認証、受賞

DQC＊サークル大会
（QCサークル活動推進）

2020年度ＱＣ方針

＊DQC・・・QC活動のQCに大同メタルの“D”の頭文字を追加した当社呼称

受賞を喜ぶ大同メタルチェコのメンバー

改善事例発表の様子

お客様のために

　大同メタルメキシコでは、グアダラハラ地区にあるグア
ダラハラ補習授業校の運営をサポートする目的で、協賛
金による支援活動を行っています。
　同校は、1981年の設立から40年目を迎え、当地進出
企業の子女（小中学生、幼稚園児）に対して、準全日制の
日本語補習授業を行っており、各企業の家族帯同社員が
安心して、赴任できる教育環境が整えられています。

　当社のインド拠点であるBBL大同プライベートLTD.（以
下、BBLD）では、2020年10月26日に新食堂完成のレセプ
ションが行われました。ヒンディのお祈りを一時間程行った
後に出席者にお祝いの朝食が振舞われました。
　この新食堂は従業員数の増加に伴い手狭となった食堂の
更新をするとともに、ケータリング方式から食堂での調理に
変更し、社員に対して温かいものが提供でき福利厚生も向
上しました。また、個人用の貴重品ロッカーや談話室、休憩
室、来客用の食事スペースも完備しています。
　BBLDの現地パートナーであるアマルガメーショングルー
プの創立者であり会長であるAnantharamakrishnan氏
（AK氏）は、�「J」�と呼ばれ、貧しい人々に食料を提供する
活動を行い、人々を教育するために様々な学校や大学を設
立しました。
　このAK氏のJをとって食堂はJ-BLOCKと命名されました。

新食堂「J-BLOCK」の完成
［BBL大同プライベートLTD.］
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　当社岐阜工場がある岐阜県郡上市内の高校からの
依頼で、教育活動（授業）の一環として「デュアルシステム
（企業実習）」の受け入れをしました。９月から11月の毎
週木曜日に高校生
２名を受け入れ、軽
作業を中心に実際
の作業を体験して
もらいました。

　毎年、犬山事業所において地域行事の河川清掃活動に
協力し参加しています。河川清掃活動は５年以上前から参
加しており、この河川には当
社事業所の排水も流れるこ
とから環境活動の一環とし
て取り組んでいます。

　当社のメキシコの拠点である大同メタルメキシコでは、
福利厚生の一環として、8月中旬の新学期始まりにあわせ、
幼稚園や小学校、中学校へ入学される児童を持つ従業員
に対して、種々の文具を配布しています。2020年は、175
名分の配布となりました。
　次世代のメキシコ経済・産業を担う若者達への支援にな
ればとの思いです。

社会貢献活動

海外グループ会社の活動
社会貢献活動・地域貢献活動

企業実習の受け入れを実施

犬山事業所において
地域の清掃活動に参加

児童への文具配布
［大同メタルメキシコ］

作業体験の様子

河川清掃活動

文具配布案内対象従業員への文具配布

運動会に参加する子どもたち 学習発表会を行う中学 2 年生

新食堂外観

補習授業校への支援
［大同メタルメキシコ］

　2018年 10月に始まった品質管理選抜教育は、2020年
度も継続して実施しましたが、上期は新型コロナウイルス
感染症の影響で延期となり、下期に第4回選抜教育を実施
することができました。選抜教育受講生は、半年間職場を
離れ品質管理の考え方を学び、成果発表を行いました。今
後は、学んだ知識を実践することにより、各職場での同僚
への教育も期待されています。

品質選抜教育
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　当社ロシアの拠点である
大同メタルロシアLLC.は、
2020年12月にゴロデツ市
の孤児院の子どもたちへ贈
り物をしました。

　当社アメリカの拠点である大同メタルU.S.A.INC.では
毎年、世界規模のNPO法人であるUnited�Wayの地域事
務所が主催する「Stuff� the�Bus」というキャンペーンに
参加しています。2020年8
月、地域の支援を必要とする
子どもたちへ学用品の寄付を
行いました。
　このキャンペーンは、ス
クールバスを地域からの支援
品でいっぱいにしようという
趣旨のもと行われています。

　2020年8月、大同メタルU.S.A.INC.は、オハイオ地域で
発見された地元のネイティブアメリカンの古墳にて、木々
や野草、野花はそのままに、生い茂った雑草を取る清掃活
動をしました。
　また、近隣の公
園では地域の方が
利用できるピク
ニックテーブルを
製作しました。

　大同メタルU.S.A.INC.のベルフォンテン支店では、
2020年に「United�Way�of�Logan�County」へ従業員
一人当たり約65ドルに相当する2,278ドルを寄付しまし
た。この寄付は食糧配給所、ホームレスシェルター、女性
シェルター、図書館、そのほか多くの必要なサービスな
ど、地域社会に不可欠なリソースに資金を提供するために
使われます。

社会

2020 年 6 月から始まった「大同メタルジョイフルファーム」の活動についてお伝えします。当社はもの
づくりの会社ですが、野菜づくりは全くの初めてでしたの
で、最初は思うように野菜が育たず苦労しました。農園ス
タッフの皆さんは本を読んだり、インターネットで調べた
りして勉強し、少しずつ野菜づくりのスキルを身につけて
いきました。

また、当社のプロボノ活動でご縁のあっ
た愛知県犬山市のNPO法人「シェイ

クハンズ」も子ども食堂を再開されたため、
野菜の提供を開始しました。当社犬山事業所
から車で１０分少々と近いこともあり、採れ
たての野菜を手渡しでお届けしています。

今後も地域の方や社員に
喜んでいただける活動を広げてまいります。

ほかに、野菜の社内販売の収益で食品スーパーの商品券を購入し、子ど
も食堂に寄付するという取り組みも行いました。使用できる食材や調

味料が増えることで、より彩り豊かで栄養満点なメニューを作っていただ
いています。

野菜の収穫量が増えてきたため、新
しい形の社会貢献として、子ども

食堂への野菜の提供を始めました。当
時、新型コロナウイルス感染症の影響
で、会社近隣の子ども食堂は活動を休止
しており、活動を継続している団体を探
す中で、毎週土曜日に愛知県尾張旭市で
中学生の学習支援と子ども食堂を運営さ
れているNPO法人「しみんシップ net」
と出会いました。ファームからは農園
スタッフのメッセージを添えて野菜を送り、
子ども食堂からは料理の写真とお礼のメッ
セージを送っていただきました。喜んでく
れる人、食べてくれる人の存在が、日々の
野菜づくりの励みになっています。

そうして採れた野菜を福利厚生の一環として社内で販売しました。
農園スタッフの皆さんは、初めは緊張していましたが、社員との

交流を楽しむうちに自然と笑顔がこぼれました。
　野菜の販売収益は日本赤十字社を通じて令和２年７月豪雨の被災地に
全額寄付しました。

農園での障がい者雇用への取り組みと
野菜づくりを通じて育んできた活動　BBL大同プライベートLTD.では、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止政策でインド全土がロックダウン
となった2020年4月に近隣の貧しい家庭150世帯に食
料支援を実施しました。

　当社タイの拠点であるダイナメタルCO.,LTD.では、
2021年1月よりソーラーパネルの運転を開始しました。

　ソーラーパネルの導入
により社員の省エネ意識
を高め、環境負荷・二酸
化炭素（CO₂）排出量低
減及びコストダウンを徹
底してまいります。

　大同メタルロシアLLC.は、2020年6月にザヴォルジエ市
の幼稚園�第22番と第17番学校へ、建物の改修、必要な設
備の購入と修理のための慈善寄付を行いました。

　大同メタルロシアLLC.は、
2020年11月に新型コロナウイ
ルス感染症のパンデミックに関
連して、市立病院への慈善援助
として、集中治療室に酸素濃縮
器2台を寄贈しました。

ロックダウン時に食料支援を実施
［BBL大同プライベートLTD.］

ソーラーパネルの運転開始
［ダイナメタルCO.,LTD.］

孤児院への慈善支援
［大同メタルロシアLLC.］

幼稚園・学校への慈善支援
［大同メタルロシアLLC.］

学用品寄付キャンペーンへの参加
［大同メタルU.S.A. INC.］

清掃活動の実施
［大同メタルU.S.A. INC.］

NPO法人への寄付
［大同メタルU.S.A. INC.］市立病院へ酸素濃縮器を寄贈

［大同メタルロシアLLC.］

設置されたソーラーパネル

寄贈した酸素濃縮器2台

子どもたちへ寄付する学用品

贈り物を受け取った子どもたち

ソーラーパネル発電の概要
◦設置場所：第1工場、第2工場の屋根
◦総設置面積：5,454㎡
◦年間発電量：1,369,968kWh
◦削減効果①：年間約5,370,273kgのCO₂削減
◦削減効果②：�年間約480万バーツの電気料金削減（ダイナメタル

CO.,LTD.購入電力量約10％の削減を期待）

近隣への食料支援

社会貢献への取り組み
Close�up
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　当社では、特別支援学校への求人活動や、愛知県の「あ
いち障害者雇用総合サポートデスク」を活用し継続的に採
用を行っています。入社後についても、障害者職業センター
のジョブコーチや障害者就業・生活支援センターの就労支
援員の方にもアドバイスをいただきながら、働きやすく、
やりがいを感じることができる職場整備を進めています。
　また、2020 年 6 月からは、株式会社エスプールプラス
の共同農園（愛知県小牧市下末）を借用し「大同メタルジョ
イフルファーム」として、障がい者の方を直接雇用する取
り組みを開始しました。農園で採れた野菜は、近隣の子ど
も食堂へ寄付するほか、社内で販売して収益を自然災害の
被災地へ寄付するなどの社会貢献活動に役立てています。

◦外国人社員の採用
　総合職新卒採用では近年、外国籍社員の採用を継続して
おり、2020 年度及び 2021年度には各２名の外国籍学生
を採用しています。
　一方、外国人技能実習制度を活用して、現在２０名程度の
技能実習生の受け入れを行っています。当社にて実践的な
技術や技能・知識を学び、帰国後母国の経済発展に役立て
てもらうことを目的としています。近年では２号技能実習修
了後（３年間の実習修了後）、引き続き３号技能実習として通
算５年間の実習に移行するケースも増えています。

◦専門職制度の見直し
　2020 年 4 月に「専門職制度」を全面的に見直して運用
を開始し、高度な専門知識を持ったスタッフを管理職と同
等に処遇しています。管理職以外でのキャリアアップの機
会を設けて、その高い専門能力を発揮してもらい、当社競
争力の向上につながることを期待しています。

◦人権に関する取り組み
　当社では従業員一人ひとりが最大限能力を発揮できる
よう、安全かつ安心な職場環境を維持することに努め、
人権と個性を尊重する取り組みを推進する目的で、2019
年 1 月に「人権に関するガイドライン」を制定しておりま
す。当社従業員に対して継続的に周知及び教育を実施し
て、当ガイドラインをもとに企業活動を行ってまいります。

　当社では 2018年 10月に「大同メタルグループ健康経
営宣言」を制定しています。重点実施事項は「１. 労使一
体となったワークスタイル改革（働き方改革）の実行によ
る職場の健康」、「2. メンタルヘルスに対するライン教育、
セルフケア教育の充実及びストレスチェックの結果を活用
した施策の強化によるこころの健康」、そして「3. 生活習
慣病予防施策の強化、�運動習慣活動の拡充によるからだの
健康」となります。

　管理者全員を対象として、原則年 2回継続して実施し
ています。管理者に求められるメンタルヘルスに関する理
解を深めると同時に、部下がストレスを抱える要因を把握
し、組織として対処できるようになる方法を習得していま
す。また、月間の残業時間が一定時間を連続して超えた場
合は、対象者自らが健康チェックを行い、産業医と面談す
るルールも設けています。

◦女性活躍への取り組み
　当社では女性活躍推進法に基づき、2019 年度から
2022 年度までの行動計画を策定し、当社のホームペー
ジ上で公開しています。

　取り組み内容は、総合職新卒採用における女性比率、
女性社員の配置拡大及び女性総合職の継続雇用割合の改
善について、各目標値を定めて活動を行っています。女性
社員の配置拡大については、2020 年 4 月、当社として初
めて女性新卒総合職 4 名を営業職に配属しました。また、
2021 年には、女性総合職 2 名の海外赴任が初めて実現
するなど、女性社員の活躍の場が徐々に広がっています。
　また、2016 年に導入した「ジョブリターン制度」により、
結婚や配偶者の転勤及び出産・育児などで一旦退職した
場合でも当社への復帰が可能となっており、長期にわたっ
て当社で力を発揮できる環境を整えています。

◦従業員満足度（ES）調査の実施
　2020 年 8 月、従業員の総合的な満足度や「生の声」
を経営陣と共有し、双方向コミュニケーションを一層促進
させていくとともに、改善すべき点を可視化し具体的な改
善アクションや今後の効果的な投資に結びつけていくため
に、「従業員満足度（ES）調査」を実施しました。
　ES 調査で認識した課題の具体的改善に向け、アクション
を実施していくとともに、表面化した課題の改善のための
施策といったものだけでなく、それらのアクションプランを
含みつつ、今後のより中長期的な改革に向けた取り組みに
活かしてまいります。

健康経営宣言

メンタルヘルスに関するライン教育

　また、当社の社内教育機関である大同メタルカレッジで
は、当社の知識、技能、技術の伝承に特化した研修を、継
続的に実施しています。

　当社グループでは、ステージに応じた役割や能力開発を
図ることを目的に、様々な階層別及びグローバル研修を整え
ています。

　2016 年 11 月より労使一体となって継続しています。
具体的には毎週水曜日の定時退社日の徹底、四半期単位で
有給休暇の目標取得日数を設定して未達成の場合はイエ
ローカード、オレンジカード、レッドカードを発行して計
画的な取得を推進しています。
　また、時間外・休日労働に関する協定届（三六協定）に
ついても、年間時間外労働時間の上限を段階的に引き下げ
ることで、業務自体の見直しを行い、業務の効率化を推進
しています。

　2019 年 8 月から屋内を禁煙とし受動喫煙の防止を徹
底しています。また、当社の健康保険組合が主催して、定
期的にウォーキングアプリによる健康維持・向上の取り組
みも実施しています。2ヶ月間で 1日平均 8,000 歩を目
標に多くの社員が参加しています。

人材育成プログラム

ワークスタイル改革

社員の健康向上

階層別 グローバル 大同メタルカレッジ
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■ 大同メタル教育体系図

人権に関するガイドライン
https://www.daidometal.com/jp/company/human_
rights_policy

WEB

人材育成

当社の健康経営の取り組み

ダイバーシティ推進（多様性への取り組み）
◦障がい者雇用への取り組み

大同メタル工業株式会社　行動計画
大同メタル工業は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（通称、女性活躍推進法）
に基づき、様々な働き方を認め、多様な人材がその個性と能力を十分に発揮し活躍できる職場づく
りを目指し、以下のように行動計画を策定します。
１．計画期間 
2019 年 4月1日～ 2023年 3月31日
２．当社の課題 
＜採用＞総合職採用に占める女性応募者、および採用数が少ない。�
＜配置＞女性総合職の配置が限定的。�
＜継続就業＞女性総合職の平均勤続年数（６年）が男性総合職（１１年）のおよそ 1/2と短い。
３．目標と取組内容・実施時期 
・目標１：総合職採用における女性比率を、事務系２０％、技術系１０％以上にすることを目指す。�
＜取組内容＞�
・�2019 年～　�女性リクルーターを積極的に活用し、女性に採用数を増やす。�

併せて女性リクルーターを増やす。
・目標２：育児と仕事の両立、職場環境と風土の醸成をはかる�
＜取組内容＞�
・2019年～　�該当部門において女性を配置する上での課題についてヒアリング等を行い、�

併せてその対策と具体的実施計画を策定する。
・2021年～　配置を１か所以上で実施する。�
・2022年～　さらに配置１か所以上で実施する。
・目標３：９～１１年度前採用女性総合職の継続雇用割合を男性比 0.8 以上にする。�
＜取組内容＞�
・2019年～　管理職向け研修を実施する。�
・2019年～　キャリア形成支援に向けた方策を立案する。女性交流会を実施する。�
・2020年～　意識調査の結果を踏まえ、その対策と具体的実施計画を策定する。
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