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安全衛生活動

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。

大同メタルグループ  サステナビリティ基本戦略
事業を通じた社会課題の解決による持続可能な社会と
会社の実現

大同メタルグループ  SDGs方針
大同メタルグループは、世界企業としての責任を果たす
ため、SDGsで掲げる諸目標の達成に向けた取り組みに
貢献します。

労使トップによる現場状況の確認

安全衛生方針とISO45001取得状況

　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。

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。2021年は新型コロナウイルス感染症の影響で、対
象を限定して実施しました。
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。

グローバル安全活動
　国内外関係会社に向けた安全活動の一環で、毎年2回安全
に関する自己点検を実施しています。自己点検結果を確認し、
教育資料の配布や手法の展開などの教育フォローを実施し
ました。

2003年にILO（国際労働機関）は4月28日を労働安
全衛生の世界デーと宣言しました。それ以来、この日は、
「死傷した労働者を悼む」という目的のほか「労働災害及
び職業病の予防に焦点を当て、職場における予防的安
全衛生文化を形成し、持続させる方法の推進」を目的と
しています。
モンテネグロにおいても、労働安全衛生協会が毎年、

この日に労働安全衛生にまつわる会議を開催しており、
大同メタルコトールAD（以下、DMK）は、ZZNR（zaštite
i zdravlja na radu 労働安全衛生）に貢献したとして
表彰されました。

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）

安全衛生対策の開発・実施の貢献

登録証番号 JQA-OH0045

表彰を受けたDMKメンバー

TOPICS

サステナビリティ

大同メタルグループのCSRの考え方

　当社グループは企業市民として責任ある行動が求められる中で成長
し続けるためには、メーカーの本質である製品を通して社会に貢献する
役割を持続することはもちろんのこと、法令遵守や社会貢献をはじめと
する企業の社会的責任（CSR）を果たし、お客様・株主様・従業員・お取
引先様更には地域社会から信頼される企業となることが重要であると
考えています。
それらを実践するために当社グループ全従業員は「自律」「自浄」「自創」

（自己を律して、自浄作用し、そして自己が創造する）の精神にてCSR活
動の定着・推進を図っています。

ステークホルダーとの関わり
　当社グループの事業活動は様々なステークホルダーの方々に支えられて成り立っています。
　当社グループでは、お客様・株主様・従業員・お取引先様・地域社会の方々との対話を重視しています。

・社会的に有用で安全な製品を開発・提供し、
  満足と信頼を獲得します。

・各種展示会への出展
・営業窓口を通じての情報交換
・ホームページでの
  お問い合わせ窓口　　

・企業価値向上を通じ、持続的成長を続けてまいります。

・広く社会とのコミュニケーションを図り、
  企業情報を積極的かつ公正に開示します。

・決算発表、決算説明会
・各種ＩＲイベントへの出展
・株主総会

・多様性、人格、個性を尊重するとともに、
  安心して働ける健康と安全に配慮した職場環境を
  確保します。

・労使協議会
・社内報
・社内ポータルサイト

・各種教育、研修
・職制との面談

・CSR活動を推進し、サプライチェーン全体で
  持続的な成長を図ってまいります。

・お取引先様説明会
・各種調査票、アンケート

・社会の一員であることを自覚し、社会貢献活動を推進します。
・事業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の法律の
遵守、国際規範、文化、慣習の尊重に配慮した企業活動を
行い、当該国・地域の発展に貢献します。

・納涼祭、工場見学会
・社会貢献活動

大同メタルグループとしての
社会での存在意義や
企業価値を高める

メーカーの本質
企業活動を通して
社会に貢献

法令遵守や社会貢献
をはじめとする
企業の社会的責任
（CSR）を

積極的に果たすこと

「自律」「自浄」「自創」
の精神にて活動

お 客 様

株 主 様

従 業 員

お取引先様

地 域 社 会

ステークホルダー 当社グループで取り組む方針・姿勢 対話・コミュニケーション方法の一例

大同メタルコトールAD
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品質・調達

　当社は『品質は生命』を基本理念に掲げ、その考え方を社内
に周知徹底する目的で毎年ＱＣ方針を定めています。
　2021年度は、「不具合の予知・予防による工程の安定化及
び再発防止の徹底を究極まで極め、不良をつくらない、不良を
流さない、を実現する 」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。

品質

2021年度ＱＣ方針

　2021年12月15日に第36回DQCサークル大会が開催さ
れ、国内の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。また今回は
新型コロナウイルス感染症
の影響で来日は出来ませ
んでしたが、招待サークル
として大同精密金属（蘇
州）有限公司（中国）がリ
モート参加し改善事例が発
表されました。

＊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

DQC*サークル大会（QCサークル活動推進）

改善事例発表風景

　当社では、国内の生産拠点において、5Sチャンピオンを決
めて5S活動を推進し、自職場の継続的改善に取り組んでいま
す。また、定期的に5Sチャ
ンピオンズミーティング
を開催し、ホスト工場の改
善事例の内容確認と意見
交換をし、自職場への適
用を推進しています。

5Sチャンピオン活動の実施

5Sチャンピオンズミーティング風景

　大同プレーンベアリング、大同メタルメキシコ S.A. DE 
C.V.（メキシコ）、ATA キャスティングテクノロジーCo., Ltd.
（タイ）、ダイナメタル CO., LTD.（タイ）は2021年6月、ゼネ
ラルモーターズ様より、GM Supplier Quality Excellence 
Award 2020（2020年サプライヤー品質優秀賞）を受賞い
たしました。

サプライヤー品質優良賞の受賞

　2018年10月に始まった品質管理選抜教育は2021年度ま
でに計6回開催され30名が受講しました。プログラムには受講
生が当社内で講義をする“オー
プン講座”を設け、受講生が外部
講習で学んだ内容を社内講習の
講師となる機会を設け、社内の
教育機会とするとともに、自身の
振り返りにも役立てています。

品質管理選抜教育

ダイナメタル CO., LTD.（タイ）は2021年度のQCサークル
活動の集大成として、Technology Promotion Association
(泰日経済技術振興協会)主催のThai-
land Quality Prize 2022へ参加し、見
事にDimond Award（Type of Junior 
Manufacturing QCC Prize）を受賞い
たしました。今後も当社グループでのQC
サークル活動活性化を図ります。

QCサークル活動の活性化

調達

　当社では、CSR及びグリーン調達の取り組みをお取引先
様と連携しサプライチェーン全体に拡大すべく「CSR調達ガ
イドライン」「グリーン調達ガイドライン」を策定し、ステーク
ホルダーの皆様にもその内容・活動を見ていただけるよう、

ホームページに掲載しています。
　この取り組みを通じて、人権の尊重、児童労働禁止などの
遵守徹底、環境への配慮を図るとともに、当社とお取引先様
双方の企業価値を向上させることを目指します。

CSR調達ガイドラインと
グリーン調達ガイドラインの展開

人材

階層別 グローバル 大同メタルカレッジ

執行役員研修

選抜研修

課長研修

マネジメントプログラム

自己開発研修

３年目社員研修

２年目社員研修

新入社員フォローアップ研修

経営層

部長層

課長層

中堅層

一般社員

新入社員 新入社員研修

海外短期
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人材育成プログラム　

▶ 大同メタル教育体系図

　労働力減少・従業員の働く価値観の変化・リモートワークの
浸透・兼業や副業の推進といった労働スタイルの変化と環境
が大きく変わる中、当社は多様なキャリアパスを構築し、高い
モチベーションを保ちながら自律的、主体的に行動する人材
育成に取り組んでいます。
　そのため、当社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。
　また、当社の社内教育期間である大同メタルカレッジでは、
当社に関する知識、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。

女性活躍への取り組み
　当社では女性活躍推進法に基づいて、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に
公開しています。
　総合職新卒採用における女性比率は、目標値に対してほぼ
達成している状況であり、技能職についても例年2名以上の
女性を採用しています。
　女性の配置拡大は、2020年に当社として初めて女性新卒
総合職4名を営業職に配置したのに引き続き、2021年も2名
の配置を実施しています。
　また、育児休業取得者も継続して高い水準であり、女性の取
得者はもとより男性の取得者も年々増えています。

障がい者雇用への取り組み
　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、共同農園を借用して「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してい
ます。農園で収穫した野菜は、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地へ寄付するなどの社会貢献活
動にも役立てています。

従業員満足度（ＥＳ）調査の実施
2020年に従業員満足度（ＥＳ）調査を実施して、その結果を

踏まえて中長期的な改革に向けた取り組みを実施しています。
　特に改善の声が大きかった評価制度については、2021年
より「労使人事制度検討委員会」を立ち上げて見直しに着手し

ています。また、経営陣と従業員との双方向コミュニケーショ
ンの促進については、社員食堂のモニターにてトップメッセー
ジや会社業績などを掲示して、社内コミュニケーションの活性
化を進めています。

ダイバーシティ推進

ダミー

第7期生教育風景

QCC “Diamond Award”
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　総合職新卒採用では外国人従業員の採用を継続しており、
2021年、2022年ではそれぞれ1名ずつ採用しています。現
在では研究開発職、生産技術職、営業職などで幅広く活躍して
います。
　一方、外国人技能実習生制度については、コロナ禍により入
国ができない状況が続いていましたが、2022年より再度受け
入れが可能となり、現在20名程度の受け入れを行っていま
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
も増えてきています。

Sustainability  社会

健康経営の取り組み

外国人従業員の採用

　当社では従業員の仕事を含めたライフ（人生そのもの）の
充実を図るため、2016年11月より「ワークスタイル改革」と
称して労使一体となった働き方改革を進めています。
　具体的な活動として、各職場では目標を記入したポスター
の掲示、年次有給休暇については四半期ごとで全社統一の取
得目標を設定して、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、毎週水曜日を全社一斉の定時退社日とするなど、単
に労働時間の削減ではなく、業務自体の見直し・効率化も同時
に進めています。

ワークスタイル改革

当社は、経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優
良法人2022（大規模法人部門）」に認定されました。「健康経
営優良法人制度」とは、地域の健康課題に即した取り組みや日
本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良
な健康経営を実践している大
企業や中小企業などの法人
を顕彰する制度です。
当社グループでは、今後も

従業員の心身の健康増進を
重要な経営課題のひとつと
捉え、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の実現
と、環境の整備を更に推進し
ます。

健康経営優良法人2022（大規模法人部門）
の取得

当社では仕事と家庭の両立支援のために、在宅勤務制度、
勤務軽減措置（時短勤務）などの各種制度を導入しています。
また、2016年には配偶者転勤への帯同、介護、出産・育児

などの離職者について再雇用する「ジョブリターン制度」を導入
しています。
　育児に関する制度の周知を目的とした「育児支援ハンドブッ
ク（男女別で作成）」や「介護支援ハンドブック」を作成して、従
業員の仕事との両立を支援しています。

両立支援について

　管理者全員を対象に、年2回「ラインケア研修」を実施してい
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
迅速に対処できることを目的としています。
　また、ストレスチェックの集団分析を活用した職場改善や月
間の残業時間が一定時間を連続して超えた従業員に対しては
健康チェックを義務付けて、必要に応じて産業医と面談する
ルールも設けています。

メンタルヘルスに関する取り組み

　2019年8月から屋内を禁煙として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の主催による健康維持・向上を目
的としたウォーキングアプリを活用したイベントを2回実施しま
した。2カ月間で1日平均8,000歩を目標に各回で約150名の
従業員が参加しました。

従業員の健康向上

社会貢献

　2021年12月、当社ではSDGsへの取り組みとして「Think 
SDGs！大同メタル フードドライブACTION」と題し、フードド
ライブ*を開催しました。
　従業員から集まった食
品は認定NPO法人セカ
ンドハーベスト名古屋を
通じて、食料の支援を必
要としている方や施設に
届けられました。
＊フードドライブとは、各家庭で使い切れない未使用食品を持ち寄り、それを必
要とする人々にフードバンクなどを通じて寄付する活動です。

フードドライブ開催

　BBL大同プライベートLTD.（以下、BBLD）は、地方行政府か
らの要請により、BBLDの車両出口前の中央分離帯に360度
のライトを設置しました。
　BBLDの正面には有名な寺院があり、寺院へお越しになる
方も多くいます。従業員並びに地域住民の安心・安全の確保
に努めます。
　また、併せて学校法人Sri Paramakalyani Education 
Societyに学習支援のための寄附を実施しました。

360度ライトの設置及び学校法人への寄付

　障がい者の方により多くの雇用の機会と安全に楽しく働け
る職場を提供したいという思いから、2020年6月より農園を
活用した障がい者雇用の取り組みをはじめました。
　農園は社内からの公募で「大同メタルジョイフルファーム」
と名付けられ、育てた野菜は、近隣の子ども食堂や障がい者福
祉施設へ寄付するほか、社内で野菜を販売し、その収益を子ども
食堂の食材購入費用として寄付するなど役立てています。

野菜の出荷の様子

　大同メタルU.S.A. INC.（以下、DMUSA)は、毎年恒例のコ
ミュニティ・ケア・デイ・イベントでのボランティア活動やStuff 
the Bus-School Supply Driveへの支援など、様々な方法
で地域のユナイテッド・ウェイ組織を支援しています。2021年
は花壇の準備や川の岩を削るなどの造園プロジェクトに取り
組みました。

造園プロジェクトに参加

造園の様子DMUSA支援メンバー

　DMUSAは、6歳から14歳までの養子を迎えた6家族へ特
別なクリスマスを支援しました。従業員とサンタのグループが
クリスマス直前に対象の家族あてにそれぞれプレゼントを届
け、双方にとって記念すべき日となりました。

養子を迎えた家族への支援

　当社は、従業員が社会課題に気づき、当社での経験を地域
社会に活かす機会を創出する「大同メタル プロボノ*プログラ
ム」を2019年度より開催しています。地元のNPO団体を資金
面で助成するとともに、従業員のボランティア参画により、
NPOに必要な基盤づくりを支援することで、社会課題の解決
に貢献しています。

＊プロボノとは、「社会的・公共的な目的のために、仕事で培った経験やスキルを
活かすボランティア活動」または「その活動をする人」を意味します。

大同メタルプロボノプログラム

子どもたちへクリスマスプレゼントの準備

360度ライト下に設置された記念碑 寺院側から見たBBLDと360度ライト

農園での障がい者雇用と
野菜づくりを通した社会貢献活動

360度ライト

BBL大同プライベートLTD.

大同メタルU.S.A. INC.

大同メタルU.S.A. INC.
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