
ESG情報

人材

当社は「人材重視の企業風土」を経営理
念の一つとして掲げており、「人材」を「人
財」として企業の持続的な発展・成長のた

めの重要な経営資源と位置付けています。
　従業員の能力開発を経営にとっての最重要テーマ
の一つに据え、グローバルに事業を展開する中、お客
様により良い価値ある商品・サービスを提供できる人
材の育成を目指しています。

生産面では、高い技能やコア技術を継承
するとともに、新しい事業に挑戦できる人
材、営業面では、国内のみならず世界各地

のお客様に満足していただける提案力のある人材を、
戦略的かつ計画的に育成し配置を行います。

 人材重視の企業風土
　一人ひとりの可能性と働きがいを大切にし、失敗を
怖れることなく業務改革に取り組み、組織の強みを最
大限に発揮できる企業風土をつくります。

■  キャリアプランシートの導入
　社員にとって働きがいのある職場にするため、上
司がコミュニケーションツールとして「キャリアプラン
シート」を使って部下のキャリアデザインを支援して
います。

 ワーク・ライフ・バランスの推進
　仕事と家庭生活の両輪が充実してこそ、従業員が
自己実現できる魅力的な職場になると考え、これを
両立するためのさまざまな施策に取り組んでいます。

■  時間管理と業務改善による労働時間の削減
・業務改善の実施による時間外労働の削減
・週1日の定時退社日の設定
・一斉有給休暇取得日の設定
・時間単位有給休暇制度の運用

■  育児支援制度
　全従業員を対象に育児休業制度を設けています。
また、小学校4年生に進級するまで利用できる短時
間勤務制度や時間外労働の免除制度を設けています。
女性が安心して出産ができ、育児をする男女従業員
が家庭生活と仕事を両立できるような労働環境を整
備しています。

■  介護支援制度
　家族の介護をする従業員が、家庭生活と仕事を両
立できるような環境を整備しています。配偶者、子ど
も、本人または配偶者の父母や、同居し、かつ扶養し
ている祖父母、兄弟姉妹、孫を対象に、原則1年間を
上限に介護休業を取得できます。

能力を活かす人材開発の実現
　「人材重視の企業風土」を築いていくためには、グローバル人材育成と個人の自己実現に挑戦できる働きが
いのある職場づくりが必要だと考えています。性別・年齢・国籍等に関係なく、多様な人材一人ひとりの可能性
を大切にし、それぞれの能力を最大限に発揮して活躍できるように、人材育成を強化しています。

　当社グループは海外法人を含め、4,582名の従業員がいます（2019年3月31日

現在）。さまざまな国籍の人材がＣＫＤの旗のもと、個々の技能、技術力、生産性を高

め、お客様の求める付加価値の高い商品・サービスを提供しています。今後もお客様

の高いニーズにお応えするべく、また、従業員のワーク・ライフ・バランスにも応えるべく、

働き方改革を実施し、人材重視の企業風土の構築を積極的に行ってまいります。

人材重視の企業風土をつくります 執行役員　人事部長　岡田 和秀

考え方

方針
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執行役員　人事部長　岡田 和秀

ダイバーシティ推進
　性別・国籍・年齢に関係なく多様な人材を活かすダ
イバーシティを推進していきます。

  女性活躍推進の取り組み
　女性がその力を存分に発揮し活躍し続けられる環
境を整えていくことは、従業員一人ひとりがより活躍
できる土壌を育むことにつながります。
　この取り組みの一環として、2018年4月から本社小
牧工場敷地内に託児所を開設しました。また、託児所
を利用できない地域の勤務者に対しては、認可外保育
所の入所者費用補助制度を同時にスタートしました。

■  外国籍社員の活躍
　ダイバーシティおよびグローバル化を推進するた
め、外国籍社員の積極的な採用を実施し、日本国内
では35名の外国籍社員が活躍しています。また、「外
国人技能実習制度」を積極的に活用し、中国・フィリピ
ン・インドネシアを中心に、198名の技能実習生を受
け入れています（2019年3月31日現在）。

■  再雇用制度の充実
　2012年4月から定年退職者の再雇用制度を拡充
しました。60歳定年後の生き方について、従業員の
選択肢を増やすため、現行の再雇用制度は維持しな
がら、さらに年齢制限なく働ける生涯現役制度を設
けています。

人材育成
　多様な人材がそれぞれの能力を最大限に発揮して
活躍できる取り組みを強化しています。

■  教育訓練
　全従業員を対象にした階層別教育を基盤に、それ
ぞれの役割に応じた教育や、業務に応じて選択できる
自己啓発を支援する教育を実施しています。また、部
署ごとにおいても、働きやすい環境の整備やスキル
アップのための取り組みを実施しています。

■  海外トレーニー制度
　日本と海外現地法人との間で互いに社員を研修に
送り出す海外トレーニー制度を実施しています。グ
ローバル人材を育成し、お互いの仕事の進め方など
を理解することで、業務改革につなげています。

■  技能研修道場
　2016年度から、金属加工用の工作機械や測定器
などの使い方を学ぶ「技能研修道場」を導入しまし

た。部品加工の部門において、若手社員の技能レベ
ルの向上と、シニア社員が持つ熟練した技能を伝承
することで、加工における技能レベルのさらなる向上
を目的にしています。

■  社内語学講座
　ビジネスのグローバル化に伴い必要となる従業員
の語学習得をサポートするため、各言語の社内講座
を開催しています。また、語学学習法セミナーの実施
や社外講座、通信教育への支援など、従業員の自己
啓発を支援する機会を設けています。

労働安全衛生
　当社は、災害ゼロを目指し、全員参加で安全衛生活動
に取り組み、安全第一の企業文化を築いていきます。

■  基本理念
　私たちは何よりも安全を優先し、正しくモノづくり
を行います。
　安全で健康な職場から、安心してお使いいただけ
る製品をお客様へ提供します。

■  方針
１． 健康な心と身体を維持します。
２． 安全第一で行動し、全員で安全意識を高めます。
３． 法令、社内ルール、作業手順を守ります。
４． 危険予知に努めます。
５． 安全で安心な製品をつくります。

健康経営の推進
　当社は、社員の健康を重要な経営課題の一つと捉
え、社員の健康意識を高め、心身ともに健康で活き活き
と働ける職場づくりに取り組んでいきます。

■  CKD健康経営宣言
　社員の健康を重要な経営課題の一つとして捉え、
健康保険組合や労働組合と連携し社員の健康意識
を高め、心身ともに健康で活き活きと働ける職場づ
くりに取り組み、「健康経営」を推進することをここに
宣言します。

■  重点施策
１． ワーク・ライフ・バランス（働き方改革、労働時間管理）
２． 生活習慣病予防（食事・睡眠・運動習慣の改善、
受動喫煙防止、禁煙活動の推進）

３． 働きやすい環境整備（メンタルヘルス推進、職場
環境の改善、治療と仕事の両立支援）
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ESG情報

品質マネジメントシステム

品質・環境方針では、｢お客様に満足いた
だける製品とサービスの提供｣をより確
実に、より効果的に推進するため、次の方

針を掲げ、全社で品質マネジメントシステムの継続的
改善に努めています。

【品質】
1．クレーム・不良“ゼロ”を目指した活動を実施する。
2．グローバル体質・革新する体質を構築し、

a）海外生産・販売比率を高める。
b）適正品質を見極め、品質を向上する。
c）コスト力を向上する。
d）生産性を向上する。

　品質の方針は、品質目標につながる不具合の発生防
止を原点にし、体質改善の対象を海外、品質、コスト力、
生産性とすることで、継続的改善に取り組んでいます。
　ISO9001を柱にした品質マネジメントを構築し、年
２回の内部監査とマネジメントレビューで運用状況を

評価するなど、持続的な品
質向上に取り組んでいま
す。また、毎年１１月は品質
月間として、海外子会社を
含む全従業員が参加し、品
質重視の意識を高める取
り組みをしています。

事例①  自工程完結の定着活動
不良を作らない・作り続けない、不良を
後工程に流さない

　クレームゼロ、不良ゼロを目指した自工程完結＊1の
定着活動を品質方針に掲げ強力に推進しています。
　この活動では、決められたことを徹底して守り、「不
良を作らない・作り続けない・不良を後工程に流さな
い」をキーワードとし、自工程完結の定着に向けたさ
まざまな活動を継続的に取り組んでいます。
　主な活動として、組織全体で改善活動に取り組むた
め、現場の管理・監督者を対象に、自工程完結の重要
性教育を実施し、組織全体の活動につなげています。
　また、組織の中でより具体的な活動となるよう、
2016年度から工程不良率低減方策の中期計画とし
て「Challenge1000＊2」を掲げ活動しています。こ
の活動を、工程不良のQCストーリーによる改善、自

より高品質な製品を実現するために
　「お客様に満足いただける製品とサービスの提供」をより確実に、より効率的に推進するため、全社で品質お
よび環境マネジメントシステムの継続的改善に努めるコミットメントとして、毎年度、品質・環境方針を設定し、
当社で、または当社のために働く全ての方々に周知しています。

方針

取り組み

国内外のCKDグループ
各社で ISOの認証を取得

品質・環境方針

Challenge1000活動の現場指導

ISO9001、ISO14001取得状況
取得認証 取得日

CKD（株） ISO9001 1994年6月24日
ISO14001 2000年12月8日

CKD THAI CORP. LTD.
ISO9001

2004年1月14日
ISO14001

喜開理（中国）有限公司 ISO9001
2009年1月4日

ISO14001
CKD日機電装（株） ISO9001 2018年3月16日
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工程完結の実践に対するリーダー教育（OJT）の場
として取り組んでいます。本活動は国内工場のみなら
ず、海外生産拠点でも同様に取り組んでおり、全世界
のお客様に安心して当社製品をお使いいただくため、
「現場力の向上」に努めています。

＊1  自工程完結とは
品質やライン・機械の作り込みにより、自分の工程で作ったものは自分
で品質を保証する考え方のこと。

＊2  Challenge1000とは
工場単位で不良率の高い量産ラインを重点ラインに定め、不良率低減
目標1,000ppm（0.1%）を目指し、継続的な改善に全部門が総力で
取り組むもので、活動を通しQCストーリーに沿った改善および自工程
完結を実践教育（OJT）する活動。

事例②  QC検定受験によるスキル向上
QC検定による啓蒙で全社の品質意識を向上
　全社の品質意識の向上を狙い、2010年度から
QC（品質管理）検定受験に対する啓蒙活動をスター
トし、2018年度までの9年間で1,398名が合格し
ました。また、これらの合格者の中には、技術・生産・
購買のみならず、営業・本社スタッフも多数います。
QC検定に挑戦する過程で、品質の基礎知識を知り、
共通の言葉で会話ができることが最大の成果で、管
理や改善の進め方に大いに活かせています。QC
検定の受験は、全社の教育訓練計画書で毎年計画
され、持続的な活動として全社レベルで根付いてい
ます。
　また、社内講師による受験直前の講習会を開催する
など、合格に導く活動にも精力的に取り組んでいます。

事例③  品質月間の取り組み
品質第一で製品とサービスを提供する
　毎年11月に開催する｢品質月間｣行事では、品質
月間メッセージの発信、役員QCパトロールの実施、
品質活動の報告と評価、品質標語の募集と表彰など
を実施し、全員参加で活動しています。
　｢品質月間｣では、全国的行事が実施されますが、
品質目標の状況、日頃の改善活動について点検し、
気付きの機会にするだけでなく、達成した成果を表
彰し、現場力の向上を図っています。
　また、品質月間メッセージにより趣旨を伝達し、国
内外の従業員とコミュニケーションを図り、品質に関
する認識を深めています。
　さらに、社長と役員によるQCパトロールでは、各
生産工場の製造現
場の品質状況を直に
点検し、品質にコミッ
トメントしています。

事例④  購買先様への品質啓蒙活動
品質方針説明会と品質改善活動
　毎年品質月間行事の一環として、主要購買先様に
対して品質方針説明会を開催しています。品質方針
説明や過去1年間の品質状況の報告に加え、品質保
証部門から変更管理＊3の重要性に係る説明等を行っ
ています。また、説明会後には、各購買先様における
品質管理状況および二次購買先様への説明状況の

アンケートを実施し、
本説明会の内容が確
実に展開されるよう、
フォローを実施して
います。

＊3  変更管理とは
当社のモノづくりの中で、製造方法、材料、機械設備等を変更する際、
お客様に納入する製品に対し、予測されるリスク（不具合）が最小限に
なるよう管理すること。

QCパトロール

QC検定 合格者の推移
（名） （％）
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ESG情報

環境マネジメントシステム

当社の活動・製品およびサービスが環境影
響に対して適切であること、継続的な改善お
よび汚染の予防を目指すことに関するコミット

メントとして、環境についての方針を設定しています。
【環境】
1. 環境負荷低減型商品の開発および拡販を推進する。
2. 環境関連法規・規則の要求事項を明確にし、順守す
ると共に、ＣＫＤで働く人々の社会生活を含め、ＣＯ２
排出抑制と環境汚染の予防を図る。
a) 省エネルギー・省資源の推進と省エネルギー 
生産ラインの構築

b)環境汚染物質の削減
c)廃棄物の削減

　環境負荷低減型商品については、省エネ、省資源
だけでなく、ライフサイクルの視点を考慮し、開発・拡
販しています。また、環境関連法を順守しつつ、企業
の社会的責任を認識した活動、およびＣＯ２排出抑制
と環境汚染予防を行い、環境負荷を少しでも低減
できるよう努めています。

環境負荷の軽減のために、全社を挙げて
取り組んでいます。

CKD
経営層

環境管理
委員会 本社工場

春日井工場

犬山工場

四日市工場

本社スタッフ
営業本部
自動機械事業本部
コンポーネント本部

東北工場

環境目標と実績
目標 実績

環境負荷低減型商品
の開発および拡販

当社基準を満たしたエコ製品の開発
および発売

年間の開発・発売件数に目標を設けています。2018年度目標達成率は
87%となりました。

環境負荷低減型商品を拡販する 前年度比10%アップを目標としています。2018年度目標達成率は
100%となりました。

環境負荷低減型商品に対する顧客の
改善要求情報を収集し、開発・改良を
提案する

営業担当部門に目標件数を設けています。2018年度目標達成率は
259%で、目標を達成することができました。

環境汚染物質の削減 REACH規則に対応する製品含有化
学物質データの収集

お客様からの含有物質データ提供要求にお応えするために、含有物質
のデータ収集を進めています。

省エネ・省資源の推進 インフラ・生産工程を改善し、エネル
ギー使用量を削減する

省エネ法削減努力目標の年１%（原単位）を目標としています。2018年
度は前年度と比較してエネルギー使用量が0.2%増加したものの、原単
位では1.1%削減できました。2014～2018年度の5年間平均原単位
3.6%削減で目標を達成しています。

美しい環境と共生していくために
　公害問題、欧州ＲｏＨＳ指令をはじめ製品に適用される環境規制への対応まで、全社を挙げて改善活動に取り
組んでいます。また、低炭素社会の実現を国際社会での必須の課題として受け止め、美しい環境と共生する事業
活動はもちろんのこと、従業員一人ひとりのエコ活動が大きな成果を生み出すと考えています。法律、規則を
順守し、メーカとして長年培ってきた自動化技術、流体制御技術を活かした当社らしい環境にやさしい商品を
開発し、お客様にお届けすることにより、今後も地球環境の保全に貢献していきます。

方針 体制

環境法規制と順守状況
　当社の活動には、大気汚染防止法、水質汚濁防止
法、廃棄物の処理および清掃に関する法律（廃掃法）
をはじめ各種環境法が適用されています。法令順守
はもとより、継続的な改善を進めております。
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地球温暖化対策の取り組み

　省エネ設備の導入、省エネルギーラインの構築等
の改善活動を継続的に実施し、CO2排出量原単位の
削減を図っています。
■  CO2排出量は2013年度比１5％（3,631ｔCO2）増
加していますが、売上高原単位では同比19％削減
しています。

（注）集計範囲：国内工場・営業所

産業廃棄物削減の取り組み

　工場にて発生する産業廃棄物の分別、排出、保管、
委託処理を管理し、廃棄物の削減・再資源化に取り組
んでいます。
■  産業廃棄物排出量は2013年度比28％（266ｔ）増
加していますが、売上高原単位では同比10％削減
しています。

（注）集計範囲：国内工場

水使用量削減の取り組み

　工場にて使用する水の使用において水資源の有
効活用を行い、使用工程の改善、節水に取り組んで
います。
■  水使用量は2013年度比13％（44,017ｍ3）増加し
ていますが、売上高原単位では同比20％削減してい
ます。

（注）集計範囲：国内工場

環境に関する設備投資状況
　

年度 投資金額 
（百万円） 主な内容

2014 253 エネルギー転換（重油、LPガス→都市ガス）
高効率空調設備への更新

2015 310 高効率空調設備への更新
コージェネレーション導入

2016 111 空調設備の運転方法改善
電力制御方法の改善

2017 111
照明のLED化
水再利用設備導入
コンプレッサ設備更新

2018 314

高効率空調設備への更新
コージェネレーション導入
照明のLED化
コンプレッサ設備更新

　環境保全を目的とした国内4
工場の設備投資額と、その内容は
右表のとおりです。投資金額は、
主に設備関連の費用を集計し、
人件費等の経費は含めていま
せん。

CO2排出量の推移

（tCO2）

 （tCO2 /百万円）

201820172016201520142013
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24,597 24,14725,295 25,790
28,542 28,228

■■ CO2排出量（左軸）　  ■    売上高原単位（右軸）　 

（年度）

産業廃棄物排出量の推移

（t）

 （t/百万円）

201820172016201520142013
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■■ 産業廃棄物排出量（左軸）　  ■    売上高原単位（右軸）　 

（年度）

水使用量の推移

（m3）

 （m3/百万円）

201820172016201520142013
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■■ 水使用量（左軸）　  ■    売上高原単位（右軸）　 

（年度）
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ESG情報

地域社会

良き企業市民として社会との関わりを
大切にし、社会貢献活動を推進し、豊か
な社会づくりに貢献します。（企業理念・

経営理念・行動規準に基づく）

CSR基金
2006年6月から、社会への貢献を目的
に、CSR基金の運用を開始しています。

2018年度は、東日本大震災で被災した子どもたちへの
支援や芸術・スポーツ振興団体への寄付などを積極的
に行いました。

環境保全への
貢献

次世代の
育成への貢献

社会や文化の
発展への貢献

地域社会と共存し、社会に貢献できる開かれた企業を目指します。
　「環境保全への貢献」「次世代の育成への貢献」「社会や文化の発展への貢献」を方策とし、さらに2011年に
発生した東日本大震災の被災地への継続的な支援を行っています。国内外において、地域社会とともに持続
可能な社会の実現のために努めていきます。

基本方針

取り組み

ボランティア休暇制度の制定
　従業員の社会貢献活動を支援するため、年間３～５
日のボランティア休暇の取得ができます。
　対象は福祉活動、災害救援活動・復旧活動、自然環
境保護活動など広域にわたり、従業員一人ひとりが身
近な社会に貢献できる体制を整えています。

環境保全への貢献

■  CKDの森づくり活動
　愛知県瀬戸市にある
「海上（かいしょ）の森」で、
従業員とその家族を対象
にボランティアを募集し、
森林保全活動を実施して

います。間伐や除伐、見晴らし台周辺の林内整理や
遊歩道の保全など、年間を通じて継続的に活動して
います。

■  大山川クリーンアップ活動
　「大山川クリーンアップ」
は、毎年9月に地域住民
と従業員が共同で取り組
む清掃活動です。本社工
場のある愛知県小牧市の

中心を流れる大山川を再生し、豊かな自然を残す環
境保全活動に参加しています。

■  尾張広域緑道の清掃活動
　毎月、犬山工場に隣接する尾張広域緑道の清掃活
動を実施しています。清掃範囲は緑道上の公園・多
目的グラウンドなどで、毎年夏には地域の盆踊り会
場としても利用されています。

環境保全
16%

災害・被災地支援
34%

医療・福祉
3%

地域行事
1%

その他
2%

芸術・スポーツ振興
37%

次世代育成
7%

方策
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■  献血運動への積極的な取り組み
　2006年から献血活動を実施しています。2018年
度は253名が参加しました。

■  TABLE FOR TWOの実施
　TABLE FOR TWOとは、社員食堂で提供する
ヘルシーメニューの料金の一食あたり20円を寄付金
とし、アフリカの子どもたちへ給食を送る活動です。国
内4工場の社員食堂で実施しています。

■  こども110番の家への協力
　地域の子どもたちの安全をサポートし、不審者か
ら身を守るために緊急時に駆け込める場所を提供す
る「こども110番の家」活動に協力しています。

海外における社会貢献

■  中国での環境保全活動
　CKD中国では、工場の周辺企業と協力し、地域の
道路のゴミ拾いをしながらエコ活動を提唱する、環
境保全活動に参加しました。

■  タイでの環境保全活動
　CKDタイでは、Sattahip 

Naval Baseでサンゴ礁の
保護活動に参加し、従業員
がサンゴを植えました。

■  アメリカでの活動
　CKD USAではブルックフィールド動物園（シカゴ）
でのクリスマスツリーの飾り付けイベントに参加し
ています。その参加費の一部は、野生動物保護や森
林保護に充てられます。他にも、恵まれない子ども
たちへクリスマスにおもちゃ箱を寄付するプログラム
（Toys for Tots）に参加するなど、社会貢献活動に
取り組んでいます。

次世代の育成への貢献

■  「モノづくり」から学ぶ理科教室
　本社のある小牧工場
周辺地域の小学生を対
象に「モノづくりから学ぶ
理科教室」を開催してい
ます。子どもたちの理科

離れが進んでいる問題の解決に向け、理科に関心を
持ってもらうため、また未来を担う子どもたちの育成
を目的としています。

■  薬学生実務実習
　薬学教育の５年生を対象とした実務実習を実施し
ています。「ＰＴＰ＊シートに対する知識を深める」とい
うテーマで実習を開催し、医薬品用ＰＴＰ包装機の実
機を運転して、ＰＴＰシートがどのようにして製造され
るのかを学んでいただきます。
＊ PTP（Press Through Package）：押し出して取り出す包装の意味

■  サイエンス・インカレへの協賛
　学生の自主研究を支援
するサイエンス・インカレ
に協賛しています。2018
年度は、全国から集まった
学生100組の発表の中か

ら一つをCKD賞として選出し、表彰しました。

社会や文化の発展への貢献

■  エコキャップ・使用済み切手回収活動
　ペットボトルのキャップと使用済み切手の回収活
動を実施しています。回収したエコキャップを再資源
化業者へ売却し、売上益を世界中の子どもたちのワク
チン接種費用として寄付します。使用済み切手は、海
外医療支援を行う団体に寄付し、コレクターへ売却し
た売上益が活動資金となります。

PTPシート
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