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人権の尊重

考え方

IHIグループは，国連「ビジネスと人権に関する指導原則」
を踏まえ，グループ・グローバル視点に立った人権啓発
活動を推進しています。企業活動の基本として人権を尊
重する企業文化の醸成を目指します。2020年度は，その
一環として「IHIグループ人権方針」を制定し，社内外に表
明していきます。
また各種ハラスメントや，新型コロナウイルス感染者・関
係者への人権配慮，オンライン環境における人権配慮など，
各種人権課題に適切に対処していきます。

体制

●IHIグループ人権啓発推進委員会
IHIグループは，全社委員会組織としてIHIグループ人権
啓発推進委員会を設置しています。委員会は，人権関連
事項担当役員を委員長として，本社部門，事業領域で構
成され，人権に関わる重要な方針を審議・立案し，活動
を推進しています。重要な活動内容は経営会議に報告を
行ない，グループ全体で推進することの重要性を常に確
認しています。

IHIグループ人権啓発推進委員会

最高執行責任者（COO）

経営会議

本社部門 事業領域

委員長 人権関連事項担当役員

事務局 人事部

委員

各事業領域長，調達企画本部長，
技術開発本部長，
グローバル・営業統括本部長，
秘書部長，経営企画部長，
広報・IR部長，
法務部長，総務部長，人事部長

2019年度の開催回数 1回
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教育・浸透

●従業員への教育
IHIグループは，人権啓発の取組みを推進しています。
2019年度は，階層別研修や事業所研修・外部講習会に
5,000名以上が参加し，人権やコンプライアンス，ハラス
メントなどに対する理解を深めました。

人権教育・研修の受講者数
	 （単位：名，対象：IHIおよび国内関係会社）

項目
2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度

新入社員，3年目社員
（グループ階層別研修）

715 686 624 569

指導員，メインプレーヤー
（グループ階層別研修）

690 637 679 784

リーダー，
ミドルマネージャー研修

（グループ階層別研修）
660 612 670 576

取組み

●人権デュー・ディリジェンス
IHIグループは，事業に関連するリスク把握のため，人権
デュー・ディリジェンスに関連する取組みの検討を開始し
ました。
2019年度は，国内42社，海外38社を対象に関係会社の
人権に関する取り組み状況をテーマにした調査を実施し
ました。

●性的指向や性自認にとらわれない職場づくり
IHIグループは，LGBTなどの支援への一環として，勤務
制度や福利厚生など各種制度の運用にあたり性的指向や
性自認の違いによる差がないように対応をしています。ま
た，LGBTアライ活動では，アライ（支援者）の募集活動や，
アライへの情報発信を継続的に実施しています。これらを
通して，性的指向や性自認を理由にした差別のない職場
をつくります。

●「だれでもトイレ」の設置
IHIグループは，性的少数者や障がいのある従業員など，
特定のケアが必要な従業員のための環境整備として，ユ
ニバーサルデザインに基づいた，「だれでもトイレ」を設置
しています。

●ハラスメント相談窓口の設置
IHIグループは，各地区に2名から3名のハラスメント相談
員を置いています。相談員には専門の教育を受けた者が
任命されます。また，必要に応じて調査委員会を設置し，
事実関係の調査を行ないます。相談・調査などにあたっ
ては当事者のプライバシーが守られるよう対応していま
す。

人権の尊重
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考え方

IHIグループは，「お客さまから満足と信頼の得られる社
会的に有用な製品・サービスを，安全性に十分配慮して
提供し，社会の発展に貢献すること」を基本として，事業
を展開しています。製品・サービスの品質は，IHIグルー
プとお客さまや社会とを結ぶ信頼の絆であり，品質の確
保は，企業としての社会的使命と存立の基本と考えてい
ます。

教育・浸透

●従業員への教育
IHIグループは，「人材こそが最大かつ唯一の財産である」
との経営理念のもと，お客さま満足度向上に向けた，品
質マネジメントシステム・品質保証・品質管理の仕組みを
構築し運用しています。また，製品安全の意識付け強化
やレベルアップに向けた教育・研修として，全従業員受講
必須の階層別教育を実施しています。
新入社員研修では，お客さま視点の大切さを早い時期か
ら身に付ける内容にしています。入社2年目研修は，品質，
PDCAサイクル，仕事の進め方に重点を置いています。入
社3年目研修は，ものづくり企業における倫理・環境・安
全に重点を置いています。また，社内規程や重要な法令
について，定期的にe-ラーニングによる啓発を行なうほか，
各事業領域でも独自の教育・研修の仕組みを構築し運用
しています。
このほか，従業員の意識向上を目的に，法令遵守に関する
問題提起の仕組みを設け，リスクの予防に努めています。
2019年度は，品質リーダー育成のための研修（品質プロ

フェッショナル研修）を実施しました。

教育・研修の受講者数	（単位：名，対象：IHIおよび国内関係会社）

項目 2018年度 2019年度

内部監査員教育 105 74

3年目社員向け
品質マネジメント・製品安全講座

352 314

製造部門の新任職長・班長向け
品質マネジメントにおける
問題解決・課題達成講座

101 316

品質および製品安全関連の養育
（3講座，合計6回）

472 354

品質プロフェッショナル研修 ー 6

取組み

●お客さま満足度調査
IHIグループは，お客さまへのアンケートやヒヤリングな
どにより，お客さま満足度を調査しています。事業の特性
に合わせて調査項目を決めて実施しており，その結果を
分析して関連する部門で共有し，お客さま満足度をさら
に向上させるための改善活動につなげています。

●製品安全の確保
IHIグループは，製品のライフサイクルを考慮した安全確
保の仕組みを適用しています。製品開発時にライフサイク
ルに基づくリスクアセスメントを実施し，リスクを可能な
限り低減するよう設計上の対策を行ないます。その上で，
残留するリスク情報をお客さまに提供します。

●製品・サービスに関する情報開示
IHIグループは，広く社会の皆さまに身近に感じていただ
けるよう，テレビCM・新聞広告・ウェブサイトなどを通
し製品・サービスに関する情報を発信しています。この施
策にあたり事実に基づいた正確な情報発信を行なうため，
社内関連部署と連携し，著作権法や商標法などの関連法
規・関連業界規定にのっとった対応を行なっています。ま
た定期的な効果測定を実施し，施策を改善しています。

法令違反件数	 （単位：件，対象：IHIおよび連結子会社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

広告宣伝活動に
関する法令

0 0 0 0

●新興国市場での取組み
●新興国市場に適合するための製品の提供
IHIグループは，中国で深刻な問題になっている河川・湖
沼などの水質汚染を解決する水処理技術の開発を1999
年から清華大学の環境工程設計研究院と連携して行なっ
てきました。現在は，この環境技術の実用化を目的に設
立された清華大学の清華蘇州環境創新研究院も加わり，
2020年代初頭の事業化を目指しています。
また 2018年，マレーシアにおいてパ ームヤシ空果房

（EFB：Empty Fruit Bunch）由来の固体バイオマス燃料
EFB ペレットの 製 造・ 販 売・ 輸 出 事 業 を 行 なう IHI 
SOLID BIOMASS MALAYSIA SDN.BHD.を設立しまし
た。設立から2年が経過した現在，固体バイオマス燃料の
安定供給だけでなくパーム油製造過程における廃棄物の
活用と環境負荷低減に取り組んでいます。

お客さま満足度の向上
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方針

IHIグループは，経営理念である「技術をもって社会の発
展に貢献する」「人材こそが最大かつ唯一の財産である」の
もと，最も重要な経営資源である人材の育成・確保に取
り組んでいます。
共に働くすべての人びとの人格，個性を互いに尊重し，
安全・健康で働きやすい環境を整備するとともに，働く
人びとのゆとりと豊かさの実現に努めています。

●グループ人材マネジメント方針
IHIグループは，「IHIグループビジョン」に掲げる「地球と
人類に豊かさと安全・安心を提供するグローバルな企業
グループとなる」ために，従業員が共通の価値観のもとで，
持てる能力を最大限に発揮できるような仕組みや環境を
整備し，風土改革を進めることが必要と考えています。
この考えのもと，グループ全体で共有すべき人材マネジメ
ントに関する基本的考え方を「グループ人材マネジメント
方針」として定めています。グループ，グローバル，ダイバー
シティをキーワードに，「求める人材像」に沿った各種施策
を，採用・配置・育成・評価などのプロセスごとに展開し
ています。

人材マネジメント

グループ人材マネジメント方針

IHIグループは，「経営理念」および「IHIグループビ
ジョン」のもと，ものづくり技術を中核とするエンジニ
アリング力によってお客さまの価値創造を果たすた
め以下を推進する。

1．「グローバル」「ものづくり技術・エンジニアリング力」
「世界に通用する業務品質」の視点で卓越した能力を
持つプロフェッショナルの集団となるため，グループ
従業員が共有すべき価値観として「求める人材像」を定
め，その浸透を図る。

2．「求める人材像」を指針に人材マネジメント諸施策を実
施し，グループ従業員の成長機会を提供する。

3．多様な人材が「経営理念」，「IHIグループビジョン」に
共感し，能力を発揮できる環境を実現する。

求める人材像 キーワード

誠実と信頼
Integrity and Trust グループ

お客さまと社会のために
For Customers and Society グローバル

創造と革新
Innovation and Creation ダイバーシティ

チームワーク
Team Work

世界レベルのプロフェッショナル
World-class Professional

取組み

●各国新入社員の男女別の賃金
IHIグループは，グローバルで仕事の内容や責任に応じた
公正・公平な処遇を目指しています。また，性別による処
遇の差もありません。

●従業員意識調査
IHIグループでは，従業員エンゲージメントの状況を把握
するため，年に1回，全従業員を対象とした従業員意識調
査を実施しています。調査結果は部門別・階層別に分析
して強みや課題を明確にし，人事諸施策への反映，業務
プロセスの改善などにつなげています。
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人材マネジメント

実績

グループ従業員数	 （単位：名，対象：IHIおよび連結子会社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
連結　　従業員数 29,659 29,706 29,286 28,964

IHI

従業員数 8,630 8,256 8,011 7,741
　男性 7,625 7,245 6,994 6,730
　女性 1,005 1,011 1,017 1,011
　女性比率 11.6％ 12.2％ 12.7％ 13.1％

地域別従業員数	 （単位：名，対象：IHIおよび連結子会社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
日本 22,752 22,667 21,862 21,700
アジア・オセアニア 3,856 3,888 4,213 4,141
米州 1,166 1,244 1,352 1,292
欧州・中東・アフリカ 1,885 1,907 1,859 1,831

事業部門別従業員数	 （単位：名，対象：IHIおよび連結子会社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
資源・エネルギー・環境 7,744 7,579 6,467 6,812
社会基盤・海洋 2,493 2,290 2,359 2,399
産業システム・汎用機械 9,677 9,946 10,220 10,079
航空・宇宙・防衛 6,348 6,463 6,660 6,684
その他 2,406 2,458 2,619 2,014
全社（共通） 991 970 961 976

年齢別従業員数	 （単位：名，対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
30歳未満 2,073 1,930 1,780 1,612
30〜39歳 2,296 2,285 2,277 2,198
40〜49歳 2,432 2,274 2,171 2,119
50〜59歳 1,252 1,290 1,389 1,462
60歳以上 577 477 394 350

雇用形態別従業員数	 （単位：名，対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

正規従業員 8,180 7,938 7,678 7,410

再雇用者 182 83 84 88

受入出向者 268 235 249 243

顧問・嘱託 222 131 83 91

パート 472 470 498 496

期間従業員 73 43 106 101

派遣従業員 1,307 1,322 1,325 1,330

離職率	 （対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

総離職率 3.9％ 4.0％ 4.3％ 3.5％

自己都合退職率 1.4％ 2.0％ 2.0％ 2.0％

入社3年目以内の離職率 5.8％ 5.7％ 7.4％ 6.8％

平均勤続年数	 （単位：年，対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

全従業員 14.5 14.8 14.9 15.8

男性従業員 14.8 15.1 15.1 16.0

女性従業員 12.2 12.5 13.2 14.5

従業員意識調査の回答率	 （対象：IHIおよび関係会社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

従業員意識調査の回答率 87.6％ 90.9％ 91.7％ 91.4％
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考え方

IHIグループは，経営理念である「人材こそが最大かつ唯
一の財産である」のもとに制定した「グループ人材マネジメ
ント方針」で，ダイバーシティをキーワードのひとつに掲
げています。
その目的は，多様な個性・価値観を有する一人ひとりが，
持てる能力を最大限に発揮できる職場をつくり，多様な
考え方を結びつけ，創造と革新を生み出す組織風土を醸
成することです。創造と革新を生み出す組織風土は，経
営理念の「技術をもって社会の発展に貢献する」の実現に
不可欠な要素であり，IHIグループは経営戦略の一環とし
てダイバーシティ推進に取り組んでいます。
ダイバーシティには，性別，人種や国籍，障がいの有無，
年齢，性的指向，宗教・信条，価値観，キャリアや経験，
働き方など，さまざまな要素が含まれます。
IHIグループは，これまで重点施策としてきた女性従業員，
外国籍従業員，障がいのある従業員，シニア従業員の活
躍推進を継続しながら，育児・介護などとの両立支援や，
LGBTをはじめとする性的少数者の活躍推進，さらに多様
な経験を積み視野を広げるための社内外での機会提供を
促進するなど，ダイバーシティ推進に幅広く取り組んでい
きます。

目標・実績

KPI 目標 目標年度 2019年度の実績

女性採用比率
大卒　計15％以上

（技術系10％以上，事務系35％以上を
目安とする）

ー
大卒　計19.6％

（技術系4％，事務系47％）

女性管理職の比率
2014年度（一般事業主行動計画策定時）

比2.5倍（4.0％）
2022 3.0％

女性の役員数 1名以上 2022 3名

障がい者雇用率 2.4％超 2021 2.3％を安定的に超過

男性の「育児に伴う休
業」取得の促進

2週間以上（会社休日を含む）
の取得の促進

ー ー

多様な人材の育成（ダイバーシティ）



044豊かな社会の 
実現

誠実な 
企業経営

サステナビリティ 
マネジメント基本情報 環境負荷の 

低減
パフォーマンス 

データ
豊かな社会の 

実現

多様な人材の育成（ダイバーシティ）

新卒採用実績	 （単位：名，対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

総数 288 245 155 153

　男性（技術系） 208 174 110 95

　女性（技術系） 21 19 7 16

　男性（事務系） 40 36 25 28

　女性（事務系） 19 16 13 14

女性採用比率 13.9％ 14.3％ 12.9％ 19.6％

キャリア採用実績	 （単位：名，対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

キャリア採用 153 29 78 37

障がい者雇用率※1	 （対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

障がい者雇用率 2.14％ 2.03％ 2.21％ 2.39％
※1　各年6月1日時点

再雇用率	 （対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

定年後再雇用率 84％ 87％ 84％ 81％

女性役員数※2	 （単位：名，対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

総数 18 19 17 16

女性役員数
（うち社外）

1
（1）

3
（3）

4
（3）

3
（2）

女性役員比率 6％ 16％ 24％ 19％
※2　各年7月1日時点の取締役および監査役数

女性管理職数※3	 （単位：名，対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

総数 2,630 2,626 2,643 2,767

女性管理職数 66 68 74 83

女性管理職比率 2.5％ 2.6％ 2.8％ 3.0％

女性管理職　部長級の比率 0.7％ 0.8％ 0.8％ 0.8％

女性管理職　課長級の比率 1.8％ 1.8％ 2.0％ 2.2％
※3　各年4月1日時点

外国籍従業員比率	 （対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

外国籍従業員比率 1.0％ 1.1％ 1.0％ 1.0％

海外現地採用管理職数※4	 （単位：名，対象：中国，シンガポール，アメリカ）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

総数 20 23 22 23

　中国 1 1 4 4

　シンガポール 10 12 8 7

　アメリカ 9 10 10 12
※4　各年4月1日時点
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海外拠点の現地マネージャー育成を目的とした研修の受講者数
	 （単位：名，対象：中国域内，アジア・大洋州域内）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

受講者数 33 25 36 42

教育・研修の受講者数	 （単位：名，対象：IHIおよび国内関係会社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

育休復帰者研修 ー ー 34 32

管理職のための仕事と育児
などの両立支援セミナー

ー ー ー 102

女性活躍推進セミナー ー ー 120 ー

ダイバーシティ　
チャレンジ研修会※

ー ー ー 160

ネットワークリーダー研修 23 33 21 21
※対象：IHIのみ　

制度の利用状況 （単位：名，対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

短時間勤務制度の適用者 149 159 158 161

チャイルドケア休暇の
取得者

674 677 689 779

育児休業の取得者 89 111 113 132

育児休業取得後の復職率 100％ 100％ 100％ 99.2％

介護休業の取得者 11 18 6 7

年次休暇平均取得日数 （単位：日，対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

年次休暇平均取得日数 16.50 17.63 18.36 19.40

月平均時間外労働時間 （単位：時間，対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

月平均時間外労働時間 23.90 22.90 22.50 21.10

多様な人材の育成（ダイバーシティ）
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取組み

IHIグループは，多様な人材の確保を目的に，国籍・性別・
年齢を問わない採用活動を実施しています。
採用においては，「グループ人材マネジメント方針」に掲げ
た「求める人材像」に共感する応募者から，適性や能力に
基づく選考を行ないます。面接などにあたる関係者には，
公正な採用選考のための教育を実施しています。

●「ダイバーシティ　チャレンジ研修会」を開催
2019年，IHI豊洲本社大研修室および各地区ライブ中継
会場で「ダイバーシティ　チャレンジ研修会」を開催し，障
がいのある従業員とその所属長，同僚など約160名が参
加しました。
研修会では，IHIが加盟している企業アクセシビリティ・
コンソーシアム（ACE）※1の紹介，進行性難病筋ジストロ
フィーの障がいがありながら日本IBM人事部門で活躍す
る小澤綾子氏の講演，本社業務支援チームの活動報告，
UDトーク※2の紹介を行ないました。参加者からは「障が
いのある従業員の活躍事例を知る機会になった」「障がい
のある部下との接し方のヒントを得られた」などの感想が
寄せられました。
※1　「障がい者雇用の新しいモデル確立」を目指し，大手企業32社

で活動する一般社団法人
※2　聴覚障がいのある社員向けの音声を文字に変換するソフト

●女性従業員の雇用
IHIは，女性向けパンフレットや採用ホームページの女性
特集ページ作成，女性を対象とした採用セミナーなどを
行ない，積極的採用を図っています。

●女性従業員の育成と女性管理職の登用
IHIは，各地区女性従業員の支援体制を整えるためのネッ
トワークリーダー活動をはじめ，女性従業員を対象とした
ワークショップやセミナーなど多彩な活動を行なっていま
す。
また，毎年外部講師によるセミナーを開催し，女性管理
職のキャリア形成や上司による育成支援の意識付け，ライ
フイベントを踏まえたキャリア形成の支援などを行なって
います。さらに，グループワイドでの人材配置や，グルー
プ外の研修への派遣など，グループ内外において，多様
な経験を積み視野を広げるための機会を提供しています。

●障がいのある従業員の雇用
IHIは，誰もが働きやすい職場環境づくりを目指し，障が
いのある従業員の雇用を推進しています。学校やハロー
ワークと連携した積極的なインターンシップの受入れのほ
か，配属後の業務の拡充や雇用の継続にも力を入れてい
ます。

●外国籍従業員の雇用
IHIグループは，グローバルに活躍できる多様な人材を雇
用するため，外国人従業員を採用しています。日本国内の
外国人留学生だけでなく，海外の大学からの採用も行なっ
ています。これまで米国，英国，韓国，シンガポールで雇
用説明会を開催しました。
また，新興国の大学からのインターンシッププログラムも
展開しており，インドネシアのバンドン工科大学では
Memorandum of Understanding（MOU）を締結し，毎
年1〜2名のインターンシップ生を受け入れています。
さ ら に， 芝 浦 工 業 大 学GTI（Global Technology 
Initiative）コンソーシアムに加盟し，コンソーシアムを通
じてタイのキングモンクット工科大学の学生の工場見学受
入れを実施しています。

多様な人材の育成（ダイバーシティ）
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多様な人材の育成（ダイバーシティ）

●海外現地採用従業員の活躍，上級管理職登用
IHIグループは，グローバル展開を加速していく上で，海
外においても「グループ人材マネジメント方針」に定める

「求める人材像」のもと，その国の労働市場・慣行を考慮
しながら，地域に根付いた人材の採用・登用を進めてい
ます。
人材育成面では，新興国従業員のキャリア育成のため，
現地マネージャー育成のための研修を実施しています。ま
た，グローバル調達要員の育成にも注力し，現地採用の
ナショナルスタッフへの教育も進めています。
2019年度は，中国域内とアジア・大洋州域内で研修会を
行ないました。研修カリキュラムの充実だけでなく，現地
従業員のモチベーションを向上させる人事制度や，日本
滞在型の研修制度の整備などにも取り組んでいます。

●キャリア採用
IHIは，キャリア採用に積極的に取り組んでいます。事業
環境の変化が激しい時代にあって，そのときどきの状況
において求められる資質をもった人材を戦略的に配する
ことが必要です。定期的な採用だけでなく，経験や知識，
能力をもった人材を戦略的かつタイムリーに採用すること
が必要と考えています。

●期間従業員の正規従業員への登用
IHIは，期間従業員の中から正規従業員に登用する仕組
みを導入しています。これは期間従業員の中から一定の
基準を満たした従業員を正規従業員に登用する制度です。

●60歳以上の従業員の雇用
IHIは，従業員個々人が満60歳から65歳の間で，自ら定
年年齢を選択できる選択定年制度を導入しています。
また，50代の従業員を対象に，働き方に関する各種セミ
ナーを実施し，60歳以降のモチベーション維持をサポー
トしています。現在，60歳を迎えた従業員のうち8割を超
える従業員が，60歳以降も現役として活躍しています。

●ワークライフバランス
●制度の充実
IHIグループは，従業員一人ひとりが働きやすい職場環境
を実現し，仕事と家庭をバランスよく両立させながら働く
ことを目的に，ワークライフバランス実現を支援する制度
の充実に取り組んでいます。
具体的には，①フレックスタイム制度・在宅勤務制度の活
用，②年次有給休暇を活用した長期休暇の取得促進，③
育児・介護のための諸制度※の整備，④定時退場日の設
定などです。さらに，IHIグループとして定めるダイバー
シティ推進月間の11月に，男性の「育児のための休業」取
得を促すリーフレットをIHIグループ全従業員に配布する
など，さまざまなかたちの情報発信で，制度の活用を促
進しています。
※期間従業員・パートタイマーにおいても利用可能

●労働時間管理
IHIグループは，毎年労働時間管理に関する方針を定め，
労働時間の適正化を通したワークライフバランスの実現を
目指しています。具体的には，部門ごとの行動計画策定に
加え，仕事のやり方そのものの見直し，ICTの積極的活用，
あらゆる勤務制度の活用など，従来のやり方にとらわれ
ない柔軟な働き方の推進に取り組んでいます。また，年
次休暇の取得推進，男性従業員の育休取得推進，勤務間
インターバルの確保などにも取り組んでいます。
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考え方

IHIグループは，「企業人は日々の仕事を通して最も成長
する」ものであると考えています。このため，人材の成長
には，日々の仕事を通して成長しようとする本人の努力と，
努力を成長に結びつけるための会社による機会の提供と
いう，本人と会社の相互作用が重要です。
IHIグループは，「グループ人材マネジメント方針」に基づく

「グループ人材育成方針」を定め，人材の成長のための本
人と会社の役割と，成長機会の提供に向けた上司・職場・
人事部門の役割を明確にし，従業員の育成体系や教育カ
リキュラム，職場における個々人の育成計画を策定してい
ます。

P.41 	人材マネジメント

IHIグループ人材育成プログラム	 （2020年3月16日現在）

人選されて受講する教育 階層・職位の該当者が受講する教育 各自の選択により受講できる教育

経営人材育成教育 プロフェッショナル
人材育成教育 階層別・職位別教育 グローバル

人材育成教育
ダイバー
シティ 公開講座
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職
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多様な人材の育成（人材育成）
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実績

主な教育の受講者数とのべ受講時間数，従業員1人あたり
の教育時間	 （対象：IHIおよび国内関係会社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

階層別研修

受講者数 3,300名 2,900名 3,300名 3,276名

受講時間
112,000

時間
101,000

時間
112,000

時間
106,208

時間

公開講座

受講者数 5,800名 5,800名 6,200名 3,343名

受講時間
46,000

時間
44,000

時間
47,000

時間
25,073

時間

従業員1人あたりの研修時間

研修時間 17.4時間 16.7時間 16.7時間 19.8時間

匠制度・高度技能者認定制度認定者数	（単位：名，対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

総数 45 42 37 35※

　溶接 6 5 2 ー

　組立 6 7 10 ー

　機械加工 14 13 9 ー

　試験・検査 10 10 9 ー

　保全 3 2 2 ー

　その他 6 5 5 ー
※2020年6月30日時点

取組み

●CDP（Career	Development	Program）
2019年度より，グループ共通の個人別育成プログラムと
してCDPを導入しました。この仕組みを通して，社員一人
ひとりの「自律的なキャリア形成」「成長の加速」，そして「学
び続ける」ことを促進していきます。
CDPにおいては，上司による面談・コーチングが重要と
考え，「CDP面談コーチングガイド」を発行し説明会を開
催しています。コーチングの目的は，従業員のやる気と組
織活力を引き出すことにあります。コーチングスキルは，
これからのIHIグループのマネージャーに最も求められる
スキルのひとつであり，階層別研修などを通して，スキル
向上に継続的に取り組んでいきます。

●人材育成
IHIグループは，「グループ人材マネジメント方針」に定める

「求める人材像」を育成の基軸として育成体系と教育カリ
キュラムを設定し，新入社員から新任部長までの各階層
を対象としたグループ共通の階層別教育を実施していま
す。また，経営人材を育成するための特別研修，事業活
動の中核を担うプロフェッショナル人材を育成するため
の特別研修，グローバル人材を育成するための研修，女
性管理職を対象とした研修などを行なっています。さらに，
業務の専門性を高めるため，選択可能な公開講座も設け
ています。
また，評価・配置と整合性のある人材育成のために，従
業員全員に評価者から評価結果をフィードバックする面談
を年3回行なっています。評価者は，評価する点，改善す
べき点を示し，各人の能力開発につなげています。

●グローバル人材の育成
IHIグループは，グローバル人材の育成に力を入れていま
す。海外生産拠点やプロジェクトにおける主要業務の経験
を計画的に積むとともに，それを補完する各種研修を整
備しています。
2019年度は，海外派遣型の研修としてマレーシアに7名，
インドに14名を派遣しました。派遣先では，異文化・多
様性への理解を深めるとともに，海外ビジネス視点と主
体性・実行力の強化を目的に研修を行ないました。
国内研修は，英語力強化に向け，語学力に応じて選択で
きるオンライン英会話を導入しており，2019年度は176
名が受講しました。このほか，誰もが受講できる公開講
座として，語学や異文化理解に関する講座があり，2019
年度は6つの講座を開講しました。
また，IHIグループ人材開発交流センター「I-STEP湘南」

（神奈川県横須賀市）は，年間12,000名以上の国内外グ
ループ従業員が研修や各種会議で利用しています。今後も，
世界で働くグループの仲間が集い，企業理念・価値観を
共有し，活発にコミュニケーションする場，共に学び成長
する場として活用していきます。

●技能伝承
IHIは，ものづくり技術を支える拠点である各工場で，溶
接・機械加工などのコアな技能の伝承に取り組んでいま
す。それぞれの分野において専門性の高い技能を有し，
後進育成に取り組む役割を担う従業員を「匠」と認定し（匠
制度），計画的な技能伝承を推進しています。
2019年度に，認定制度の名称を「高度技能者認定制度」に
改め，認定者の拡大を図っています。

多様な人材の育成（人材育成）
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方針

IHIグループは，安全と健康の確保は極めて重要な経営
課題のひとつと考え，毎月グループの安全衛生管理状況
や健康管理状況を全役員に報告しています。またグループ
全従業員が，持てる能力を最大限に発揮できるよう，働
きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいます。

「IHIグループ安全衛生基本方針」に基づき，共に働くすべ
ての人びとが安全で健康に働くことができる職場環境の
確保に向けて，右記の取組みを展開しています。

IHIグループ安全衛生基本方針

1．「安全五原則」をグループ共通の安全衛生行動
指針とし，経営幹部ならびに全ての従業員・
協力員が労働災害の防止に向けて取り組ん
でいます。
【安全五原則】

　一．安全はすべてに優先する
　一．危険な作業はしない。させない
　一．災害要因の先取り
　一．ルールを守る
　一．自ら努力する

2． 従業員の心とからだの健康保持増進に向け
た環境整備と機会提供に努め，健康で働きや
すい職場づくりを進めます。

3． 安全衛生に関する諸法令を遵守するとともに，
事業活動が地域社会に与える影響にも十分
配慮し，社会の一員として安全衛生確保に努
めます。



051豊かな社会の 
実現

誠実な 
企業経営

サステナビリティ 
マネジメント基本情報 環境負荷の 

低減
パフォーマンス 

データ
豊かな社会の 

実現

労働環境の向上（労働安全衛生）

IHIグループ健康経営宣言

IHIグループは「人材こそが最大かつ唯一の財産であ
る」との経営理念のもと，従業員の健康を大切にした
経営に取り組みます。

私たちは，従業員の積極的な健康づくりを支援し，
従業員がいきいきとその能力を最大限に発揮するこ
とで，組織の活性化を図ります。
これにより，IHIグループの成長を通じて，社会の発
展に貢献します。

2020年7月1日
株式会社IHI　代表取締役社長　井手　博

具体的取り組み
健康経営を，働き方改革との両輪で推進していきます。
そして，次の重点施策に，労働組合および健康保険
組合と協力して，積極的に取り組みます。
従業員の皆さんも主体的に自身の健康づくりに努め，
いきいきと働くことのできる職場づくりに参加しま
しょう。

1．個人と組織の健康リスク低減
（1）健康診断結果に基づく就業管理の徹底
（2）ディフェンスメンタルヘルス対策の徹底　
（不調者への的確な対応，ストレスチェックに基づ
く職場環境の改善）

（3）禁煙，受動喫煙防止への取り組み推進

2．個人と組織の健康度向上による職場活性化
（1） 一人ひとりの主体的な自己健康管理に対する

支援
（2）オフェンスメンタルヘルス対策の推進
（いきいきと働き成長を実感できる職場環境づく
り，ストレスに強い心の育成）
　

3．家族を含めた健康保持増進
（1）家族を含めた健康づくり活動の展開
（2）健康診断と保健指導の実施率の更なる向上
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体制

●グループ安全衛生委員会

IHIグループ安全衛生委員会

最高執行責任者（COO）

経営会議

委員長 安全・衛生関連事項担当役員

副委員長
航空・宇宙・防衛事業領域長，
社会基盤・海洋事業領域長

委員

資源・エネルギー・環境事業領域長，
産業システム・汎用機械事業領域長，
技術開発本部長，人事部長，
その他委員長が指名する者

事務局 人事部　労働・安全グループ

2019年度の開催回数 1回

教育・浸透

●従業員への教育
IHIグループは，従業員への安全衛生教育を，新入社員か
ら基幹職までの階層別教育の中で実施しています。
工場の現業部門従業員が班長・職長になる時期には，各
段階で職班長安全衛生教育（Supervisor Safety Training

（SST））を実施します。
建設工事の設計・開発部門の従業員に対しては，新入社員，
中堅社員，グループリーダー，基幹職などの階層ごとに建
設安全衛生一般教育（Construction Safety Standard 

Training（CSST））を実施します。
さらに，建設現場の所長・監督員になる従業員に対しては，
現場所長安全衛生教育（Site Manager Safety Training

（SMST））を実施するほか，教育修了後もフォローアップ
教育を行ない，安全衛生についての知識の向上を図りま
す。
なお，SST，CSST，SMSTのトレーナー養成をIHIグルー
プ内で行なっています。

労働環境の向上（労働安全衛生）

IHIグループにおける安全衛生教育体系

所　　　　　属
受講時期（目安）

新入社員 中堅社員 課長 部長など

工場現業系社員 新入社員教育
班長安全衛生教育SST-Ⅰ
職長安全衛生教育SST-Ⅱ

など
新任基幹職教育

基幹職
フォローアップ教育

など

建設

設計・開発など

新入社員教育
CSST新入社員

コース

CSST中堅社員コース
CSSTグループリーダーコース

CSST基幹職
コース

CSST事業部長/
部長コース

所長・監督
（建設現場）

SMST基礎コース
（所長・監督任用決定後）

SMST全社統一フォローアップ
（基礎コース受講の翌年）
SMSTフォローアップコース

（1〜3年に1回）

SMST基幹職コース

注）SST：職班長安全衛生教育（Supervisor Safety Training）
  CSST：建設安全衛生一般教育（Construction Safety Standard Training）
  SMST：現場所長安全衛生教育（Site Manager Safety Training）
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教育・研修の受講者数 （単位：名，対象：IHIおよび国内関係会社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

職長研修 30 33 26 48

班長研修 69 85 83 103

技能系リーダー研修 ー ー 33 165

Site Manager Safety 
Training(SMST)教育
基礎コース（修了者数）

215 246 260 169

Supervisor Safety 
Training(SST)，
SMSTトレーナー
養成講座(修了者数）

25 13 31 18

目標・実績

労働安全衛生度数率目標

項目 目標 目標年度

全災害度数率 1.1未満 2019

休業災害度数率 0.2未満 2019

健康管理 （対象：IHIおよび関係会社34社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

健康診断有所見率 70％ 69％ 70％ 71％

ストレスチェック受検率 90％ 91％ 96％ 94％

アブセンティズム
（3カ月以上の休業者数）

0.9％ 0.9％ 0.9％ 1.0％

プレゼンティズム
（就業制限者数）

2.1％ 1.6％ 1.7％ 1.6％

喫煙率 29％ 28％ 28％ 27％

休業災害度数率※1
 （単位：件，対象：IHIおよび関係会社30社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

IHIグループ平均 0.33 0.57 0.26 0.40

全国製造業の平均※2 1.15 1.02 1.20 1.20
※1 　100万のべ労働時間あたりの労働災害による死傷者数（不休災

害を除く）。
※2　対象：事業所規模100名以上（抽出調査）

全災害度数率※3
 （単位：件，対象：IHIおよび関係会社30社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

全災害度数率 1.31 1.64 1.11 1.49
※3　100万のべ労働時間あたりの労働災害による死傷者数

職業性疾病度数率※4
 （単位：件，対象：IHIおよび関係会社34社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

職業性疾病度数率 ー ー 0.165 0.165
※4　100万のべ労働時間あたりの職業性疾病者数

労働災害件数※5

 （単位：件，カッコ内は死亡災害の内数，対象：IHIおよび関係会社30社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

総数 68（1） 87（1） 55（0） 71（0）

従業員 41（0） 52（0） 28（0） 42（0）

派遣社員 0（0） 4（0） 4（0） 4（0）

協力員 27（1） 31（1） 23（0） 25（0）
※5　労働災害による死傷者数

労働環境の向上（労働安全衛生）
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労働組合に加入している従業員の割合
	 （単位：％，対象：IHIおよび連結子会社6社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

労働組合に加入して
いる従業員の割合

73 74 73 73

労働に関する苦情受付件数 （単位：件，対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

労働に関する苦情
受付件数

0 0 0 0

取組み

●安全衛生管理の徹底
●健康管理
IHIグループは，従業員一人ひとりが働きがい・生きがい
をもって働ける環境をつくることが，個人の生産性向上や
職場活性化につながると考え，心とからだの両面から健
康管理に取り組んでいます。
特にメンタルヘルス教育では，ディフェンス（不調者への
きめ細かい個別フォロー，復職支援特別勤務制度や再適
応プログラムを活用した対応）とオフェンス（メンタルタフ
ネス：モチベーションやコミュニケーション，パフォーマ
ンスを向上させるための教育など）を実施し，管理監督者
から新入社員まで，生き生きと働く人づくりと職場づくり
を目指しています。
また，メタボリック症候群や偏った生活習慣の改善，禁煙
などの健康対策にも継続して取り組んでいます。

●安全衛生管理
IHIグループは，グループ共通の行動指針「安全五原則」に
基づき，労働災害の撲滅に取り組んでいます。
工場や建設現場ではリスクアセスメントを実施し，本質
的・物理的対策を優先した確実なリスク低減を図ってい
ます。また労働災害撲滅に向けて，従業員の安全教育を
定期的に行なっています。工場構内や建設現場で働く協
力業者に対しても安全衛生管理水準の向上に向けた支援
を行ない，共に安全な職場づくりに取り組んでいます。
こうした安全衛生の確保に向けた取組みを，労働安全衛
生マネジメントシステムに基づいて実施しています。

●労働に関する苦情処理
IHIは，従業員の苦情を公正迅速に処理し，明朗な職場
環境を樹立することを目的として，労働協約に基づき苦
情処理委員会を設置しています。

●新型コロナウイルス感染拡大への対策

P.34 	危機管理
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方針

IHIグループは，公平・公正な取引，お取引先との相互繁
栄，法令の遵守と社会的要請への対応を3つの柱とする

「IHIグループ調達基本方針」をもとに調達活動を行なって
います。
企業活動に必要な資材や機器などを調達する際は，法令
遵守はもちろん，人権や環境，紛争鉱物※の問題などにつ
いて配慮する必要があります。このような社会からの要
請に応えるため，従業員への教育を徹底し，お取引先に
対しても法令・社会規範の遵守，人権・労働・安全衛生
への配慮，QCD（品質・コスト・納期）の確保，競争力の
強化，環境への配慮，情報の開示を推進するよう求めて
います。
また，IHIグループの各調達部門は「IHIグループ調達基本
方針」にのっとり，調達の基本理念，基本的心得，業務遂
行基準を「IHIグループ調達基本規程」に定め，調達活動を
行なっています。
※紛争地域において産出された鉱物を購入することが現地の武装勢

力の資金調達につながり，結果として当該地域の紛争に加担する
ことを危惧される鉱物の総称。

IHIグループ調達基本方針

基本方針
1．公平・公正な取引

IHIグループは国内外から，意欲と競争力のある
お取引先に対してオープンに競争の機会を提供し
ます。また，品質・価格・納期・技術開発力・経
営状況等を総合的かつ公正に評価し，選定を行
います。

2．お取引先との相互繁栄
IHIグループはお取引先を価値創造のパートナー
と位置づけ，最適な品質・コスト・納期を確保し
安定調達を実現することを通じて，お取引先と信
頼関係を構築し相互の競争力強化と繁栄を目指し
ます。

3．法令の遵守と社会的要請への対応
IHIグループは，関連法規を遵守します。また，
社会的な要請にも応えるため，特に，環境・人権・
労働・安全衛生・情報管理に十分配慮した調達
活動を展開します。

お取引先へのお願い
IHIグループは事業活動を推進するうえで，以下のよ
うな項目に取り組んでおり，お取引先のご理解とご
協力をお願いしています

（1）法令・社会規範の遵守
（2）人権・労働・安全衛生への配慮
（3）QCD（品質・コスト・納期）の確保
（4）競争力の強化
（5）環境への配慮
（6）情報の開示

サプライチェーン・マネジメントの強化
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サプライチェーン・マネジメントの強化

●紛争鉱物への対応
IHIグループは，「IHIグループ調達基本方針」の一部として

「紛争鉱物に関するIHIグループ基本方針」を制定し，調達
活動を行なっています。
コンゴ民主共和国およびその隣接国で産出される紛争鉱
物を使用する材料・部品・製品の調達は行なわない方針
です。
本方針は主要なお取引先に周知し，お客さまから紛争鉱
物に関する情報開示の依頼があった場合，これに対応し
ています。

●紛争鉱物に関するIHIグループ基本方針
コンゴ民主共和国およびその隣接国では，紛争に関わる
反政府勢力による深刻な人権侵害や環境破壊が生じてお
り，大きな課題として世界的に注目されています。この地
域で産出される鉱物（錫，タンタル，タングステン，金）の
一部には，これらの勢力の資金源となっているもの（以下

「紛争鉱物」という）があると言われています。
IHIグループは，これら紛争鉱物を使用する材料，部品，
製品の調達は行なわない方針です。IHIグループは本方
針に基づき，人権侵害や環境破壊への加担回避のための
取組みを進めてまいります。お取引先さまにも取組みへ
のご協力をお願いいたします。

教育・浸透

IHIグループは，調達関連法規に関する教育や内部監査に
注力し，コンプライアンス強化を図っています。
IHIグループ内の調達部門だけでなく，下請法や建設業法
の理解が必要と考えられる部門も含め，調達プロフェッ
ショナル育成研修として年間13科目22回の講座を開催し
ました。
e-ラーニングについては，IHIグループ全役員・従業員向
けと調達担当者向けに分けて，下請法，建設業法，輸入
申告，適正な請負体制など，普段の業務を進める上で必
要な知識の教育を行なっています。
また，IHIグループの各調達部門では，下請法と輸入申告
業務に関する自主点検活動を行なうことで，適正に業務
が行なわれているかを確認し，改善を進め，内部監査を
通しても改善指導を行なっています。

●従業員への教育（グローバル調達要員の育成）
IHIグループは，グローバルにビジネスを展開する上で，
新規サプライヤーを世界規模で開拓し最適なサプライ
チェーンを構築しています。そのため，グローバル調達要
員の育成に注力し，国内グループ会社従業員への海外調
達に関する教育，海外グループ会社現地採用者に対する
コアタレントプログラムにより，調達マネージャークラスの
ナショナルスタッフ化を進めています。

海外調達拠点のネットワーク

日本（東京）
イギリス（ロンドン）
アメリカ（ニューヨーク）
中国（上海、大連）
韓国（ソウル）
インド（ニューデリー）
タイ（バンコク）
シンガポール（シンガポール）
マレーシア（クアラルンプール）
ベトナム（ホーチミン、ハノイ）

調達関連教育の受講者数（2019年度）
	 （単位：名，対象：IHIおよび国内関係会社）

項目 2019年度

調達プロフェッショナル育成研修 643
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サプライチェーン・マネジメントの強化

取組み

●反社会的勢力と贈収賄防止への対応
IHIグループは，お取引先との契約条項に反社会的勢力と
一切関係を持たないこと，刑法・不正競争防止法で禁止
されている外国公務員への贈賄行為，そのほか，各国の
法令で禁止されている贈収賄などの行為は行なわないこ
とを定めています。これらの行為があった場合は，報告
と調査への協力をお取引先に求めています。

●サプライヤー表彰
IHIグループでは，特に功績の大きかったサプライヤーに
対して表彰を行ない，パートナーシップの強化を図ってい
ます。
2019年度には，以下の会社へ感謝賞を贈呈しました。

●北票島村機械製造有限公司（中国）
鋳鉄の技術力が高く，模型から素材，機械加工，耐圧試
験に至るまで，一貫した生産管理・品質管理を実施され，
主に圧縮機，原動機，プレス向けに質の高い鋳鉄部品を
納入していただきました。



058豊かな社会の 
実現

誠実な 
企業経営

サステナビリティ 
マネジメント基本情報 環境負荷の 

低減
パフォーマンス 

データ
豊かな社会の 

実現

地域社会との共存共栄

考え方

IHIグループは，社会の期待に応えることを企業の社会的責任と考え，社会貢献活動に取
り組んでいます。
SDGsの目標のうち，「グループ経営方針2019」で示している各事業領域の目標を踏まえ，
IHIグループの事業拠点や建設現場などの地域において取り組むべき社会貢献活動の重
点課題を設定しています。社会貢献活動を通して，従業員一人ひとりが社会の一員である
という自覚を促し，社会からの期待に積極的に応えます。

社会貢献活動の重点課題

重点課題 事業との関連性 関連するSDGs

地域社会との共生
地域社会と良好な関係を構築し維持す
ることは，IHIグループが円滑に事業
展開するために不可欠です。 　

次世代人材の育成

ものづくりを担う人材の育成を推進す
ること，また，将来の科学技術分野の
研究を支援することは，将来の産業の
基盤を豊かにし，IHIグループの認知
度の向上と事業継続に不可欠です。

　 　

環境の保全

生態系の維持や異常な気候変動の対
策に寄与する活動を支援して，自然の
恵みを育て健全な世の中を維持してい
くことは，IHIグループの事業継続に不
可欠であり，従業員の環境問題への理
解促進につながります。

　 　

目標・実績

IHIグループの社会貢献活動の目標支出額は，経常利益の1％を目安にしています。
IHIグループの2019年度社会貢献活動の支出総額は，519百万円（経常利益の1.61％）で
した。

社会貢献活動費 （単位：百万円，対象：IHIおよび連結子会社）

項目 2018年度 2019年度

活動内容別内訳

地域社会との共生 502 382

次世代人材の育成 56 104

環境の保全 16 16

その他 61 17

費目別内訳

現金寄付 113 115

時間寄付 162 187

現物寄付および敷地提供費 360 217

参考
地域社会関連の団体会費 10 13

運営経費 121 109

活動実績	 （対象：IHIおよび連結子会社）

重点課題 指標 2018年度 2019年度

地域社会と
の共生

事業の利益※ 主催イベントの来場者数 9,129名 7,977名

社会／環境の利益※ 地域社会への支出額 502百万円 382百万円

次世代人材
の育成

事業の利益※ 理科（ものづくり）教室の
参加者数

2,664名 1,628名
社会／環境の利益※

環境の保全 社会／環境の利益※ 環境保全面積 11,605m2 3,860,000m2
※ 上記指標の「事業の利益」および「社会／環境の利益」とは，RobecoSAMが定義している指標であり，そ

れぞれ以下のとおりです。
事業の利益：製品の開発，ブランド向上，人材開発など事業上の利益に直接かかわるもの
社会／環境の利益：持続可能な開発目標（SDGs）など，社会上・環境上の利益と連携するもの
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●地域社会との共生
●車いすバスケットボールイベント
IHIグループは，2015年度から日本車いすバスケットボー
ル連盟への支援を行ない，全国各地で車いすバスケット
ボールの紹介や選手との交流イベントを開催しています。
2019年度は9回目の開催を数え，長野県上伊那郡辰野町
民体育館に長野県内で活躍している選手をお招きし，エ
キシビジョンマッチや来場者による体験会などを実施しま
した。当日は，辰野地区の事業所に勤務しているIHIグルー
プ従業員のほか近隣住民ら約250名が来場され，大いに
盛り上がりました。

●富岡ロケット祭り
IHIエアロスペースの富岡事業所では，1998年から「富岡
ロケット祭り」を開催し，従業員に加え近隣地域の皆さま
にも参加いただいています。
2019年度は22回目を数え，約3,000名の方に来場いただ
きました。ペットボトルロケット・モデルロケットの製作・
打ち上げの実施や，宇宙関連の製品・技術を紹介する展
示スペースの開放で，ロケットをより身近に感じてもらう
機会を提供しています。また，群馬交響楽団によるオーケ
ストラ演奏，ご当地キャラが登場するステージイベントや
模擬店の出店なども行ない，来場いただいた近隣地域の
皆さまにも楽しんでいただき，交流を深めることができま
した。

●IHIアトリウムコンサート
豊洲IHIビルでは，アトリウムを利用して，さまざまなジャ
ンルの音楽コンサートを開催しています。ご年配の方から
お子さま連れまで幅広く，お楽しみいただいています。
2019年度は，春と秋に2回開催し，秋には10回目の開催
を数え，各回約500名の近隣住民の皆さまにお越しいた
だきました。

地域社会との共存共栄

●東北つながる絆祭
2019年度は，東北地方への関心を高め，復興支援につな
げることを目的とした「東北つながる絆祭」を，豊洲IHIビ
ルのアトリウムで開催しました。従業員・家族のほか，近
隣地域の皆さまなど，2日間で約3,000名に来場いただき
ました。
東北各県の産業振興・観光事業などの取組みを紹介する
とともに，特産品の販売や伝統文化などが体験できる各
県のブースを設けたほか，東北の食材を利用したビュッ
フェバイキングを実施しました。
また，IHIグループと東北地方とのつながりを紹介する出
展なども行ない，東北各県の取組みに楽しんで触れてい
ただくことで，来場された皆さまから好評をいただきまし
た。

●災害支援ボランティア活動
2019年10月の台風19号により甚大な被害のあった長野
県長野市において，近隣のIHIエアロマニュファクチャリ
ングの従業員のべ60名が約4カ月にわたって毎週末，災
害ボランティア活動を行ないました。
被災当時，床上浸水している家屋が多くあり，電気・水道
も停止している中で，地域の方々と協力し，リンゴ農家の
復旧作業に励みました。今後もIHIグループでは，地域と
共に災害支援活動に取り組んでいきます。
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●次世代人材の育成
●小中学生向け出前授業
IHIグループは，次世代の理科系人材の育成を目的として，
小中学生向けに出前授業を行なっています。この授業は，
お茶の水女子大学と共同開発したもので，理科の面白さ
や学校での勉強がどのように社会の役に立つのかを伝え
る内容となっています。
2019年度は，本社近隣の小中学校5校において，教育カ
リキュラムの一環として「ジェットエンジン」を題材とした
授業を行ないました。いずれの授業も，「ジェットエンジン」
の仕組みや原理を映像で学習したのちに実験をすること
により，授業後のアンケートでは，理科への関心が高まっ
たとの声をいただきました。

●豊洲みらいプロジェクト
このプロジェクトは，豊洲の子どもたちの明るい未来を築
くために，豊洲市民，企業，大学などが協働するネットワー
クとして，2019年度に発足しました。
2019年度は，豊洲に立地するSCSK株式会社・芝浦工業
大学・IHIが連携して計4回のプログラムを開催し，約
100名の子どもが参加しました。毎回実験や製作を行な
うプログラムとしたことで，参加した子どもたちに科学技
術への関心を高めてもらうことができました。2020年度
以降も継続して取り組み，プログラムを発展させていきま
す。

●環境の保全
●相生事業所の取組み
IHI相生事業所は，相生湾と山林に囲まれた豊かな自然
環境の中に立地しています。事業所面積の約7割を占める
緑地では，これまで動植物調査やグリーンインフラ整備な
どを通して，生物多様性のポテンシャルを確認してきまし
た。
2019年度は，それらの維持や一層の増進を図るために，
事業所内の山林に対して詳細な地形や植生分布などの調
査を実施し，その結果をすべて電子化して地図情報として
一元管理できるようにしました。
今後は，このデータを活かした具体的な保全計画を策定し，
多様な森林資源の維持・整備に努めていきます。


