成長を支える基盤

社会への取り組み
従業員の成長と活躍〜一人ひとりが能力を最大限に発揮できる職場づくり
人権の尊重
当社グループは、人種、信条、宗教、国籍、身体的特徴な
どの理由で嫌がらせや差別を受けない健全な職場環境を

グループ全体を対象に様々なカリキュラムを用意しています。

中央安全衛生部会では、各事業所で実施している
「安全

アップができる有意義な機会だという声が多々ありました。

衛生に関する提案事例」
「現場での注意喚起事例」
などの

今後も各個人の学びや成長をサポートしていきます。

情報の集約および共有を行い、労働災害の未然防止活動

住江織物（株）
では、入社 3 年目までを若手と位置づけ、

多様性の尊重

災害の撲滅に取り組んでいます。

課題であり、参加者からも新たな見識が広がり、スキル

研修体系は、階層別、役割別、選択型などに区分けし、

確保します。

を推進しました。しかし、労働災害件数・休業災害件数とも

入社後 1ヵ月間を集合研修、5〜9 月までを OJT 研修期間

に微増し、労働災害度数は上がり、今期目標「休業件数度

として研修を実施しています。受入部署で新人の 3 年間の

数率 1.0 以下」
もクリアできませんでした。

育成計画を所属長・OJT 担当者が作成し、それに基づき

リスクアセスメントを強化し、労働災害低減措置を各

指導を行います。国内グループ会社を対象に、入社から3

事 業 所と協 議し、リスクの 低 減 および 事 故 再 発 防 止を

一人ひとりが能力を最大限発揮し成長することが重要と考え

年間は各年次で研修を開催しており、新入社員研修後は 2

徹底します。

ています。性別・年齢・国籍を超えて多様な人材がいきいきと

年目・3 年目に集合研修を行います。合同で研修を実施す

活躍できる環境をつくっていくことを大切に取り組んでいます。

ることによって、グループ社員同士の交流の場ともなって

当社グループは、企業の持続的成長の源泉は人材であり、

■

人事データ（国内グループ）

各年度 5 月末時点

項目／性別／年度
従業員数（名）
平均年齢（歳）
平均勤続年数（年）
新卒採用者数（名）

男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性

2019

2020

1,070
483
45.9
41.4
15.5
12.2
21
10

1,210
569
46.6
41.9
15.8
12.1
19
14

■

時間単位取得や、サポート休暇（時効により消滅する年次
有給休暇のうち 5 年間遡及した日数）
を家族の看護や介護
に使用できるように規程を改定いたしました。今後も両立
支援や働きやすい職場環境づくりに取り組んでいきます。
■

育児・介護を支援する制度の取得者（国内グループ）
項目／性別／年度
育児休業関係

休業取得者数（名）
休業復帰者数（名）
短時間勤務取得者数（名）
始業・終業時刻の繰上げ・
繰下げ取得者数（名）

介護休業関係

休業取得者数（名）
短時間勤務取得者数（名）
始業・終業時刻の繰上げ・
繰下げ取得者数（名）
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研修受講者数

（2019 年度）

研修体系／受講者数（名）
階層別、役割別
選択型（スキルアップ）

選択型（自己啓発）

計

男性

女性

集合研修

174

125

49

通信教育

110

74

36

語学研修
（通学）

5

4

1

語学研修
（WEB）

19

男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性
男性
女性

2018

2019

0
8
0
9
0
13
0
4
0
1
0
0
0
0

0
11
0
5
0
9
0
4
4
6
0
0
0
0

研修体系／受講者数（名）
指名・
選択型

国内グループ 労働災害度数率※推移

（度数率）

11

8

（2019 年度）

住江織物（株）
では、2019 年 6 月より看護・介護休暇の

■

います。

両立支援

35

このような研修の機会は、当社グループとして長年の

人材育成

ミドルマネジメント研修
WEBマネジメント講座※

計

男性

女性

12

12

0

7

6

1

※ 2020 年 6 月から開講

Topics
TATSUNOKO CLUBスタート

技術資料ハンドブックを発行

2

知識・経験の伝承を次世代を担う社員へ

0

住 江 テ クノ
（株）で は、
2020 年 3 月に人 財 育 成
発 行 いたしました。社 員
のみなさんが「現場で自
分で考え、行動できる人、

など、日常業務から一段ステップアップしたテーマに、部署
の垣根を越えた有志が取り組みました。若手から管理職、
また海外からWEB参加もあり、多い時には50人近く参加し、
開始から半年間で全 10 回開講しています。

2.35

2.00

1.33

1.06

1.15

1.02

1.20

2015

2016

2017

2018

当社国内全グループ
（休業＋不休業）
製造業平均
（休業）
当社国内全グループ
（休業）

2.00
1.20
2019（年度）

出典：厚生労働省「令和元年度労働災害動向調査」
※ 労働災害度数率：100 万労働時間あたりの労働災害による死傷者数

労働時間管理
長時間労働是正の推進
CSR 推進委員会のもと設置している人事第 1 部会では、

専 門 知 識を徹 底 的に研
き上げたプロ」
になること

今年度グループ各社における労働時間の現状把握資料の

を人財育成の目的として

書式統一を実施しました。その結果を踏まえ、長時間労働

います。

改善取り組みの検討を行っています。帰宅要請アナウンス
やノー残業推進デーの呼びかけを繰り返すことにより、効
果が現れています。また、
「働きやすさアンケート」のうち、
労働時間に関する回答において、以前より改善されてきた

「TATSUNOKO CLUB」が 2019 年 10 月にスタートしま

「クリティカル・シンキング」
や
「サービス・イノベーション」

4.98

3.35

1.32

5.99

の ハンドブック第 2 版 を

様々な基礎知識を学ぶ自己啓発の場として、社内勉強会

となります。

5.27

4

部署の垣根を越えた知識の習得機会

した。ディスカッションや演習を中心とした参加型の勉強会

6

Topics

6.33

労働安全衛生
安全活動
労働災害の未然防止活動の推進
当社グループでは、各事業所において安全衛生委員会
（小規模事業所では安全衛生推進者）が主体となって労働

との結果が出ています。
有給休暇取得については、前年度より取得率が上が
りました。
■

有給休暇取得実績（国内グループ）
項目／年度

年次有給休暇取得率（％）

2018

2019

42.7

56.6
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成長を支える基盤

社会への取り組み
従業員の成長と活躍〜一人ひとりが能力を最大限に発揮できる職場づくり

目標

女性活躍推進

2

両立支援の取り組みを進めています。

女性活躍推進に関する行動計画の進捗を報告します。

レポート P.35 ｢両立支援｣をご参照ください。

1．計画期間：2018年6月1日〜2020年5月31日

目標

2．目標と進捗状況
目標

1

新卒採用における女性採用比率

（％）
50

50

実施しましたが、2年間で大きな変化はありません

でした。

【新たな行動計画】
1．計画期間：2020 年 6 月 1 日〜2022 年 5 月 31 日

（株）
スミノエ
目標

実績

（％）
50

42.9
25

目標
40

実績

35.5

14.8

技術・研究職

2．目標：女性活躍については、会社説明会での PR、外部研
修への派遣や女性社員の交流会、管理職研修な
どを実施し、女性採用比率・管理職比率アップを
目指していきます。また男性の育児休業取得を推

0

事務・営業職

社員意識調査
（
「働きやすさアンケート」
）
女性活躍に関する設問ポイント 0.1UP

や女性部下育成研修、女性社員対象の交流会などを

新卒採用（2018〜2020 年）

住江織物（株）

3

設問ポイントアップを目標に、キャリアデザイン研修

住江織物（株）
・・・事務・営業職 50％以上
技術・研究職 25％以上
（株）
スミノエ・・・事務・営業職 40％以上
■

ライフイベントを経ても継続就業できるような
両立支援制度の充実

事務・営業職

進するため、本人と上司への働きかけを行います。

シニア社員の活躍

Voice

が非常によかったですし、今も活かせていると思います。
嬉しかったこと

住江織物（株）
品質保証部

2018 年にJIS Q 9100:2016 の航空機品質マネジメントシス

西尾 仁

テムの認証を取得したことです。今後の航空機内装材の販売には

普段仕事をする上で心がけていること
品質監査、
航空機品質マネジメントシステムの維持管理、
グリーン
調達ガイドラインに関し法規制化学物質の監視、SDS・AIS・IMDS
登録作成、容器包装リサイクル法対応、その他品質・環境関連の
支援などを担当しています。製品含有化学物質管理については、
法令や規制に対応するコンプライアンスのための業務といえ
「知らなかった」
では済まされない状況です。そのため、毎年新規
対象化学物質の含有調査を社内の製品設計や調達などに携わる
規制を理解してもらうようにしています。自分の信条としては、
自信を持って仕事に取り組むよう努めています。

Voice
ルノン
（株）
商品本部 商品企画部

中川 真実
壁紙に魅せられて
父親の仕事の関係で、昔から壁紙を身近に感じていました。壁

やりがいを感じていることやよかったことは？
好奇心をもってチャレンジを
社歴が長くなると経験が活かされる場面が多くなる反面、安定
志向になりがちなので、好奇心をもって何でもチャレンジするよう
に心がけています。今までを振り返ると仕事を続けることでしかわ
からない楽しさ、発見、自分の成長があったと感じます。仕事のな
かで自分にフィットしない部分を工夫しつつ、前例にとらわれずに

紙が歴史のなかでどのように日本に根付いてきたのか興味がわ

ると思います。これからも
「できない」
と決めつけたりせず、どのよ
うな状況でもポジティブ思考で取り組んでいきたいです。

た。私の仕事は主に壁紙の商品企画と見本帳制作です。壁紙を作
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にこぎつけたことは大きな喜びでした。
シニア社員へのメッセージ
時々体のメンテナンスをして健康第一で仕事に取り組むことが
大切だと思います。健康でないと仕事も頑張れないですよね。

新しいことや技術課題など変化に対する挑戦が好きで、結果が残

Message
住江織物（株）
品質保証部

泉 敬子
同僚から西尾さんへのメッセージ

せた時にやりがいを感じます。工場の現場経験が長く、新規技術・

IMDS の入力や航空機の品質マニュアル作成など、膨大なデー

設備に数多く携われたことを感謝しています。家電の樹脂開発、高

タ量の業務をパワフルにこなされ、頭が下がります。いつも明るく

速テンタ−、アスファルトタイルカ−ペット、PVCタイルカーペット、

元気な話題を提供していただき、品質保証部のムードメーカーで

APAOバッキング、ラバ−フォ−ム・ウレタンフォームバッキング、植

す。 スイーツ男子 の一面もあり、おいしいお菓子や新製品に敏

物由来タイルカ−ペットなど生産現場での困難を含めた貴重な経験

感で、よくご相伴にあずかっています。

チャレンジすることで自分らしい働き方はどんな環境でも作り出せ

き、大学での研究分野としたことがきっかけでルノンに入社しまし
る際には、求められる機能や意匠表現に合わせて、製造を依頼す

では約 700 社レベルの貴重な登録書です。周りの方々の協力によ
り、僅か 1 年という短期間で
「品質マニュアル」
を完備し、認証取得

担当者にお願いし
「最新の情報を知っている」
というレベルまで
新しい情報や知識を積極的に取り込み、他者に負けない気概と

女性活躍インタビュー

必要不可欠であり、品質の最上位のマネジメントシステムで国内

よりよい暮らしを届け続ける

る壁紙製造会社を選ぶことからスタートします。製造会社ごとに

「HOME」
という見本帳を制作するにあたり過去の見本帳を見て

製法が異なるため、それぞれの特徴を理解することが重要になり

いた際、歴代の先輩社員たちが「こういう風に使ってもらいたい」

ます。それに加えて
「貼りやすさ」
「仕上がりの美しさ」
といった施

「時代のニーズに応えたい」
と気持ちを込めて商品を生み出したこ

工の観点からも商品設計を行い、施工者からエンドユーザーまで

とが伝わってきて感動しました。以前に、何十年も前の商品にも関

海外事業の現地社員の紹介

Voice

日本人スタッフと上手くコミュニケーションを取る秘訣は？

蘇州住江小出汽車用品有限公司（SSK）

蔡

菊
入社日2011年9月6日

インターネットなどで日本の習慣を調べてみると、共通の話題
が見つかり、交流しやすいです。
仕事を進める上で他の人より優れているところは？

満足していただける商品を目指しています。そうして作り上げた

わらず、お客様が「これからもまだ使いたい」
と再び希望してくだ

商品を、他社も含めた数千点のなかから選んで使っていただいて

さったことがありました。お客様に何十年も愛着を持ってもらえる

いるところを街中や TV で見かけるととても嬉しくなりますし、長

商品を作る会社だということに誇りを持つと同時に、とても嬉しく

ことができますし、試作サンプルを作成後は達成感があります。

い期間世の中に残ることはやりがいにもなります。また、使用され

感じました。時代ごとにインテリアの形は変わりますが、
「よりよい

大切にしていることは、品質管理を強化し、不良品を出さないよう

ている空間や壁紙以外のインテリアエレメントなど次に繋がる新

暮らしをしたい」
という思いは変わりません。私はルノンが培って

にすることです。

たな発想やヒントを見つけるようにしています。

きた歴史を大切にしながら、長くお客様に愛され、喜んでもらえる

は、大阪に興味があります。美しい都市と聞きますし、本社もある

商品や見本帳を今後も作り続けていきたいです。

ので一度行ってみたいです。
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仕事でやりがいを感じることや大切にしていることは？
やりがいを感じることは、新車種の試作です。色々な情報を知る

仕事に対し、真面目だと思います。効率よく進めることを意識し
ています。
あなたがお勧めする大好きな場所や行きたい場所は？
私の故郷、西山島です。景色が美しく、果物が豊富です。日本で
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成長を支える基盤

社会への取り組み

環境への取り組み

地域社会とのコミュニケーション（社会貢献活動）

環境マネジメント〜KKR＋Aのテーマのもとに

住江織物グループでは、各事業所単位で地域に根ざした
社会貢献活動を行っています。

地域清掃活動
地域社会の一員として、各工場では従業員一人ひとりが

くの人に知っていただき、乳がん

健康

によって引き起こされる悲しみか

環境

リサイクル

アメニティ

う活動です。ルノン
（株）
は、イン

わたしたち住江織物グル−プは、
「K…健康」、
「K…環境」、
「R…リサイクル」
そして「Ａ…アメニティ : 快適さ」を基本理念として、
室内環境改善やリサイクル材の活用、環境負荷の低減など、
環境保全への取り組みを続けております。

テリアに係る女性の方や医療・介
護・福祉施設のスタッフの方々を企業として行動・応援した

実施、地域社会の活性化や環境美化・保護に努めています。

いという強い気持ちのもと、この運動を応援しています。

CO2削減と環境負荷を
低減させる製品を提供します。

ため、原料、製造、輸送、使用、廃棄といった製品のライフ
サイクル全体にわたって、環境負荷を総合的かつ定量的に
評価するライフサイクルアセスメント
（LCA）手法に基づく
「ロ−カ−ボン製品」
を開発・提供します。

環境基本理念
Suminoe Textile of America
Corporation(STA)での社会貢献活動

3

地球温暖化防止に向けた低炭素社会実現の一端を担う

ら一人でも多くの人を守ろうとい

よき企業市民として、継続して工場周辺の清掃活動などを

宣言

宣言

近年、地球環境の悪化が急速に進んでいます。その地球
に暮らしている私たち人類が地球環境の維持と改善に努め、

4

安心・安全な素材を使用し、
健康と環境に配慮します。

法的な規制はもちろん、シックハウスの原因となるVOC

STA では、日ごろから地域に根ざした活動を実施してお

美しい自然を子孫に譲り渡すことは人類共通の使命であり

や廃棄時に問題となる重金属などを含まない安心・安全な

り、今年度は 2019 年 10 月にSTA 社員の家族や地元の高

ます。住江織物はこのことを認識し、従業員全員が環境保

製品提供とともに、ウール・麻・綿などの天然素材も積極

校 生・大 学 生を招 いた｢Family Manufacturing Day｣を

全に積極的に取り組むことによって、住みよい豊かな社会

的に活用します。また、火災時に有毒ガスの発生の少ない

春の｢ごみゼロ運動いなざわ｣

1 週間開催しました。工場見学では、身近な車製品の製造

をつくります。

オレフィン系床材などで、人に優しい製品づくりに努めます。

2020 年 5 月 45 名参加

現場を見て｢モノづくりの楽しさ｣を感じてもらったり、会社

住江織物グループ環境対策宣言

宣言

帝人テクロス
（株）

教育機関との連携｢しながわ職場歩き｣

や製品の説明を行いました。クッキーや飲み物を食べなが
ら和やかな雰囲気で行われ、80 人余りのゲストをお迎えす

住江織物（株）東京支店では、近隣の学校のキャリア教育

ることができました。そのほかにも、地域の小学校への寄

1998 年発表、2009 年に改訂した 7 つの宣言のもと、環

の一環として行っている｢企業訪問｣に協力しています。

付や地元の子供たちへのクリスマスプレゼントなどを継続

境対策を推進しております。

2019 年 9 月には、6 名の生徒が東京支店を訪れ、先生を

して行っています。

5

製造から製品に至るまで、
省資源・省エネルギ−に取り組みます。

製造時における材料、副資材、水、エネルギーのロス低
減による資源の有効活用を図るとともに、省エネ設備の更
新推進、品質向上、製品の軽量化、容器・梱包の簡素化、減

イメージしたインテリアコーディネートをラグマットやカー

宣言

テンを使用し体験しました。また、｢働くとは？｣｢何のために

1

室内環境を改善し、
快適な空間を実現します。

勉強するのか？｣などの意見交換会では、｢一人ひとりが違う

タバコ臭やペット臭、生活悪臭に加え、シックハウスの原

考えを持っていて面白かった｣や｢将来のためにこれからも

因となるホルムアルデヒドなどを吸着・分解して消臭する

勉強を頑張りたい｣などの感想をいただきました。

量化を図ります。また、輸送効率、使用効率、廃棄効率を追
求し、省資源・省エネルギー化を推進します。

宣言

「トリプルフレッシュ® 加工」のカーペット、カーテン、壁紙、

6

最新情報に基づき、環境負荷物質の
適正管理を推進します。

車両内装品や、アレルゲンの働きを抑制する
「アレルブ

製品に使用する材料に対して、特定の化学物質の含有に関

などにより、
ロック ® 加工」、お肌に優しい「スキンケア加工」

する制限が、内外ともに強化されています。この対応として、

安心・快適な空間を実現します。

対象製品すべてにわたって確認し、サプライチェーンマネジ
メント
（SCM）
の考え方に基づいた使用材料の適正管理を図る

宣言

The Angel Tree
地元の子供達への
クリスマスプレゼント

2

循環型社会に対応し、
リサイクル材を積極的に採用します。

ペットボトルから製造されたポリエステル糸の「スミト
ロン ®」、使用済みタイルカ−ペットを回収し、リサイクルす
る
「タイルカ−ペットリサイクルシステム」、リサイクル性に

ピンクリボン運動の推進
ルノン
（株）
はピンクリボン運動のオフィシャルサポー
ターです。この運動は、乳がんについての正しい知識を多
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地元の小学校へ文房具を寄付

とともに、最新の安全性に関する情報入手・把握に努めます。

宣言

7

エコを意識した製品を
提案・提供します。

製品の見た目や機能面での環境配慮だけでなく、製造の

優れた鉄 道 車 両 用シ−トクッション材「スミキュ−ブ ®」、

過程で用いる資源やエネルギーなどを最小化し、易リサイ

ビ−ルケ−スなどから再生されたＰＰ樹脂の簡易二重床「SE

クル化、製品の長寿命化、廃棄処理の最適化を見据えた
「エ

ライト」などリサイクル材を積極的に活用して環境保全と

コデザイン思想」
に基づく、製品およびシステムの提案・提

資源の有効利用に取り組んでいます。

供に努めます。
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