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卓越技能者および  
⾼度熟練技能者の割合

3.3⼈に1⼈
（単体）

現地⼈社⻑⽐率 
 

43％
（海外グループ）

度数率  
（労働災害発⽣頻度を⽰す指数）

1.01

価値提供のCSR価値提供のCSR  
⼈材⼈材

⽅針

個性・価値観を尊重し、個⼈の無限の可能性を
引き出し、組織と社会の⼒とします

「CSR⾏動計画2020」⽬標

ダイキンの持続可能な成⻑を実現するためには、企業活動の担い⼿である「⼈材」が何よりも
重要です。  
⼈材育成や多様性の確保、労働安全衛⽣などの取り組みを通じて、従業員⼀⼈ひとりがいきい
きとやりがいを持って働き、持てる⼒を最⼤限に発揮して社会とともに成⻑できる組織づくり
をめざします。

2020年度実績

⼈材育成として、モノづくりを指導できる⼈材がどのくらい育ったか、多様性の確保として、
海外拠点における現地⼈社⻑の登⽤がどのくらい進捗したか、労働安全衛⽣として、⽣産拠点
が安全に操業できているかを測っています。

人材 - 299 -



⼈材育成

「⼈は仕事の経験を通じて成⻑す
る」という考えのもとOJTを中⼼
に従業員の能⼒開発に努めていま
す。

⼈材の多様性

年齢・性別、国籍、⼈種、定期採
⽤・キャリア採⽤にかかわらず、
多様な⼈材が互いの価値観の違い
を認め合い組織⼒を⾼めていま
す。

労働安全衛⽣

「誰もが安⼼して働けるよう、職
場の安全・衛⽣の確保を最優先」
して、「災害ゼロ」の職場の維持
をめざしています。

ワーク・ライフ・バランス

多様な⼈材が柔軟な勤務形態や勤
務時間をとれるよう、さまざまな
勤務制度を導⼊しています。

評価・処遇

成⻑への意欲を持つ⼈に活躍の場
を提供し、チャンスを⽣かして成
果を挙げた⼈に報いる「機会の平
等」と「結果の公平」を追求して
います。

労使関係

「良好な労使関係は経営の基本」
との考えのもと、「労使対等の⽴
場」「労使相互の信頼関係」を⼤
切にしています。

関連情報

2020年度の活動ハイライト「⼈材－世界各地でモノづくりを強化―⼯場運営の担い⼿を各地で育
成」

2019年度の活動ハイライト「⼈材―イノベーションを創出するダイキン独⾃のAI・IoT⼈材を育
成」

2018年度の活動ハイライト「⼈材―急拡⼤するベトナム空調市場で、エアコンの普及を⽀える⼈材
を育成」

2017年度の活動ハイライト「⼈材―⽶国で取り組む⼈材育成――地域社会とともに成⻑するため
に」

 (P301)  (P319) (P310)

 (P332)  (P340) (P338)

 (P538)

 (https://www.daikin.co.jp/csr/feature2018/04.html)

 (https://www.daikin.co.jp/csr/feature2017/04.html)

 (https://www.daikin.co.jp/csr/feature2019/04.html)
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※1

※2

⼈材

⼈材育成

基本的な考え⽅
ダイキンは「⼀⼈ひとりの成⻑の総和がグループ発展の基盤」であるという考え⽅を企業理念の⼀つとして
掲げ、「⼈は仕事の経験を通じて成⻑する」と考えています。⼀⼈ひとりの適性を⾒極めて仕事を任せてチ
ャレンジさせるOJT※1での⼈材育成を基本にし、グローバル事業の第⼀線で活躍できる経営幹部層を育成す
る「ダイキン経営幹部塾」、若⼿をグローバル⼈材として育成する「海外拠点実践研修」、AI分野の技術開
発などを担う⼈材を育成する社内講座「ダイキン情報技術⼤学」など、Off-JT※2も含めた育成の機会の充実
を図っています。また、語学研修、通信教育などの受講を⽀援し、⾃主的に学ぶ機会を提供しています。

2015年度からは、グループ経営や海外拠点の経営を任せられる外国⼈経営幹部の育成策として、「グローバ
ル経営幹部塾」を開催しています。次代の幹部候補を含めた幹部⼈材に対して、ダイキンの企業⽂化や独⾃
のマネジメントの考え⽅を学ぶための研修プログラムとなっています。

実際の仕事を通じて、仕事に必要な知識・技術・技能・姿勢などを修得させる⼿法。

知識や技術を得るため、仕事の場を離れて学習させる⼿法。
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グローバル研修所
「ダイキンアレス⻘⾕」

セミナーハウス
「オー・ド・シエル蓼科」

教育施策
グローバルに活躍できる⼈材を育成

グローバルな事業展開を背景に、異なる価値観を持つ⼈々を⼀つの⽅向にまとめるリーダーシップとマネジ
メント能⼒を持つ⼈材を育成することが重要であると考えています。
そこでダイキンは、下記施設などで、さまざまな研修を⾏っています。

今後、グローバルな採⽤⼒の強化、国・地域を越えた⼈材の配置、競争⼒ある評価・処遇制度の構築など、
⼈材⼒の強化を加速する⼈事制度の構築や、部⾨・拠点間のコミュニケーションの促進など図っていきま
す。

主な研修施設

グローバル研修所
「ダイキンアレス⻘⾕」

2008年5⽉、⿃取県に設⽴。 
2018年には「技能・技術・サービスエンジニア研修機能」を備えた施設を増
築。  
グローバルに活躍する⼈材を育成するため、幹部研修、技術・技能研修、合
宿研修等、多様な活⽤をしています。

セミナーハウス
「オー・ド・シエル蓼科」

⼈材⼒強化に向けたグループ全体の研修ニーズに対応するため、2014年6
⽉、⻑野県のダイキン⼯業の従業員保養施設に研修所を増築。合宿や研修の
場として利⽤。
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教育体系図
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グローバル経営幹部塾

主な研修プログラム

新⼈社員研修

毎年、グローバル研修所「ダイキンアレス⻘⾕」で、5泊6⽇の新⼊社員合宿研修を実施しています。  
2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、合宿研修⾃体は中⽌としました。  
⼀⽅で、導⼊教育では、出社・集合での研修と、ITツールを活⽤した在宅・オンラインでの研修をミ
ックスしました。6⽉には、⼊社式および感染防⽌策を講じての集合研修や、メーカーの原点を学ぶ⼯
場研修も実施しました。  
また、新たな取り組みとして、ITツールを活⽤し、先輩社員が新⼊社員⼀⼈ひとりをサポートする取
り組み「Feel the Connection」を⾏いました。「会社」「⼈」とのつながりを感じてもらうことを⽬
的として、先輩社員が新⼊社員⼀⼈ひとりの不安や疑問などに応えるとともに、職場の雰囲気や、仕
事への向き合い⽅などについて対話を重ねました。

海外拠点実践研修

将来、グローバルに通⽤する⼈材を育成するため、若⼿メンバーを対象に、海外に1年から最⼤2年間
派遣する研修を実施。  
通常の海外出向とは異なり、現地の販売代理店・取引先、事業提携先、⼤学などにおいて実践的なテ
ーマを持ち、既成概念に捉われないチャレンジ精神と異⽂化のなかでのコミュニケーション能⼒を⾝
に付けることが⽬的です。  
1999年度からの累計派遣⼈数は318⼈になりました。

海外⼈材対象の
「グローバル・ト
レーニング・プロ
グラム」

2015年度から、海外の若⼿従業員を研修⽣として⽇本に受け⼊れる「グローバル・トレーニング・プ
ログラム」を開始。ダイキン⼯業本体での研修を通じて、技術・品質・⽣産技術などへの理解を深
め、今後の各国・各事業での業務に役⽴ててもらうことが⽬的です。
2015年度から2019年度までの累計研修⽣⼈数は33⼈となりました。

国内留学
技術⼒の向上、MBAの取得、視野の拡⼤、幅広い⼈脈の構築などを⽬的に、国内の⼤学に若⼿従業員
を派遣し、その育成に努めています。  
2020年度は、豊⽥⼯業⼤学に6⼈の従業員を派遣しています。

ダイキン経営幹部
塾・グローバル経
営幹部塾

ダイキン経営幹部塾はダイキン⼯業の幹部候補者層を対象に、グローバル経営幹部塾は海外拠点の幹
部層（外国⼈）を対象にした、次世代経営者育成のための研修です。グループ経営理念や「⼈を基軸
におく経営」にもとづくリーダーシップを発揮して、グループ全体最適の視点で経営・事業をリード
する幹部の育成をめざしています。
2020年度までの累計受講者数は、ダイキン経営幹部塾253⼈、グローバル経営幹部塾191⼈となりま
した。
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モノづくり⼈材育成
海外へ技能を伝承する卓越技能者および⾼度熟練技能者の育成に注⼒

ダイキンはモノづくりの基本となる技能を伝承する⼈材の育成にも取り組んでいます。ダイキンは、⾼い技
能と知識、指導⼒を持つ「卓越技能者および⾼度熟練技能者」を⽣産に携わる従業員のうちグローバルで4⼈
に1⼈にするという⽬標を掲げており、国内では2020年度の認定者数は3.3⼈に1⼈でした。海外での事業拡
⼤に伴い、グローバルでの育成も強化しています。

ダイキン⼯業は「卓越技能伝承制度」を設け、モノづくりのベースとなる熟練技能を次世代に継承していく
取り組みを続けています。  
空調部⾨では、ろう付け、旋盤加⼯、板⾦加⼯、アーク溶接、⾦型製作、治⼯具仕上げに関する卓越技能者
を「マイスター」として認定しています。  
化学部⾨では、卓越技能者を「エキスパート」に認定しています。これらの「マイスター」「エキスパー
ト」は、国内外の拠点で、その卓越した技能を伝承し、技能者・指導者の育成にあたっています。

2010年4⽉には、製造⽀援を担う⼈材の不⾜を補うために、将来の「マイスター」「エキスパート」候補⼈
材を育成する制度として「トレーナー制度」を新設しました。  
2017年には、化学部⾨として、化学オペレーショントレーナを追加しました。 これら「マイスター」「エ
キスパート」「トレーナー」を講師に迎え、国内外の⽣産拠点から選抜された従業員を対象に、技能研修会
を定期的に開催しています。

2020年度末現在で空調部⾨の「マイスター」は34⼈、「トレーナー」は130⼈（国内39⼈、海外91⼈）、
化学部⾨の「エキスパート」は10⼈、「トレーナー」は10⼈（国内6⼈、海外拠点4⼈）が登録されていま
す。
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技能オリンピック

技能オリンピックや技能研修会で技能⼒を向上

製造現場での技能⼒向上を⽬的に、国内外の⽣産拠点を対象とする「技能オリンピックグローバル⼤会」
を2年ごとに開催しています。組み⽴て・解体などの実技に加え、作業現場で起こるアクシデントに適切
に対処できるかを確認するペーパーテストも⾏います。

「技能オリンピック」を開催しない年には、次期指導者育成に向けた「技能研修会」を開催しています。
「マイスター」「エキスパート」「トレーナー」が講師になり、国内外の⽣産拠点から選抜された従業員
にダイキン流「⼈づくり・モノづくり」を伝授します。

2020年度はコロナ禍のため、技能オリンピックは中⽌となりましたが、堺・滋賀・淀川の各製作所でミ
ニ競技⼤会、海外では各拠点で技能⼤会を開催しました。 空調部⾨からは、国内の⽣産拠点から13⼈、
海外からは13⼈の従業員が参加しました。化学部⾨からは国内の⽣産拠点から3⼈、海外からは2⼈が参
加し、シミュレータによる化学⼯学（蒸留、物質収⽀、熱収⽀）の基礎を学びました。

また、海外のグループ会社やエリアごとに技術コンペを開催し、拠点ごとの技能伝承の進捗状況や課題、
⽬標を共有しながら、グループ全体で⾼い技能を有する⼈材育成に努めています。
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※

AI分野の⼈材育成
ダイキン情報技術⼤学

ダイキン情報技術⼤学は、産業構造や社会構造の⼤きな変⾰期に対応するために、「デジタル⼈材」※の育成
のために設⽴した機関です。  
⼤阪⼤学を中⼼とした教育機関、先端研究機関などの講師を招いて、数学などの基礎知識からプログラミン
グ、機械学習やAI応⽤まで幅広い教育を⾏っています。  
管理職、既存社員、新⼊社員それぞれの育成を加速し、2021年度末に1,000⼈、2023年度末に1,500⼈のデ
ジタル⼈材育成を⽬標に取り組みを進めています。  
2020年4⽉には2年間の教育を修了した1期⽣が各部⾨に配属され、デジタル技術を核とした、新たな事業創
出テーマ、業務プロセスの効率化テーマに取り組み始めています。

専⾨性を有し、考え実⾏し、関係者を巻き込んでいくことができ、デジタル技術、AI技術を駆使できるイノベータ⼈材

取り組み内容

関連情報

講座名 ⽬的 講座内容

新⼊社員向け
デジタル⼈材
育成講座

空調・化学などの技術がわかるダイキン独⾃の
デジタル⼈材の育成

【1年⽬】  
AI知識講座（⼤阪⼤学によるAI技術の活⽤講座）、実
データ分析AI演習、IoT知識講座、事業部知識・ビジネ
スモデル講義 ほか
【2年⽬】
PBL（現場データを活⽤したプロジェクトベースの演
習）

AI技術開発講
座

AIの技術⼿法の開発や、AI開発を外部に委託・
発注できる⼈材の育成

AI知識講座（⼤阪⼤学によるAI技術の活⽤講座）
PBL（現場データを活⽤したプロジェクトベースの
演習）

システム開発
講座

AIを既存システムに導⼊するために必要なシス
テムの開発、システム開発を外部に委託・発注
できる⼈材の育成

システム開発プロジェクトマネージメント研修
実践（社内データを利⽤したシステム開発演習）

管理職向けAI
活⽤講座

データ活⽤戦略の中核を担う管理職・リーダー
の育成

データ活⽤基礎（AI知識、AI業務知識の研修）
データ活⽤実践（AIテーマ企画・実践の研修）

2019年度の活動ハイライト「⼈材―イノベーションを創出するダイキン独⾃のAI・IoTを育成」

 (https://www.daikin.co.jp/csr/feature2019/04.html)
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※

若⼿技術者・技能者の育成
社内留学制度でベテラン従業員の技術・技能を伝承

ダイキン⼯業では、1994年から⽣産現場の改善活動に取り組むベテラン層で構成する「カイゼンチーム」
に、⽣産部⾨の若⼿従業員を「社内留学」させる取り組みを続けています。

各部⾨での取り組み

Safety（安全）、Quality（品質）、Cost（原価）、Delivery（⼯期）、Environment（環境）

⽬的

空調部⾨

4〜6カ⽉の留学期間中、若⼿従業員1⼈に2〜3⼈のベテラン従業員がついて指導にあたり、電
気回路設計などの座学をはじめ、板⾦加⼯、アーク溶接、回路の応⽤など、その年のテーマに
応じた実習を実施。製造現場で改善保全を素早く実⾏できる⼈材を育成

＜社内留学の経験者数（2020年度までののべ⼈数）＞
堺製作所：のべ183⼈
滋賀製作所：のべ134⼈

化学部⾨ 基本動作や化学プラントの異常・変調を察知する技能を習得し、化学プラントのSQCDE※を向
上し続ける⼈材を育成
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サービスエンジニアの育成
サービス品質向上のために必要な知識・技能教育体系を整えています

ダイキンでは、製品の保守・メンテナンスを⾏うサービスエンジニアの育成に取り組んでいます。サービス
エンジニアに対して、空調サービス品質の基礎研修のほか、各階層や職種別にさまざまな研修や資格取得教
育を実施しています。

関連情報

技術系学⽣の育成
新興国の技術系学⽣の育成や就業を⽀援

ダイキンは、空調を普及するうえで⽋かせない技術者の育成のため、特に新興国の技術系学⽣の育成や就業
⽀援に取り組んでいます。

関連情報

「サービス満⾜度の向上」（お客様満⾜（CS）の追求）

「海外での取り組み」 （教育⽀援）

 (P285)

 (P463)
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※

⼈材

⼈材の多様性

基本的な考え⽅
ダイキンは、企業の競争⼒の源泉は「⼈」であると考えています。多様な⼈材が互いの価値観の違いを認め
合い組織⼒を⾼め、⼤きな⽬標に挑戦していくことが、企業の⼒になると考えています。  
そこで、「多様な価値観、勤労観を尊重しながら、お互いが違いを認め合い、協調し、持てる⼒を結集し、
⼀⼈ひとりが常に夢を語りながら、熱い情熱とたくましい執念を持って果敢に実⾏するグループ」をめざす
とグループ⾏動指針に定めています。

グループ⾏動指針

10．⼈権・多様性の尊重

私たちは、⼀⼈ひとりの⼈権を尊重し、「国籍」「⼈種」「⺠族」「宗教」「肌の⾊」「年齢」「性
別」「性的指向」「障害の有無」等による差別となる⾏為は⾏いません。多様な価値観を受容し、⼀
⼈ひとりの個性・強みを組織の⼒にまで⾼めていきます。

こうした考え⽅にもとづき、国籍、年齢、性別、性的指向、性⾃認、障がいの有無、定期採⽤・キャリア採
⽤等にかかわらず、多様な⼈材の活⽤を進めるダイバーシティ・マネジメントに取り組んでいます。

ダイキンは、現地での雇⽤を基本としており、グループを構成する従業員は年々多様性を増し、外国籍の従
業員や⼥性の⽐率も拡⼤しています。

従業員構成（ダイキン⼯業単体）※

出向者を含む。
年度末時点の数値。

2019 2020

男性 ⼥性 男性 ⼥性

従業員数 7,352 1,440 7,458 1,527

平均勤続年数 16.9 11.0 16.8 10.9

平均年齢 42.4 35.2 42.4 35.2

管理職数 1,100 63 1,110 71

役員数 48 1 52 1

外国⼈数 62 31 64 33
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※

※

地域別従業員構成⽐※

年度末時点の数値。

男⼥別従業員数と⼥性⽐率 

年度末時点の数値。

2019 2020

会社数 従業員数 会社数 従業員数

ダイキン⼯業（単独） 1 7,499 1 7,732

国内グループ（ダイキン⼯業除く） 29 5,380 30 5,586

⽶国 58 17,497 61 19,812

中国 36 18,996 33 19,360

欧州 78 9,407 75 9,947

アジア・オセアニア 51 16,456 54 17,367

その他（中南⽶、中東、アフリカなど） 61 5,134 62 5,066

合計 314 80,369 316 84,870

2019 2020

男性 58,229 61,046

⼥性 22,140 23,824

計 80,369 84,870

⼥性⽐率 28% 28%
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なでしこ銘柄

⼥性活躍推進
⼥性の活躍推進を加速

ダイキン⼯業は、ダイバーシティ・マネジメントを経営の柱のひとつと捉え、2011年より経営トップ直轄の
プロジェクトを⽴ち上げ、⼥性活躍推進に重点的に取り組んできました。主に、管理職と⼥性社員の意識改
⾰、⼥性リーダーの早期育成、育児休暇からの早期復帰⽀援、男性社員の育児参画促進などに関する施策を
拡充しています。

⼥性管理職・リーダーの早期育成については、⼥性リーダー育成研修やスポンサー・メンター制度等に継続
的に取り組んでおり、2020年度は、新たに中堅⼥性社員対象のリーダー研修を実施し、管理職・リーダーを
めざしていくために意識と⾏動を変える機会を提供しています。
これらの取り組みの結果、2020年度末現在、⼥性管理職は71⼈（6.0％）と、⼥性活躍推進の取り組みを本
格始動した2011年の20⼈（2.1％）の約3倍に増えています。

仕事と育児の両⽴⽀援策、とりわけ育児休暇からの早期復帰策も同時に拡充してきており、現在では、育児
休暇から1年未満で復帰する⼈数は年々増加傾向にあります。こちらも、2011年の約3割（9⼈、32％）から
2021年3⽉時点で約4割（33⼈、40.8％）に増えました。

その他にも各種研修やセミナー、交流会を実施し、⼥性活躍を推進しています。

こうした⼥性社員のキャリアプラン形成をサポートする取り組みが評価され、2021年3⽉、経済産業省と東
京証券取引所が共同で⼥性活躍推進に優れた企業を評価し発表する「なでしこ銘柄」に、7年連続8度⽬とな
る選定を受けました。

2020年度は、⼥性活躍推進法にもとづき、新たな⼥性活躍推進⾏動計画を策定。定量⽬標として、以下の⽬
標を掲げました。

2025年度末までに、内部登⽤の⼥性役員1⼈以上
⼥性管理職数120⼈以上
男⼥ともに育児休暇取得率 90％以上、男性社員は平均取得⽇数10⽇以上を継続
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※

※

⼥性の雇⽤
⼥性従業員⽐率が向上

ダイキン⼯業の⼥性の従業員⽐率は2021年3⽉末現在で17.0％（1,527⼈）となりました。

2013年度から技術系・技能系分野でも⼥性の採⽤を増やし、積極的に⼥性を採⽤する⽅針を掲げた結果、新
規採⽤者全体に対する⼥性の定期採⽤者数の割合は、6年間30％以上を維持してきました。

2015年度からは⼤学と連携し⼥性のキャリア育成につながる講演会、懇談会、インターンシップを実施し、
⼥性の採⽤強化に努め、従業員⼥性⽐率を製造業平均17%を⽬標に毎年100⼈規模の定期採⽤を実施してき
ました。

2018年からは、理系⼥性対象のインターンシップ、社員との懇談会を実施し、⼥性のキャリアを共に考える
機会を持っています。

定期採⽤者数と⼥性採⽤者⽐率※（ダイキン⼯業単体）

4⽉1⽇⼊社者数。

LGBTの理解促進
ダイキンでは、国籍や性別等にかかわらず、すべての従業員が働きやすい職場づくりをめざしています。
ダイキン⼯業では、2018年度に⼈事に関する規定で「結婚」と「性別」の定義を明らかにし、「事実婚（同
性パートナーを含む）」や、「性⾃認による性（⾃分が⾃覚する性別）の選択」が認められるようになりま
した。また、研修の実施やニュースレターでの情報発信を通じて、従業員のLGBT※への理解促進に取り組ん
でいます。

LGBTとは、L＝レズビアン（⼥性の同性愛者）、G＝ゲイ（男性の同性愛者）、B＝バイセクシュアル（両性愛者）、T＝ト
ランスジェンダー（⼼と体の性の不⼀致）の頭⽂字を取った総称で、セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）を指す。
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外国⼈の登⽤
海外現地従業員を現地経営幹部・ダイキン⼯業役員として登⽤

ダイキンでは事業のグローバル化の進展に伴い、経営のグローバル化を推進し、海外現地従業員の現地経営
幹部への登⽤を積極的に進めています。また、グループ経営や各拠点の経営を任せられる幹部の育成策とし
て、グローバル拠点の現地経営幹部向けの「グローバル経営幹部塾」を開催しています。

2020年度9⽉末時点、海外拠点の現地⼈社⻑の⽐率は42.9%、取締役の⽐率は48.2%にのぼるなど、外国⼈
幹部の登⽤が進んでいます。

また、海外現地採⽤の従業員からも優秀な⼈材を発掘・育成し、ダイキン⼯業（グループ本社）の役員へ登
⽤しています。

外国籍社員を積極的に採⽤

事業のグローバル化に伴い、ダイキン⼯業でもインド、中国等海外の⼤学を卒業したメンバーを積極的に採
⽤しています。
2021年3⽉末現在、ダイキン⼯業で働く外国籍社員は99⼈で、国籍のダイバーシティの取り組みを進めてい
ます。

2018年10⽉に外国籍の新⼊社員・研修⽣向けに⽇本でスムーズに⽣活・仕事をスタートするための情報が記
載された「Japan Living Guide」、2018年11⽉に外国籍社員を受け⼊れる職場向けにコミュニケーション
や育成の仕⽅のヒントが記載されたハンドブックを作成しました。また、外国籍社員向けにセミナーやワー
クショップ、⽇本語研修も実施しています。

2020年11⽉、外国籍社員を部下に持つ上司・リーダー層を対象に、多様なバックグラウンドを持つ外国籍社
員の価値観を理解し、部下の育成を加速する上で⼼掛けるポイントを学ぶ「異⽂化マネジメント研修」を実
施しました。  
引き続き、外国籍社員の個別フォローをはじめ、さまざまな取り組みを推進していきます。
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ダイキンサンライズ摂津

障がい者雇⽤
グループ全体で障がい者雇⽤を拡⼤

ダイキンは、「⼀⼈ひとりの成⻑の総和がグループの発展の基盤」との信念のもと、⼈の持つ無限の可能性
を信じ、障がいの有無や程度にかかわらず、すべての⼈が能⼒を最⼤限に発揮し、意欲と誇りを持って働き
続けられるグループをめざします。

ダイキン⼯業は1993年、「障害者の雇⽤の促進等に関する法律」にもとづき、⼤阪府、摂津市と共同出資し
て、特例⼦会社「株式会社ダイキンサンライズ摂津（DSS）」を設⽴。当初は障がい者16⼈でスタートしま
した。
2018年6⽉にはDSSの新事務所棟が完成。  
障がい者にとって働きやすいよう配慮された事業所で、障がい者の能⼒を最⼤限に発揮できる機会を拡⼤し
ています。  
⽇本国内グループでは法定（2.3％）を上回る2.5％の雇⽤率を⽬標にしています。

また、障がい者雇⽤をDSSだけではなく、ダイキン⼯業およびその他関係会社を含むグループ全体での取り
組みとして強化しています。

2020年度末現在での障がい者雇⽤率は法定を上回る2.55％となっています。

人材 - 315 -



※1

※2

注

障がい者雇⽤⼈数と雇⽤率（国内グループ会社）

法定により重度障がい者1⼈につき、2⼈として計上。

障がい者雇⽤率=障がい者雇⽤数÷常⽤雇⽤労働者数

年度末時点の数値。

海外グループ会社でも障がい者を積極的に雇⽤

中国の⼤⾦空調（上海）有限公司でも障がい者を積極的に雇⽤し、現在50⼈が在籍しています。2014年4⽉
には、政府から⾝体障がい者の職業訓練基地と認められました。
また、2016年11⽉上海開放⼤学と上海教育テレビ局が共催する国際会議で“⻘春⽕焰”を踊り、内外ゲストの
好評を得ました。
このように障がいがある従業員が⾃ら、社会活動にも積極的に参加しています。
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ベテラン層の活⽤
毎年、100⼈を超えるベテラン層を再雇⽤

少⼦⾼齢化が進展するなか、ダイキン⼯業はこれまでも、経験豊富なベテラン層の活⽤は重要なテーマと捉
え、世の中に先駆けて⾼齢者雇⽤の推進に取り組んでおり、1991年には希望者全員を63歳まで雇⽤する
「60才以降の再雇⽤制度」を導⼊、2001年には、雇⽤する年齢の上限を65歳に引き上げました。

制度導⼊以来、毎年100⼈を超えるベテラン層を再雇⽤し、2020年度には652⼈が在籍しています。そのう
ち31⼈は海外拠点で勤務し、優れたスキル・ノウハウを海外拠点においても伝承しています。

さらにベテラン活躍を推し進めるべく、2021年4⽉、再雇⽤制度を改訂し、希望すれば70歳まで働き続ける
ことができる制度としました。4⽉に改正された⾼年齢者雇⽤安定法では、70歳までの雇⽤は努⼒義務です
が、当社では将来の義務化に先駆けて70歳までの就業機会を確保します。  
さらに、従来の報酬設計を⾒直し、賃⾦・賞与への配分を厚くするとともに、賞与には4段階の上げ幅を設
け、成果に応じてきめ細かく報いることのできる新たな評価体系としています。

また、経験に裏打ちされた⾼度な専⾨性・ノウハウ・スキル・知識・⼈脈・経験を有し、余⼈をもって替え
難い業務を遂⾏する⼈材については、契約社員として、70歳を超えて雇⽤しています。

当社では今後もグローバルでの事業拡⼤に伴い、挑戦するべきテーマが多く、熟・壮・⻘が⼀体となって課
題に⽴ち向かっていくことが不可⽋です。  
ベテランの⼒を従来以上に引き出し、組織の成果を⾼めることができるよう、引き続き年齢に関係なく活躍
できる⾵⼟醸成に努めていきます。

再雇⽤制度利⽤者数と再雇⽤率（ダイキン⼯業単体）
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採⽤プロセスでの取り組み
ダイキンは、グループ⾏動指針で、⼀⼈ひとりの⼈権を尊重し、「国籍」「⼈種」「⺠族」「宗教」「肌の
⾊」「年齢」「性別」「性的指向」「障害の有無」等による差別となる⾏為は⾏わないことを定めていま
す。採⽤プロセスでも⼀⼈ひとりの多様性を尊重し、差別を防ぐための対策を講じています。
例えば、ダイキン⼯業では、エントリーシートや履歴書での性別や国籍の記⼊、顔写真の貼付を廃⽌しまし
た。

人材 - 318 -



⼈材

労働安全衛⽣

基本的な考え⽅
ダイキンは、「安全操業に万全の注意を払い、⾏動すること」をグループ⾏動指針に定め、従業員と業務請
負企業の⽅々が安全に働き、⼯場周辺の皆様にも安⼼していただけるよう、「災害ゼロ」の職場の維持をめ
ざしています。

グループ⾏動指針

9. 安全操業の確保

私たちは、職場の安全確保はもとより、地域の⽅々の信頼をより確かなものとするために、「安全第
⼀」の考え⽅に⽴ち、安全操業に万全の注意を払い、⾏動します。
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推進体制
安全担当を定め、安全対策や災害防⽌対策を推進

ダイキンでは、グローバルすべての⽣産拠点において「災害ゼロ」の職場の維持をめざし取り組んでいま
す。推進責任者として安全担当役員を置き、⽣産拠点の安全操業を統括的・横断的に推進しています。

グループ全体での安全レベル向上を⽬的に、安全担当役員を議⻑としたグローバル安全会議を年2回開催。国
内外の災害発⽣状況（発⽣件数や発⽣災害の形態等）、各地域の安全会議の内容、災害の発⽣頻度が⾼い海
外拠点への⽀援状況、グローバル共通の課題への対策状況について報告し、安全レベルの⼀段の向上策につ
いて審議しています。
安全上の⼤きな問題や懸念事項が判明した場合は、安全担当役員に速やかに報告し、当該拠点の安全担当部
⾨に是正や対策の指⽰を⾏い、グループ全体にも⽔平展開します。

国内では、製作所ごとに労使合同の安全衛⽣委員会を設置し、年間の安全⽅針を掲げ、安全衛⽣計画を⽴案
し、PDCAサイクルを回しています。同委員会は法令に則り、総括安全衛⽣管理者（各製作所⻑）、安全管理
者、衛⽣管理者、産業医のほか、会社側と労働組合側それぞれの委員で構成され、毎⽉1回開催しています。

海外では、拠点ごとに安全担当を定め、安全対策や災害防⽌対策を推進しています。地域ごとの安全会議を
年1回開催して、安全対策のレベル向上を図っています。
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安全衛⽣推進体制図

安全な職場づくり

ダイキンは、労働災害の発⽣防⽌のため、各拠点でリスク評価を⾏い、災害を招くリスクが⾼い設備を特定
し、安全対策を実施しています。国内外の拠点では、グループ内の災害報告基準にもとづき、毎⽉発⽣状況
や発⽣の要因、対策について、各拠点からダイキン⼯業の安全担当部⾨を経由して安全担当役員に報告し、
年2回のグローバル安全会議で報告、共有しています。例えば、グローバルで発⽣件数が増加傾向にあった、
フォークリフトや構内⾞両に関わる事故については、グローバル安全会議で各拠点での事故内容やその対策
を共有するとともに、各拠点でのフォークリフトへの安全装置の設置や、作業者への教育による安全意識の
向上によって再発防⽌に努めています。その他、保護具の⽀給や⼿順書の現地⾔語への翻訳、設備の定期検
査、各国の法的規制に関係なく、海外拠点でもヘルメットの着⽤を義務化するなどして、労働災害の発⽣防
⽌に取り組んでいます。

ダイキンでは、安全意識の醸成のため、毎年7⽉（⽇本の全国安全週間）に、CEOから当年度の重点取り組み
に関するメッセージをグループ全体に発信しています。また、毎年、経営層や安全担当役員、安全担当部⾨
が、国内外の拠点を訪問し、安全確保について指導するとともに、安全担当部⾨はグループ内の事故発⽣状
況を毎⽉集約し、各拠点の安全担当にも配信するなどして、安全意識の向上に取り組んでいます。
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※1

※2

※

⽬標と実績
すべての⽣産拠点で労働災害ゼロをめざす

「災害ゼロ」をめざすダイキンは、労働災害の発⽣頻度を表す度数率を安全操業の指標としています。2020
年度のグループ全体の度数率は1.01でした。また、2020年度のグループ全体の死亡災害件数は0件でした。

度数率※1（国内外グループ全社を含む）

100万のべ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数で労働災害の頻度を表したもの。 
度数率＝労働災害による死傷者数／のべ労働時間数×1,000,000

U.S. Bureau of Labor Statistics（2019.11）より算出。  
⽶国の2019年度のデータは未発表です。（2020年5⽉末現在）

強度率※（国内外グループ全社を含む）

1,000のべ実労働時間あたりの労働損失⽇数で災害の重さの程度を表したもの 。 
強度率＝のべ労働損失⽇数／のべ労働時間数×1,000
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※1

※2

職業性疾病度数率※1（OIFR）（ダイキン⼯業単体※2）

職業性疾病度数率＝（職業性疾病件数／総労働時間） × 1,000,000

ダイキン⼯業の堺製作所、淀川製作所、滋賀製作所、⿅島製作所

 2017 2018 2019 2020

職業性疾病度数率 0 0 0 0
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※

労働安全衛⽣マネジメントシステム
56拠点でOHSAS18001などの認証取得

世界各地に⽣産拠点を持つダイキンでは、⼯場の安全操業、従業員の安全を確保するために、各拠点で安全
衛⽣マネジメントシステムを構築し、56拠点で国際規格OHSAS18001などの認証を取得しています。

このシステムにもとづき、リスクアセスメントによる安全健康リスクの低減と管理、および法令等の遵守管
理を継続的に⾏っています。 また、毎年、内部監査や外部監査を⾏うとともに、安全教育や安全パトロール
を実施するなどして、労働災害ゼロをめざしています。

2020年度末現在で、空調48拠点、化学8拠点（全⽣産拠点のおよそ5割が取得）がOHSAS18001などの労働
安全衛⽣マネジメントシステムに関する認証を取得しています。

労働安全衛⽣マネジメントシステム認証取得拠点数

全⽣産拠点のおよそ5割が取得

 
2020

空調拠点 化学拠点 計

⽇本 2 1 3

中国 15 3 18

アジア・オセアニア 12 0 12

欧州 17 3 20

⽶州 2 1 3

合計 48 8 56※

人材 - 324 -



従業員教育・訓練
国内外で、安全意識を⾼める体感教育を実施

ダイキンでは、労働安全衛⽣に関する各種教育や訓練を実施しています。従業員（パートや派遣社員を含
む）と、取引先様や協⼒会社様、業務請負企業の⽅々など、ダイキンで働くあらゆる⽅々が対象です。

ダイキン⼯業では、事故につながる危険を疑似体験することで安全への意識を⾼める体感教育に注⼒してい
ます。機械製造業で事故の多い機械への「巻き込まれ」や「挟まれ」を疑似体感したり、化学製造業での化
学反応による圧⼒・燃焼の怖さを知ることができる「⾒る・触れる・感じる」体感装置や機械を⾃作し、原
理原則にもとづく知識教育と組み合わせた効果的なプログラムにもとづいた訓練を継続して実施していま
す。

安全意識を⾼める体感教育

海外拠点でも、⽇本の研修に参加して技能レベルの向上を図るとともに、安全教育や安全パトロールなどに
よって労働災害ゼロをめざしています。

取引先様や協⼒会社様、業務請負企業の⽅々にも、労働安全衛⽣に関する教育を⾏っています。

関連情報

部⾨での取り組み内容

空調部⾨ 安全体感教育を実施し、「気づき」を体感することで安全に対して意識を⾼める

化学部⾨

体感シミュレーション教育を実施。プラント異常時のデータに専⾨家の知恵を盛り込ん
で、緊急停⽌の動きを仮想的に再現し、どのような対策を講じるべきかを訓練を⾏う
休⽌設備を転⽤した訓練⽤プラントを⽤いて、正式な配属前に、現場での基本作業を習得
する訓練を実施
体感道場をリニューアルし、ビデオ視聴による教育などプログラムのリニューアルを実施
（淀川製作所）

「製作所内の取引先様の安全確保」（取引先様との連携）

サイトレポート

 (P429)

(https://www.daikin.co.jp/csr/report/site_data/)
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ステークホルダーとのエンゲージメント
安全な⼯場に向けた地域との対話

⼯場周辺住⺠の⽅々に安⼼して暮らしていただくために、安全な⼯場に向けて、地域住⺠等と定期的に対話
の場を設けています。

関連情報

「地域との信頼関係づくり」（地域共⽣―地域との絆を強める）  (P465)
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従業員の健康管理
健診・指導で、健康の維持増進を⽀援

ダイキン⼯業では、従業員の健康維持を⽀援するため、年2回の定期健康診断を実施しています。また、特定
作業に従事する従業員対象の特殊健康診断も安全衛⽣法などの法律にもとづき、年2回、事業所ごとに実施
し、2020年度の受診率は99％でした。 
何らかの所⾒が⾒られた従業員には、健康管理室が直接本⼈に事後措置の指導を徹底しています。再検査の
際には、個別に保健指導を実施して、個⼈のライフスタイルにあった⽣活改善を提案し、要精密検査、要治
療者には毎⽉フォローメールを実施して、放置者の削減に努めました。
過重労働対象者に対しては産業医が健診を⾏い、診断結果から配慮や対策が必要と判断された場合は、産業
医が本⼈と上司を指導しています。産業医⾯談では従業員の健康相談だけではなく、家族のことなどセカン
ドオピニオンとして相談できる場を提供しています。
2019年からは、産業医来社⽇を週1回から週4回に増やし、従業員がより健康相談を受けやすい環境を整備し
ています。

従業員の健康管理

製作所での取り組み内容

堺製作所
全従業員を対象とした、新型コロナウイルス感染症予防を含む、健康に関する知識教育
および感染拡⼤対策の確実な実施

滋賀製作所
健康表彰制度の設置などによる衛⽣の取り組みの推進
健康増進、職場間コミュニケーションの場として「元気ふぇすた」の開催
労働寿命延伸のための体⼒測定実施

淀川製作所 全従業員を対象とした健康セミナーや、産業医による講演会の実施
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定期健康診断受診率（ダイキン⼯業単体）

有所⾒率（ダイキン⼯業単体）

従業員の感染症対策

ダイキンは、従業員の健康・安全確保、感染リスクの抑制を第⼀に考えた感染症対策に取り組んでいます。 
2020年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤を受けて、ダイキン⼯業では、従業員とその家族の健
康・安全を確保するため、事務所の消毒・定期的な換気等の徹底を図るとともに、従業員に対して、出社前
の検温やマスクの着⽤、密集の回避、⼿洗い・アルコール消毒の励⾏の徹底を要請。また、在宅勤務や時差
通勤・時差勤務を推進し、空調機の修理をするためにお客様を訪問する際には、最⼤限の注意をはらってい
ます。

海外拠点でも、従業員の健康・安全確保を第⼀に、各国・地域の政策と感染状況に応じた対策を講じていま
す。
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メンタルヘルスケア
メンタルヘルスの問題を抱える個⼈や組織を把握し、専⾨家がケア

ダイキン⼯業は、従業員の⼼⾝両⾯の健康維持に取り組んでいます。厚⽣労働省の指針であるセルフケアや
外部専⾨機関によるケアなど、「4つのケア」の観点から、各事業場の特性や状況に応じた取り組みを計画、
実施しています。

取り組みの例として、⼈事異動後や採⽤3カ⽉後、アンケートで課題の多い職場に対して、産業医による⾯談
を実施するほか、メンタルヘルス講習会を実施しています。 2016年度からは国内全事業所でストレスチェ
ックを実施し、ハイリスクと判断されたときは産業医が⾯談をし、早期発⾒やセルフケア指導、環境改善を
⾏うなど多⽅⾯から問題解決にアプローチしています。

メンタルヘルスケア

製作所での取り組み内容

堺製作所
新型コロナウイルス感染拡⼤のリスクを考慮した早期での新⼊社員および従業員対象の
カウンセリングの実施と、管理職を対象とした新規ラインケア教育の実施

滋賀製作所

若年層（⼊社3年⽬、5年⽬）のメンタルタフネス化を⽬的としたセルフケア教育を実施
リーダー、マネージャー層へ部下とのかかわり⽅を⽬的としたラインケア教育の実施
管理職を対象としたラインケア教育の実施
全従業員を対象に2カ⽉ごとにセルフケアの教材を提供し職場ごとに活⽤

淀川製作所 メンタルヘルス⼿帳の発⾏し、ストレス対処法やセルフチェックができる内容を紹介
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⻑時間労働の排除
定時退社⽇の設定や仕事の効率化で、⻑時間労働を排除

ダイキンは、グループ⾏動指針で、「⼈権・多様性の尊重と労働関連法令の遵守」を掲げ、各国・各地域の
労働関連法令を遵守し、従業員の⻑時間労働の排除に努めています。

⼈権・多様性の尊重と労働関連法令の遵守

私たちは、⼀⼈ひとりの⼈権を尊重し、「国籍」「⼈種」「⺠族」「宗教」「肌の⾊」「年齢」「性
別」「性的指向」「障害の有無」等による差別となる⾏為は⾏いません。多様な価値観を受容し、⼀
⼈ひとりの個性・強みを組織の⼒にまで⾼めていきます。また、強制・意思に反しての労働（強制労
働）や、各国・地域の法令が定める雇⽤最低年齢に満たない児童の就労（児童労働）を排除し、各
国・地域の労働関連法令およびその精神を徹底して遵守します。

例えば、ダイキン⼯業は⻑時間労働を排除する取り組みとして、週1回の定時退社⽇を設定し、原則として休
⽇出勤を禁⽌（やむをえない場合は部⾨⻑決裁）しています。

こうしたルールの遵守と併せて、「仕事の効率化」に組織的に取り組んでいます。従業員⼀⼈ひとりの仕事
と勤務時間の年間計画を⽴案し、その計画にもとづいて仕事と労務管理をするため、チェックリストによる
⽇常の業務管理をしています。

また、有給休暇の「5⽇連続計画取得制度」や「3⽇の⼀⻫有給休暇取得⽇」を定めることで、ワーク・ライ
フ・バランスを重視し、よりメリハリのある働き⽅をめざしています。

有給休暇取得率（ダイキン⼯業単体）
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従業員⼀⼈あたり平均超過勤務時間（ダイキン⼯業単体）

⻑時間労働排除の施策

1. ⽇々の業務管理  
チェックリストにもとづき⾃⼰点検・相互点検

2. 従業員の意識・⾵⼟改⾰  
管理職⾃らが、休⽇出勤・深夜業をしないよう率先。労働時間の管理スパンを、⽉単位から週単
位に短縮するなど、仕事の計画・負荷を早めに調整。異常な⻑時間労働に対して職場の⾃主的な
ルールを設定

3. 「5つの徹底」  
週1⽇の定時退社の設定・実⾏。休⽇出勤の禁⽌。異常な⻑時間労働のゼロ化。賃⾦不払い残業を
起こさない管理徹底。深夜業の原則禁⽌。各部⾨単位で、仕事の上限時間を設定

4. 業務の管理・⾒える化  
勤怠システムの導⼊・活⽤

5. 各部⾨での⽣産性向上、効率化のテーマ設定
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⼈材

ワーク・ライフ・バランス

基本的な考え⽅
ダイキン⼯業は、従業員のワーク・ライフ・バランスを重視し、多様な⼈材が活躍できるよう、さまざまな
制度や施策を導⼊しています。  
また、次世代育成⽀援対策推進法の認定企業として、⼦どもを持つ従業員が安⼼して仕事と育児を両⽴でき
る職場環境をめざした⾏動計画を策定・実⾏しています。特に育児休暇や育児との両⽴⽀援の制度を充実さ
せており、男性従業員の取得も奨励しています。

多様な働き⽅の⽀援
フレックスタイム制や裁量労働制など、柔軟な勤務制度を導⼊

ダイキン⼯業では、柔軟な勤務時間がとれるよう、「フレックスタイム制」を導⼊しています。また、研究
開発業務だけではなく、事業運営の企画・⽴案・調査などの業務についても「裁量労働制」を導⼊していま
す。

従業員がより柔軟な勤務形態や勤務時間で働けることから、2020年度の離職率は3.7％（定年退職者も含
む）と全産業の平均14.9％（平成29年厚⽣労働省 雇⽤動向調査）と⽐較しても⼤変低い⽔準を保っていま
す。

離職者数と離職率（ダイキン⼯業単体）

人材 - 332 -



育児との両⽴⽀援
仕事と育児を両⽴して活躍できる職場づくり

ダイキン⼯業は従業員が仕事と育児を両⽴して活躍できる環境づくりを推進しています。  
今後も、従業員が仕事と育児のバランスをうまくとりながら能⼒を発揮できるよう⽀援していきます。
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ダイキン⼯業の職場環境づくり

※

内容 対象者

2012年〜

“仕事と育児を両⽴しながらより職場に貢献する働き⽅をす
るための考え⽅･ノウハウの共有の場”“⻑期視点でのキャリ
アの重ね⽅”を考える場として「育児休暇復帰者セミナー」
を実施

育児休暇から復帰した従業員
その上司

2013年〜
⼦どもを保育所へ⼊れるための活動、いわゆる「保活」を
専⾨家が全⾯的にサポートする「保活コンシェルジュサー
ビス」を導⼊

出産後に育児休暇を取得する従業員

2016年〜

⼦どもを持つ従業員がより柔軟に働き、仕事に挑戦し成果
を上げられるよう「在宅勤務制度」を導⼊。フルタイム勤
務者を対象とした「週1回までの在宅勤務」、育児休暇から
の6カ⽉未満での早期復帰者を対象とした「週4回までの在
宅勤務」、働く時間と場所の⾃由度を上げる「スポット的
な在宅勤務」の3種類を状況に合わせて選択可能。この制度
は育児休暇からの早期復帰のきっかけになるとともに、急
ぎの業務遂⾏時に⽣かされるなど、従業員に着実に浸透
し、毎年利⽤者数が増加傾向

⼦どもを持つ従業員

2017年〜

各⾃治体において、保育所に⼊れない待機児童が増えてい
ることや、保活に対する知識・情報不⾜から、希望の時期
に保育所にスムーズに⼊所できないケースが増えてきたこ
とをうけ、育児休暇の充実した過ごし⽅や保活への⼼構
え、保活の情報提供を⾏う「保活＆育休サポートセミナ
ー」を開始

育児休暇（産休を含め2カ⽉以上）を
取得予定の従業員およびその社内婚の
パートナー

2018年〜
共働き家庭において、仕事と育児の両⽴はパートナー（配
偶者）の協⼒なしには成り⽴たないものであることから、
「育児休暇復帰者セミナー」の出席対象者枠を拡⼤

育児休暇から復帰した従業員
その上司
育児休暇復帰者のパートナー

2020年〜 

空きのある企業主導型保育所※と、⼦の預け先がなく職場
に復帰できない⼈をマッチングするしくみを導⼊し、育児
休暇からの⼀層スムーズな復帰⽀援を開始

企業主導型保育とは、国が施設の整備費および運営費を
助成して設⽴された保育所のことで、企業が従業員の働
き⽅に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置
したり、地域の企業が共同で設置・利⽤したりするも
の。

育児休暇から復帰する従業員

「出産・育児をキャリアブレーキにしないための施策強
化」の⼀環として、「育児休暇復帰者セミナー」を開催。
コロナ禍での開催ということで、本社と各事業場をオンラ
インでつなぎ、集合とオンラインのハイブリッド型で実
施。性別を問わず仕事と育児を両⽴できる⾵⼟醸成のた
め、出席対象者枠をさらに拡⼤。2018年から参加のパート
ナーに加え、2020年からさらにパートナーの上司も参加

育児休暇から復帰した従業員
その上司
育児休暇復帰者のパートナー
パートナーそれぞれの所属⻑
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認定マーク

93.40％の男性従業員が育児休暇を取得

ダイキン⼯業は、男性従業員に対して「育児のためのまとまった休暇」の取得を奨励し、男性従業員が育児
休暇を取得しやすい⾵⼟づくりをめざしています。

2016年に、「⼦どもが⽣まれた男性社員全員に、最低5⽇以上の育休取得を推奨する」⽅針を掲げました。

また、2019年に発⾏した「仕事と育児両⽴ハンドブック」にも、男性社員向けパートを作成し、⼦が⽣まれ
た男性社員全員に配布しています。

《具体的な取り組み》
1. 育児休暇および仕事と育児の両⽴⽀援制度の資料送付
2. 男性社員と所属⻑による対話と育児休暇取得予定⽇の明確化
3. ⼈事部⾨からの育児休暇取得予定および取得状況の個別確認

2020年度は93.40％の男性が育児休暇を取得しました。今後も、男性の育児参画を推進し、性別にかかわら
ず仕事と育児を両⽴しながら活躍できる環境づくりに取り組んでいきます。

育児休暇の取得者数※（ダイキン⼯業単体）

※ 年度ごとの取得者。

ダイキン⼯業は次世代育成⽀援対策推進法に基づく⾏動計画の⽬標達成が認められ、厚⽣労働省⼤阪労働局
から認定を受けました。
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次世代育成⽀援対策推進法に基づく第5次⾏動計画の内容

1. 計画期間：2019年4⽉1⽇から2024年3⽉31⽇までの5年間
2. 内容：

⽬標1： 仕事と育児を両⽴する社員が、両⽴のバランスをうまく取りながら、挑戦・成⻑・キャリア構
築し続けるための⾵⼟・環境づくり

＜対策＞
●2019年4⽉〜 産前休暇を控えた⼥性社員とその上司との対話の継続実施、およびその

実施⽅法のブラッシュアップ

●2019年4⽉〜 仕事と育児の両⽴⽀援策をまとめたハンドブックの作成

●2019年5⽉〜 育児休暇復帰者とそのパートナーおよびその上司を対象とした「育児休
暇復帰者セミナー」の継続実施と内容のブラッシュアップ

●2019年5⽉〜 「仕事と育児の両⽴」と「キャリア構築」を考える他社合同の交流会や
セミナー等を開催

●2019年9⽉〜 保活に関するアドバイスの提供

●2022年4⽉〜 在宅勤務制度のブラッシュアップ

⽬標2： 男性社員が仕事と育児を両⽴しながらキャリアアップできる⾵⼟・環境づくり
＜対策＞
●2019年4⽉〜 男性社員の育児休暇取得率の向上のための取り組み 

（メール発信による周知）

●2019年4⽉〜 全社員宛てに毎⽉発信している社内ニュースレター「ダイバーシティ・
ニュース」での情報発信の継続実施

●2019年4⽉〜 「育児休暇復帰者セミナー」や他社合同の交流会・セミナー等への男性
社員の参加の呼びかけ

⽬標3： 育児休暇中の社員を対象にしたスキルアップの機会の提供
＜対策＞
●2019年10⽉〜 育児休暇中に受講できるスキルアップの機会の整備と参加の促進
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介護⽀援等福利厚⽣制度
介護休暇・介護勤務の制度を整えています

2020年度は「育児・介護休業法」の改正に伴い、社内制度を変更し、時間単位で介護休暇を取得できるよう
にしました。 

「介護休暇」は対象者⼀⼈につき通算365⽇を限度として、要介護状態に⾄るごとに3回まで、分割もしくは
連続して取得が可能になりました。

「介護勤務」（時差勤務、フレックス勤務、1⽇6時間の短時間勤務）は、対象者⼀⼈につき介護休暇⽇数と
は別に、利⽤開始から3年間で２回以上の分割利⽤が可能。また、短期の介護休暇については時間単位で取得
が可能になりました。

介護休暇取得者数（ダイキン⼯業単体）

その他福利厚⽣制度（⼀部抜粋）

年⾦ 確定拠出年⾦

有給休暇
シルバー休暇制度 55歳到達⽉から定年退職までの期間で3⽇の特別休暇を付与

海外⻘年協⼒隊参加 休職を認めるケースあり
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⼈材

評価・処遇

基本的な考え⽅
ダイキンは、成⻑への意欲を持つ⼈に活躍の場を提供し、チャンスを⽣かして成果を挙げた⼈に報いる「機
会の平等」と「結果の公平」を追求しています。

評価・処遇
公正な評価・処遇制度の実現をめざしています

ダイキン⼯業は、2001年度から年齢給・勤続給といった⼀律的な賃⾦項⽬や「定期昇給＋ベースアップ」⽅
式を廃⽌。年齢や勤続年数を問わず、従業員各⼈が成し遂げた成果に⼀層報いる処遇制度に転換しました。

⼈事評価にあたっては、能⼒の成⻑を重視する「能⼒評価」に、「結果」「挑戦」「成⻑」の3つの観点から
「成果評価」を付加。直属の上司だけでなく、複数の管理職が協議して評価を決定することで公平性を⾼め
ています。また、結果に⾄るプロセスや組織全体への貢献度も考慮し、多⾯的に評価をしています。2002年
度からは、同様の処遇制度を国内関係会社にも導⼊しています。

そのほか、評価・処遇も含めた、グローバルグループ共通の⼈事⽅針の策定を進めており、グローバルグル
ープの⼀⼈ひとりが働く意欲と納得性を⾼められる⼈事施策の実現をめざします。
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配属・配置転換
従業員の事情を考慮する機会を設けています

ダイキン⼯業では、新⼊社員の配属にあたって、本⼈の希望を確認する機会を設け、可能な限りその意向や
希望に沿うように配慮しています。もし、本⼈の適性、部⾨のニーズにより希望に沿わない配属の場合はで
きる限り事前に話をし、本⼈の納得が得られるように努めています。

また、毎年、全従業員を対象に、⾃⼰の業務記録表の「フリーライティング」の欄に、健康状況や家庭事
情、希望などを記⼊し、提出できる機会を設けています。異動を検討する際は、記載内容を踏まえて本⼈と
上司が話し合い、勤務地希望に関する個⼈の特殊事情や前向きでチャレンジャブルな希望はできる限り反映
させています。海外勤務を希望する者に対しては、従業員の海外勤務を⽀援するための海外拠点実践研修制
度を設けています。

今後も、従業員が⾃らの夢や⽬標と会社の⽬標を重ね合わせ、働きがいを感じられる職場づくりをめざして
いきます。
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⼈材

労使関係

基本的な考え⽅
ダイキン⼯業は、「良好な労使関係は経営の基本」との考えのもと、「労使対等の⽴場」「労使相互の信頼
関係」を⼤切にしてきました。現実を直視し、課題解決に向けたプロセスを⼤切にしながら、「本⾳での話
し合い」「筋・けじめを⼤切に」「できること・できないことをはっきりさせる」とのスタンスは、今後も
変わることはありません。

ダイキン⼯業では、管理職と契約社員など⼀部の従業員を除き、87%が組合員です。会社と労働組合とは活
発に協議しており、事業計画の⽅針が明確になり次第、会社は労働組合に対して経営協議会を開催し説明し
ます。 2020年度の本部における経営協議会はのべ12回開催し、職場の体質課題・意欲、やりがい・マネジ
メント課題等について議論を⾏いました。

また、従業員の処遇や地位についても労使協議を実施し、協議の結果については、従業員に対して各部⾨で
速やかに伝達するよう⼼がけています。

労働者の権利の尊重
就業規則、労働協約で規定し、周知徹底しています

ダイキン⼯業は「会社は、従業員の⼈格を尊重し、その福祉の増進を図り、従業員は勤労者の本分を尽くす
こと」と考えて、就業規則、労働協約のなかで労働者の権利の尊重について定めています。

労働者の権利については、⼊社時に就業規則、労働協約を説明するなかで周知徹底するほか、労働組合でも
同様の教育を実施しています。
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従業員との対話
従業員へのヒアリングの機会を設け、労働環境の改善につなげています

ダイキン⼯業では、全従業員の3％程度（約240⼈）以上の従業員に対し、年間約10回の聞き取り調査を実施
しています。賃⾦交渉では、「会社の業績や動向」「経営諸課題」「世の中の動き」「組合員の働き」など
さまざまな事項について労使間で議論しています。こうした議論の内容について従業員各⼈にヒアリング
し、その結果を賃⾦交渉に反映することで、より納得性の⾼い回答につなげています。

従業員へのヒアリングは賃⾦交渉時だけではなく、「年頭⽅針」「予算・決算の報告」「賞与⽀給時の社⻑
のメッセージ」など経営陣からメッセージが発せられるたびに⾏います。また、職場ごとに年間⽬標の設定
時や評価時期には、必ず上司と部下の対話を⾏うなど、対話の機会を定期的に持つ⼯夫をしています。従業
員から率直な意⾒を聞くことで、社内の労働環境の改善に役⽴てています。
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