
多様な人財とエンゲージメントの醸成

デクセリアルズグループは企業ビジョン実現のために、「価値を創る人を創る」を人事理念とし、社員の成長と
キャリア形成を支援する活動をおこなっています。働きがいのある職場づくり、多様な働き方を実現するために、
さまざまな取り組みを積極的におこない、社員にとって魅力ある会社であることをめざしています。

人財マネジメント

当社は、経営理念、企業ビジョンの実現に向けて、
人材をもっとも大切な資産と考え、人事理念・人事ビ
ジョン・人事戦略を定めています。

人はみな「成長したい」という欲求をもっていると
私たちは考えています。それをデクセリアルズで実
現してもらうべく、社員一人ひとりが専門性を身に
つけ、仕事の場で能力を発揮し、その結果が公正に評
価・処遇されることで次の成長へのモチベーション
につなげること（自己実現サイクルの最適化）を目的
とした人事制度を運用しています。

人材育成にあたっては、一人ひとりの成長をもっ
とも大切なものと考え、人材育成基本方針を定めて
います。
社員には「自ら学び、自ら考え、自ら行動する」という

自律的な働き方を求めています。これは、会社がそれ
を支援をすることで、社員も会社もともに成長して
いく考え方を明確にしたものです。人事制度運用の
狙いである「自己実現サイクル」の実現に向けて、
2018年度の人事制度見直し以降、社員一人当たりの
研修費を倍にするなど、教育研修を強化しています。

価値を創る人を創る 自己実現サイクルの最適化

人材育成基本方針と教育研修体系

人材育成に対する基本的な考え方と取り組み

価値を創る人を創る

1.自らの専門性を軸とした「価値創造」ができる個人の育成

2.社員が能力技能を最大限発揮できる働きやすい職場づくり

経営理念

企業ビジョン

自己実現サイクルの最適化

Integrity

Value Matters
誠心誠意・真摯であれ

今までなかったものを。　世界の価値になるものを。

人事理念・人事ビジョン・人事戦略

仕事の場：デクセリアルズ
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昇格を次の成長に向けたスタートにするために、
昇格者に対して養成型研修を実施しています。昇格
と同時に次の段階に向けてどのような能力を伸ばし
ていけば良いか、ポイントと期待を伝えることで次
のステージに向けた成長を促すための研修を実施
し、早期リーダー育成を図っています。

昇格者向け「養成型」研修

デクセリアルズは、企業ビジョンである
Value Mattersの実現に向けて
  社員一人ひとりの成長が最も大切と考えています。
  社員に「自ら学び、自ら考え、自ら行動し、成長し続け
る」ことを求めています。

  社員の成長とキャリア形成を支援するための活動を行
っていきます。

人材育成基本方針

教育研修体系
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を補助

※1  デクセリアルズ・ビジネスリーダー
シップ・プログラム

評価を成長に向けたツールとして、社員一人ひと
りの成長を促すためには、評価制度の適正な運用が
不可欠です。ラインマネージャーとして部下を評価
する社員には評価者研修の受講を必須として、管理
職にとって部下の育成が最も大切な仕事のひとつで
あることをあらためて意識してもらい、各現場にお
いても社員の成長支援を強化しています。

入社から3年間は、「自ら学び、自ら考え、自ら行動
し、成長し続ける」社員の基礎をつくる大切な期間と
位置づけ、一貫した研修をおこなっています。
入社1年目はビジネスマナー、コンプライアンス、

製品知識、社会貢献活動と多岐にわたるプログラム
を用意するだけではなく、変化の時代において、成長
のベースとなる主体性を意識した学びの場をつくっ
ています。さらに先輩社員をチューターとして選任
し、しっかりと成長を支援します。
その後、3年目にはキャリア研修によって自身の成

長を振り返り、次のステップに向けた目標を明確に
することで「自ら学び、自ら考え、自ら行動する」社員
づくりをしています。
また、採用活動を「Value Matters」を実現する仲間

づくりと位置づけ、入社3年以内の社員を中心に新卒
採用活動を強化しています。若手社員は採用活動へ
の参画を通じて、コミュニケーションスキル、プレゼ
ンテーションスキルなど実践的なビジネススキルの
習得だけでなく、周囲を巻き込む力、感化する力を身
につけます。

管理職研修

新入社員～3年目研修
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多様な人財とエンゲージメントの醸成

当社では製造系、技術・開発系、営業系、企画・管理
系と4つの職種群をジョブファミリーと位置づけ、
職種毎に専門教育を行っています。

若手から中堅のエンジニアを対象とした技術研修
を開催しています。社内の技術・開発分野の第一人者
であるエンジニアが講師を務め、当社製品技術に関
わる原理、最新知識、ノウハウの伝承を行っていま
す。若いエンジニアが、製品と要素技術の理解を深め
て業務に活かすだけではなく、担当分野以外にも知
識領域を広げることで、将来の新製品開発や新規ビ
ジネス創出の担い手として成長することを狙いにし
ています。

経営基盤強化に向けた人材育成施策として、2019
年度より、選抜メンバーに対し、経営に必要な知識付
与とトレーニング、リーダーとしてのマインドセット
を養う、次世代経営人材育成プログラム D-BLP※を
導入しました。
変化の激しい環境の中、事業の中長期的かつ持続的

な成長のため、2020年度からは、海外拠点での展開を
開始し、グローバルでの体制強化を図っていきます。
経営と連携を図り、環境や戦略に合わせたリー

ダー開発施策を充実させ、次世代経営者・リーダー人
材の計画的輩出に向けたパイプラインの構築に取り
組みます。

社員の価値を最大に発揮させるために、一人ひと
りが最適な働き方をできる環境整備が必要だと考え
ています。COVID-19などの感染症や、自然災害など
から社員の安全を守りつつ、ステークホルダーの期
待に応えるために、柔軟な働き方の環境整備を進め
ています。その一つがリモートワークで、製造を除
くすべての社員を対象に進めています。また、全管
理職を対象に、リモートワーク下においても、生産性
向上を図りつつ、社員の人材育成をしっかりマネジ
メントするために、リモートワークマネジメント研
修を実施しています。

多様なバックグラウンドを持つメンバーの力を
発揮してもらうためには、一人ひとりの個性に向き
合い、良いところを引き出していく意識が大切だと
考えています。外国籍の社員と一緒に働く部門、ある
いは海外とのコミュニケーションが多い部門を対
象に、国や文化の違い、コミュニケーションスタイ
ルの違いを学ぶ「異文化コミュニケーション研修」
を実施しています。さまざまな社員の能力を最大限
に引き出すコミュニケーション力を身に着けるこ
とで、組織としての成果を高める取り組みを進め
ています。

未来に向けて価値創造していくためには、一人
ひとりの価値観を認めあい、それぞれが能力を最
大限に発揮できる環境づくりが不可欠だと考えて
います。ダイバーシティにおいても、人事戦略であ
る「自らの専門性を軸とした価値創造ができる個
人の育成」「社員が能力技能を最大限発揮できる働
きやすい職場づくり」を基本的な考え方におき、多
様な人材が活躍できる、魅力ある会社となること
をめざしています。また、多様な人材を活かすため
に、多様な働き方を受け入れることにも取り組ん
でいます。COVID-19などの感染症から社員の安
全を確保しながら、顧客へのサービスの質を落と
さないためにリモートワークを活用するなど、場
所や時間の制約されない柔軟な働き方の実現にも
取り組んでいます。

ジョブファミリー制度 働き方の変化

ダイバーシティ・コミュニケーションの
強化

エンジニア向け技術研修

ダイバーシティの考え方

次世代リーダー育成

次世代経営人材育成プログラム　トレーニングの様子

ダイバーシティ・多様な人材を活かす
組織づくり

※デクセリアルズ・ビジネスリーダーシップ・プログラム
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多様な人財とエンゲージメントの醸成
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当社では、障がいのある社員が事務領域から製造
領域に至るまで幅広く活躍しています。
聴覚に障がいのある社員がいる職場では、上司や

同僚が手話や指文字を学び、コミュニケーションの
向上を図っています。また、安全・防災面からパトラ
イトを設置するなど、職場環境にも配慮しています。
障がいのある仲間を新しく迎える部門や事業所で、
配慮すべきポイントや緊急時のサインの学習など、
相互理解とコミュニケーション向上を狙いとする研
修も実施しています。また障がいのある社員が参加
する行事には、手話通訳を入れて実施するなど、ダイ
バーシティマインドの向上を図っています。

社内に多様性を広め、また社会的責任を積極的に
果たしていくことが重要という考えのもと、障がい
者雇用を推進する特例子会社として「デクセリアルズ
希望株式会社」が2015年より事業を開始しています。
障がいのある方が安心して働ける職場環境を整え、
現在、社員24名（内障がい者13名）が当社構内で、清掃、
緑地管理などの事業活動をおこなっています。なお、
当社グループの障がい者雇用率は3.4%となります。

当社では当初、東京オリンピック・パラリンピック
競技大会期間中の通勤対策を契機に新しい働き方へ
の取り組みとして2020年1月から東京本社を中心に
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多様な人財とエンゲージメントの醸成

の推進する「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」
に仕事と家庭の両立などを応援するための取り組み
を宣言しています。

介護
当社は、今後社会全体で介護が必要な人口が増加し

ていくことを見越して、社員の仕事と介護の両立支援に
取り組んでいます。短時間勤務制度や1年間の休職
制度など法定以上の介護支援制度を整備することで、
社員が介護の必要性に直面した時にも、積極的にキャ
リアを継続できるような職場づくりを進めています。

両立支援に向けた制度の拡充
当社では育児や介護と仕事の両立支援に向けて、

各種制度の整備に加え、より個々の社員のライフス
タイルにあった働き方ができるよう、従来の仕組み
を補完するものとして、2020年4月から時間単位の
年次有給休暇を導入しました。年次有給休暇のうち
年間最大5日間分まで、時間単位で取得することがで
きます。

当社は、働き方改革を推進し、デクセリアルズ健康
保険組合と連携を強化しながら、社員一人ひとりに
寄り添った健康づくりに取り組んでいきます。

当社は、社長を健康経営最高責任者とした組織体制
で、全社で健康経営を推進していきます。

デクセリアルズは「Integrity　誠心誠意・真摯であれ」を
経営理念として掲げ、すべてのステークホルダーの信頼と
期待に応えるとともに、社員一人ひとりが自分の持てる力を
精一杯発揮できる企業であり続けることをめざしています。
その実現のためには、社員全員が心身ともに健康で

あることが必要不可欠と考えます。

健康経営宣言

健康経営推進組織体制

健康経営の取り組み

社員の健康維持・増進のために、健康管理室、健康
保険組合、社員会、人事・総務などが連携し、さまざま
な取り組みを実施しています。
毎年全社員を対象に実施している生活習慣改善意識

調査において、2019年度は73.6％の社員が健康に対して
「無関心」もしくは「関心はあるが実行できていない」とい
う結果でした。この結果は、前年度と比較すると1.4％の
改善結果となっています。健康づくりの一歩はまず、健康
への意識を高めることであることを主眼に、国内各事業
所で健康づくりのイベントや勉強会・e-ラーニングを継
続的に開催し、2019年度は延べ2,470名が参加しました。
前年度と比較すると、延べ数で1,493名の増加となり少し
ずつですが社員の健康意識の高まりが見られています。

2019年度は、社員の健康や業務のパフォーマンス
に大きく貢献する睡眠に着目し、全社で「睡眠改善セ

健康増進に向けた取り組み

睡眠改善セミナー
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栃木県ウェブサイトに掲載されています

  http://www.pref.tochigi.lg.jp/f06/work/koyou/roudou/dexerials2.html
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尊重し、差別や強制労働・児童労働などをおこなわな
いことを宣言しています。なお、CSR方針について
は、社内浸透を図るため「CSRハンドブック」を作成
し、全社への配布および研修などをおこなっていま
す。さらに「デクセリアルズグループ行動規範」にお
いて、雇用や昇進において人種、宗教、肌の色、出身
国、年令、性別、障害など、ビジネス上の正当な理由の
ない要素による差別をしないこと、性別や職権・地位
などを背景にした個人の尊厳を傷つける言動をおこ
なわないことなどを定め、社員一人ひとりが日々意
識して行動しています。
この行動規範は、法令遵守・人権尊重とあわせて、

製品・サービスの安全、環境保全、企業情報開示など、
当社グループの企業倫理や事業活動に関わる基本方
針を定めており、入社時の研修などを通じて周知徹
底を図っています。

会社と社員のコミュニケーション・相互信頼を通じ
て、ともに会社を成長させていくことを目的に、2013年
8月よりデクセリアルズ社員会を組織しています。
各事業所の社員代表により構成され、四半期毎に

人事担当執行役員を含む経営陣との運営協議会を開
催しています。経営情報の共有や各種制度の運用実
態の点検といった労使協議事項だけでなく、経営層
と社員が幅広いテーマで情報交換し、フランクにコ
ミュニケーションをとることを大切にしています。
社員同士のコミュニケーションを活発にする役割

も担っており、全社員参加型のフォトコンテストなど
の活動をおこなっています。多くの社員がともに活動
し、また経営陣も含めて一体感の醸成につながるよう
な取り組みを進めています。

ミナー」を開催、135名の社員が参加しました。終了後
のアンケート結果では、参加者の93%が「セミナーに
満足」と回答し、さらに97%が「自身の睡眠改善に活用
できる」と回答、睡眠改善への足掛かりとなりました。

運動習慣や生活習慣改善を意識づける健康イベント
を健保組合と連携し、年2回実施しています。

2019年度は、11月に1か月間、チーム対抗を取り
入れたデクセリアルズウォークを実施しました。46
チーム184名の社員が参加し、コミュニケーションを
図りながら楽しくウォーキングに励みました。

2020年4月には健診前チャレンジを1か月間開催
し、健康診断・人間ドック受診前に食生活や運動習慣
を見直し、良いコンディションで健診を迎えようと、
社員・被扶養者319名が参加。社員の家族も交えた健
康づくりを推進しています。

ランチタイムを利用した「血管年齢糖化度チェック」
などの健康測定を2019年度は栃木事業所にて3回開
催し、延べ219名の社員が参加しました。自分の健康
状態を把握し、食堂のメニューからカラダに必要な
食物を社員が自ら選
べる視点も意識して
いただくきっかけづ
くりになり、楽しみな
がら生活習慣改善に
取り組めるイベントと
なっています。

メンタルヘルス対策の重要性がますます高まるなか、
セルフケア・ラインケア、産業保健スタッフによる面接支
援などをきめ細やかに実施し、社員のメンタルヘルス対
策、職場環境改善への取り組みを行っています。

2017年度より開始したストレスチェックにおいて、
総合リスクポイントでは３年連続で全国平均を下回りま
した。課題が見られた職場への対応を重視して、人事・産
業保健スタッフ・職場の上司が連携して対応策の協議、
実行、変化の観察というPDCAを回しています。

2018年度からは、ラインケアの要となる管理職を
対象にメンタルヘルス研修を実施し、受講率は毎年
90％を超えています。2019年度からは、セルフケア
推進施策で全社員を対象にしたe-ラーニングを実施
し、受講率は95％となっています。
また、心の健康管理や不調の早期発見は、管理職だけ

ではなく職場のリーダーにとっても必須の知識ととらえ、
2019年度よりメンタルヘルス・マネジメント検定試験（Ⅱ
種ラインケアコース）を中堅社員の昇格要件に加え311名
が受検、大阪商工会議所主催メンタルヘルス・マネジメ
ント検定大規模法人部門全国6位の受検者数となりまし
た。社会的責任の履行、人的資源の活性化、労働生産性の
維持・向上を図るうえで、社員のメンタルヘルスケアに
ついて組織的かつ計画的な取り組みを継続しています。

当社グループは、グローバルに事業を展開する企業と
して、CSR方針に「人権の尊重」を掲げ、あらゆる人権を

ランチタイムイベント

社員会の活動

デクセリアルズウォークと
健診前チャレンジ

メンタルヘルスの重視・
ストレスチェックから改善活動へ

ランチタイムイベントの様子

人権の取り組み・社員コミュニケーション

デクセリアルズCSR方針・
行動規範と人権の取り組み
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