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従業員とつばき
従業員一人ひとりが職場でいきいきと働けるよう、安全で快適な職場環境づくりを進めています。

つばきグループでは、従業員が持てる力を十分に発揮できる機会や環境を提供することで、一人ひとりが仕事を通じて成長し、それが

企業の成長にもつながると考えています。均等な雇用機会の提供により、国籍や性別にかかわらずグローバルに活躍できる多様な人材を

確保し、従業員自らの「変革とチャレンジ」を支援するさまざまな人事制度の構築や組織風土の醸成を推進して、いきいきとした安全で

快適な職場環境づくりに取り組んでいます。

人事制度

公明性、透明性、納得性を基本に、従業員にとって働きがいのあ

る人事制度の構築を目指しています。明確で客観的な基準を示し、

従業員の努力をきっちりと処遇面に反映することが従業員の納得性・

意欲につながると考え、役割を基準とした資格・賃金制度、企業業

績の反映を高めた業績連動型賞与、絶対評価などのしくみを取り入

れています。また、全員を対象とした定年退職者の再雇用制度によ

り、定年後の生活安定を進め、ケガ・病気に対する生活支援、福利

厚生制度の充実など、従業員が安心して働ける職場づくりにも力を

注いでいます。

つばきグループでは、研修制度の基本姿勢を「従業員が社会的に評

価される職務遂行能力を備えることを支援する」として、専門的知識や

スキルを高め成果に結びつけるためのプログラムを充実させています。

新入社員研修をはじめとした、会社制度の理解や個人の役割の再認

識を図る階層別研修、技術や開発、営業などそれぞれの業務、またレ

ベルごとに実施される専門的な機能別研修のほか、「自己啓発への支

援として英会話教室の実施や通信教育の補助」などを行っています。

従業員一人ひとりがキャリアプランを描き、能力を備え、成果をあげ

ることを全面的にサポートするために今後も体制を整えていきます。

研修制度

・階層別教育 
与えられたグレードに応じて、当社グループのミッションや経営
方針の理解、個人の役割の再確認を図るための研修群です。 
業務を遂行する上でのベースとしての役割を担っています。 

・自己啓発への支援 
通信研修への補助金支給、社外研修
への参加補助、TOEICの実施などさ
まざまな補助を通じて、社員の自己啓
発をバックアップしています。 

自ら目標を掲げ、 
それに向けて努力し 
成果につなぐ 
ことのできる 

"自立型従業員"

・機能別研修 
業務の遂行に必要な知識・スキルの向
上による、より高いパフォーマンス発揮
を目的として、職掌（技術・開発・営業な
ど）別に実施する専門的な研修群です。
修了することによって、さらに高いグレー
ド（資格）への昇格が可能となります。 

●従業員教育・研修支援制度

●グローバル人材の育成

積極的な海外事業活動展開のためには、それを推進するグローバ

ルな視点を持った人材が不可欠です。

つばきグループではGSD（Global Staff Development）、GMD

（Global Manager Development）研修を柱に、語学力、ビジネス

スキル、異文化理解などの基礎力の向上からグローバルマネジメント

スキルの習得まで、入社時から幅広い成長の機会を提供しています。

それぞれのレベルに応じたクラス編成を行ない、特に実践力を高める

ためGSD研修では1ヵ月～1年の海

外グループ会社への派遣トレーニング

のコースを設け、GMD研修では事業戦

略の立案を最終のカリキュラムとするな

ど、修了者はその結果を日々の業務の

中で活かせるようになっています。 GMD研修

仕事と家庭の両立支援

椿本チエインでは従業員が育児・介護など仕

事と家庭生活とを両立しながら働ける職場環境

の整備に取り組んでいます。フレックスタイム制、

裁量労働制など勤務の自由度を高めることで効

率的な働き方の推進、連続休暇の取得奨励など

による休暇取得率の向上、労働時間の短縮にも

取り組んでいます。

また、育児休職、介護休職などを取得しやすい

環境を整えるとともに、法定を超える休職期間

の設定や、失効する有給休暇を積み立てて介護

などの特定事由で取得できる制度の活用で、勤

務の継続や職場復帰をしやすいしくみを作ってい

ます。
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従業員とつばき

障害者雇用

椿本チエインで

は、障害者の雇用機

会の拡大に努めてい

ます。能力や適性を

活かした業務に従事

できるよう職場環境

の整備を行い、製造

現場、管理事務、健

康管理など幅広い職

場での業務に従事し

ています。

しかし、全従業員数に占める障害者の割合は、従業員数の増加や、

障害者の定年退職の影響もあり、2008年度も1.64％と法定雇用

率の1.80％を下回る結果となりました。今後、法定雇用率を達成し、

さらに増員できるよう、あらゆる機会を通じて雇用に努めていきます。
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従業員との対話（労使関係）

椿本チエインでは、労使の対話を重視し、労使が協同して職場環境

の整備や労働条件の改定などに取り組んでいます。労働組合はオー

プンショップ制を導入していますが、一般従業員の加入率は94％で、

加入資格のない新入社員などを除けば、ほぼ全員が加入しています。

そして、職場懇談会などで集まった多くの従業員の声が活動に反映さ

れています。

2007年度は、「定年退職者の再雇用制度」「効率的な働き方によ

る長時間労働の排除」に重点的に取り組みました。労使対話の場と

して、毎月開催の労働協議会のほか、労働組合と会社トップの直接

対話の場や部門別懇談会を定期的に設けているほか、個別課題に

は、労使委員会を設置して議論を尽くすことにより、問題解決に取

り組んでいます。

労働安全衛生

椿本チエインでは、長年にわたり労働災害の撲滅に努めており、設

備の改善や作業手順の見直しなどにより、災害の発生防止、再発防止

を徹底しています。また、リスクアセスメントに基づく活動を積極的に

推進し、リスク段階での対策による災害の未然防止にも努めています。

2005年度からは、つばきグループが一体となった安全衛生活動に

も取り組んでおり、より安全で快適な職場環境の実現を目指しています。
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快適な職場環境づくり

●新福利厚生メニューの導入

つばきグループでは、福利厚生の一部をアウトソーシングし、カフェ

テリアプランを導入していました。しかし、利用率・利用者数が低調

で、当初期待していたように広範囲かつ公平な運用には至らなかっ

たため、2008年4月から新たな福利厚生メニューを従業員へ提供

することになりました。

新メニューでは、育児、教養、ライフサポート、レジャー、リゾー

ト、スポーツなどの各種の割引や道具の貸し出しなど、身近で便利

なサービス内容となりました。

●なんでも相談室

京田辺工場、埼玉工場に常設されている「なんでも相談室」には、

専任の産業カウンセラー・キャリアコンサルタントがおり、グループ

会社の従業員も含めて、メンタルヘルスの問題やキャリアの問題を

はじめとするさまざまな相談に応じています。

メンタルヘルスの問題では予防・対処・職場復帰・再発防止など

の観点から従業員個人や管理監督者に対する研修を継続的に実施

しています。病気で休んだ従業員の復帰プランの作成やリハビリ出

勤の制度化などに基づく職場復帰の援助も行っています。

人権尊重

椿本チエインでは、採用時から国籍、信条、性別、宗教、身体的

特徴などによる差別的取扱いを禁止し、従業員が互いの人権・人格

を尊重し、信頼しあいながら働ける労働環境づくりに努めています。

定期的な研修や、社内報を通じて人権を尊重する風土を醸成し、

特に毎年2月は「企業倫理強化月間」としてセクシャルハラスメン

ト、パワーハラスメントなどに対する人権啓発活動を積極的に展開

しています。また、社内通報窓口として「倫理ヘルプライン」を設置

することで、従業員からの個別相談にも対応しています。

＊1 度数率：100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数で、災害発生の
頻度を表します。

＊2 強度率：1,000延実労働時間当たりの労働損失日数で、災害の重さの程度
を表します。



夏休み親子工場見学会 プログラム

①子どもたちがやってきた！

651名の応募の中、抽選で97名の方にご参加いただきました。

②クイズ形式で工場概要・チェーンについて説明

工場面積、社員数、チェーンの種類、使用場面などをクイズ形式で説明。

③チェーンに触れ、実際に組み立ててみよう！

チェーンのサンプルに触れた後、実際にチェーンの組み立てを体験。

チーム対抗チェーン早組み競争では、5分間で約4m組み立てるチームも。

④チェーンの製造現場を見てみよう！

安全面に万全を期しながら、稼働中の設備機械を間近で見学。

⑤工場食堂でランチタイム

メニューの多さ、きれいな食堂に子どもたちや保護者の方々からも

歓声があがりました。

⑥質疑応答

最後は質疑応答。

漢字にふりがなをつけ、小学生でも読める小冊子「チェーンミニ百科」や

ノベルティ（世界一シリーズ）を配布しました。

●夏休み親子工場見学会

椿本チエインでは、小学生を対象とした「第１回 京田辺工場 夏

休み親子工場見学会」を2008年8月4日、5日の両日、京田辺工

場において開催しました。

この見学会は、地域社会とのコミュケーション活動、社会貢献の

一環として、京田辺市の協賛を得て、未来を担う子供たちに、機械

部品である当社チェーンを通じて「モノづくりの楽しさを伝える」こ

とを狙いに実施したものです。

通常の見学ルート以外にも足を運んで、稼働中の機械設備を間近

で見て、その迫力あるスピードや音などを実感してもらいました。

特別に製作したチェーン部品を、親子で実際に手組みして、その長

さを競争するなど、五感を使って子供たちに「モノづくりの楽しさ」

を体感してもらいました。

また、お昼には工場食堂体験も盛り込み、カフェテリア方式の社

員食堂に明るい声が響き渡りました。

今回の見学会をモデルに、来年度以降順次他工場にも水平展開し

ていく計画です。
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社会とつばき
地域の皆様をはじめとしたステークホルダーの方々とのかかわりを深めるため、
積極的に活動を推進していきます。

地域に親しまれる工場を目指して

●高校生への技能教育

京田辺工場の技能者であ

る旋盤暦40年のベテラン・

好川さんは、地元の田辺高

校で放課後に旋盤に関心が

ある生徒たちに特別指導を

しています。その熱心な指導

が実り、2007年11月に教

え子の阿智波さん（17歳）

が、京都府下ではじめて国家検定「普通旋盤作業2級」に見事合格し、

複数の新聞に快挙と報道されるなど関係者は喜びに湧きました。

高校生への旋盤技能の指導

●近隣企業との環境交流会

椿本チエイン埼玉工場は、近隣

企業との環境コミュニケーション

の一環として、同じ飯能市にあ

る新電元工業株式会社様との交

流会を継続開催しています。

2008年4月に行われた交流

会は、14名の方々を迎えて、環

境への取り組みの説明、CO2削

減事例、廃棄物リサイクル事例などの環境対策を見学して頂き、意

見・情報交換を行いました。

新電元工業（株）様との交流会参加者

親子で「ワイワイガヤガヤ」
言い合いながらチェーンの
組み立てを楽しみました③

稼働中のプレス機械や組み立て
機の間近でそのスピード、音など
を体感 ④

楽しいランチタイム ⑤

チェーンミニ百科と
ノベルティ⑥



展示会

2007年4月16日から5日

間、ドイツ「ハノーバーメッセ

2007」が開催され、椿本ヨー

ロッパも5回目の出展参加をし

ました。

今回は「環境にやさしい」を

テーマにチェーン商品、精機商

品、そして2007年につばきグ

ループに加わったツバキ山久チ

エインの搬送商品も出展しました。期間中、会場全体で23万人の

来場者が有り、その中でつばきは約170件の商談をこなしました。

「TSUBAKI」のブランドに対する関心が高まる中、搬送商品への

関心も想像以上にあり、つばきグループを大いにアピールすること

ができました。
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外部表彰

2007年11月9日、千葉市

で関東地方発明表彰式があり、

当社特許の「サイレントチェーン

伝動装置」が発明協会会長奨励

賞と実施功績賞を受賞しまし

た。これは社団法人発明協会が

主催しているもので、発明の奨

励、育成を図り、科学技術の向

上と地域産業の振興に寄与す

ることを目的として、大正10年

に創設された伝統ある格式高

い式典です。

発明協会会長奨励賞の受賞

者は2名のみ、さらに実施功績

賞も同時受賞するという快

挙となりました。

社会とつばき

平成19年度関東地方発明表彰式

実施功績賞と発明協会会長奨励賞の盾

寄付・協賛

日本経済団体連合会や関西経済連合会の呼びかけに応じて、新潟

中越沖地震および中国・四川省大地震被害者に対する義援金協力を

行いました。

また、日本ユニセフ、赤い羽根共同募金などへの企業募金を行いま

した。その他つばきグループの事業所が所在する地元で開催されるお

祭り、スポーツ大会、自治会主催行事などへの寄付・協賛を行いました。

株主・投資家への情報開示

つばきグループは、前年度に

引き続き、2007年8月に東京

ビッグサイト、2008年2月に

京セラドーム大阪で開催された

「個人投資家向けＩＲフェア」に

ブースを出展しました。より多

くの方々に当社グループの事業

内容や中期経営計画を理解して

いただくため、2月実施のフェアでは、当社ブース内で約15分のミニ

説明会を2日間で9回実施しました。そして、個人投資家の方々とお

話する機会を可能な限り設けて、当社のファンづくりに努めました。

また、証券取引法や証券取引所の定める規則に従って公正かつ速

やかな情報開示を行っています。事業報告書はウェブサイトを通じ

た情報開示の他、英語版・日本語版のアニュアルレポートを発行し

ています。

個人投資家向けIRフェア

英語版・日本語版アニュアルレポート、事業報告書

椿本チエイン埼玉工場で生産されるタイミングチェーンドラ

イブシステムは、国内の全自動車メーカーのエンジンに採用

されるなど、非常に高いシェアを占めます。そのため、地震な

どの災害によって埼玉工場が停止した場合、自動車生産に大

きな影響を及ぼすことになりかねません。

椿本チエインでは、お客様へ安定的に部品を供給することが、

高シェア製品を供給する企業としての責任と考え、2007年

度より自動車部品の分散生産に向けた取り組みを始めました。

この取り組みは、企業

における災害時のリス

クマネジメント事例とし

て、2008年 7月に

NHK総合「おはよう日

本」の震災特集でも紹介

されました。

TopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopicsTopics
災害時のリスクマネジメント

ハノーバーメッセ2007での
つばきグループの展示ブース

埼玉工場での取材風景




