
ブリヂストングループでは2011年より、「人権に関するブリヂストングループの考え方」を15カ国語に翻訳し、グループの全拠
点に展開してきました。また、この考え方の周知に向けた教育研修をグループの全拠点で実施し、2012年までに完了しました。
ブリヂストングループ全体に展開した「人権に関するブリヂストングループの考え方」を継続して余すところなく周知・浸透
させるため、2013年以降、入社時教育や階層別研修などの教育を継続的に実施しています。各拠点で相談者の秘密を厳守
する人権相談窓口設置を更に推進すると共に、順守状況チェックによりこの考え方が更に浸透していることを確認しました。
2018年には、基本的人権に関する諸原則を順守し、その取り組みを推進するため、グローバルCSR体系「Our Way to 
Serve」の考え方に沿って新たな「グローバル人権方針」を策定しました。本方針は、ダイバーシティとインクルージョンの尊重、
差別とハラスメントの禁止、職場の安全・衛生の推進、適正な労働環境整備の推進、言論及び結社の自由の保障、という5項目
で構成されています。
また、グループ内人権デューデリジェンスの取り組みとして、差別、ハラスメントなど様々な人権項目ごとにアセスメントの3カ年
計画を策定し、アセスメントの対象とする人権項目を定め、各拠点で想定される人権リスクの洗い出しを実施しました。

「グローバル人権方針」の浸透及び人権デューデリジェンスの取り組み

※　Strategic Business Unit ： 戦略的事業ユニット。

2016年、グローバルCSR推進コミッティ（GCEC）の下に、各SBU※のメンバーからなる人権・労働慣行ワーキング
グループ（WG）が設立されました。人権・労働慣行WGでは人権、多様性の尊重及び労働慣行についてグループ全体で取り
組む内容や活動の進捗確認を行い、GCEC、各SBU・地域のトップマネジメントに報告します。また、人権最高責任者を
選任し、グローバル人権方針の浸透を進めています。

推進体制

ブリヂストングループ　グローバル人権方針

https://www.bridgestone.co.jp/csr/safety_industrial_hygiene/index.html

基盤領域

人権・労働慣行

私たちは、多様な人々を受け入れる文化を醸成します。
ブリヂストングループの全ての事業体と事業拠点は、倫理的な労働慣行を取り入れ、従業員と信頼関係を築き、
多様性と基本的人権を尊重します。

基本的人権と責任ある労働慣行を推進する

ミッション

ブリヂストングループ（以下「ブリヂストン」または「当社」）は、あらゆる面で真のグローバルリーダーとして行動するため、

世界各地域で展開されている当社の事業活動において、基本的人権を尊重し適正な労働環境の整備を推進しております。

当社は、これが正しい行動であるだけでなく、従業員の働きがいと誇りを高める基盤となり、ひいては事業の持続的な

成功に重要な役割を果たすものであると考えています。ブリヂストンは、当社従業員、お客様、お取引先様、ビジネス

パートナー及び当社が事業を展開する地域の人々とのかかわりにおいて、基本的人権に関する諸原則を遵守することに

努めます。また、この取り組みを確実に推進するため、本人権方針に関する適切な教育及び人権デューデリジェンスを

実施し、ブリヂストンの事業活動によってもたらし得る負の影響を特定し、改善して参ります。

ブリヂストンは、国連の「世界人権宣言（UDHR）」「ビジネスと人権に関する指導原則」、国際労働機関（ILO）の各種条約

といった国際規範、その他国際的に認められた基準がそれぞれ掲げる基本原則など、人権についての国際規範を尊重

します。人権に対するブリヂストンの考え方とアプローチは、これらの規範に基づいています。

ブリヂストンの人権方針は、ブリヂストングループの全ての従業員と事業拠点に適用されます。当社としては、全ての従業員

に本人権方針を遵守させると同時に、お取引先様にも本方針を遵守いただくことを考えています。

ブリヂストンは、全ての人が自らの希望に応じその能力を最大限発揮して働く権利を有すると考えています。また、多様な
背景や経験、スキル、考え方を持つ人々が集まり、一つのチームとして働くことで、当社事業がより価値あるものになると
考えます。ブリヂストンは多様性を重んじており、チームワークと敬意が基盤となった、互いを尊重しあう職場環境の実現
を目指すことを、全ての従業員に期待しています。また、それによって労働市場の中から優れた人材を惹きつけ、育成し、
雇用し続けることが可能となり、当社の利益につながることを確信しています。

ダイバーシティとインクルージョンの尊重

ブリヂストンは、全ての人が人種、民族、肌の色、国籍、性別、性的指向、性自認、年齢、言語、宗教、信条、社会的身分、障害
の有無などを理由に差別されることなく、公正な扱いを受け、平等な機会を得る権利を有するという基本的な原則を
支持しています。当社は、差別、ハラスメント及び、敬意を欠き、または個人の尊厳を傷つける行為を容認せず、歴史的に
不利益を被ってきた人々の権利を守り、雇用機会の拡大を推進します。

差別とハラスメントの禁止

ブリヂストンは、グローバルリーダーとして、適用を受ける全ての法令及びその他の労働基準の遵守に努めます。児童労働・
強制労働という容認しがたい慣行を世界から排除することは当社の役割だと考えています。ブリヂストンは、グループ
全社及びサプライチェーン全体において、児童労働と強制労働を禁止します。また、法令を遵守するのみならず、適正な
労働時間、清潔で安全な労働環境、公正かつ市場原理に基づいた収入や手当てを享受できる質の高い労働機会を地域
社会に提供することにも努めて参ります。

適正な労働環境整備の推進

ブリヂストンは、全ての人が不利益を被ることなく、実名あるいは匿名で、誠実に問題提起を行い、自らの意見を表明する
権利を有すると考えます。そのためにも、団体交渉を行うこと、労働組合を含む第三者機関を代表者にすること、あるい
はそれらを行わないことに関して、全ての従業員が一切の強制を受けることなく自ら選択する権利を尊重します。また、
第三者を従業員の代表として選出するなどの重要な決定を行う際は、従業員に対して十分かつ正確な情報を提供すべき
であると考えます。ブリヂストンは、事業活動を行う全ての拠点において、オープンかつ従業員が参画できる企業文化の
醸成にいかなる時も努めて参ります。

言論及び結社の自由の保障

ブリヂストンは、「安全はすべてに優先する」という言葉を安全宣言のミッションとして掲げています。全ての従業員にとって
安全な職場をつくることは、当社が事業において最も大切にしている価値の一つであり、従業員一人ひとりがその責任を
負っています。ブリヂストンの労働安全・衛生に関する取り組みの詳細は、以下をご覧ください。

職場の安全・衛生の推進

品質・お客様価値調達労働安全・衛生コンプライアンス・
公正な競争

人権・労働慣行BCP（事業継続計画）・
リスクマネジメント

ミッション
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ブリヂストンは、職場におけるコミュニケーションギャップを解消し、お互いの文化や価値観を尊重できる職場環境づくりを
目的として、新たに入社した外国籍従業員及びその上司、指導社員を対象とした異文化研修を実施しています。研修では、
異文化間の理解を促進するポイントについて講義とグループディスカッションを行い、組織における上下関係、コミュニ
ケーションスタイルの相違などについて学んでいます。

ブリヂストンは、2018年3月、経済産業省と東京証券取引所が共同で女性の活躍推進に
優れた企業を紹介する2017年度「なでしこ銘柄」に5年連続で選定されました。
2017年度「なでしこ銘柄」は、東証全上場企業約3,500社の中から、女性が働き続ける
ための環境整備を含め、女性人材の活用を積極的に進めている企業を紹介するものです。
女性のキャリアサポートや仕事と家庭の両立サポートにおける取り組み、新規採用に
占める女性比率などの点を評価いただいたものと考えています。

育児休職
配偶者出産時の休暇
看護休暇
介護休職

介護保存年次休暇
短時間勤務
ファミリーサポート休暇
ボランティア休職

配偶者海外転勤休職制度
ウェルカム・バック制度
テレワーク制度
裁量労働制

フレックスタイム
ライフプラン休暇・研修
費用補助

多様な働き方を支援する各種制度

社外からの評価

シニア社員の活躍

外国籍従業員活躍のための取り組み

障がい者雇用の推進

多様性の尊重に関する考え方と取り組み

ブリヂストンでは育児・介護などにかかわる従業員やその上司のみならず、会社全体として育児・介護支援制度への理解を
深めることで、多様な人々が活躍できる職場環境の実現を目指しています。
社内イントラネットでダイバーシティ推進活動や制度利用者を紹介しているほか、ブリヂストン及び国内の一部のグループ会社
では、育児・介護に関する会社制度などを各々まとめたガイドブックを従業員に配布し、制度の周知と利用促進を図っています。

女性従業員活躍のための取り組み

ブリヂストングループでは、「多様性の尊重に関するブリヂストングループの考え方」に基づき、各SBUで女性従業員活躍
のための取り組みを実施しています。
ブリヂストンでは、女性従業員の活躍に向け様々な取り組みを行っています。総合職女性従業員を対象としたキャリア
デザイン研修や、女性従業員のネットワークづくりのための支援、女性従業員を部下に持つ管理職対象のキャリアサポート
研修を実施しています。また、女性従業員の更なる活躍と管理職登用を促進するために、女性管理職登用促進プログラム
を導入するなど、中期的な視点で女性管理職候補層の育成を行っています。
米州のグループ会社では、女性経営者育成のための戦略的な取り組みとして、職種別のリーダー育成プログラム

「WOMEN Unlimited」を実施しています。
また、国立大学法人お茶の水女子大学と女性リーダーの育成支援を目的とした包括的協定を2017年に締結しました。
女性リーダー育成のための産学連携活動を進めており、ブリヂストンの女性役員によるロールモデル講演会を大学にて実施
しました。

※2　ブリヂストンの特例子会社制度のグループ適用となる国内グループ会社10社。（2018年1月現在）

ブリヂストンでは、2004年に障がい者雇用を目的とした特例子会社「ブリヂストンチャレンジド株式会社」を設立しました。
「地域社会との共生」「ブリヂストン従業員との共生」「障がいのある従業員が社会で自立できる環境づくり」の基本理念
の下、周辺地域の障がい者雇用関連団体と密接に交流しつつ、各従業員が「実現したい目標」を毎年立てて挑戦するなど、
一人ひとりがいきいきと働ける会社を目指しています。また、2011年に障がい者の就労と自立による社会参加支援を
目的に、彦根工場に職業教育訓練校「働き教育センター彦根」を開設しました。こうした取り組みを更に推進し、障がい者
雇用を拡大することで、誰もが安心して働き続けられる共生社会の実現に寄与していきます。
ブリヂストン及び国内グループ会社10社※2の26事業所すべてで法定雇用率を達成することを目標に、計画的な雇用を
推進し、2018年1月現在の障がい者雇用率は2.31%となっています。

ブリヂストンは、全職種の従業員を対象とした定年再雇用制度を導入しています。これは、60歳の定年を迎える従業員が、
定年退職後に一定期間、引き続き就労することができる制度で、対象業務に応じて7つのコースがあり、原則として厚生
年金の全額支給開始年齢まで契約を更新できます。（2017年時点）
2017年は、定年退職者164名のうち131名を再雇用しました。

女性従業員の管理職登用に向けた育成　
ブリヂストンでは、女性従業員の更なる活躍と管理職登用を促進するために、「女性管理職登用促進プログラム」を
2014年から導入・展開しています。
本プログラムは、中期的な視点で女性管理職候補層の育成を行う育成プログラムです。個別のキャリアプランを作成し
計画に沿って育成を行うとともに、ブリヂストンの経営トップとの懇親会や他社の女性社員との交流を図るための社外研修
への派遣を行っています。
そのKPI※1として、女性管理職人数の目標値を2020年に2013年度比4.2倍と設定して取り組みを推進しており、取り
組み開始後に23名の女性管理職を登用しています。

「なでしこ銘柄」に5年連続で選定

※1 　Key Performance Indicator ： 重要な業績評価指標。

「なでしこ銘柄」ロゴマーク

主な各種制度

ブリヂストングループは、2008年にダイバーシティ推進専任部署を設置し、2009年から「多様性の尊重に関する
ブリヂストングループの考え方」をグループ全体に展開しています。また、それに基づいて、ブリヂストングループ各社では
国や地域の特性に合わせた多様性尊重に関する課題を設定して活動を行っています。
ブリヂストンにおいては、2009年より外部の有識者を招いてダイバーシティやワークライフバランスに関する講演会
を継続的に開催しており、2017年末までに延べ約3,500名の従業員が参加しました。
日本国内においては、育児休職者と休職から復職を経験した従業員による情報交換会、育児休職者と上司、人事部門の
３者による「復職前・復職後面談」、仕事と育児を両立する従業員同士のコミュニケーションの場を提供するなどの育児支援
を実施しています。また介護支援についても、外部講師による講演会、ガイドブックの発行による啓発活動をはじめ、介護の
ための所定外労働免除を設けるなど、従業員の仕事と介護の両立支援をさらに進めています。
また、ブリヂストン アメリカス インクでは、職場でのダイバーシティとインクルージョンをさらに推進するために、雇用時の
ダイバーシティ考慮や様々な従業員から構成される小集団活動の支援を行っています。

ブリヂストングループは、様々な価値観や個性を持つ人々が「働きやすく、活躍できる」職場環境を提供します。
そのためには、

そして最終的に、「従業員の満足度向上」「企業の活性化と成長」「ステークホルダーの利益向上」につなげます。

世界の国々の文化や慣習の違いを認識し、尊重します。
多様な個々人の、多様な視点からのアイデアに共感し、新しい価値を創出します。
様々なライフステージにおいて安心して仕事ができ、更にその能力が十分発揮できるシステムを構築します。

多様性の尊重に関するブリヂストングループの考え方

品質・お客様価値調達労働安全・衛生コンプライアンス・
公正な競争

人権・労働慣行BCP（事業継続計画）・
リスクマネジメント
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ブリヂストンは、職場におけるコミュニケーションギャップを解消し、お互いの文化や価値観を尊重できる職場環境づくりを
目的として、新たに入社した外国籍従業員及びその上司、指導社員を対象とした異文化研修を実施しています。研修では、
異文化間の理解を促進するポイントについて講義とグループディスカッションを行い、組織における上下関係、コミュニ
ケーションスタイルの相違などについて学んでいます。

ブリヂストンは、2018年3月、経済産業省と東京証券取引所が共同で女性の活躍推進に
優れた企業を紹介する2017年度「なでしこ銘柄」に5年連続で選定されました。
2017年度「なでしこ銘柄」は、東証全上場企業約3,500社の中から、女性が働き続ける
ための環境整備を含め、女性人材の活用を積極的に進めている企業を紹介するものです。
女性のキャリアサポートや仕事と家庭の両立サポートにおける取り組み、新規採用に
占める女性比率などの点を評価いただいたものと考えています。

育児休職
配偶者出産時の休暇
看護休暇
介護休職

介護保存年次休暇
短時間勤務
ファミリーサポート休暇
ボランティア休職

配偶者海外転勤休職制度
ウェルカム・バック制度
テレワーク制度
裁量労働制

フレックスタイム
ライフプラン休暇・研修
費用補助

多様な働き方を支援する各種制度

社外からの評価

シニア社員の活躍

外国籍従業員活躍のための取り組み

障がい者雇用の推進

多様性の尊重に関する考え方と取り組み

ブリヂストンでは育児・介護などにかかわる従業員やその上司のみならず、会社全体として育児・介護支援制度への理解を
深めることで、多様な人々が活躍できる職場環境の実現を目指しています。
社内イントラネットでダイバーシティ推進活動や制度利用者を紹介しているほか、ブリヂストン及び国内の一部のグループ会社
では、育児・介護に関する会社制度などを各々まとめたガイドブックを従業員に配布し、制度の周知と利用促進を図っています。

女性従業員活躍のための取り組み

ブリヂストングループでは、「多様性の尊重に関するブリヂストングループの考え方」に基づき、各SBUで女性従業員活躍
のための取り組みを実施しています。
ブリヂストンでは、女性従業員の活躍に向け様々な取り組みを行っています。総合職女性従業員を対象としたキャリア
デザイン研修や、女性従業員のネットワークづくりのための支援、女性従業員を部下に持つ管理職対象のキャリアサポート
研修を実施しています。また、女性従業員の更なる活躍と管理職登用を促進するために、女性管理職登用促進プログラム
を導入するなど、中期的な視点で女性管理職候補層の育成を行っています。
米州のグループ会社では、女性経営者育成のための戦略的な取り組みとして、職種別のリーダー育成プログラム

「WOMEN Unlimited」を実施しています。
また、国立大学法人お茶の水女子大学と女性リーダーの育成支援を目的とした包括的協定を2017年に締結しました。
女性リーダー育成のための産学連携活動を進めており、ブリヂストンの女性役員によるロールモデル講演会を大学にて実施
しました。

※2　ブリヂストンの特例子会社制度のグループ適用となる国内グループ会社10社。（2018年1月現在）

ブリヂストンでは、2004年に障がい者雇用を目的とした特例子会社「ブリヂストンチャレンジド株式会社」を設立しました。
「地域社会との共生」「ブリヂストン従業員との共生」「障がいのある従業員が社会で自立できる環境づくり」の基本理念
の下、周辺地域の障がい者雇用関連団体と密接に交流しつつ、各従業員が「実現したい目標」を毎年立てて挑戦するなど、
一人ひとりがいきいきと働ける会社を目指しています。また、2011年に障がい者の就労と自立による社会参加支援を
目的に、彦根工場に職業教育訓練校「働き教育センター彦根」を開設しました。こうした取り組みを更に推進し、障がい者
雇用を拡大することで、誰もが安心して働き続けられる共生社会の実現に寄与していきます。
ブリヂストン及び国内グループ会社10社※2の26事業所すべてで法定雇用率を達成することを目標に、計画的な雇用を
推進し、2018年1月現在の障がい者雇用率は2.31%となっています。

ブリヂストンは、全職種の従業員を対象とした定年再雇用制度を導入しています。これは、60歳の定年を迎える従業員が、
定年退職後に一定期間、引き続き就労することができる制度で、対象業務に応じて7つのコースがあり、原則として厚生
年金の全額支給開始年齢まで契約を更新できます。（2017年時点）
2017年は、定年退職者164名のうち131名を再雇用しました。

女性従業員の管理職登用に向けた育成　
ブリヂストンでは、女性従業員の更なる活躍と管理職登用を促進するために、「女性管理職登用促進プログラム」を
2014年から導入・展開しています。
本プログラムは、中期的な視点で女性管理職候補層の育成を行う育成プログラムです。個別のキャリアプランを作成し
計画に沿って育成を行うとともに、ブリヂストンの経営トップとの懇親会や他社の女性社員との交流を図るための社外研修
への派遣を行っています。
そのKPI※1として、女性管理職人数の目標値を2020年に2013年度比4.2倍と設定して取り組みを推進しており、取り
組み開始後に23名の女性管理職を登用しています。

「なでしこ銘柄」に5年連続で選定

※1 　Key Performance Indicator ： 重要な業績評価指標。

「なでしこ銘柄」ロゴマーク

主な各種制度

ブリヂストングループは、2008年にダイバーシティ推進専任部署を設置し、2009年から「多様性の尊重に関する
ブリヂストングループの考え方」をグループ全体に展開しています。また、それに基づいて、ブリヂストングループ各社では
国や地域の特性に合わせた多様性尊重に関する課題を設定して活動を行っています。
ブリヂストンにおいては、2009年より外部の有識者を招いてダイバーシティやワークライフバランスに関する講演会
を継続的に開催しており、2017年末までに延べ約3,500名の従業員が参加しました。
日本国内においては、育児休職者と休職から復職を経験した従業員による情報交換会、育児休職者と上司、人事部門の
３者による「復職前・復職後面談」、仕事と育児を両立する従業員同士のコミュニケーションの場を提供するなどの育児支援
を実施しています。また介護支援についても、外部講師による講演会、ガイドブックの発行による啓発活動をはじめ、介護の
ための所定外労働免除を設けるなど、従業員の仕事と介護の両立支援をさらに進めています。
また、ブリヂストン アメリカス インクでは、職場でのダイバーシティとインクルージョンをさらに推進するために、雇用時の
ダイバーシティ考慮や様々な従業員から構成される小集団活動の支援を行っています。

ブリヂストングループは、様々な価値観や個性を持つ人々が「働きやすく、活躍できる」職場環境を提供します。
そのためには、

そして最終的に、「従業員の満足度向上」「企業の活性化と成長」「ステークホルダーの利益向上」につなげます。

世界の国々の文化や慣習の違いを認識し、尊重します。
多様な個々人の、多様な視点からのアイデアに共感し、新しい価値を創出します。
様々なライフステージにおいて安心して仕事ができ、更にその能力が十分発揮できるシステムを構築します。

多様性の尊重に関するブリヂストングループの考え方

品質・お客様価値調達労働安全・衛生コンプライアンス・
公正な競争

人権・労働慣行BCP（事業継続計画）・
リスクマネジメント

 − 42 −  − 43 − サステナビリティレポート 2017-2018



「ブリヂストン流モノづくりを実践できる人材の育成」をミッションとして、2007年に開設した「グローバル・モノづくり教育
センター※1」では、「人材育成標準プログラムの開発」「プログラム推進者の育成」「仕組みへの落とし込み」を3本柱に、グローバル
でのモノづくり人材育成活動を展開しています。
各地域に推進組織として、C-MEC（中国）、AP-MEC

（アジア）、E-MEC（欧州）、BRISA-MEC（中東）、
NA-MEC（北米）、SA-MEC（南米）を立上げ、各SBU/
事業所に推進者（マスター）を育成・配置し、推進者が
キーパーソンとなり､事業所の教育や教育後の定着
活動・改善活動を推進しています。

ブリヂストンは、グローバル化の進展や新たな
ビジネスモデルの展開などのニーズに応える
ために、多様な人材を雇用しています。スタッフ
部門では、新卒者を定期採用し、長期的な視点で
育成しているほか、高い専門性を持った人材を
キャリア（中途）採用しています。
また、定期採用において女性の採用比率目標を
事務系30％、技術系15％以上かつ15名以上
と定めています。2017年定期採用においては、
事務系50％、技術系20％の女性比率を達成し
ています。

雇用の状況・労使関係

※2  5点満点中の評価

ブリヂストンでは契約社員を含むすべての従業員に対し、仕事・職場・処遇
を含めた人事施策など幅広い項目に関する「従業員満足度調査」を毎年実施
しています。この調査結果は、経営層へ報告されると共に、社内イントラ
ネットやポスターの掲示を通じて従業員へもフィードバックされています。
同調査の2017年の回答率は94.6％で、「職場の総合的魅力」への
評価の平均は5点満点で3.20点（前年は3.19点）、「会社の総合的
魅力」への評価の平均は3.27点（前年は3.27点）でした。この結果を
ふまえ、各組織で職場内でのコミュニケーションの充実を図るなどの
取り組みを進めていく計画です。

従業員満足度調査

グループ全体でのモノづくり人材の育成

3.20点※2

職場の
総合的魅力

（2017年）
3.27点※2

会社の
総合的魅力

（2017年）

中央労使協議会本会議（1回／年）／中央労使協議会専門会議（3回以上／年）／中央労使懇談会（1回以上／年）
労使委員会（5回以上／年）／地方労使協議会（6回程度／年）／地方労使懇談会（6回程度／年）

労使関係

ブリヂストンでは、労使の相互信頼を基盤として、企業の発展と共に従業員の労働条件の維持・向上と生活の安定を実現する
という基本認識をベースに、徹底した話し合いを重視した労使関係の構築に努めています。毎年春には給与改訂や労働条件
などに関する「中央労使協議会専門会議」を実施しています。2018年1月末現在、ブリヂストン労働組合には、役員・管理職を
除く一般従業員12,536名が加盟しており、一般従業員の加盟率は100％です。

ブリヂストングループは、グループ全体で最適な人材の活用を人事方針の一つとして掲げ、将来のグループ経営を支える人材
の継続的な育成を目指して、中長期的な選抜育成を実施しています。
グループ経営において重要な役割を担う約250のポスト「グループ・キー・ポジション（GKP）」を決定し、これらGKPを担える
人材を選抜して育成するプログラム「グローバル・ディベロップメント・クラス（GDC）」を2004年から展開しています。
また、2014年よりグローバル・ネットワーク構築を目的とした若手優秀層向けのプログラム「グローバル・ディベロップメント・
ネットワーク（GDN）」を開始しました。

働きがいと誇りの追求

次世代経営層の継続的な育成

グループ・グローバルで以下の価値観を共有しながら、従業員が仕事を通じて成長し、
働きがいを持てる職場の実現に向けて努めていきます。

コミュニケーション 相互理解と信頼を構築するコミュニケーションの実践を促す

チームワーク 多様性を尊重し、会社・チームの一員としてスピード感を持って最善を考えた行動を促す

ル ー ル 順 守 ルールに基づき、誠実に行動することを促す

顧 客 志 向 社内・外の顧客の視点に立ち、顧客満足を第一に指向する行動を促す

本 質 改 善 プロセスを重視し、失敗を恐れずあるべき姿に向けて常に改善・改革にチャレンジする行動を促す

人 材 育 成 主体的に学び、自らの能力開発に努める社員を支援する教育制度を提供する

公正な評価・処遇 社員を公正に評価・処遇し、一層の活躍を促す人事制度を構築する

ブリヂストングループは、働きがいと誇りの追求に関する考え方を以下のように定めています。

働きがいと誇りの追求に関する考え方

※1　Global Manufacturing Education Center：G-MEC

（2017年12月現在） （単位：人）

地域種別 欧州・
中東

製造マネジメント

標準技能インストラクター

保全マネジメント

合計

日本

15

17

18

50

米州

3

0

11

14

8

16

12

36

中国

10

13

16

39

アジア

12

15

19

46

合計

48

61

76

185

マスター人数

主な労使協議

ブリヂストンでは「仕事を通じての成長のみならず、教育・研修を積極的に実施し、企業戦略に合致した人材を育成する」
ことを目標に研修体系の充実に努めています。2002年からは、部門や職能にかかわらず、全従業員に共通して必要な能力
（職務遂行力・マネジメント力）を強化することを目的とした研修体系「人材育成カレッジ」を構築し、運営しています。また、
「事業体経営ができる人材の育成」「マネジメントができる人材の早期育成」に焦点を当てた研修プログラムの拡充や、
「若年層の早期戦力化」を狙いとした各種研修も整備しています。こうした全社研修に加えて、各部門で必要とされる「研究
開発」「生産技術」「安全防災」「品質」「環境」「販売」「財務」「知的財産」「広報」などに関するスキルや知識を習得するために、
各部門の職能専門研修担当部署による研修なども実施しています。

ブリヂストンは、若年層の従業員の視野拡大や様々なスキル形成を目的に、海外事業所で2年間の業務研修を行う海外
トレーニー制度を設けています。また、主に技術系従業員を対象にした海外大学への留学制度も設けています。さらに
2010年には、各部署が求める人材を社内で公募し、従業員はこれに自由に応募することができる社内公募制度を導入し
ました。また自己の能力開発とキャリアパスの希望をC&D（キャリア＆デベロップメント）カードで自己申告することができ、
ジョブローテーションや能力開発に役立てています。
ブリヂストンは、仕事の達成度や成果に応じて公平に評価・処遇する人事評価制度の確立と、その公正な運用に努めています。
上司と部下との対話を重視した評価プロセスにより、公平で納得性の高い評価の実現を目指しています。

従業員の能力開発と教育研修

事業体経営ができる人材の育成
マネジメントができる人材の早期育成

定期新入社員の育成
キャリア採用者の早期適応支援

定期新入社員・キャリア
採用者育成の支援

主な研修制度

ブリヂストンの雇用状況
男 女 合計

30

1,234

12,442

13,706

39.8

13.9

173 

245 

209 

1.5%

1,847 

35 

正社員
（常勤および
 非常勤）

正社員以外

2017年

執行役員（人）
基幹職（管理職に相当）（人）
その他（人）
計（人）
平均年齢（歳）
平均勤続年数（年）
定期採用（人）
キャリア採用（中途）（人）
離職者数（人）

常勤（人）
非常勤（人）

30

1,203

11,286

12,519

39.8

13.9

141

217

186

-

1,716

-

0

31

1,156

1,187

40.0

13.4

32

28

23

-

131

-

品質・お客様価値調達労働安全・衛生コンプライアンス・
公正な競争

人権・労働慣行BCP（事業継続計画）・
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「ブリヂストン流モノづくりを実践できる人材の育成」をミッションとして、2007年に開設した「グローバル・モノづくり教育
センター※1」では、「人材育成標準プログラムの開発」「プログラム推進者の育成」「仕組みへの落とし込み」を3本柱に、グローバル
でのモノづくり人材育成活動を展開しています。
各地域に推進組織として、C-MEC（中国）、AP-MEC

（アジア）、E-MEC（欧州）、BRISA-MEC（中東）、
NA-MEC（北米）、SA-MEC（南米）を立上げ、各SBU/
事業所に推進者（マスター）を育成・配置し、推進者が
キーパーソンとなり､事業所の教育や教育後の定着
活動・改善活動を推進しています。

ブリヂストンは、グローバル化の進展や新たな
ビジネスモデルの展開などのニーズに応える
ために、多様な人材を雇用しています。スタッフ
部門では、新卒者を定期採用し、長期的な視点で
育成しているほか、高い専門性を持った人材を
キャリア（中途）採用しています。
また、定期採用において女性の採用比率目標を
事務系30％、技術系15％以上かつ15名以上
と定めています。2017年定期採用においては、
事務系50％、技術系20％の女性比率を達成し
ています。

雇用の状況・労使関係

※2  5点満点中の評価

ブリヂストンでは契約社員を含むすべての従業員に対し、仕事・職場・処遇
を含めた人事施策など幅広い項目に関する「従業員満足度調査」を毎年実施
しています。この調査結果は、経営層へ報告されると共に、社内イントラ
ネットやポスターの掲示を通じて従業員へもフィードバックされています。
同調査の2017年の回答率は94.6％で、「職場の総合的魅力」への
評価の平均は5点満点で3.20点（前年は3.19点）、「会社の総合的
魅力」への評価の平均は3.27点（前年は3.27点）でした。この結果を
ふまえ、各組織で職場内でのコミュニケーションの充実を図るなどの
取り組みを進めていく計画です。

従業員満足度調査

グループ全体でのモノづくり人材の育成

3.20点※2

職場の
総合的魅力

（2017年）
3.27点※2

会社の
総合的魅力

（2017年）

中央労使協議会本会議（1回／年）／中央労使協議会専門会議（3回以上／年）／中央労使懇談会（1回以上／年）
労使委員会（5回以上／年）／地方労使協議会（6回程度／年）／地方労使懇談会（6回程度／年）

労使関係

ブリヂストンでは、労使の相互信頼を基盤として、企業の発展と共に従業員の労働条件の維持・向上と生活の安定を実現する
という基本認識をベースに、徹底した話し合いを重視した労使関係の構築に努めています。毎年春には給与改訂や労働条件
などに関する「中央労使協議会専門会議」を実施しています。2018年1月末現在、ブリヂストン労働組合には、役員・管理職を
除く一般従業員12,536名が加盟しており、一般従業員の加盟率は100％です。

ブリヂストングループは、グループ全体で最適な人材の活用を人事方針の一つとして掲げ、将来のグループ経営を支える人材
の継続的な育成を目指して、中長期的な選抜育成を実施しています。
グループ経営において重要な役割を担う約250のポスト「グループ・キー・ポジション（GKP）」を決定し、これらGKPを担える
人材を選抜して育成するプログラム「グローバル・ディベロップメント・クラス（GDC）」を2004年から展開しています。
また、2014年よりグローバル・ネットワーク構築を目的とした若手優秀層向けのプログラム「グローバル・ディベロップメント・
ネットワーク（GDN）」を開始しました。

働きがいと誇りの追求

次世代経営層の継続的な育成

グループ・グローバルで以下の価値観を共有しながら、従業員が仕事を通じて成長し、
働きがいを持てる職場の実現に向けて努めていきます。

コミュニケーション 相互理解と信頼を構築するコミュニケーションの実践を促す

チームワーク 多様性を尊重し、会社・チームの一員としてスピード感を持って最善を考えた行動を促す

ル ー ル 順 守 ルールに基づき、誠実に行動することを促す

顧 客 志 向 社内・外の顧客の視点に立ち、顧客満足を第一に指向する行動を促す

本 質 改 善 プロセスを重視し、失敗を恐れずあるべき姿に向けて常に改善・改革にチャレンジする行動を促す

人 材 育 成 主体的に学び、自らの能力開発に努める社員を支援する教育制度を提供する

公正な評価・処遇 社員を公正に評価・処遇し、一層の活躍を促す人事制度を構築する

ブリヂストングループは、働きがいと誇りの追求に関する考え方を以下のように定めています。

働きがいと誇りの追求に関する考え方

※1　Global Manufacturing Education Center：G-MEC

（2017年12月現在） （単位：人）

地域種別 欧州・
中東

製造マネジメント

標準技能インストラクター

保全マネジメント

合計

日本

15

17

18

50

米州

3

0

11

14

8

16

12

36

中国

10

13

16

39

アジア

12

15

19

46

合計

48

61

76

185

マスター人数

主な労使協議

ブリヂストンでは「仕事を通じての成長のみならず、教育・研修を積極的に実施し、企業戦略に合致した人材を育成する」
ことを目標に研修体系の充実に努めています。2002年からは、部門や職能にかかわらず、全従業員に共通して必要な能力
（職務遂行力・マネジメント力）を強化することを目的とした研修体系「人材育成カレッジ」を構築し、運営しています。また、
「事業体経営ができる人材の育成」「マネジメントができる人材の早期育成」に焦点を当てた研修プログラムの拡充や、
「若年層の早期戦力化」を狙いとした各種研修も整備しています。こうした全社研修に加えて、各部門で必要とされる「研究
開発」「生産技術」「安全防災」「品質」「環境」「販売」「財務」「知的財産」「広報」などに関するスキルや知識を習得するために、
各部門の職能専門研修担当部署による研修なども実施しています。

ブリヂストンは、若年層の従業員の視野拡大や様々なスキル形成を目的に、海外事業所で2年間の業務研修を行う海外
トレーニー制度を設けています。また、主に技術系従業員を対象にした海外大学への留学制度も設けています。さらに
2010年には、各部署が求める人材を社内で公募し、従業員はこれに自由に応募することができる社内公募制度を導入し
ました。また自己の能力開発とキャリアパスの希望をC&D（キャリア＆デベロップメント）カードで自己申告することができ、
ジョブローテーションや能力開発に役立てています。
ブリヂストンは、仕事の達成度や成果に応じて公平に評価・処遇する人事評価制度の確立と、その公正な運用に努めています。
上司と部下との対話を重視した評価プロセスにより、公平で納得性の高い評価の実現を目指しています。

従業員の能力開発と教育研修

事業体経営ができる人材の育成
マネジメントができる人材の早期育成

定期新入社員の育成
キャリア採用者の早期適応支援

定期新入社員・キャリア
採用者育成の支援

主な研修制度

ブリヂストンの雇用状況
男 女 合計

30

1,234

12,442

13,706

39.8

13.9

173 

245 

209 

1.5%

1,847 

35 

正社員
（常勤および
 非常勤）

正社員以外

13,706

2017年

執行役員（人）
基幹職（管理職に相当）（人）
その他（人）
計（人）
平均年齢（歳）
平均勤続年数（年）
定期採用（人）
キャリア採用（中途）（人）
離職者数（人）

常勤（人）
非常勤（人）

30

1,203

11,286

12,519

39.8

13.9

141

217

186

-

1,716

-

0

31

1,156

1,187

40.0

13.4

32

28

23

-

131

-

品質・お客様価値調達労働安全・衛生コンプライアンス・
公正な競争

人権・労働慣行BCP（事業継続計画）・
リスクマネジメント
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