
取り組み方針

　当社では、「全社安全衛生活動方針」において、「働く人の安全と健康を
確保し、快適で働きやすい職場の維持・向上に取り組みます」という基本理
念を定め、予防管理に重点を置いた安全面・健康面でのさまざまな活動に
取り組んでいます。

 安全について
　当社は、従業員（派遣社員も含む）の安全と健康の確保と、快適で働きや
すい職場の維持・向上のために、「全社安全衛生活動方針」において以下
の行動指針を定めています。

建設工事の健全性確保
	 品質・安全性の確保

 安全と健康
 健康について

　NECは2019年度に「NECグループ健康宣言」を制定しました。健康宣言
には、単に病気にならなければよいということではなく、よりよいコンディ
ション（健康状態）を目指して行動し、一人ひとりが心身ともにいきいきと働
くことで自己実現を果たし、ひいてはNECグループの社会価値創造につな
げたいという思いが込められています。
　その実現に向けて、健康スローガン「Better Condition, Better Life」を
掲げ、3つの取り組み方針「Literacy」「Practice」「Technology」に基づいた
健康に対する意識改革・行動変容・定着支援のためのさまざまな健康推
進活動を実施しています。

NECグループ健康宣言

Better Condition, Better Life　
〜一人ひとりのより良い人生、豊かな社会へ〜

　社員とその家族一人ひとりが、自ら心身のコンディションを整え 
健康を大切にする文化、夢に向かってワクワクとした気持ちで働く 
環境・状態を創造します。すべての社員の健康や活力を原動力として、
豊かな社会の実現に貢献します。

　また、こうした取り組みが評価され、「健康経営優良法人2021 ホワイト
500」に認定されています。2021年度からは「2025中期経営計画」で目標と
して掲げる「Employer of choice-選ばれる会社へ」の実現のために、健康
経営活動を通じて「働きがい」の実感を高め、エンゲージメントスコアの 
向上に貢献していきます。

推進体制

　NECでは、人事総務部が当社の全社安全衛生活動方針・行動指針およ
び「NECグループ健康宣言」に則した年度目標・重点施策の設定を行い、そ
の達成に向けて社内の地区・事業場および国内連結子会社ごとに具体的
な施策を立案・実施しています。特に健康経営については、人事総務部と
健康管理センターおよび日本電気健康保険組合が当社および国内連結子
会社の健康推進チームとして、それぞれが自律的に取り組むとともに、保
持するデータや知見・ノウハウを集積して一体となって活動を推進していま
す。また、KPIの設定にあたっては「2025中期経営計画」の目標達成に貢献
するためにCHROと協議のうえ、世界保健機関（WHO）が定義する健康（身
体的、精神的、社会的に満たされた状態）に基づき、従来取り組んでいた身
体的健康、精神的健康に加え、社会的健康も意識した設定をしています。
CEOの指示のもと、CHROがリスク管理を含む全社の安全衛生および健康
に関わる活動を統括し、その活動内容を取締役会で報告しています。

NECグループ健康経営推進体制

• 健康シミュレーション活用促進
• 事業主へのサポート強化
（組織課題へのアプローチ）

当社および国内連結子会社人事総務部門＆各社従業員とその家族

健康経営推進チーム

• 健康経営戦略立案
• 関係部門との連携、巻き込み
• 健康施策の企画、実行責任

NEC
健康管理センター
法対応業務・独自施策

NEC
人事総務部

People Success

NEC
健康保険組合

法対応業務・独自施策

• 健康ポータルの運営
• ハピルス連携による健康施策の充実
• 扶養者、家族への新たな取り組み
• レセプトなどデータ連携と活用

ヘルスケア事業ライン

社内関係部門ＣＣ部・ＣＸ本部・人事総務部等

労働組合

健康・福利共済会

NEC
ライフキャリア

メンタルヘルス休職者の
復職支援と復職後フォロー

NEC
ライベックス

•特定保健指導の実行
•啓発イベント運営サポート

CEO

CHRO

　各地区・事業場では、職場の安全衛生の確保と快適な職場環境の促進
に取り組むために毎月「安全衛生委員会」を開催しています。同委員会は、
組織ごとに選出された安全衛生委員と労働組合の代表や従業員代表者、
さらに健康管理センター（産業医・保健師・看護師）で構成されており、労
働災害の状況や各種施策の推進状況を共有するとともに、新たな安全衛
生対策や健康関連施策などに関して協議しています。

全社安全衛生活動方針 行動指針
1.  労働安全衛生活動を継続的かつ効率的に実施し、労働安全衛生 

マネジメントシステムを改善します。
2.  労働災害ゼロを目指し、危険源の特定、リスクアセスメント、リスク

管理を推進します。
3.  労働安全衛生に関する法規制およびその他取り決め事項を遵守

します。
4.  労働安全衛生義務を理解し、実践できるように周知徹底を図ります。
5.  労働安全衛生活動に関する情報を積極的に開示します。
6.  働く人の心身の健康づくりと快適な職場環境づくりに努めます。
7.  本方針と労働安全衛生マネジメントシステムを定期的に見直し、 

適切性と有効性を確実にします。
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　また、毎月実施している産業医による職場巡視では労働組合のメンバー
も加わり、職場代表者との意見交換、意見聴取を行っています。健康や災
害に関する新たなリスクが発生した際には、いち早く情報収集を行い、委員
会で協議しています。
　こうした取り組みは人事総務部が統括し、日常的な対応は人事総務部
内の組織である地区総務部が推進事務局の役割を担っています。地区総務
部が、安全衛生委員会における協議、議事内容をイントラネットへ掲載し
地区内に情報共有を行うとともに、労働安全衛生マネジメントシステムに
基づいた地区センター機能として活動しています。また、社内窓口として従
業員や組織からの問い合わせなどにも幅広く対応しています。
　なお、大規模災害や感染症のパンデミック対応などの重要事項について
は、社長や取締役など経営幹部が出席する中央事業継続対策本部が対処
し、毎年重要テーマを定め、対策フローの見直し、訓練を実施しています

（パンデミック対応については、「事業継続」の章に掲載しています）。
　さらに、海外現地法人とは、災害時の安全確認情報共有に関する情報交
換の場を設けており、職場の安全確保に取り組んでいます。

	 事業継続

施策と2020年度の主な活動実績

 安全衛生
　当社における安全衛生活動は、「全社横断的な課題への取り組み」と、

「各社・各事業場の特性を考慮した個別課題への取り組み」という2つの視
点で実施しています。
　全社横断的な課題への取り組みとしては、2010年度に「全社労働安全
衛生方針」を策定し、2012年度には「労働安全衛生管理規程」を制定して、
NECの安全衛生活動の品質向上に努めています。2019年度より、当社全従
業員を対象にした労働安全意識の向上の取り組みとして「全社安全衛生研
修」（Web研修）を実施しています。

全社安全衛生研修受講者数（割合）

2019年度 2020年度
18,688人（89％） 18,380人（90.9%）

対象範囲：日本電気（株）

　また、各社・各事業場の特性を考慮した個別課題に対しては、安全衛生 
マネジメントシステムに基づいた取り組みを行っています。2020年度までは、
NECの主要4事業場およびNECグループ会社6社が「OHSAS18001」に基づ
く活動を行っていました。2021年度からは「NECグループ労働安全マネジ
メントシステム」を制定し、実施しています。さらに、労働安全活動に関わる
従業員に対して各種研修を実施しています。

普通救命講習会修了者数

2019年度 2020年度
142人 109人

対象範囲：日本電気（株）

 健康推進
　NECグループでは、3つの取り組み方針「Literacy」「Practice」「Technology」を
定め、健診結果予測シミュレーションの導入や啓発イベントの定期開催、禁
煙促進など、さまざまな取り組みを行っています。また、各種取り組みが評
価され「健康経営優良法人2021 ホワイト500」に認定されています。

健康診断
　生活習慣病の早期発見・早期対応を目的に、定期健康診断項目の省略
をせず、当社および国内関係会社24社の全従業員に血液検査を実施して
います。これにより、入社から退職まで一貫した生活習慣病対策が可能と
なっています。

健診結果予測シミュレーション
　2019年7月から、NECグループ従業員約6万人を対象に、従業員自身が
Web上で今後の健康リスクや現在の生活を改善した場合のシミュレー
ションができるサービスを導入しています。本サービスは、NECの最先端 
AI技術群「NEC the WISE*1」の1つである「異種混合学習技術*2」を活用し
たソフトウェア「NEC 健診結果予測シミュレーション*3」を用いたものです。
　本サービスは、健診結果の数値の意味について動画で解説するとともに、
AIが分析した効果の高い生活改善提案や、生活改善を実践した場合の将
来予測の可視化を行います。本サービスを活用することで、個々人が主体
的に健康改善の意識を持ち、行動変容することを支援しています。2020年
度は将来予測の対象項目に肝機能関連の検査値の
追加や英語対応などの機能追加を行いました。この
シミュレーションの利用を通して生活習慣を改善して
みようと思った従業員は、利用者アンケートの結果
74％を占めています。

*1  「NEC the WISE」（エヌイーシー ザ ワイズ）は、NECの最先端AI技術群の名称
*2  異種混合学習技術は、人手では困難であった複雑な予測についても、多種多様なデータの中から

精度の高い規則性を自動で発見し高精度な結果を得ることができる解析技術
*3  「NEC健診結果予測シミュレーション」はNECのグループ会社であるNECソリューションイノベータ

（株）が開発

 NEC健診結果予測シミュレーション

健康増進イベント
　プロのトレーナーによる運動セミナーや、有識者による食事や睡眠に関
する講演などのイベントを定期的に開催しています。これは、従業員が自
発的に自らの健康について考え、心身のコンディションを維持・向上させる
きっかけを提供し、活動の定着化をサポートすることを目的としています。
　2020年度は、新型コロナウイルス感染症の感染対策としてオンラインで
開催し、セミナーで扱うテーマもテレワーク下の健康課題に対応するよう工
夫したほか、産業医を講師としたがんリテラシー向上のテーマも並行して
行いました。結果として、全国各地の拠点から参加できるようになり、参加
者数は2019年度比で2倍となり、事後アンケートでも高い満足度と生活習
慣の改善意思が得られたと数多くの人が回答しました。

禁煙施策
　NECでは、喫煙が健康に有害であることは医学的に疑問の余地がなく、
健康推進とは相反する行為と考え、“卒煙”を目指す従業員を支援していま
す。2019年7月、就業時間中の全面禁煙（外出先を含む）を強く推進するこ
とを会社の方針として発信しました。
　これまで、当社では、喫煙所の段階的削減や禁煙時間の拡大のほか、禁
煙相談を随時行ってきました。これらに加え、WHOが制定した世界禁煙
デーに合わせて「NEC禁煙デー」を設定し、禁煙を促進しているほか、事業
場単位で、健康管理センターの保健師による肺年齢測定、薬剤師による禁
煙相談やニコチンガム・パッチ配付（「半日だけ禁煙プログラム」）などを実
施しています。
　この結果、当社および国内関係会社24社の喫煙率は、2005年度末の
31.1%から2019年度末で19.8%となりました（削減率36.4%）。
　2020年度からは、NEC健康保険組合（以下、NEC健保）と連携し、無料で
禁煙外来をオンラインで受診できる「オンライン卒煙プログラム」の提供を
開始しています。当該プログラム参加者における卒煙の継続率は90%前後
の結果となっています。
　また、併せて段階的に、当社および国内関係会社全体での敷地内全面禁
煙を進めていきます。
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新型コロナウイルスへの対応
	 事業継続

労働災害発生状況の推移

　当社の従業員における労働災害は、外出・出張中における駅の階段で
のつまずきや道路での転倒などが主なもので、重大災害は起きていません。
　労働災害が発生した際は、労働災害の担当者が被災者に状況を確認し
て原因を究明し、必要に応じて再発防止策を講じます。つまずきや転倒な
ど軽微な労働災害も含めて、労働災害の内容や対策について、安全衛生委
員会やイントラネットなどをとおして社内に共有しています。自然災害に起
因する労働災害に対しては、例えば、台風や大雪などが予想される場合に、
従業員に対して自宅待機や早目の帰宅を呼びかけるなど、事故の未然 
防止に努めています。
　今後も、労働安全の啓発を進めるため、安全衛生委員会における活動や
職場の日常点検などを行いながら、労働災害発生の低下を目指し、重大事
故ゼロの維持に向け取り組みを徹底します。
　ここ数年の推移は、下のグラフに示したとおりですが、2020年において

「度数率」では全国製造業平均1.21に対して、当社では0.0300と低水準を
維持しています。
　また、「強度率」では、全国製造業平均0.07に対して、当社では、0.0000
と低い数値を維持しています。

労働災害発生状況の推移 

メンタルヘルスケアの取り組み
　NECではメンタルヘルスケアを健康管理の重要課題と位置づけ、従業員
の心の健康維持による健全な職場づくりを進めています。

・ Web研修 
修了率：98.5% 

（対象：日本電気（株）および国内連結子会社17社）
・管理職向けメンタルヘルス研修
・ストレスチェック
・心の健康支援プログラム
・職場復帰支援プログラム
・社内外相談窓口の設置

若年層向け健康サポート
　当社および国内関係会社24社では、セルフケアマインドの醸成を主な目
的に、以下に取り組んでいます。

新入社員
入社早々に産業医の健康講話、配属後には保健師・看護師
による保健指導（フレッシャーズ面談）

27歳 全員面談

30歳 健康カレッジ30（参加型集合研修）

生活習慣病予防の取り組み
　当社および国内関係会社24社では、健康診断の結果、総合判定が要医
療と診断された従業員のみならず、要生活改善に該当する従業員も対象
に、産業医や保健師が保健指導を行っています。さらに特定健診項目でメ
タボおよび予備軍判定に該当した従業員には、法令の定める40歳以上に
加え、30歳以上の該当者も保健指導対象として支援しています。メタボ対
象者および予備群の比率は、2008年度末の33.1%から2019年度末で大幅
な削減となりました（削減率23.9%）。
　また、歯科口腔衛生については、従業員はNEC健保契約の歯科健診が 
無料で利用可能となっています。
　全般的な対策としては、健康意識の向上によるセルフメディケーション（自
己治療）の推進を目的に、NEC健保が運営する健康ポータルサイト「ハピルス」

（健康ポイントプログラム）、「ねる、たべる、うごく ここだけの話15のこと」（動
画配信）を提供し、従業員の家族を含めた健康増進活動を促進しています。

がん対策
　NEC健保と連携し、外部医療機関で同一検査を受診した場合と比べて、
低廉な自己負担額で、勤務時間内に受診できる環境を整えています。その
ほかの啓発活動として、2020年度は、産業医による予防から治療、就労支
援までをテーマに計10回の啓発セミナーを開催しました。

治療と仕事の両立支援
　がんや難病に罹患しても安心して働くことのできる環境をさらに整備す
るため、2018年5月、会社の姿勢や進め方、本人や職場上司の留意事項な
どをガイドラインとして策定しました。状況に応じて、罹患者本人や職場、
健康管理センター、人事総務部門と連携しながら個別に就労支援に取り
組んでいます。

各種健康情報の発信
　社内ポータルサイト、デジタルサイネージ、労働組合のメールマガジン、そ
の他安全衛生委員会などさまざまな媒体や場を活用して、見てすぐに実践で
きる「健康ニュース」を毎月発信しています。2020年度は、新型コロナウイル
ス感染症の影響に鑑みて、在宅勤務中の隙間時間筋トレやマインドフルネス、
そのほかに電子タバコや歯周病、女性の健康管理、周囲の理解促進支援とし
ての更年期についてなど、多岐にわたるテーマを取り扱いました。

実績・中期目標（2020年度末現在）

2020年度実績 2025年度目標
メンタルヘルス起因休職率*4 0.96% 0.80%
喫煙率*5 18.10% 10.00%
肥満率（BMI≧25）男性（20〜60歳代）*5 35.60% 28.00%
肥満率（BMI≧25）女性（40〜60歳代）*5 25.30% 19.00%
がん検診受診率*6 33.80% 50.00%

*4 対象範囲： 日本電気（株）
*5 対象範囲： 日本電気（株）および国内連結子会社24社
*6 対象範囲： 日本電気（株）および日本電気健康保険組合加入会社27社

感染症対策
　NECでは、感染症に関する相談窓口を健康管理センターに設置している
ほか、予防対策として、季節性インフルエンザの予防接種に関する費用補
助を行っています。
　海外渡航の際には、結核やマラリアなどの届出が必要となる感染症をは
じめ、現地で日常的に見られる感染症について生活上の注意や予防接種 
の啓発を行い、赴任前から必要な対策を講じています。また、渡航後の健
康管理にも注意を払っています。
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https://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2021_35.pdf

