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コーポレート・ガバナンスに関する報告書（2021年6月25日）168KB�

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社は、当社および当社グループの収益力・資本効率等の改善を図るとともに、社会的責任への取り組みを進め、持続的成長と中長期的な企

業価値の向上を促していくため、取締役会においては、企業戦略等の大きな方向性を示し、重要な意思決定機能を残しつつも、監督機能をよ

り重視してまいります。�

意思決定機能については、社長執行役員を中心とする執行役員（会）へ権限委譲を進め、意思決定を迅速化し、監督と執行の分離をより進めて

まいります。�

また、上記取締役会による経営の監督に加え、経営陣より独立した立場の社外監査役を含む監査役4名による経営の監査体制が有効であると

判断し、監査役会設置会社形態を採用しております。

コーポレート・ガバナンスの体制

内部統制システム

内部統制システム基本方針

監査体制

内部監査部門として、社長直轄の組織である監査部（監査部長を含む9名）を設置し、年度計画に基づき当社グループの内部監査および財務報

告の信頼性を確保するための内部統制に関する事項の評価を実施し、取締役、監査役および監査対象の組織責任者に結果を報告しておりま

す。

監査役は、当連結会計年度末現在社外監査役３名を含む４名の体制としております。各監査役は、法令、定款、および監査役会が監査の実効性

を確保するために制定した実施要領に従って監査を行っております。また、会計監査人から監査計画、監査結果について定期的に報告を受け

るとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携し、内部監査部門との間で必要に応じて情報交換や意見交換を行っております。さら

に、代表取締役、取締役（社外取締役含む）との定期的な意見交換を行っております。なお、当社は、取締役・執行役員から独立した立場で監査

役業務を補助する「監査役スタッフ」を設置しております。

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。

コーポレート・ガバナンス
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取締役会は、原則として毎月1回以上開催し、重要事項の決定と経営の監督を行っています。取締役は、経営の透明性の向上・経営監督機能の

強化を図るため任期を1年とし、経営陣から独立した立場の社外取締役を含めることとしています。現在取締役会は、社外取締役3名（うち女

性1名）を含む8名で構成しております。�

業務執行については、より機動的にかつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を採用しております（2009年6月25日付導入）。取締役会

で選任した執行役員で構成される執行役員会は、原則として毎月1回以上開催し、当社および当社グループの持続的成長と企業価値の向上を

促進するため、主要な業務執行につき、多角的かつ十分な審議の上、迅速かつ適切に意思決定を行い、併せて情報共有を行っています。執行役

員会は、取締役兼執行役員5名を含め、男性17名で構成しております。�

監査体制については、財務・会計に関する知見等、監査に必要となる専門性と幅広い分野についての豊富な知識を有する人材を監査役に選任

し、経営陣より独立した立場の社外監査役3名（うち女性1名）を含む監査役4名で、監査役会を構成しております。各監査役は取締役会に出席

して取締役の職務執行を監査するとともに、必要に応じて執行役員会等重要会議に出席しております。�

また、社長直轄の内部監査部門が、年度計画に基づき当社グループの内部監査および財務報告の信頼性を確保するための内部統制に関する

事項の評価を実施し、取締役、監査役および監査対象の組織責任者に結果を報告しております。�

会計監査については、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査として、EY新日本有限責任監査法人と契約を締結し、監査を受けており

ます。�

当社では、取締役会の諮問機関として、任意の「指名・報酬委員会」を設置しています（2018年6月27日付設置）。社外取締役3名および代表取締

役2名で構成され、社外取締役が委員長を務めます。指名委員会では、社長執行役員を含む役員候補者の選解任やサクセッションプラン等に

ついて、報酬委員会では、報酬の決定方針、報酬制度の内容や報酬水準等について審議し、取締役会に答申します。取締役会では、これらの答

申を踏まえ、役員の人事および報酬につき決議しています。

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS06310/a17fe61a/dae1/4e30/a2d2/8c6d0a673470/140120210521424717.pdf
https://www.nissui.co.jp/corporate/internal_control/index.html


社外役員（取締役）

社外役員（監査役）

当社の社外監査役は3名であり、社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。�

社外監査役広瀬史乃については、弁護士として企業法務に精通している上、他の上場会社の社外監査役も務めており、企業活動全般の適正性

を判断する知見を有しています。2016年6月の当社監査役就任以来、独立した客観的な立場で忌憚のない意見を述べており、専門的知見を監

査として発揮していること、女性活躍推進の取り組みへの助言等を期待できることから、引き続き社外監査役として選任しております。�

社外監査役小澤元秀については、公認会計士として財務及び会計に精通している上、倉庫業、衣料品製造販売など上場会社を含む3社におい

て社外監査役等を務めており、実業界における幅広い見識と企業活動全般の適正性を判断する専門的知見を有しています。同氏の助言が当

社の監査に有効と期待し、社外監査役として選任しております。�

社外監査役伊豫田敏也については、長年金融機関において国際営業、メディア・情報通信営業など幅広く経験するとともに、常勤監査役とし

ても上場会社の監査役を含め6年間の経歴を持ち監査に精通しています。同氏の経歴を通じて培った高い見識と経験を当社の監査で発揮し

ていただくため社外監査役として選任しております。�

社外監査役3名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般

株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け

出しています。�

社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い、相互連携し

ています。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっています。内部監査部門は、当社グループの業務監査結果を監査

役に報告しております。

社外役員の独立性基準（PDF�94KB）

役員報酬

第105期に係る役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の

員数

役員区分 報酬等の総額�

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる�

役員の員数（名）

基本報酬 業績連動報酬 株式報酬

取締役�

（社外取締役を除く）

294 202 92 （注1） 6

監査役�

（社外監査役を除く）

26 26 - - 2

社外役員 64 64 - - 5

※1 取締役の株式報酬は、中期経営計画の最終事業年度(2020年度)の達成度に応じ0%～150%で報酬総額を決定します。なお、当該事業年度は、15百万円を役員株式給付引当金として繰

り入れています。（評価に応じた個人別の給付見込み額が算定できる2020年度に記載予定）

※2 上記には、2019年6月21日付で退任した監査役１名及び2019年6月26日第104期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでいます。

※3 取締役および監査役の退職慰労金制度は、2007年6月27日開催の第92期定時株主総会の日をもって廃止しています。

役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の役員報酬制度は、コーポレートガバナンスコードの原則に沿って、基本方針を以下の通り定めております。

《取締役報酬》

基本方針

1.当社の「経営の基本方針」の実現を後押する制度とする。

2.中長期の経営戦略を反映した制度とし、その実現のため、短期的な志向への偏重を抑制した、中長期的な企業価値向上を動機づける設

計とする。

3.優秀な人材の維持・確保に有効なものとする。

4.株主や従業員をはじめとする、ステークホルダーに対する説明責任の観点から、透明性・公平性と合理性を備えた設計とするととも

に、適切な決定プロセスを確保する。

5.役位ごとの役割や責任および成果に相応しい報酬体系とする。
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当社の社外取締役は3名であり、社外取締役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。�

社外取締役永井幹人については、金融機関での長年の経験に加え、事業会社において代表取締役として培った幅広い見識を有することから、

経営全般の適切な監督と意思決定を期待し、社外取締役として選任しております。�

社外取締役安田結子については、人事・経営コンサルタントとして、長年コンサルティング会社のマネージング・ディレクターを務めている

経験に加え、他社における社外取締役として培った幅広い見識を有することから、経営全般の適切な監督と意思決定、ダイバーシティの推進

を期待し、社外取締役として選任しております。�

社外取締役松尾時雄については、ガラスメーカーでのCSRやコンプライアンスの経験に加え、東証一部上場企業の化学メーカーにおいて代表

取締役として培った幅広い知見を有することから、社会課題解決への取組みや当社のCSR活動を深化させるための助言が有効と期待し、社外

取締役として選任しております。�

社外取締役3名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件および当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般

株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出し

ています。�

なお、社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしております。

https://www.nissui.co.jp/ir/management_policy/pdf/outsideofficers.pdf


＜役員報酬体系＞

当社の役員報酬体系は、固定報酬として役位ごとに定めた基本報酬、年次の業績に連動する業績連動報酬（年次インセンティブ）と中期経営

計画の達成度に連動する株式報酬（中期インセンティブ）の3つの要素で構成しております。

＜報酬決定の手続き＞

当社の役員報酬は、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会（代表取締役と社外取締役で構成）での審議（報酬の基本方針、報酬制

度、報酬水準、報酬項目の構成比率等について、同業・同規模他社と比較検討し、見直しの必要性を議論し、役位毎の報酬水準、KPIやその評価

方法等を審議）を経て、株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、取締役会の決議により決定しております。

《監査役報酬》

監査役の報酬は固定報酬とし、株主総会で決定された監査役報酬の限度内で、監査役の協議により決定しております。
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リスクマネジメント

ニッスイグループは、水産物をはじめとする資源から様々な食品や医薬品原料などを製造し、世界の人々に対して供給することを使命とし、

その責務を果たすべく、安定した生産・販売の継続に努めています。その事業活動をより確固たるものにするため、「リスクマネジメント方

針」を制定し、方針の目指す姿の実現を目的としてリスクマネジメント委員会がリスクマネジメントシステムの構築と運用を行っています。

また影響の大きいリスク群は、リスクマネジメント委員会において重要リスクとして特定し、専門部会を設置して対応しています。

リスクマネジメント方針

当社及び当社グループは、事業活動の妨げとなるリスクの未然防止に努め、緊急時には人命尊重を第一に損失の発生を最小限に抑え、被災者

支援など社会への配慮を行うとともに経営資源の保全と事業の継続に最善を尽くすことで、企業価値を維持・向上していくことをリスクマ

ネジメントの基本方針とする。

推進体制‐リスクマネジメント委員会

リスクマネジメント委員会は、委員長を社長とし、また全ての執行役員をメンバーとして年4回開催しています。リスクマネジメント規程に

基づき当社グループのリスクマネジメントシステムの構築とその維持・向上に努め、執行役員（リスクマネジメント担当）は取締役会に定期

的に活動報告をしています。

各重点リスク部会の取り組みは以下よりご覧ください。�

倫理部会については「コンプライアンス」、労務安全衛生部会は「労働安全」をご覧ください。

情報セキュリティ コンプライアンス 労働安全

災害BCP

2030年の目指す姿

国内ニッスイグループのオペレーショナルリスク・ハザードリスクについて、総合的なリスクマネジメントが効果的にPDCAサイクルに沿

って取り組まれている。

海外グループ会社については、リスクマネジメントに関する統一されたポリシーが共有されPDCAサイクルに沿った取り組みが行われて

いる。

取り組み実績

2020年度

重点リスクとして「情報セキュリティ」�「コンプライアンス」�「労務安全衛生」�「災害BCP」を設定して活動を行った（品質保証リスクは品質

保証委員会、環境リスクはCSR委員会にて取り組んだ）。

国内グループ会社は上期・下期毎にリスクマネジメントの進捗管理を実施。

ニッスイ個別各部署共通のテーマとして①「働き方改革法」（労働時間管理・休暇取得目標の設定）、②部署のハラスメント防止、を設定し取

り組んだ。

ニッスイ個別のリスクマネジメント教育として、①各部署へのリスクマネジメント説明会、および②全社員を対象としたNissui�Principles

（注）の読み合せと理解度調査を実施した。

（注）:企業理念や経営方針、CSR行動宣言、健康経営宣言、倫理憲章、品質保証憲章、環境憲章、ニッスイグループ調達基本方針、情報セキュリティ基本方針、通報の窓口利用方法が記載されて

います。
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https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sustainability-cms-nissui-s3/pdf/2021_sustainability_full_ja_6.pdf#page=17


情報セキュリティ

ニッスイグループでは、通信販売事業などにおいてお客様の個人情報を保有しています。このような個人情報や経営、事業、研究などに関す

る重要な情報の漏洩・紛失を防止することは、企業としての責任であり、持続的な成長においても必要不可欠です。リスクマネジメント委員

会の傘下に「情報セキュリティ部会」を設置し、「情報セキュリティ基本方針」などの規程やルールの整備、システムの管理体制の強化、定期的

な従業員に対する教育や訓練を実施し、情報セキュリティ管理を徹底しています。

情報セキュリティ基本方針

個人情報保護方針

推進体制‐情報セキュリティ部会

情報セキュリティ部会は、ニッスイおよび国内グループ会社の情報セキュリティレベルの向上を目的とし、年に4回開催されています。社長

執行役員が指名する執行役員が部会長を務め、メンバーは執行役員（リスクマネジメント担当）、経営管理部門を中心とした部署長で構成さ

れています。主な活動として、情報セキュリティ基本方針を有効に機能させるための諸施策の策定および進捗管理、新たに生じた情報セキュ

リティリスクへの対応処置を実行しています。

情報セキュリティ基本方針

個人情報保護方針

トップメッセージ ニッスイグループのCSR 2030年の目指す姿 環境 社会 ガバナンス ライブラリー

情報セキュリティ向上の取り組み

ニッスイ個別を対象とした取り組み

全従業員に対して、情報セキュリティルールを周知するとともに、情報セキュリティ教育ならびに訓練を年1回以上行っています。また、重要

情報を保持している拠点のセキュリティ監査を年1回定期的に行っています。

取り組みカテゴリ 取り組み内容 対象 頻度

教育 学習およびテストをeラーニング形式で実施 ニッスイ個別全従業員 1回／年以上

訓練 疑似攻撃メール訓練を実施 同上 1回／年以上

監査 重要情報を保持している拠点のセキュリティ監査を実施 顧客個人情報、研究情報などを保有する拠点 1回／年

国内グループ会社を対象とした取り組み

国内グループのセキュリティレベルを均質化することを目的に、ポリシーの策定、技術的対策、人的対策の３つの領域において到達基準を定

め、2021年3月末時点で国内グループ37社中26社が到達しました。国内グループ全社の到達を引き続き推進していくとともに、年々深刻さが

増している世の中のセキュリティリスクに対処するため、PDCAの改善サイクルを回しながら、継続的にセキュリティレベルの向上に取り組

んでまいります。

国内グループIT部門会議

グループの中長期的な情報化推進の方向性を審議することを目的に、グループのIT部門担当者を対象とした会議を毎年開催しています。会

議では、情報セキュリティ対策、最新テクノロジー利活用、システム導入検討などIT全般を対象として意見交換を行っています。情報セキュ

リティにおいては、脅威の最新動向およびグループ各社の情報セキュリティ対策状況を共有し、中長期的にグループで取り組むべき情報セ

キュリティの課題の抽出と対策の認識合わせを行っています。
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コンプライアンス

ニッスイグループは、お客様、従業員、ビジネスパートナー、株主等、すべてのステークホルダーから寄せられる期待に応え、企業としての責

任を果たすため、倫理憲章のもと、国内外の法令および社内諸規則の遵守といった、コンプライアンスの徹底に取り組んでいます。リスクマ

ネジメント委員会の傘下に「倫理部会」を設置し、コンプライアンス課題の早期発見・是正・再発防止策の実施に努めるとともに、従業員に対

しコンプライアンス意識の向上を図っています。ニッスイ個別に限らず、ニッスイグループ全体におけるコンプライアンス体制の整備・向上

にも取り組んでいます。

倫理憲章

推進体制‐倫理部会

倫理部会は、ニッスイおよび国内グループ会社のコンプライアンス向上を図ることを目的として、2カ月に1回（6回／年）開催されています。

更に必要に応じて臨時的な会議をタイムリーに開催しています。�

部会長は、社長執行役員が指名する執行役員が務め、メンバーは執行役員（リスクマネジメント担当）、執行役員（法務部担当）、人事部長、総務

部長、法務部長、経理部長、経営企画IR部長、監査部長、営業企画部長、食品生産推進部長及び社外弁護士となっています。社外弁護士の参加に

より、第三者性を担保しています。

倫理憲章

コンプライアンス課題を抽出する取り組み

内部通報制度の概要

コンプライアンス上疑義のある行為等について、ニッスイおよび国内グループ会社の従業員が倫理部会に直接通報できる内部通報制度を設

けています。内部通報窓口を社内（倫理部会事務局＝法務部）と社外（外部専門業者）に設置し、監査役にも同時に連絡が行く仕組みにしてい

ます。直接、電話、WEB、メールなどで行われ、匿名でも受付けています。�

内部通報があった場合は、通報者に不利益が生じないよう配慮の上、倫理部会が調査責任者を選定のうえ調査を行い、その調査結果および改

善策を同部会にて検証します。�

調査にあたっては、「通報者探しをしない」旨を明確にし、通報者の秘匿と不利益取扱の禁止を徹底しており、その旨は、内部通報規程におい

ても明文化されています。なお、社外通報窓口への通報が顕名であっても、通報者の希望があればニッスイには名前を伏せて報告される体制

としております。�

ハラスメント事案については複数の窓口を設置のうえ、ハラスメントデスク（人事部）が対応しており、内部通報窓口を通しての通報につい

ても協働して調査を進めています。�

通報内容・対応を含む倫理部会の議事録については、取締役・監査役・執行役員へ報告し、閲覧できる体制を整えており、また、内部通報に関す

る重要事項については担当役員より取締役会に報告されています。�

内部通報制度の運用については、ニッスイ社内ポータルサイトや全従業員に配布しているNissui�Principles（注）に掲載している他、国内グル

ープ会社に配布している「ニッスイグループ倫理カード」にも掲載し、各従業員へ周知しています。

（注）:後述「倫理憲章の読み合わせ」参照。

内部通報対応フロー
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内部通報制度の利用状況

� 2018年度 2019年度 2020年度

ニッスイ個別計 4 5 11

うちハラスメント・人間関係 3 1 11

うち労務問題 0 1 0

その他 1 3 0

グループ会社計 11 13 14

うちハラスメント・人間関係 2 9 12

うち労務問題 6 2 0

その他 3 2 2

総合計 15 18 25

1件の内容が、ハラスメントと労務問題等、複数のカテゴリーにまたがる場合には、問題としてより重く判断した事項でカウント。

従業員コンプライアンスアンケート

毎年1回、コンプライアンスの全社的傾向を把握すること及び各組織におけるコンプライアンス上の問題の芽を把握し、職場環境の早期改善

に役立てることを目的として、従業員向けにコンプライアンスアンケートを実施しています。�

2020年10月に実施したアンケートは、ニッスイ個別従業員2,438名（臨時従業員（注）を含む）を対象とし、そのうち2,073名が回答、回答率は

85％でした。

取引先コンプライアンスアンケート

毎年1回、ニッスイがお取引先様に対して優越的な地位を利用して濫用行為・不正行為（独禁法・下請法違反等）を行っていないか把握するこ

とを目的として、ニッスイが特に優越的な立場になりうる取引を抽出し、そのお取引先様向けにコンプライアンスアンケートを実施してい

ます。�

2020年11月に実施したアンケートは、179社を対象とし、そのうち145社にご回答いただき、回答率は81％でした。

コンプライアンス意識を向上させる取り組み

コンプライアンス研修

毎年、新入社員、経験者採用者に対しては、コンプライアンス研修を必修として実施しています。�

全従業員に対しては、課題が生じる都度、不定期にテーマを絞ったコンプライアンス研修を実施してい

ます。

倫理憲章の読み合わせ

従業員は、企業理念や経営方針等が記載された「Nissui�Principles」というハンドブックを携帯していま

す。�

この中で、ニッスイの「倫理憲章」が掲載されており、毎年1回のリスクマネジメント月間において、部署

内で輪読し、改めて確認しています。

グループ全体におけるコンプライアンス体制を整備・向上させる取り組み

ニッスイグループ全体のコンプライアンスリスクを低減していくため、グループ各社におけるコンプライアンス体制の整備・向上が求めら

れます。�

2018年度は、国内グループ会社を５グループに分け、集合会議形式による「グループコンプライアンス推進会議」を実施。各社の基本的なコ

ンプライアンス体制や活動状況について確認、情報交換を行いました。�

2020年度以降は、さらに、通報対応における適正手続きの向上等、�一段上のコンプライアンス体制を構築するよう、グループ各社に働きかけ

ていくために、１社ずつワークショップを開催しています。�

グループ各社の倫理委員会の委員長、倫理委員会事務局の責任者、担当者とともに、通報対応における課題、対応フロー、今後の活動計画等に

ついて意見交換を行い、適正手続きの整備・向上に取り組んでいます。
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災害BCP

近年、首都直下型や南海トラフなどの大型地震に関して高い確率で発生が予測されています。また、地球温暖化による気候変動は、台風など

の自然災害の頻度を増加させ、激甚化させる傾向にあります。ニッスイグループではリスクマネジメント委員会の傘下に「災害BCP（事業継

続計画）部会」を設置し、増え続ける不確実性に対処するため、体制強化を図っています。

災害BCP基本方針

私たちニッスイグループは、大規模災害に直面した場合でも人命を第一とした上で、従業員・お客様・ステークホルダーにとって必要な支援・

サービス等を継続するため、以下の方針の下に事業継続計画を推進してまいります。

1.�基本原則

①ニッスイグループの従業員とその家族、及び関係者の人命の安全確保、二次災害防止に最大限努めます。

②ニッスイグループの社会的責任を果たすため、特にサプライチェーンの維持を重要業務と位置付け、あらかじめ定めた事業継続計画に基

づき、早期復旧と業務の継続を図ります。

③被災地の自治体や住民への支援物資の提供等、地域と協調・連携して、地域社会の復興に努めます。

2.�災害発生時の対応

災害が予想または発生した場合には、災害発生拠点に現地災害対応室を設置すると共に、グループ中枢機能としてニッスイ本社（使用不能の

場合にはバックアップ拠点）に災害対策本部を設置し、現地及びグループ各社と連携をとり情報収集・対応を迅速に行います。また、各ステー

クホルダーに対し、適切な情報発信を行います。

3.�教育・訓練の実施

災害発生時に組織として円滑に活動するために、定期的に教育・訓練を実施するとともに体制整備のための点検・改善を行い、事業継続能力

を高めてまいります。

制定日�2020年4月

推進体制‐災害BCP部会

災害BCP部会は、ニッスイおよび国内グループ会社の災害BCP体制整備を目的とし、年に4回開催され、社長執行役員が指名する執行役員が

部会長を務めています。また、地震や自然災害発生時の初期行動基準をまとめた「災害対策マニュアル」をニッスイおよび国内グループ会社

に配布し、訓練等で定期的に確認し、災害に備えています。

2025年のありたい姿

BCM（事業継続マネジメント）運用が徹底されている状態

①初動対応力のレベルアップ

災害発生時の初動対応について、具体的に各自役割行動ができ、事業継続能力がより高まっている状態（反復訓練・BCP見直しによるPDCAサ

イクル）。

個人のレベルアップ：基本行動の徹底

組織のレベルアップ：役割行動の徹底、対応スピードの強化等

②各拠点BCP「現地復旧戦略」のレベルアップ

整備した各拠点のBCPが、継続的な点検・見直しのうえ、改善・レベルアップができている状態。

③BCP「拠点代替戦略」の整備

主要事業において、災害リスクを考慮した体制が構築できている状態。
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災害発生時を想定した教育・訓練

防災教育eラーニング

防災意識の向上と災害時の初動確認を目的とし、ニッスイ個別全従業員を対象に1回／年、実施しています。�

2020年8月に実施したeラーニングでは、従業員の災害時の対応力・防災意識を高めるために、①防災や日頃の備え等についての一般知識の習

得、②災害発生時の初期行動についての理解・確認、③「災害BCP基本方針」の周知徹底を意識した学習内容とし、実施率は98.3%でした。ま

た、未実施者には、学習資料を送付しフォローを行いました。

安否確認システムの使用方法の確認と訓練

安否確認システムとは、主に最大震度5強以上の大地震発生を想定し、従業員およびその家族が無事かどうかを会社が迅速に把握する仕組み

です。従業員は1回／年、システムに登録されている自身の連絡先などの情報が最新のものであることを確認するとともに、実際のフローに

沿った報告訓練を行っています。導入後、実際に地震が発生した際には、このシステムが有効に働き、短時間での安否確認ができています。

災害対策本部訓練

主に大型地震が発生した際に備え、災害対策本部訓練を1回／年、実施しています。有事の際、すみやかに対策本部を立ち上げ機能させるた

め、事務所ビルや設備の被災状況の確認、復旧の準備、情報収集・伝達といったフローの更新、指揮命令系統の再確認などを行っています。

取り組み内容 対象 頻度

防災教育eラーニングの実施�

（防災意識の向上と災害時の初動確認のための教育）
ニッスイ個別全従業員 1回／年

安否確認システムの使用方法の確認と訓練 同上 同上

災害対策本部訓練 災害対策本部メンバー他 1回／年

訓練風景�被災状況報告 訓練風景�災害対策本部全体会議
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