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今、社会が大きな変革期にある中、企業は常に社会的関

心をとらえ、その要請に応えていく必要がある、と改めて感

じています。事業を通じて人々のより豊かで便利な暮らしに

貢献することはもちろんのこと、今ある社会的課題に向き合い、

その解決策を提示していくことが、我々化学メーカーの経営

であり、ミッションであると考えています。これは当社グルー

プが掲げるビジョン『KAITEKI 実現』にもつながる基本的

なスタンスです。

『KAITEKI 実現』に向けて、その原動力となるのは “ 人 ”

です。一人ひとりが自分らしく、活力高く働ける状態、つまり

『KAITEKI』でなければ、人や社会や地球の心地よさを追

求することはできないでしょう。従業員には健康にいきいき

と能力を発揮してほしい―そのような思いから、当社では

『KAITEKI 健康経営』を推進し、これまでにもさまざまな

施策により環境を整えてきました。2020年の新型コロナウ

イルス感染症の流行では、感染防止対策として、従前から導

入済みのテレワークを一気に加速させましたが、大勢の従

業員が一度に利用したことで通信速度が下がる、機器が不

足するなど、改めて課題が浮き彫りになりました。また何よ

り日常生活や医療に不可欠な当社グループの素材供給を止

めないため、製造現場の従業員には出勤を求めざるをえな

い点で非常に苦い思いをしています。この感染症が社会に

もたらした影響は甚大ではありますが、今後に向けて、新た

な課題に向き合い、従業員の健康・安全や働き方を一層見

つめ直す契機としていかなければならないと考えています。

『KAITEKI 健康経営』のもと、私は以前から従業員に「明

るく、楽しく、元気に」を伝え続けてきました。その後ろに

置く言葉は「働く」「遊ぶ」「暮らす」など人それぞれ違っても、

人生の大きな目的が「明るく、楽しく、元気に」であることは

万人に共通するものでしょう。企業という枠組みの中でそれ

を実現していくため、具体的施策として2019年6月に掲げた

のが、「三菱ケミカルは決めました」の30の宣言です。

これは、従業員からの要望や意識調査をもとに私が中心

になって大枠をとりまとめ、関係する皆さんで作り上げたも

のです。宣言名を「決めます」ではなく「決めました」とした

のは、いつかやるという予定ではなく、既成事実とすること

でより強力に推進していくためです。

30の宣言には、新たに打ち出した施策もあれば、もともと

制度としてありながらも浸透していなかった施策も含まれて

います。例えば、「男性の育児休職または育児短時間勤務取

得率100%」は後者です。全従業員の当然の権利であるにも

関わらず、男性の取得率は極めて低かったため、改めて「男

性も取得してほしい」という会社のメッセージを明確にしま
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した。その他各種の人事施策は、その内容に驚かれることも

ありますが、従業員からはおおむね好意的に受け止められ

ているようです。

これらを実際に浸透させていくためには、社内の意識改革

が肝になります。従業員間のジェネレーションギャップの克

服も欠かせません。現在、各部門でリーダーを担う人の多くは、

若手時代に性別による明確な役割分担や年功序列、仕事最

優先の生活を当たり前としてきた世代です。現在のスタンダー

ドと乖離しているのに、本人たちにその自覚はなく、部下や

後輩にも同じものを求める傾向にあります。

その世代の従業員一人ひとりに非があるわけではなく、社

会環境がかつてとは大きく異なることを理解し、変化に対応

しなければならないということに気づき、実践してほしいと

思います。そして若手従業員にもまた、異なる背景を持った

世代を理解し、彼らが培ってきた経験から学べることに目を

向けてほしいですね。

もともと三菱ケミカルは合併により拡大した会社であり、

さまざまなバックグラウンドの従業員がいる中で、ダイバー

シティ推進は非常に重要です。グループ連結で約4万人の従

業員が在籍していますが、既に日本と海外での従業員比率

は２：１となり、人材のグローバル化も進んでいます。近年で

はキャリア採用を増やしていることでも社内の多様化は加速

しています。

さらに、ひとくちに化学メーカーといっても当社の事業は

幅広く、フィルムからエネルギーまで、携わる仕事は部門によっ

て全く異なり、従業員たちはそれぞれ違った世界を見て働い

ています。こうした状況のもと、私たちがめざすべきは人材

の個性を活かし、多様性を力に変えていく集合体に他ならず、

これは広い事業領域を持つ総合化学メーカーとして必然の

ことといえます。多様化する職場には、絶対的な価値観も成

立しません。従業員にとって心のよりどころ、旗印となるも

のがあるとすれば、それがビジョンに掲げる『KAITEKI』です。

多様性を受容するためには、異なる価値観に寄り添って

いく姿勢が大切です。一方的に意見を押し付けるのではなく、

何に悩んでいるのか、なぜそう思うのかに心を寄せる、「聴く」

というアプローチが土台になります。その上で、お互いに得

た知見・ノウハウを与え合える関係性こそが人と企業を伸ば

します。仕事を通じて「明るく、楽しく、元気に」を追求して

いると、自然とそういう職場風土が醸成されるはずです。

私が経営者として全力を注ぐのは、三菱ケミカルという会

社をより良くしていくことです。規模の大きな会社であるが

故に、「変わらないだろう」と諦めるのではなく、従業員の皆

さん自身も発言する勇気を持ち、自分から働きかけて会社を

変えていくという気概を持ってほしいと思います。今日より

少しでも良い明日をめざし、従業員とともに力を尽くしてい

きます。

三菱ケミカル株式会社
代表取締役　取締役社長

トップメッセージ

「明るく、楽しく、元気に」をかなえる
企業風土をつくり、
多様な人材の活躍に向けて
KAITEKI 健康経営を推進します

社会の危機を契機に、従業員の健康や
働き方をさらに見つめ直す

「三菱ケミカルは決めました」の宣言のもと
意識改革を敢行

『KAITEKI』を旗印に
多様な価値観を力に変えていく
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塚原 月子 氏 プロフィール
株式会社カレイディスト 代表取締役社長。運輸省（現国土交通省）、ボス
トン・コンサルティング・グループ、カタリスト・ジャパンを経て、2018年に
株式会社カレイディストを設立。ダイバーシティとインクルージョンの重
要性、インクルーシブ・リーダーシップなどのテーマを主としたコンサルティ
ング・アドバイザリーサービス、講演・研修等を行う。

アンコンシャス・バイアスの克服を、
組織の進化につなげるために

塚原氏　先日は、御社のアンコンシャス・バイアス研修で
講師を務めさせていただきました。ほぼ全員の役員の方が
集まり、貴重な時間をこうした研修に充てるという姿勢が
まず素晴らしいと感じています。参加された皆様が、これ
を座学で終わらせず、いかにイノベーションや組織の進化
に結びつけていくかに関心を寄せられていたのが印象的
でした。

中田　最初は役員のとまどう様子もあったものの、研修が
進むほどに意見が活発化し、研修後には「今後ぜひこれを
自分の所管部門にも展開していきたい」など積極的な姿勢
が多く見られました。私も出席させていただきましたが、
アンコンシャス・バイアスの克服がダイバーシティ＆インク
ルージョンに結びつくという点で多くの学びがありました。

塚原氏　アンコンシャス・バイアスは、何かを迅速に判断
する上で人間にもともと備わった便宜的な機能ですが、採
用や評価など特定の状況下で強く出てくると、悪い影響を
及ぼしかねません。推測に基づいた判断で、個人が十分な
力を発揮できないとなると、組織の生産性や競争力の観点
からも問題となってきます。

中田　当社はとても優秀な人材に恵まれた会社だと思う
のですが、まだまだ個人が自分の能力を十分に発揮しきれ

ていないところもあります。ダイバーシティが重要という
意識は全社的に根付いてきているものの、例えば上司が部
下に対し「彼女は子どもがいるので、出張は頼めない」と
考えてしまい、悪気はないのですが、相手を慮った行動が
結果として本人の機会を奪うようなケースもあります。

塚原氏　ダイバーシティとインクルージョンとの違いがそ
うしたところに表れてくるのでしょう。従業員の数だけ個
性があるのをダイバーシティと呼ぶのに対し、その多様性
を最大限に活かし、個人の成長や組織の進化に結びつけ
ていくのがインクルージョンです。多様性があるだけでなく、
インクルーシブな職場であることが重要なのです。アンコ
ンシャス・バイアスはインクルージョンの阻害要因のひと
つであり、組織の力を高めていくためにその克服は欠かせ
ません。

「三菱ケミカルは決めました」宣言でめざす
ダイバーシティ＆インクルージョン

中田　多様な人材がいきいきと働く職場づくりのため、当
社が「三菱ケミカルは決めました」を発表してから約1年が
過ぎました。当初は社内での温度差もありましたが、3日
連続の有給休暇や男性の育児休職の取得率など、少しず
つ進捗が数字にも表れてきています。今回掲げた30の宣
言が固定というわけではなく、今後も見直しながら進化を
続けていくべきと考えています。

塚原氏　30の宣言は、簡潔でわかりやすく、「自分たちの
会社がこうなってほしい」という思いがよく伝わってきます。
ちょっとしたことで良いので、社内で実際にできたというグッ
ドプラクティスを共有することで、社内にも「やればできる」

「うちの部はこんな工夫をしてみよう」といった良い連鎖
が起きそうですね。

中田　昨年度末からは新型コロナウイルス感染症をめぐ
る厳しい状況がありましたが、皮肉なことに、これもダイバー
シティ推進の上では追い風になっているように感じます。
今までにもテレワークを推奨してきたものの、従業員の間
では「テレワークは事情を抱えた一部の人がするもの」と
いった感覚がありました。それが今回、感染を防ぐために
オフィス勤務の多くの人が一斉に在宅で働くようになった
ことで大きく意識が変わってきています。

塚原氏　第2波、第3波に備える意味でも、“ニューノーマル”
（新常態）はどんどん広がっていくのでしょう。業務がテレ
ワークに切り替わることで、特定の人の存在感が急に増し
たり、逆に薄まることもあります。また、時間や場を共有し
ないテレワークは目の前の仕事に集中できますが、自分が
聞きたくない話を簡単に遠ざけることができてしまう点に
は注意が必要です。このような状況下では、他人の意見を
受け容れ、心を開いていくインクルージョンの素養はます
ます重要になっています。

中田　当社の製造現場では、世の中に欠かせない製品の
供給を止めないため、感染拡大が続く中、出勤せざるを得
ない従業員がたくさんいます。そうした仲間に向けて、テ
レワーク中の従業員からメッセージを募ったところ、励ま
しや気遣いの声が非常に多く集まったのです。また、化学
メーカーとして貢献できることについて活発に議論され、
消毒液や医療用防具などが開発されました。医療現場に
寄付したところ、感謝状がたくさん届き、私たちの励みに
なりました。立場はさまざまでも、お互いの状況を思いや
る気持ちは、ダイバーシティ＆インクルージョンにつなが
るのではと思っています。

塚原氏　御社の皆さんも厳しい中で現場に出るだけでも
大変なのに、その中で今の社会課題に最前線で貢献する

ためのアイデアを出し合われ
たのは、素晴らしいですね。今
回のような特殊な状況を迎え
て、従業員のケアに努める会
社とそうではない会社の差が
明らかになってきていると思い
ます。今伺ったような御社の取
り組みは、従業員のエンゲージ
メントを高める根幹になるだ
ろうと感じました。

インクルージョンの実現に向けて、
一人ひとりの小さな行動改革で大きな変化を

中田   今後への課題となるのは、いかに現場への浸透を
図っていくかだと考えています。特に、各現場でリーダー
を担う従業員たちは、上から言われたことをきっちりやる
というトップダウンの中で育ってきた世代が多く、まだま
だ昔からの同質的なものの考え方から抜けきれないとこ
ろもあるようです。

塚原氏　アンコンシャス・バイアスは各人が意識し、自分
の反復的な言動に気づくことである程度低減できます。特
にリーダー層の方々はこれまで自身が培ってきた成功体験
が、必ずしも今後も通用するものではないと理解する必要
もあるでしょう。自分とは相容れない若い従業員からも教
えを請うような謙虚さや、トライ＆エラーを重ねる部下の
背中を押すような寛容さも求められます。

中田　第一線を預かるリーダーが本
当に腹落ちし、「現場を変えていくのが
自分の役割」と思ってもらえるように
しなくてはなりません。リーダー一人
ひとりが何を考えているのかを発信し、
皆がそれを感じられるように、またリー
ダーは皆が何を感じているのか声を吸
い上げられるような仕組みづくりが必
要なのだと思います。

塚原氏　異質なもの同士が意見を出し合えば、当然そこ
には衝突も生まれます。それにいかに対処し、お互いにき
ちんと理解し合いながら良いものを生み出していくかを考
えなければなりません。特に、アンコンシャス・バイアスへ
の対応は行動に移してこそ意味を持ちます。他人事と考え
ず自分のアンコンシャス・バイアスに向き合うこと、また、
その悪影響下にある言動を見たとき、指摘する勇気を持つ
ことが重要です。まずは職場のリーダーから、一人ひとり
が小さな一歩を生み出し言動を変えていくことで、大きな
変化につなげてほしいと思います。

中田　当社は、異なる複数の会社が統合してできたという
成り立ちを考えても、さまざまなバックグラウンドを持つ
人が集まる会社です。アンコンシャス・バイアスに向き合い、
その壁を乗り越えることで、一人ひとりが力を発揮できる、
誰もがここで働いて良かったと思えるような会社をめざし
ていきたいと思います。本日はありがとうございました。

多様な従業員の個性を認め、活躍を促すために必要なものとは何か。アンコンシャス・バイアス（無意識
の偏見）にいかに向き合い、乗り越えていくか。ダイバーシティ＆インクルージョンのアドバイザーである
株式会社カレイディスト 代表取締役社長の塚原月子氏を本社に迎え、取締役・常務執行役員の中田るみ子
との対談を行いました。

多様性が競争力につながる
職場をめざして

中田 るみ子

三菱ケミカル株式会社
取締役　常務執行役員

塚原 月子氏

株式会社カレイディスト
代表取締役社長

対 談
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❸	施策の立案・目標設定
	 継続的なPDCA

「三菱ケミカルは決めました」概念図

「三菱ケミカルは決めました」  30 宣言多様な人材が活躍できる職場をめざして

『 三菱ケミカルは決めました』
三菱ケミカルは、2019年6月に働き方に関する30の宣言「三菱ケミカルは決めました」を発表しました。これ
は、三菱ケミカルホールディングスグループが推進する『KAITEKI 健康経営』の具体的な施策の一環として、
多様な人材がいきいきと活力高く働ける職場づくりを通じて、高い生産性と創造性の基盤を築くことを目的と
した、三菱ケミカル流の “ 働き方改革 ” の方向性を伝えるものです。従来の人事施策に新たな取り組みを加え、

『KAITEKI 健康経営』のめざす姿を実現させようとする当社の決意を「宣言」に込めています。

宣言は、従業員の皆さんの「こんな会社になってほしい」という思いから生まれました。
今後も従業員とコミュニケーションを図りながらテーマを追加し、宣言の実現に向け
て取り組んでいきます。

各宣言の具体化に向けて、それぞれ責
任者、所管部署、年度目標を決めてア
クションを実行。従業員とともに取り
組み、宣言の実現をめざします。

<KAITEKI健康経営の基盤>
宣言 1 KAITEKI 健康経営を推進します

宣言 2 従業員の健康維持・管理に、予防から治療、就業との両立まで、更に深く真剣に関わります

宣言 3 KAITEKI 健康経営を踏まえた組織マネジメントと部下育成を職位者の重点課題に位置づけます

宣言 4 ハラスメントゼロ職場を実現します

<安全・安心・明るい職場>
宣言 5 ゼロ災をめざします

宣言 6 職場での受動喫煙防止対策を徹底します

宣言 7 製造現場の社員もしっかり休めるように要員配置を見直します

宣言 8 製造現場のトイレ環境を改善します

宣言 9 サービス残業を許しません

宣言 10 テレワークを推進します

宣言 11 「休日メール」「休日の作業を前提とした資料作成指示」を禁止します

宣言 12 社員全員が3日連続の休暇を取得します

宣言 13 部下に有給休暇をしっかり取得させた組織長には、その要素も加味した評価や認知を実施します

宣言 14 社員が配偶者の転勤に帯同したい場合や介護で親元に戻りたい場合は、積極的なサポートを実施します

宣言 15 子供を持って働く社員を長期的視点で支援します

宣言 16 男性の育児休職または時短取得率100% をめざします

宣言 17 育児・介護に限らず、病気治療等家庭や個人の事情がある人には時短勤務を認めます

宣言 18 介護離職ゼロをめざします

<お互いを尊重する・認めあう>

宣言 19 性別、国籍、障がいの有無、性的指向・性自認等に関わらず、
さまざまな価値観を持った多様な人材がいきいきと活躍できる職場にします

宣言 20 障がい者の職域拡大、職場環境整備を図り、雇用促進を全社的に進めます

宣言 21 Welcome Talent! 新卒に加えて、中途採用も積極的に実施していきます

宣言 22 Welcome Back! 他所で経験を積んで戻ってきてくれる人を歓迎します

宣言 23 当社に入社してくれる誰もが、入社後スムーズに活躍できるようになるための支援（研修等）を行います

宣言 24 年齢や勤続年数ではなく、職務、経験、貢献度等を踏まえた登用を行います

宣言 25 育児や介護は貴重な体験であり、昇格・評価等も含めた諸任用の際に
休職自体が不利に取り扱われることはありません

<自己実現・社員と会社のWin-Win>
宣言 26 キャリアデザイン面談を確実に行い、社員一人ひとりが成長することを支援します

宣言 27 どこでどのように働きたいのか、社員のキャリア志向、希望も聞いた上で配置・育成を行います

宣言 28 社員の学びをサポートします

宣言 29 Welcome 武者修行 !

宣言 30 ボランティア参加する社員を応援します

『三菱ケミカルは決めました』

STEP3
自己実現・社員と会社の Win-Win

業務・仕事

マネジメント力の向上

仕事のやり方の合理化

仕事の安全性・安定性の向上

安心・効率の上がる
職場環境整備

人事諸制度・ポリシー

キャリア開発支援 / 面談

職能資格・職務等級 / 評価 / 
賞与・賃金・退職金 / 採用ポリシー

育児・介護支援 / 休日・休暇 /
勤務制度 / 福利厚生

STEP2
お互いを尊重する・認めあう

STEP1
安全・安心・明るい職場

KAITEKI 健康経営

組織・従業員の課題

多忙・疲労感
終身雇用の社員を

前提とした制度・文化

生活との両立への不安

仕事のやりがい低下・離職設備の老朽化・不便さ

策定・運用のプロセス

❷ 「決めました」宣言の策定❶ 従業員の声をきく

人事所管役員が各部署を訪ね、
約600名の従業員と行ってきた
対話や、従業員意識調査、面談な
どで得られた意 見から、組 織の
課題や従業員の期待を把握しま
した。

社長をリーダーとするワーキング
グループ（事務局：人事部）で意
見をとりまとめ、会社がめざす方
向性を明確にするとともに、具体
的な人事施策を宣言にまとめま
した。

➡︎ P7

➡︎ P8

➡︎ P9
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三菱ケミカルは
決めました！
三菱ケミカルは
決めました！

三菱ケミカルは
決めました！
三菱ケミカルは
決めました！

お互いを尊重する・認めあう

アンコンシャス・バイアスに関するオンライン研修の様子（経営層）

ダイバーシティ& インクルージョンの妨げとなる「無意識の偏見」への気
づきを得るため、2020年5月に経営層を対象にアンコンシャス・バイアスに
関する研修をオンラインで実施しました。研修中は活発な議論が行なわれ、
組織や自身の中に潜む偏見への気づきを通して、インクルーシブな職場づく
りに向けた行動変革のヒントを得ました。

2020年8月～9月には、三菱ケミカルに所属する職位者約1,200名が同

じ研修を受講しました。

  経営層が率先して意識変革に取り組む

障がい者の活躍推進に取り組む国際イニシアチブ「The Valuable 500」
の考えと取り組みに賛同し、2020年4月に加盟文書に署名しました。今回
の加盟をふまえ、障がい者雇用の取り組みをさらに強化させ、多様化が一
層進む社会の期待・要請にこたえられる企業づくりを推進していきます。

従来は男性が中心だった製造現場では、「女性トイレがない」「設備が古い」
などの問題があり、改善を求める意見が挙がっていました。そこで2019年
から開始したのが「爽快プロジェクト」。全国の事業所にある数百カ所のト
イレを対象に環境改善をはかる3カ年計画の取り組みです。女性や高齢者
など、誰もが働きやすい職場環境をめざして、現在、百数十カ所で改修工事
に取り組んでいます。

宣言 8宣言 8 製造現場のトイレ環境を改善します 宣言 8宣言 19

宣言 24

性別、国籍、障がいの有無、性的指向・性自認等に関わらず、
さまざまな価値観を持った多様な人材がいきいきと活躍できる職場にします

年齢や勤続年数ではなく、
職務、経験、貢献度等を踏まえた登用を行います

● 育児・介護・病気の時期でも、従業員・家族が安心して働ける環境整備を行います。
● 会社として、生産性・効率性向上に向け、仕事・労働時間を適切にマネージします。
● 仕事の安全性・生産性をあげる施設改修・環境整備を行います。

● 成果・貢献に応じた透明性の高い処遇を行います。
● 人はみんな違う。さまざまな価値観や考え方を尊重します。

安全・安心・明るい職場

主な両立支援制度（2020年9月現在）

柔軟な働き方

●  テレワーク制度・サテライトオフィス導入
●  フレックスタイム制度
●  失効年休積立制度（ライフサポート休暇）
●  勤務地自己申告制度

育児・介護

●  育児休職
●  育児短時間勤務（小学校3年修了まで）
●  早期復職支援（復職支援プログラム、保活

コンシェルジュ、保育施設の企業枠連携）
●  保育料補助
●  配偶者出産休暇
●  介護休職（1年間）、介護休暇
●  介護短時間・短日数勤務（必要な期間）
●  介護補助、介護支援金
●  介護に関する外部相談窓口（無料）

その他

●  ボランティア休暇
●  配偶者海外転勤同行休職
●  不妊治療休職
●  ホームヘルパー等利用料補助

宣言 15

当社では、従前より育児や介護、病気治療や家族の転勤など、それぞれの
従業員の事情やライフステージに応じた多様な制度で、仕事と生活の両立
と活躍を支援しています。しかし、男性社員の育児休職制度の利用がなかな
か増えない状況がありました。今回「男性の育児休職100%」を宣言したこ
とで、社内での認知や理解が進み、制度の利用者は前年度の2倍以上に増
加。同時に、育児や介護も貴重な経験ととらえ、評価の際に休職が不利に扱
われないよう、評価制度の適切な運用にも取り組んでいます。

宣言 16 男性の育児休職または
時短取得率100%をめざします

宣言 10

2017年11月よりテレワーク制度を導入し、原則として週1回出社すること
を除いて利用回数の制限なく運用してきました。2020年4月に発令された新
型コロナウイルス感染症緊急事態宣言下では、原則テレワークとし、本社で
はほぼ100% の従業員が在宅勤務に切り替えました。コミュニケーションや
現場作業への対応などの新たな課題の洗い出しと対応を進め、“ ニューノー
マル ” における働き方改革を更に推進していきます。

宣言 10 テレワークを推進します

私は昼勤務の班長だったので、休職取得
する場合、代わりに班長になってもらう人の
教育が課題だと思っていました。年末から
3カ月の休職取得を想定し、その年の年明
けには上司に相談。協力的な仲間達の存在、
上司はじめ、相談しやすい職場であったこと、
同僚の女性社員から背中を押されたことも
大きかったです。

重村 数正

製造現場で３カ月の育児休職取得

制度利用者の声

本社地区職位者対象 LGBT 講演会の様子
（2019年10月）

eラーニング教材の一例

男性の育児休職
取得率 2018年度 2019年度4.4% 10.1%

（広島 アクリル繊維製造部 紡糸課
※所属は休職取得時）

2019年「テレワーク・デイズ」（7/22～9/6実施）参加者アンケート結果

テレワーク
勤務で

59%「業務の生産性が向上」と回答

69%「ワーク・ライフ・バランスが向上」と回答

※2,552名が回答。

2019年10月、配偶者に適用され
る各種制度を、同性パートナーも
適用対象としました。あわせて、講
演会やeラーニング等を実施し、性
の多様性への理解を深めています。

eラーニングは、三菱ケミカルに
所属する従業員約14,000名が受
講しました。

  同性パートナーへの各種制度適用開始

  「The Valuable 500」への加盟

三菱ケミカル
全体

緊急事態宣言下における
テレワーク実施率 本社 約100% 74%

※三菱ケミカル所属の日勤者（雇用形態問わず）を対象としたアンケート結果（有効回答数7,530件）より。

三菱ケミカルでは、多様な人材を活かし適切に処遇するために、2020年
秋から順次、新・人事制度をスタートします。

年功的配置や処遇から、職務や貢献に応じた処遇を基本とし、併せて、
従業員自身によるキャリア自律の促進に向け、上司と部下で行う一対一の
面談（1 on 1）の定期的実施や、公募主体の人事異動を進めていきます。

https://www.thevaluable500.com/
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「三菱ケミカルは決めました」各宣言の取り組みについては、
ウェブサイトに掲載のニュースレターで最新情報を発信しています。

https://www.m-chemical.co.jp/topics/news-letter/index.html

「人を活かす経営」を掲げる当社では、従業員一人ひとりが自律的にキャ
リアを考えることが会社の持続的な成長につながると考え、年に1回、上司・
部下の間でキャリアデザイン面談を実施しています。また、キャリアデザイン・
組織開発室を中心に、キャリア教育や面談スキル研修の実施、相談窓口（い
つでもキャリア相談）での個別支援など、従業員のキャリア形成を会社が全
面的にバックアップする体制をととのえています。従業員のキャリア相談件
数は増加しており、自身のキャリアを主体的に考える風土が徐々に定着して
きました。

これらのグループ一丸となったキャリア形成の取り組みが評価され、厚生
労働省グッドキャリア企業アワード2019において「イノベーション賞」を受
賞しました。

宣言 8宣言 26 キャリアデザイン面談を確実に行い、
社員一人ひとりが成長することを支援します

「転勤や人事異動は会社の命令に従うのが当たり前」というかつ
ての日本企業の価値観から脱却し、誰もが働き続けられる企業と
なるために、当社では、一人ひとりが自分に合った働き方やキャリ
アを選択できる制度改革に取り組んでいます。勤務地や将来のキャ
リアビジョンなどの希望をヒアリングし、これに即した配置や育成
ができる環境を整えます。

また主に女性にフォーカスした取り組みとして、2018年から、
社長をスポンサーとする「ウィメンズカウンシル」というプロジェク
トを発足し、女性マネジメント層の早期育成策、長く働き続けられ
る職場風土醸成のためのアクションを検討しています。また職種
別キャリアワークショップ等を通じてキャリア意識の向上、ロール
モデルの発見等、キャリア形成支援を含めた活動を行っています。

宣言 8宣言 27 どこでどのように働きたいのか、
社員のキャリア志向、希望も
聞いた上で配置・育成を行います

● 社員の自律的・継続的なキャリア開発と会社による支援を行います。三菱ケミカルは
決めました！
三菱ケミカルは
決めました！

自己実現・社員と会社の Win-Win

2017年度

39件 約248件
2019年度

キャリアワークショップ参加者の声

URL

TOPICSトピックス

キャリア相談件数

ダボス会議で当社のダイバーシティ施策を世界に発信

2020年1月にスイスで開催された世界経済フォーラ
ム年次総会（ダボス会議）において、「ジェンダー平等」を
テーマとしたセッションに三菱ケミカルホールディングス

（MCHC）ラリー・マイクスナー執行役常務がメインパネ
リストとして登壇しました。

セッションの中で、三菱ケミカルの女性活躍推進に関
する取り組みや、「三菱ケミカルは決めました」シリーズ

を紹介するとともに、日本の文化的・社会的な背景にも
ふれ、日本企業がジェンダー平等を追求、内側から変革
していくことの重要性を強調し、MCHCと三菱ケミカル
が日本でリーダーシップを発揮していきたいとの強い意
思を表明しました。

なお、同イベントに日本の企業からパネリストが参加
したのは今回が初めてとなります。

トークセッションの様子（右から4人目が MCHCラリー・マイクスナー執行役常務）

世界各国の従業員をつなげる「Experience Japan」

世界中に事業を展開する当社では、国籍や文化など、
多種多様なバックグラウンドをもつ人材が働いており、
外国籍従業員比率は3割を超えています。2019年から
開始した研修プログラム「Experience Japan」は、海外
拠点の外国籍従業員が1年間日本に滞在し、事業拠点で
の業務を通じて日本文化、日本企業の特質や当社につい
て学ぶとともに、日本国内の従業員とのネットワークを
構築することを目的としています。研修生・受け入れる側
の双方にとって、異文化経験と相互理解を得る貴重な機
会となりました。

2019年度は第一期生としてヨーロッパ、アジアの各
国から計14名が参加しました。 和太鼓にチャレンジ（2019年4月）

［厚生労働省人材開発統括官表彰］

三菱ケミカル株式会社

＜セッション概要＞
第6回「When Women Thrive 2020（⼥性が活躍するとき）」
世界最大の組織・人事マネジメント・コンサル会社である
Mercer が主催するブレックファーストセッション。

●  同イベントの詳細はこちら
https://www.mercer.com/our-thinking/when-
women-thrive-wef-2020.html

●  セッションの模様はこちら（動画）
https://players.brightcove.net/4710676951001/
default_default/index.html?videoId=6125389388001

●  同じ悩みを抱えた女性がいて、自分だけでないことに
安心しこれからも仕事をがんばろうという気持ちを持
てた。

●  年齢や事業分野もさまざまな人と交流でき、非常によ
い刺激となった。

●  日々の仕事と生活に追われキャリアについて考えること
がなかったが、改めて自分が情熱を感じるポイントを見
つめなおすことができ、仕事に対する意欲も高まった。

●  現場にいると「この環境が当たり前」と思っていたところも
多々あるが、今回改めて「もっと改善（発信）していかなくて
はいけない」と感じた。

●  若い世代がこのような研修を早く受けることができる
ようにしてほしい。
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

三菱ケミカルは、あらゆる産業の基盤と人々の生活を支える総合化学メーカーです。
多様な技術と人材、世界中に広がるネットワークで
環境・社会が直面する諸課題を解決するため、新しい価値を創造していきます。

会社名 三菱ケミカル株式会社

住所 〒100-8251
東京都千代田区丸の内1-1-1　パレスビル

創業 1933年8月31日

発足 2017年4月1日

資本金 532億2900万円

事業内容 機能商品、素材他

連結売上収益 2兆3,380億円（2019年度）

連結従業員数 40,776名（2020年3月末現在）

グループ会社数
（関係会社を含む） 314社（2020年3月末現在）

会社概要

フォーカス市場とソリューション

軽量化、電動化、
再生可能原料・素材への転換により、
資源・エネルギーの効率化に貢献

優れたバリア性で、
食品の安全な保管と流通、
食品ロスの削減などに貢献

省エネ、水資源の有効利用、
農水畜産業の生産性向上、
気候変動の緩和に貢献

医療部材、製菓材料、
食品機能材料などの提供を通じて、
医療課題の解決や健康維持に貢献

次世代ディスプレイ向け材料などの
提供を通じて、

スマート社会と生活の
快適性向上に貢献

自動車・航空機
（モビリティ）

事業部門が連携しながら

新たな価値を創出します

基礎素材

パッケージング・
ラベル・フィルム

環境・エネルギー メディカル・フード・
バイオ

IT・エレクトロニクス・
ディスプレイ

◦高機能ポリマー
◦高機能化学
◦高機能成形材料

◦高機能ポリマー
◦高機能フィルム

◦情電・ディスプレイ
◦高機能成形材料

◦環境・生活ソリューション
◦新エネルギー

◦高機能ポリマー
◦高機能化学
◦高機能フィルム
◦高機能成形材料
◦環境・生活
ソリューション

◦カーボンケミカル
◦炭素
◦MMA

三菱ケミカル株式会社
人事部

〒100ー8251  東京都千代田区丸の内1ー1ー1  パレスビル
https://www.m-chemical.co.jp/

2020年9月発行（CRE2800）




