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人材・組織マネジメント

「個」と「組織」の自律性を保ちながら、
環境変化に即応する

　三菱ガス化学グループは半世紀にわたる社歴の中で、
「自律的な個人」を重視する文化を育んできました。市
場ニーズや技術のトレンドをいち早くつかみ、自らの知
識・能力をアップデートできるのは、ステークホルダーと最
前線で向き合っている個々の社員だからです。そして社内
では、社員が自己研鑽に励みながら、他者との対話を介
して自己を相対化し、所属部門の全体最適も考慮した行
動を日々心掛けています。個の集団である各組織もまた、
社会の変化をウォッチしながら、その体制・構造を更新し
続けることによって、自律性が保たれています。加えて、企
業の価値創造プロセスでは、個と個が切磋琢磨し合う、
多様な観点からの意見交換が不可欠です。キャリアや役
職の違いを超えて議論ができる環境は、三菱ガス化学の
大きな強みになっており、「風通しの良い会社」とも称され
る所以です。
　以上のように、自律的に変化できる個人と組織、そして
社風が、当社グループにおける価値創造の源泉と言え
ます。
　新中期経営計画がスタートした2021年度からは、全
ての組織でDX（デジタルトランスフォーメーション）に取り
組んでいます。DXを組織マネジメントの観点で定義する
と、“過去の踏襲”を縮小して新しい価値観を受け入れ、
業務と組織編制の考え方を多様にすることだと私は考え
ています。業務にも組織にも「完成形」というものはなく、
デジタル技術による不断の革新が不可欠です。

多様性を成長の糧にする。
人材育成ではOJTを重視

　多様な人材が活躍できる組織を編成し、化学分野のイ
ノベーションや持続的な成長を図っていくには、ダイバー
シティ＆インクルージョン*¹が不可欠な要素だと考えてい
ます。当社グループでは、自律した個人がキャリアを形成
する過程の中で他者とコミュニケーションを重ね、互いの
相違点を認め合うことが、組織全体の成長につながると
考え、職場づくりに力を入れています。
　一方、人材育成プログラムの特徴としては、一人ひとり
の適性・能力・目標に基づく個別管理を実施しながらも、
OJTをその中心に据えています。OFF-JTの職能別・階層
別カリキュラムには含まれない表現力や挑戦マインドな
どを実務の中で喚起していくことが、そのねらいです。こ
のOJTを通じて潜在的なタレント性を見出し、ジョブロー
テーションを積み重ねていく中で、各自の能力を最大限
に発揮できる人材マネジメントを心掛けています。また、
OJTの鍵を握るチームリーダーにも、自らのタレント性を
活かした業務遂行をお願いしています。通常のミッション
を果たしながら、ファシリテーター的な役割も担う存在とし
て、チームリーダーの重要性は更に高まっていくはずです。
　当社社員に対しては、特定の先輩や上司を目標にする
だけでなく、オリジナルを超える成長を目指し、独自性を
大切にしてほしいと考えています。独自性を追求する姿勢
は、グループ経営にも同様のことが言えます。グループミッ
ションとビジョンを核にして、多様性と個性を前提とした
全体システムを構築し、MGCグループの持続的な進化を
推進していく考えです。
＊1  性別や年齢、国籍、文化、価値観など、様々なバックグラウンドを持つ
人材の「違い」を受け入れ、生かすことで、企業組織の成長や変化を
推進していく取り組み。

自律的に変化できる個人と組織が、
価値創造の源泉

担当役員による戦略解説

取締役 常務執行役員
内部統制リスク管理担当、
総務人事・財務経理管掌、情報システム担当 

有吉 伸久
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　三菱ガス化学は、事業を通じて世の中に貢献する「社
会的な存在」であると同時に、社員が仕事を通じて自己を
高め、それぞれの幸せを実現する「場」でもあります。この
考え方を実践するために、一人ひとりの社員がプロフェッ
ショナルとしての知識・能力を高めていけるよう、各種研修
などサポート体制の充実を図っています。顧客ニーズに応
えながら自己実現も叶え、「個」を活かせる自律型の組織
づくりにも取り組んでいます。具体的には、個人の能力を
最大限に発揮するために、各組織の中に小人数のグルー

　三菱ガス化学にとって最も重要な資産は「人」です。グ
ループミッション「社会と分かち合える価値の創造」の実
現を目指し、社員一人ひとりがプロフェッショナルとして個
性を磨きながら知識と能力を高めていく仕組み、自己実
現を通じ活性化された職場・環境づくりに取り組んでい
ます。
　人事制度は、人材育成を重視し一人ひとりの適性・能
力・目標に基づく個別管理を行うところに特徴がありま
す。具体的にはコース別複線型職能資格等級制度、評価
制度及びこれらと明確に結びついた賃金制度の３つか
ら構成されます。個人ごとの役割、成果、能力に応じた公
正な処遇体系を通じて、個々の希望に沿った多彩なキャ
リアの実現を支援しています。

プやビジネスマネジメントユニット（BMU）を形成し、権限
と責任を付与しています。
　これら一連の取り組みの中で、社員一人ひとりの能力・
特性などの人事情報を的確に把握し、各人のキャリア形
成と育成の方向、手だてを見極め、適切な人材マネジメン
トを実施しています。また、明確で定量的な比較が可能な
人事評価の基準を設け、自律的な変化を促しています。近
年はダイバーシティ＆インクルージョンの推進と働き方改
革にも、積極的に取り組んでいます。

基本的な考え方

人材育成

等級制度

評価制度 賃金制度

・ 役割期待と将来像に
 対応した区分
・ 職務遂行能力に
 応じた格付け

・ 成果だけでなく
 意欲・プロセスも評価
・ 育成の方向性、
 手だての見極めにも活用

・ 等級・評価制度に
 応じたメリハリある
 処遇

人事制度の概念図

階層別教育研修

管
理
職
層

中
堅
層

若
手
層

職能別教育研修 自己啓発

・ グローバル人材育成教育
・ ファシリテーションスキル研修
・ プログラミング教育
・ ロジカルコミュニケーション研修
・ 海外短期研修
・ 交渉戦略研修
・ 技術交流会（製造、研究、工務部門）
・ 特許研修会（研究推進部門）
・ マーケティング教育(研究推進部門)
・ 大学等研究機関派遣
・ 安全衛生、環境管理、
 品質管理関連教育
・ その他の専門教育、社内セミナー

・ 語学資格、語学研修
 (英語、その他言語、テーマ別を含む)
・マネジメント、ビジネススキル
・財務経理、会計、税務、法務
・化学基礎知識、安全技術基礎知識
・その他通信教育

主な研修制度

部長級 ・組織マネジメント研修

課長級
 ・中堅管理職研修

  ・新任管理職研修

  ・管理職候補者研修
  ・中堅社員研修
5年目 ・コース選択研修

２年目 ・若手社員研修
２年目 ・新入社員フォロー研修
入社時 ・新入社員研修

※階層別教育研修の受講年は、参考までに技術系社員のケース(修士卒)を記載
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　三菱ガス化学では、ワークライフバランスの観点から、
社員一人ひとりが個々の事情に合わせて、安心して働き
がいを持ちながら長期的に活躍できる制度、風土作りに
取り組んでいます。2020年度の育児休業復職率は100%
となっており、育児支援については、最長2歳1ヵ月までの
育児休業、小学3年生までの育児短時間勤務といった法
定を上回る支援制度や、育児休業からの早い復帰を望
む社員への早期復職支援制度を整備しています。
　2016年6月には、子育てサポート企業として厚生労働
大臣の認定を受け、次世代認定マーク（愛称「くるみん」）
を取得しました。
　働き方・休み方の多様化への対応としては、制度面で
はフレックスタイム制（本社・研究所ではコアタイムの撤

　三菱ガス化学は、社員の働きがいの向上や生産性の
向上、イノベーション創出に不可欠な取り組みとして、働
き方改革を推進しています。これまで、長時間労働に頼ら
ない働き方や多様で柔軟な働き方を可能とするため、業
務フローの見直しや会議時間の短縮などによる労働時
間の削減、働く時間と場所を選べる環境の整備などに取
り組んできました。

廃トライアルを実施中）のほか、積立年休制度（最大40
日）、各種特別休暇（結婚、出産、転勤、ボランティア、ド
ナーなど）を整備しているほか、2020年度からは本社・
研究所の全社員を対象に在宅勤務制度のトライアルを
行っています。また介護休業についても最長1年間の取
得を可能とするなど、法定を上回る制度を整備していま
す。風土面では労使による時短委員会などを通じてノー
残業デーの設定、年休取得奨励に取り組んでいます。
　こうした取り組みの結果、2020年度の年休取得率は
85.3％（2019年度は95.7%）、また一人当たり総労働時
間は、組合員平均で1,858.2時間（2019年度は1,854.8
時間）となりました。

　新型コロナウイルス感染症対策においても、在宅勤務
やコアタイムなしフレックスタイム制の利用拡大などを推
進し、社員の健康と仕事の両立を進めています。今後も、
アフターコロナにおける社会・市場環境の変化を見据え、
より多様な働き方の実現やDX（デジタルトランスフォー
メーション）の活用等により、働き方改革を推進していき
ます。

ワークライフバランスの推進

新型コロナウイルス感染症と働き方改革

ワークライフバランス推進のための諸制度

制度名 内容

フレックスタイム 全社で導入。本社、研究所ではコアタイムなしのスーパーフレックスタイム制をトライアル中。

在宅勤務 本社、研究所でトライアル中。週3日間、自宅で勤務が可能。

育児休業 保育所へ入所できない場合は、子が2歳まで休業可能。

出産休暇 配偶者が出産する際、5日休暇（有給）取得可能。

介護休業 介護が必要な家族1人に対し、通算1年間を3回まで分割取得可能。

育児・介護短時間勤務 育児（子が小学3年まで）・介護を抱える社員は短時間勤務が可能（6時間まで短縮可）。

子の看護休暇 小学校就学前の子の世話をする目的で、年間10日まで休暇取得可能。

介護休暇 介護が必要な家族1人につき年間5日まで、2人以上の場合は年間10日まで休暇取得可能。

半日年休 年間30回を限度に半日単位での年休取得が可能。

積立年休 失効年休を最大40日まで積み立て、有事の際（私傷病、家族病気、災害等）に取得が可能。

リフレッシュ休暇 50歳になる社員へ5日間の特別休暇（有給）と奨励金を支給。

ボランティア休暇 災害時緊急支援のためのボランティアに参加する場合、年間3日まで休暇（有給）取得可能。

ドナー休暇 骨髄ドナー登録、検査、入院する場合、年間3日まで休暇（有給）取得可能。

配偶者海外同行休業 海外で勤務等を行う配偶者に同行する場合、最長3年まで休業可能。

カムバック採用 諸事情によりやむを得ず退職した社員（退職後10年未満）を所定の審査の上、再雇用。
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　全役員・社員対象の定期健康診断については、2020
年度の受診率は99%以上となっており、再検査が必要な
場合や有所見者には、産業医や保健師による保健指導
を積極的に実施しています。
　健康増進活動については、各事業所での活動に加
え、在宅勤務者の増加やコロナ禍といった環境変化も踏
まえ、オンデマンドのエクササイズ＆ストレッチ動画配信
サービス「職場の健康づくりプログラム」の全社展開を開
始するなど、更なる活性化・意識向上を図っています。
　メンタルヘルスケアについては、ストレスチェックを含む
包括的なEAP（Employee Assistance Program）サー

　セキュリティ及び医療アシスタンスに関する外部コンサ
ルタントと提携し、駐在・滞在国の安全に関わる脅威分
析に基づくアドバイスを受けることで、正確な情報を迅速
に入手し、必要に応じて海外駐在者・出張者へ情報を提
供するとともに、渡航可否の判断や渡航時の適切な安全

　三菱ガス化学は、「MGC企業行動
指針」と「MGCグループ行動規範」に
おいて、個人の人格・人権を尊重する
こと、人種・性別・国籍・年齢・宗教・
出自などによる差別や人の尊厳を傷
つける行為を行わないことを掲げて

います。また、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメン
トについても行動規範で禁止を明言しています。これらの
指針・規範は、ILO（国際労働機関）の中核的労働基準4
分野＊2とともに、海外グループ会社へも周知しています。
　日常的には、研修や社内広報、人権週間などを通して
啓発を図っており、相談窓口も設置しています。また、「三

ビスの活用により、社員が社外の専門機関に悩みを気軽
に相談できる環境を整えています。また、ストレスチェック
の集団分析結果を各組織長へ適宜フィードバックするほ
か、セルフケア・ラインケアそれぞれの講習会を各事業所
及びeラーニングで展開したり、入社時や昇格時にもメン
タルヘルス関連教育を実施したりするなど、継続的な職
場風土改善と社員の意識向上に努めています。
　これまでの取り組みが評価され、経済産業省・日本健
康会議による「健康経営優良法人（大規模法人部門）」
に2年連続（2020・2021年）で認定されました。

対策に活用しています。
　また医療面では、現地での病院の紹介、医師との日本
語での電話相談、現地特有の感染症などの予防アドバイ
ス、緊急時の医療搬送の手配も含め、海外駐在者・出張
者に対する包括的なサポート体制を整えています。

菱人権啓発連絡会」に加盟し、人権に関する様々な研修
や情報交換会に参加することにより、知見の向上や情報
収集に取り組んでいます。
　2020年4月には、国連グローバル・コンパクト（UNGC）
に署名し、参加企業として登録されました。UNGCの署名
により、戦略と執行を「人権の保護」「不当な労働の排除」
「環境への対応」「腐敗の防止」に関するUNGCの10原
則＊3に合致させることで責任あるビジネスを実施すること
を推進していきます。
＊2  ①結社の自由及び団体交渉権、②強制労働の禁止、③児童労働の
実効的な廃止、④雇用及び職業における差別の排除

＊3  国連グローバル・コンパクトの10原則（外部サイト）
https://www.ungcjn.org/gc/principles/index.html

心身の健康管理

海外駐在者・出張者の安全確保・医療サポート

労働組合・労使関係

人権の尊重

　相互の立場を尊重し信頼し合う良好な労使関係の
下、様々な課題に取り組んでいます。社員の「働き方、福
利厚生、処遇」などのテーマをはじめ、経営上の課題や事
業環境に対する認識の共有化を目的とした経営協議会、
諸制度について労使合同で通年協議を行う人事制度検
討委員会などを定期的に開催し、これまでにも人事制度

や再雇用制度、退職金制度などを改定してきました。賃
金や賞与などについては、例年の団体交渉などを通じて
決定しています。
　なお、2021年3月末現在において、組合員数は1,885
名、社員勤続年数は18.7年（男性19.0年、女性15.6年）
となっています。
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　三菱ガス化学は、多様な個性を持つ社員が互いに尊
重し、全員が活躍・成長できる職場環境の実現と、多様
な価値観のコラボレーションによる新機軸・技術革新（イ
ノベーション）が次々に生まれる活性化された風土作りを
目指し、ダイバーシティを「すべての社員が多様な個性を
活かして活躍すること」と定義して推進しています。

　多様な個性の尊重を企業文化として定着させ、当社の
経営理念「働きがいのある場を作り、意欲と能力を重ん
じ、活力のある集団をめざす経営」をより一層推し進める
ため、2019年8月に「ダイバーシティ推進室」を設置しまし
た。社内横断的な委員会等を組織し、様々な課題につい
て施策立案や改善のための活動を推進しています。

ダイバーシティの推進

2020年度ダイバーシティ推進活動計画と取り組み実績

基本方針 推進項目 取り組み課題・目標 2020年度の主な取り組み実績
多様な価値観・
考え方を尊重する
意識づくり

意識醸成 ・  ダイバーシティ推進に対する
社内理解向上

・  新入社員研修、新任管理職研修等においてダイバーシティ教育を実施
・ 推進方針を掲載したクリアファイルを全社員に配布

人権啓発 ・ 人権啓発活動の推進
・ ハラスメント防止対策の強化

・  新入社員研修、新任管理職研修、「人権週間」において、人権啓発教育
を実施
・  ハラスメントに関する全社員アンケートを実施し、実態確認と課題を
抽出

多様な働き方を
可能とする
環境づくり

働き方改革 ・ 総労働時間の削減及び生産性向上
・  多様で柔軟な働き方を可能とする
制度の充実
・ セーフティーネットの充実

・  各事業所において、業務効率化の取り組みを推進(会議の見直し、
デジタル技術活用、設備の充実等)
・  コアタイムなしフレックスタイム制度、在宅勤務制度、裁量労働制のトライ
アル運用を実施

人材の多様化と
一人ひとりを
生かす組織づくり

女性活躍 ・  女性社員のキャリア開発支援の
推進
・ 仕事と家庭の両立支援の推進

・  新入社員及び育児休業からの復職社員に対し、キャリア研修を実施
・  各事業所において、女性社員の就労環境向上のため、施設・設備
（休憩室、トイレ等）の改善を実施
・ 男性社員の育休取得を積極的に推奨

人材多様化 ・ 外国人材の活用
・ 採用形態の多様化
・ 障がい者の活躍推進

・ 外国人留学生に特化した説明会を開催
・ キャリア採用、リファラル採用を推進
・  全事業所にて、障がい者の雇用、就労環境整備、職域拡大を推進

組織開発・
人材開発＊4

・ 組織課題の「見える化」
・  個々の強みを発揮できる人材開発の推
進

・ 組織課題の「見える化」手法・ツールの検討を実施
・  研修・交流のための新施設の設立に向け、コンセプトワークやデザイン
検討を実施

個々の強みを発揮
できる人材づくり

心と体の健康
づくり
（ 健康経営の
推進）

健康増進
（ 栄養・運動・
休養の改善）

・ 健康意識・知識の向上
・ 運動習慣の定着

・  各事業所においてウォーキングイベントへの参加、オンライン
エクササイズ教室の開催等を実施
・  主に在宅勤務時の運動不足解消のため、エクササイズ動画配信
サービスの利用を開始

疾病予防 ・ 生活習慣病予防対策の充実
・ メンタルヘルス対策の推進

・  禁煙促進のため、各事業所において喫煙所の統廃合、設置場所の
見直し等を実施
・  全社員を対象に、「Withコロナ時代のメンタルへルス（セルフケア）研修」
を実施

＊4 「組織づくり」と「人材づくり」の二つの基本方針に関連

　性別にかかわらず、社員がその能力を発揮し、仕事と
生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うた
め、また、女性が管理職として活躍できる雇用環境の整
備を行うため、女性社員のキャリアアップ支援策の実施、
仕事と家庭の両立支援制度の充実に取り組んでいます。
　2020年度は、海外で勤務等をする配偶者に同行を希
望する社員に対し休業を認める制度「配偶者海外同行
休業制度」を導入しました。また、男性社員の育休取得を
積極的に推奨した結果、取得率が5.2%（2019年度）か
ら13.9%に上昇しました。

女性の活躍推進

女性社員数／管理職者数（単体）

女性社員数（左軸）

（年度末）

※出向者を含む。

うち、管理職者数（右軸）
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　三菱ガス化学は、社会の一員として地域社会に貢献すること、また、様々なステークホルダーへの責任を果たすことで、
社会から信頼され、共感される企業を目指しています。

ステークホルダー コミュニケーションに関する考え方 主なコミュニケーション機会 頻度

お客樣 当社の製品は多岐にわたっています。それぞれ
の製品において、お客様の期待や信頼に応える
ために、ご要望やご意見を製品開発やサービス
の向上に活かしています。

営業・販売担当者による直接対応 日常的

電話・Webサイトなどへのお問い合わせ 日常的

お客様からのアンケート依頼 日常的

CDP気候変動質問書への回答 1回/年

CDP水セキュリティ質問書への回答 1回/年

株主・投資家 当社を正しくご理解いただくために、幅広くコ
ミュニケーション活動を行うとともに、適時、公
平かつ透明性のある情報開示に努めています。

決算説明会 2回/年

取材対応、IRイベント 随時

法令や証券取引所の規則に則った情報開示 適時

投資家向けWebサイト 日常的

株主総会 1回/年

株主向け報告書 2回/年

お取引先 お取引先におけるCSRへの取り組みを支援す
ることもその要件と認識し、これによって法令遵
守、環境・安全に配慮したサプライチェーンの構
築を図っています。

購買活動を通じたコミュニケーション 日常的

製品調達についてのお問い合わせ 日常的

CSRアンケートへの対応 随時

地域社会 交通安全指導や地域のお祭りへの参加、献血
活動をはじめ、海外においてもコミュニティ参加
などを通じて、地域社会との交流を図り、地域
の発展に貢献しています。

問い合わせ窓口、Webサイト 日常的

地域貢献活動（災害支援、清掃・植栽、交通安全など） 随時

三菱ガス化学記念財団による海外留学生奨学金給付 毎月

次世代育成の支援（化学実験キットの配布など） 定期的

工場での地域対話 随時

工場見学 随時

地域イベントへの参加 随時

社員 各社員が、それぞれの場で自己の役割を認識
し、精一杯創造力を発揮し、大きな成果を生み
出す、活力にあふれた働きがいある環境作りを
目指しています。

各種研修・面談 定期的

経営協議会・経営説明会（労使協議） 定期的

労使人事制度検討委員会 定期的

団体交渉 随時

中央環境安全衛生会議 定期的

社内報 4回/年

イントラネット 日常的

相談窓口、内部通報窓口 日常的

安全衛生委員会 定期的

ステークホルダーとの関わり

ステークホルダーコミュニケーション


