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人権に関する考え方

人材に関するポリシー

組織・人的資本

経営資源

経営ビジョンの実現に向けて、当社グループでは全従業員が
持つべき心構えや、取るべき行動の礎となる「行動指針」を
2019年に制定しました。人が持つ無限の可能性を信じて、常に
高め合いながら成長することを軸に、「自立・自律」「変革」「共創」
「健康・安全」「高潔」の5つの柱で構成しています。
全従業員は経営ビジョン、行動指針、各種方針の理解浸透に
努めるとともに、当社グループの一員であることに誇りを持ち、
またその責任を自覚し、公正で透明性のある企業活動を実践し
ます。

当社グループは、「人権の尊重は全ての判断や行動において根
底をなすもの」と考えており、これを全役員、全従業員が順守す
る基本方針としています。そして、サプライヤーを含めたビジネス
パートナーの皆さまにもご理解と順守を期待しています。
日本国内はもとより、世界各国で事業を展開するに当たり、当
社グループは世界人権宣言ならびに労働における基本的原則お
よび権利に関するILO宣言に表明されている国際的に認められ
た人権を尊重します。また、ビジネスと人権に関する指導原則、
安全と人権に関する自主原則、国連グローバル・コンパクトなど
を支持しています。また、各国や地域の法令を順守し、もしそれら
と国際的に認められた人権基準との間に矛盾がある場合には、法
令の範囲内で国際的な人権基準を尊重する方策を追求していき
ます。

人権に関する取り組み

■ 当社グループが重視する人権課題

■ 2020年度の取り組み

① ダイバーシティの推進
② 強制労働の禁止
③ 児童労働の禁止
④ 差別の禁止
⑤ ハラスメントの禁止
⑥ 結社の自由と団体交渉権の承認
⑦ 労働環境の整備
⑧ 土地や水、天然資源の使用
⑨ 先住民の権利の尊重

① 人権デュー・デリジェンスの実施
　 日本国内・海外の関係会社（計241社）に対し、さまざまな
国際基準に基づいたESGに関する設問（約80問）を用いてス
コアリングを行い、人権リスクの特定を実施しています。（2020
年12月完了予定）
　 リスク特定の結果に基づき、リスクの高い事業を中心に対策
を講じます。

② 役員および従業員に対する人権基本方針の浸透
　 人権の基礎知識、ビジネスと人権に関する指導原則、人権侵
害の事例、当社が重視する人権課題などを用いて、 eラーニン
グ形式で実施予定です。（2020年度）

※ 出光グループ　人権基本方針
　　 https://sustainability.idss.co.jp/ja/themes/201

■ 人権デュー・デリジェンス推進の過程
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D&Iの取り組み

■ 今後の60歳以上の社員の制度概要

ダイバーシティ&インクルージョン（D&I）に関する考え方
当社グループは、2019年11月に制定した「ダイバーシティ&

インクルージョン方針」に基づき、経営として取り組む重点課題の
一つとして「ダイバーシティ&インクルージョン（D&I）の実践」を
掲げています。性別や国籍の違い、障がいの有無のみならず、多
様な価値観、キャリア、専門性などを生かして、全ての社員が活
躍できる会社を目指し、「意識改革」「採用」「育成」「制度」の観点
から、さまざまな取り組みを推進しています。

女性社員の活躍推進

シニア世代の活躍推進アンコンシャス・バイアス研修の開催

当社は女性活躍推進をD&I推進の重点施策の一つと位置付
け、女性を含む全ての社員が活き活きと働き、さまざまなステー
クホルダーと新たな価値を共創できる企業を目指しています。女
性社員、会社、それぞれの視点での「ありたい姿」を下表の通り
設定し、さらには女性活躍推進法に基づき、2020年4月に一般
事業主行動計画を策定し、取り組みを推進しています。

当社では612名のシニア世代の社員（60歳以上）が活躍して
います。年齢にかかわらず活躍できる場を提供したいという考え
から、2021年度以降、60～65歳の退職年齢選択制度を導入し、
社員と同等の等級・評価・報酬体系とします。さらに2025年度
には、65歳まで全員が社員として勤務できる制度の導入を予定
しています。
希望就労年齢・形態や就労意欲の多様化を背景に、60歳以

降も一人ひとりが力を最大限発揮でき、満足感や安心感を持って
働くことができる制度へ改定します。60歳以上の社員には、日
常的な協働を通じた後輩の育成、知識・技能の伝承を期待して
います。また、退職後のマネープランなどを学びながら60歳以降
の働き方について自立的に考える機会として、ライフデザインセ
ミナーを2020年度中に開催予定です。

女性社員

■  各職場、会議体などの意思決定の場で、複数の女性
社員が参画し、自分の意見を持って行動している状態

■  年齢、ライフイベントによらず、価値創造に向けてキャ
リアイメージを持ちながら成長している状態

会社
■  性別、年齢、ライフイベントによらず公平に成長機会を
提供するとともに、挑戦を後押しし、成長に応じて公平
公正に評価を実施している状態

※ 出光グループ　ダイバーシティ&インクルージョン方針
　　 https://sustainability.idss.co.jp/ja/themes/200

意識改革 ■  D&I意識向上（アンコンシャス・バイアス研修） P.46

採用・育成
■  採用コンセプト「NEXT BREAKTHROUGH」、コンピ
テンシー開発、選抜研修、海外トレーニー制度、海外・
国内留学制度　など

制度
■  多様な社員の活躍を支援する制度、テレワーク・在宅
勤務拡大、ボランティア休暇など、成果を加味した能力
評価制度

■ 行動計画における数値目標
2023年目標 現状

女性役職者数 46名以上（3.0%） 26名（1.7％）
学卒採用者の女性比率 30%以上 22％
有給休暇取得率 85%以上 69.3%

（2019年4月1日現在）

評価

報酬

福利厚生

退職金 60歳以降の
積み増しなし 同左

2021年度 2025年度予定

60歳未満と
同様の制度 同左

等級

就業条件

60-65歳までの
退職年齢選択制度
（自身で年齢選択）

65歳までの
正社員制度

（全員65歳まで正社員）

■ 取り組みの全体像

アンコンシャス・バイアスとは、誰もが持っている無意識の偏見
のことです。当社グループは、D&Iは一人ひとりの違いや背景な
どを受け入れ、お互いを尊重することが原点であると認識してい
ます。社員一人ひとりがアンコンシャス・バイアスに気付くことで、
相互の理解や職場内のコミュニケーションの向上、イノベーション
が生まれやすい風土の実現を目指しています。その方策の一つと
して、アンコンシャス・バイアス研修を全社展開しています。
2020年6月に役員も含めたトライアルを実施し、 同年11月まで
に、役員・社員など約6,000名がeラーニングを受講しています。

全社員を対象に
継続的な取り組みで定着へ

目指す姿
アンコンシャス・バイアスに

気づく体質
対話・傾聴の文化定着

行動の変容

STEP 1
①

2020年
10、11月

eラーニング

役員、
役職者、
社員

STEP 1
②

2020年
11月以降
対話

ワークショップ
役員、
役職者、
社員

STEP 2
　

2021年
1月以降
研修

役職者

役員、
社員に報告
2021年
3月以降

STEP 3
　

2021年度

eラーニング
など

アンコ
ンシャ

ス・バ
イアス

に気づ
く行動

の変容
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経営資源

障がい者の活躍推進
当社は、障がいのある方も能力を発揮して働くことのできる環
境を整え、機会を提供する取り組みを行っています。本社事業部
門や全国の各拠点での業務に加え、一部の事業所・研究所にお
ける清掃業務や事務サポート、施設内の農園での栽培作業を実
施しています。さらに障がい者の活躍・成長の場を創出すべく、
チーム就労の定着化を進めており、当社への応募者からも好評を
得ています。各部門における障がい者雇用の促進も検討を進め
ており、本社における業務拡大も視野に、今後も障がいのある
方々が誇りを持って、楽しく働くことができる職場づくりや雇用機
会の創出を推進していきます。

外国籍社員の活躍推進
当社では、30名の外国籍社員が活躍しており、彼らが安心し

て仕事に打ち込むことができるための施策の一つとして、外国籍
社員の交流・情報交換の場であるGlobal Nakama Initiative
（GNI）を結成し、自由に意見交換、相談ができる仕組みとして展
開しています。現状、外国籍社員が日本企業で働く上で、考え方
や習慣が日本人と異なることが多くあります。この活動を通じ、日
本での生活や仕事面をサポートしながら、外国籍社員一人ひとり
が働きやすい環境づくりを目指していきます。

仕事と家庭の両立
当社は、両立支援、次世代育成をD&I推

進の重点施策の一つと位置付け、ライフイベ
ントに沿った制度の拡充を進めています。仕
事と家庭（育児・介護）を両立している社員
が働きやすく、やりがいを感じられる職場風
土を醸成することは、全ての社員にとって能
力を最大限に発揮できる環境づくりにつなが
るとの考えから、2020年4月に次世代育成支援対策推進法に基
づく一般事業主行動計画を策定し、さまざまな取り組みを展開して
います。また2012年、2015年には、厚生労働省から子育てサポー
ト企業に認定され、次世代認定マーク「くるみん」を取得しています。

従業員の健康推進
当社グループでは、
行動指針において「す
べてにおいて健康・安
全を優先する」と定義しており、グループ全従業員が心身ともに
健康で活き活きと働くための健康づくりを経営上の課題として位
置付け、健康経営を推進しています。特に、新型コロナウイルス
感染症が収束しない中では、従業員の健康の重要性は高いと認
識し、メンタルヘルスケアのサポートなどを徹底しています。また、
当社は「制度・施策の実行状況」や「組織体制」などが評価され、
経済産業省が特に優良な健康経営を実践している企業を顕彰する
「健康経営優良法人2020」の大規模法人部門に認定されました。

組織・人的資本

基幹人事制度の整備
当社は「人の育成」という経営の目的を実現するために 、 人の

力の無限の可能性を信じ一人ひとりが自身の成長に限界を設け
ず、その能力を最大限発揮するとともに、組織全体、サプライ 
チェーン全体の総合力を高める「人が中心の経営」を支える人事
施策を展開しています。当社が創出する新たな価値を通じて社会
発展に貢献するだけでなく、併せて従業員が自らの人生をより豊
かなものにすることを目指しています。
出光興産・昭和シェル石油の経営統合に伴い、2020年度か

ら基幹人事制度（等級制度、育成・評価制度、報酬制度）を一本
化しています。制度一本化に当たっては、2019年9月から
2020年2月にかけて、国内外の拠点約30カ所で、延べ100回
以上にわたり制度説明会を開催し、直接対話によって社員に制度
を理解してもらい、納得感を持ってもらうよう努めました。また説
明会と併せて、経営ビジョン・中期経営計画に関する意見交換会
も開催し、社長や役員との直接対話を通じて、社員への理解浸透
を図りました。

新しい育成・評価制度は、社員一人ひとりが評価の意味合い
を感じられ、継続的な成長につながるよう設計し、姿勢・職務遂
行を評価する「能力評価」と、成果・貢献を評価する「目標達成
評価」から成ります。評価結果は、次の成長に結び付けるととも
に、報酬（給与・賞与）や人員配置・異動に反映させています。
報酬制度は、安心感、納得感を持って働くことができる制度とし
て設計しています。発揮能力に対して安定的に支給する基本給
と、前年度の業績や貢献に対する賞与（目標達成評価）、各種手
当で構成しています。

人事制度説明会
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DTK
プロジェクト

製造現場の
働き方改革 D&I

新しい働き方
各種施策 など

経営層 従業員
▪Nextフォーラム
▪タウンホールミーティング

■『より良い会社づくり』と『やりがい・働きがい向上』

対話
全ての社員が働きがいを持って、活き活きと働くことができる、

より良い会社の共創を目指し、インナーコミュニケーションの活性
化を図っています。社員と経営層が全社的な課題などに関して直
接対話・意見交換・提案を行う「Nextフォーラム」、業務改革×
社員一人ひとりの働きがい向上を目指す「DTKプロジェクト」、各
部門における取り組みなど、さまざまな施策を展開しています。

職場風土改善・やりがい向上の取り組み

■ 2020年やりがい調査アンケートの結果

■自由記述数
   全回答の50％超の従業員が記載するという非常に高い記載率となっており、本調査に対する従業員の意識の高まりが表れています。

Ｑ．「新しい働き方」ができている　※ 新設カテゴリー設問

■ 好意的回答　■ 中間回答　■ 否定的回答
（単位：%）

70 15 15

実施時期：2020年 7月下旬～ 8月上旬
対　　象：当社および関係会社（31社）の計 11,848名
回 答 率：97.5%

昨年度からの変更点：社会の環境の変化に合わせ、設問に「新しい働き方」カテゴリーを新設し、働き方改革における実践度合い、
メンバーとのコミュニケーションに関連する設問を追加

※ 以下、出光興産本体の結果

■ やりがいを持って働いていると回答した従業員の割合 ■年代別の「やりがい・相互信頼・一体感」カテゴリーのスコア
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アンケート結果を基に、各部門のフォーラム
委員が課題抽出し、Nextフォーラムへ提案

アンケート結果を基に、部門長や人事担当役
職者が、フォーラム委員と連携して課題抽出

Nextフォーラム
（フォーラム委員参加）

全社向けレポート DTKプロジェクト
情報システム関連取り組み
人事関連取り組み

製造現場における働き方改革
新たな取り組み

経
営
委
員
会
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C
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A

C やりがい調査アンケート部門の次年度方針へ
反映自部門経営課題

全社経営課題

調査期間
7月下旬～8月上旬

やりがい調査
アンケート


