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人・組織・文化に関する取り組み

社員一人ひとりが安心・安全な職場環境の中で自発的な
貢献意欲を高め挑戦し活躍できるために
「自律したキャリア
形成」
「 DEIの推進」
「安心・安全な職場づくり」
の観点で取り
組みを推進しています。

DEI（Diversity, Equity & Inclusion）の推進
現在、Panasonic Group DEI Policyを軸に、３つの視点で
DEIを推進しています。１つ目はトップコミットメントです。
これは経営者自らがDEI推進にコミットし、事業戦略に織り
込んで推進することです。2022年よりグループDEI推進委

自律したキャリア形成

員会を開催するなど戦略としての取り組みを加速させてい

当社グループは自ら手を挙げてチャレンジすることを推

きます。また
「企業の重要意思決定機関に占める女性割合の

進しており、日本地域ではグループ内異動や社外留職
（社外

向上」
を目的とした世界的なキャンペーンである
「30% Club

のベンチャー企業等への出向）
、社内複業
（他部門の業務を

Japan」
や、日本に
「LGBT平等法」
を制定するための署名キャ

兼務）といった自発的な挑戦を後押しする仕組みがあります。

ンペーン
「Equality Act Japan」
など社会におけるさまざま

毎年1,000～2,000名の社員が手を挙げ、300～500名が

な活動にも積極的に賛同を表明し支援しながらグループ内

実際にチャレンジしています。事業会社制への移行後も事

の取り組みにも活かしています。

業会社をまたがるグループ内異動
（転籍）は共通の仕組みと
して継続・発展させていきたいと考えています。

DEI推進の３つの視点の取り組み

トップコミットメント
トップコミットメント

そのためのグループ共通の取り組みの一つが、本人と上
司の対話の
「質」
と
「量」
を高めることで社員一人ひとりの成

実態把握・経営幹部の行

動変革、ビジョンの策定、
実態把握・経営幹部の⾏動変⾰、
経営戦略への織り込み 、
長や挑戦を支援する
「A Better Dialogue」
という仕組みで ビジョンの策定、経営戦略への織り込み、
トップコミットメント
トップコミットメント
継続的なトップメッセー
継続的なトップメッセージ
等
ジ 等
す。これは一人ひとりの想いを引き出す1on1 Meetingに加

実態把握・経営幹部の⾏動変⾰、

実態把握・経営幹部の⾏動変⾰、
え、
「キャリア・能力開発」
、
「目標管理」
、
「コンピテンシーレ
ビジョンの策定、経営戦略への織り込み、
ビジョンの策定、経営戦略への織り込み、
継続的なトップメッセージ 等

継続的なトップメッセージ
インクルーシブな等
ビュー」の3つの仕組みで構成されています。2019年に全
インクルーシブな職場環境づくり職場環境づくり
社に導入して以来、1on1の満足度は年々上昇し、2021年度

一人ひとりへの

サポート
⼀⼈ひとりへのサポート

アンコンシャスバイアストレーニ

サポート体制づくり、物理的バリ

サポート体制づくり、
ング、組織開発などによる組織
・
ア解消、
コミュニティ構築、人事
⼀⼈ひとりへのサポート
インクルーシブな職場環境づくり
は日本地域では約77％となっています。
⼀⼈ひとりへのサポート
インクルーシブな職場環境づくり
アンコンシャスバイアストレーニング、
風土課題の把握と改善 等

A Better Dialogue（ABD）

組織開発などによる組織・⾵⼟課
題の把握と改善
等
アンコンシャスバイアストレーニング、
アンコンシャスバイアストレーニング、
組織開発などによる組織・⾵⼟課
組織開発などによる組織・⾵⼟課
題の把握と改善 等題の把握と改善 等
事業部支援コンテンツの活用

ABDアンケートの職場活用
従業員意識調査との連携

ABDコーチ相談窓口

トップからのメッセージ発信

ABDポータルでの情報発信

まだお互いよく知らないけど、
まず1on1を続けてみよう！

だんだん話しやすく
なってきた！

自分って本当は
こうなんだ！

部下の色んな面が
見えてきたなぁ

の制度・仕組み 等
物理的バリア解消、

コミュニティ構築、
サポート体制づくり、
サポート体制づくり、
⼈事の制度・仕組み
等
物理的バリア解消、
物理的バリア解消、
コミュニティ構築、 コミュニティ構築、
⼈事の制度・仕組み⼈事の制度・仕組み
等
等

2つ目はインクルーシブな職場環境づくりです。これは、
部下の夢を
後押ししたい！

多様な個性に気づき、それを活かすマネジメントや組織環
境をつくっていくことです。2021年10月には
「グループDEI

Step1：

フォーラム」
を開催しました。LIVE中継
（約6,700名が参加）

対話を始める
1on1の継続実施

差し障りのない会話
無難な意見

Step2：対話の量を増やす

プライベートの話
悩み、困りごと

信頼関係の構築

日頃のもやもや
本音
これからどうしたいか

Step3：対話の質を高める

部下の成長のための1on1

⇒組織・会社の成長につながる

やアーカイブ映像の配信により、トップメッセージやトーク
セッションを通じて一人ひとりがDEIについて理解・共感を
高め、行動を起こす機会となりました。またアンコンシャス
バイアストレーニングについても各地域で取り組みを行っ

また、社員の自発的な意欲を表す
「社員エンゲージメント」
や
「社員を活かす環境」
「
、個人の尊重」
等に関する一人ひとり
の意識を定点観測する取り組みとして、毎年、グループ全社
員を対象に
「従業員意識調査」
を実施しています。その結果
は職場でのフィードバックを徹底し、人材育成や組織づくり
に活かしており、調査結果は向上しています。

グループDEIフォーラム
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ています。日本においてはすべての事業場でアンバサダー※
を養成し、組織責任者および社員一人ひとりに継続的に展開・
拡大を図っていきます。

安心・安全な職場づくり
安全・コンプライアンスは事業運営の大前提です。労働安

3つ目は一人ひとりへのサポートです。これは、多様な個

全衛生については、モノづくり現場における人や就業形態

性をもつ一人ひとりが、挑戦に向き合えるように支援して

の多様化が進む中、安全に安心して働くことができる職場

いくことで、サポート体制の構築、人事の制度や仕組みの改

環境を目指し、設備安全基準の教育・浸透を通じた設備安

善などに取り組んでいます。例えば北米地域では女性、退

全対策の推進や非定常作業時における安全確保、化学物質

役軍人、LGBTQ、ミレニアル世代、および有色人種などのグ

管理の徹底に継続して取り組んでいます。健康については、

ループを支援し多様な人材の採用や定着、および登用につ

健康経営を実現するための活動として、会社、労働組合、健

なげています。欧州においても人材育成プログラムである

康保険組合が一体となり
「健康パナソニック活動」
を展開し、

Women in Leadershipなど、女性の活躍をサポートする仕

特に適正な生活習慣の獲得が社員の健康とパフォーマンス

組みを展開しています。日本地域においても障がいのある

を高めるとの認識のもと、その啓発と機会提供に取り組ん

社員、外国籍や女性、LGBTQなどのさまざまな属性に応じ

でいます。さらに個人や組織のストレス度を定期的にチェッ

てネットワーキングをつくって活動を展開しています。

クして、職場ごとの改善活動を推進しています。

これらの取り組みの結果や進捗を測定するために、前述

COVID-19対策としては、いち早く職域ワクチン接種に取

しました
「従業員意識調査」
における肯定回答率を重視して

り組み、トップや専門家による啓発を通じてグループ全体で

いきます。従業員意識調査の中でも
「個人の尊重」
カテゴリ

約11万2,000回の接種を実施し、職場や家庭における感染

のスコアにおいては、近年良化傾向にありますが、DEIの取

リスクの低減を図りました。

り組みを着実に推進していくことで、そのほかのカテゴリ、

また、コンプライアンス順守においては、改めて自らの関

特に
「社員エンゲージメント」
「社員を活かす環境」
において

わる事業・地域に関する法規制について正しい知識を身に

は現状のグローバル平均水準から、グローバルトップの水準

つけること、そしてグローバルホットライン
「EARS」
等を活

に到達することを目標とします。

用し問題の早期発見・未然防止について周知徹底を図ると

※アンバサダー
（アンコン社内アンバサダー）
：

同時に、あらゆるハラスメントの根絶に向けた啓発活動を

各職場でアンコンシャスバイアスに気づくトレーニングを実施・展開する
トレーナーのこと。社内公募の上、所定のトレーニングを受講した者を
「ア
ンバサダー」
として社内認定。

強化しています。
また職場での働き方についても継続的に多様化を推進し
ています。日本地域では従来から在宅勤務制度を推進して

従業員意識調査 肯定回答率の推移（グループ全体）

いましたが、COVID-19を契機にIT・デジタル技術を駆使し
た新たな働き方が浸透したことを受け、2021年4月より
「必

グローバル
トップ水準

ずしも出社することを前提としない」
新たな働き方としてリ
モートワーク制度を新設しました。現在、約15,000人がこ
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ベーション向上の観点から、リモートで働く社員の労働時
63

グローバル
平均水準

57

58

の制度を活用しています。同時に、社員の健康維持やモチ

59

間を適切に把握するシステムの構築や組織責任者のコミュ
ニケーションスキル教育などの取り組みについても強化を
行っています。
さらに、人権に関しても、国際規範の順守、とりわけ企業
における強制労働の禁止、児童労働の禁止、差別の撤廃、

社員エンゲージメント

結社の自由、団体交渉権の承認等に対する取り組みについ

社員を活かす環境

て強化していきます。

低い水準

2017

2018

2019

2020

＊
「中立」
および
「否定」
を除く肯定回答のみの率
＊従業員意識調査を実施している第三者機関のグローバルな調査結果による
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