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安全・品質

三菱自動車は、クルマづくりの企業として交通安全への
責任を認識するとともに、過去の品質問題によりお客様や
社会の信頼を損ねたという反省も踏まえて、「道路交通事
故の削減に寄与する製品の提供」をCSR活動における重
要課題として掲げています。
世界では年間約125万人が交通事故により亡くなって

いるといわれています（※）。特に新興国では、クルマの保
有数増加に伴い、交通事故の死者数が増加傾向にありま
す。交通事故削減はグローバルに喫緊の課題であり、国連
の持続可能な開発目標（SDGs）でも「2020年までに、世
界の道路交通事故による死傷者を半減させる。（ターゲッ
ト3.6）」ことが掲げられています。
当社は、交通事故ゼロのクルマ社会に向けた安全理念

を掲げ、安全技術の開発と、交通安全教育・普及の2つの
側面から取り組みを進めています。

当社では、様々な安全技術を製品に反映し、快適かつ安
全なモビリティを提供してお客様に移動における自由や利

便性とともに運転する楽しさを享受いただけることを目指
しています。
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安全への取り組み

安全についての基本的な考え方

安全技術の開発

※：2015年世界保健機関（WHO）調査

車種によって機能が異なる場合があります。

※1： Reinforced Impact Safety Evolutionの略

RISEを採用したエクリプス クロス

クルマに起因する交通事故をなくすためには、究極的に
はぶつからなくすることです。当社ではそれを目指して、各
種予防安全技術の開発・搭載に力を入れ、社会に安全を
提供します。

万一の衝突の際には、乗員が受ける衝撃を緩和し、か
つ十分な空間が確保できる車体構造が重要です。当社で
は、独自の衝突安全強化ボディ「RISE（ライズ）」（※1）を
採用し、前面、側面、後面の全方位での衝突安全性能を向
上させています。
例えば2018年に発売した『エクリプス クロス』の場合、

車体前後にはストレートフレーム構造を採用し、効率よく
エネルギー吸収できる構造となっています。客室（キャビ
ン）部分は、変形を抑えるため高張力鋼板（ハイテン材）を
多用し、乗員の安全性を確保しています。
『エクリプス クロス』は、世界各地の安全性能評価にお
いて、最高評価となる5★を獲得しています。

当社は、電波レーダーやカメラなどによって、安全かつ
快適なドライブをサポートする予防安全技術「e-Assist

（イーアシスト）」の搭載車種を増やしています。
e-Assistは、以下のような機能のいずれか、もしくは複
数から構成されており、ドライバーの安全な走りをアシス
トします。

“ぶつからない”予防安全技術

“人を守る”ボディ構造

◆ e-Assist（イーアシスト）

機能名 概要
衝突被害軽減
ブレーキシステム

前方車両や歩行者を検知。衝突の危険があるときは、警報や自動ブレーキで
衝突被害を軽減、または衝突を回避します。

車線逸脱警報
システム

前方の車線位置を常に監視。車線を外れそうになると、ドライバーに警報で
注意を促します。

レーダークルーズ
コントロールシステム

先行車の減速・停止に自動追従。設定した車間距離を保ち、追突の危険性を減ら
します。

誤発進抑制機能 前進時および後退時、シフトやペダルの操作ミスによる急発進を抑制します。
オートマチック
ハイビーム

対向車や先行車の有無、道路周辺の明るさなどにより、ロービームからハイ
ビーム、ハイビームからロービームへの切り替えを自動的に行います。
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安全への取り組み

※2：New Car Assessment Programの略称。各国・各地域の第三者機関が行う、
自動車の安全性を試験・評価するプログラム。

当社は、歩行者に対する安全性も追求しています。事故
の際に、歩行者頭部の傷害を低減するためにボンネット部
やカウルトップ、ワイパーなどにエネルギー吸収構造を採
用しています。また、歩行者の脚部を保護するエネルギー
吸収構造をバンパーフェースやヘッドランプなどに採用し
ています。

◆ 社外からの主な評価 『エクリプス クロス』

地域 年月 名称 評価

欧州 2017年11月 2017年
Euro NCAP（※2） 5★

豪州・
ニュージーランド 2017年12月 2017年 ANCAP（※2） 5★

アセアン地域 2018年  1月 2018年 ASEAN NCAP
（※2） 5★

中南米地域 2018年  6月
2018年 Latin NCAP
（※2）
（成人乗員保護評価）

5★ ◆ 対象車種（2018年8月末現在）

種別 サポカー サポカーSベーシック サポカーSベーシック＋ サポカーSワイド
車種名 RVR

ランサーカーゴ
ミラージュ
タウンボックス
ミニキャブ

eKスペース アウトランダーPHEV
アウトランダー
エクリプスクロス
eKワゴン
eKカスタム
eKスペース
eKスペースカスタム
デリカD:2
デリカD:2カスタム

TOPICS

セーフティ・サポートカー（以下、サポカー）は安全運転をサポートする先進技術を搭載したクルマです。高齢運転者を含め
たすべてのドライバーによる交通事故の発生防止・被害軽減対策の一環として、国が推奨する新しい自動車安全コンセプトで
す。搭載機能に応じて「サポカー」「サポカーS（ベーシック、ベーシック＋、ワイド）」に区分されます。 当社は、サポカーのライン
ナップを拡大しています。

このうち、『アウトランダーPHEV』『アウトランダー』については、独立行政法人自動車事故対策機構（NASVA）が行った平成
29年度「自動車アセスメント」の予防安全性能評価において、最高評価の「ASV++」を獲得しました。

「サポカー」対象車の拡大
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交通事故の原因の半数以上はドライバーや歩行者など、
「人」に起因するものだと考えられています。当社では、社
会全体の安全意識を高め、間接的に交通事故削減を達成す
るために、交通安全の教育・普及に取り組んでいます。
具体的には、「face-to-face」と「教材提供」「情報発信」

の3つを大きな柱としています。

face-to-face
情報発信教材提供
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安全への取り組み

交通安全の教育・普及

参加者の皆様と一緒に考え、一緒に学び、一緒に楽しみ
ながら運転のコツやクルマ
と安全などについて学ぶド
ライビングスクールを開講
しています。

事業所周辺の主要道路交差点で、早朝の交通安全立哨
を行っています。2017年度は、社員延べ1,644人が43回
活動をしました。
また、岡崎地区の社員で構成する「三菱自動車セーフ
ティドライバーズクラブ」ではクラブ会費の中から50万円
を「東海交通遺児を励ま
す会」に寄付し、子どもた
ちの自立や交通安全推進
などを支援しています。

子どもたちが交通安全に関するルールやマナーを分か
りやすく学べる「交通安全絵本」（全6巻）を国内事業所近
隣の小学校や幼稚園などに寄贈しています。2017年度は
528冊、2010年7月から累計4,866冊を寄贈しました。

クルマをより安全にお使いいただくために、特に注意し
ていただきたい装備の操作方法などを紹介しています。 

2018年8月、小学生の自動車産業学習の参考としてご
用意しているウェブサイトをリニューアルし、日常生活に
おける歩行中や自転車乗車中などの場面での注意事項を
楽しみながら学習できるコーナーを新設しました。

【face-to-face】クルマの学校

【face-to-face】事業所地域における交通安全活動

【教材提供】交通安全絵本プロジェクト

【情報発信】交通安全情報の発信
意外と知らないクルマの安全ガイド

【情報発信】子ども向け交通安全情報の発信
「なぜなぜクルマづくり調査団」

詳しくはこちら
WEB  http://www.kurumano-gakko.com/

詳しくはこちら
WEB  http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/safety/popup/

index.html

安全運転の教育・普及

http://www.kurumano-gakko.com/
http://www.kurumano-gakko.com/
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/safety/popup/index.html
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/safety/popup/index.html
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安全・品質

三菱自動車では、お客様の購入検討から車両の保有
期間、すべての段階で品質を向上させるため、「製品品質」
「感性品質」「セールス品質」「サービス品質」の4つのカ
テゴリーの品質を柱に改善の取り組みを行っています。
「製品品質」には、お客様が新車を購入されてからすぐ
に経験される初期品質と、末永くお使いいただく中での耐
久品質があります。当社は、複数の部門が連携する品質改
善活動をグローバルに展開して初期品質と耐久品質の両
方の向上に取り組んでいます。また、市場において発生す

る様々な問題やお客様から寄せられる声を真摯に受け止
め、迅速に改善につなげていく体制を強化しています。
お客様が商品を“見て・触って・使ってみて”感じる使

い勝手や心地よさ、見た目の良さなど、感性で受け止める
「感性品質」の向上にも取り組んでいます。
お客様と接する販売会社での「セールス品質」や「サー

ビス品質」は、お客様の声を確実に聞き取り、ご要望に
沿った提案や対応によりお客様がご満足いただけるよう
日々改善を行っています。
すべての段階においてお客様にご満足いただけるよう、
お客様視点でトップレベルの品質を目指します。

当社では開発担当副社長を議長とする「クオリティ・スト
ラテジー・コミッティ（Quality Strategy Committee）」
を設置し、品質戦略に関する議論を定期的に行っていま
す。品質改善の各施策の進捗状況については月次で確認
を行い、目標の達成に向けて問題の解決を図っています。
また、これらの取り組みをCEOなどの経営トップ層と共有
するために品質セミナーを半期に一度開催し、レビューを
受けています。
さらに、販売店から寄せられるお客様からの不具合情
報などへの対応については日次で検討会を開催し、対策
を決定しています。
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品質への取り組み

方針 マネジメント体制

Perceived Quality
感性品質

Initial Quality
初期品質

Durability Quality
耐久品質

Service Quality
サービス品質

Sales Quality
セールス品質

Reject
不購入

Purchase
購入

Ownership Cycle
保有サイクル

Retention
再購入

Outflow
他ブランド流出



【ご相談件数（約38,000件）】

【お問い合わせ内容の内訳】

【ご意見・ご指摘内容の内訳】

お問い合わせ
86%

サービス関連
（リコール・点検・
修理ほか） 37%

品質関連
39%

サービス
関連
23%

燃費試験関連 5%

商品関連 10%

その他
23%

車両本体関連
（仕様・装備ほか）

41%

燃費試験関連 5%

カタログ請求 2% その他
15%

ご意見ご指摘 14%
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「製品・アフターサービスを通じて、独創的な商品と優
れたサービスにより、お客様に新たな体験を提供し、ご満
足いただくこと」が三菱自動車グループの使命です。その
ため、国内外の販売会社やお客様相談センターに寄せら
れた貴重なお客様の声を収集・分析し、品質・開発・生産・
営業・サービス部門が一体となって品質向上に積極的に
取り組んでいます。

販売会社では、不具合事象や発生した状況などをお客
様から具体的に伺っています。これらの情報が販売会社か
ら提供されると、品質部門が中心となって関連部門や販
売会社と共有する体制になっています。
また、修理データの収集・分析にも新たな分析システム
を導入するなど力を入れています。特定の車種で発生して
いる、お客様からの不具合のご指摘（品質情報）や修理の
実績を分析することで、早期に不具合を認知して対策を
講じるなど、品質改善につなげています。

お客様相談センターでは、土日祝日を含めご相談を受
け付けています。寄せられた様々なお客様の声はデータ
ベースで管理しており、社員はそのデータベースを用いて
お客様の声を検索・閲覧することができます。品質・不具
合に関するご指摘については、販売会社と連携してお客
様の問題解決に対応し、さらに品質改善にも活用していま
す。また、商品性や仕様に関するご意見・ご指摘について
は、関連部門と共有し、さらなる商品力の向上につなげて
います。寄せられた声の中から重要情報などトピックとな
るものは、経営幹部へ定期的に報告しています。
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お客様の声の活用

お客様の声による品質改善
お客様相談センターの取り組み

お
客
様（
国
内
外
）

販
売
会
社

（
国
内
外
）

サービス
部門

お客様相談センター

サービス
部門

品質
部門

品質
部門

開発
部門

開発
部門

生産
部門

◆ 2017年度お客様相談センター受け付け状況

連
携

連
携

連
絡連絡

連
携

連
携

品質への取り組み
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安全・品質

社員一人ひとりのレベルアップのために、デザインレ
ビュー研修など社内品質教育カリキュラムの実施や品質
工学習得者の拡大により開発力の強化を図っています。
また、2014年度から全事業所において品質フォーラム
を実施しています。2017年度は、“すべてはお客様の満足
のために”をテーマとして製品品質・感性品質・セールス
品質・サービス品質の向上に焦点を当て、各本部の取り組
みを紹介・共有し、全社員の品質マインドを醸成する場と
位置付けて開催しました。

また、実際の「お客様の声」を聞くことで社員一人ひとり
がお客様のニーズを考える啓発活動として「お客様の声
講座」を2010年度から開講し、消費者志向のさらなる浸
透を図っています。受講者数
は、2010年度の130人から
徐々に増加し、2017年度は
3,000人を超える社員が参加
しました。

初期品質ならびに耐久品質に関する不具合について
は、これまでに取り組んでいる安全性にかかわる対応に
加えて、安全性以外の不具合についても重点管理対応す
ることがお客様満足の改善に不可欠であるとの認識か
ら、取り組みの範囲を拡大しました。販売から3ヶ月および
12ヶ月以内に発生した不具合に着目し、目標を設定して
改善に取り組んでいます。特に、開発および生産部門との
連携により解決までのスピードアップを図り、お客様から
のクレームの低減にもつなげています。
また、不具合ではないものの、お客様のご不満となって
いる事象の解決を新型車の開発において実施するプロセ
スを、新たに導入しています。

お客様のご購入検討時点はもとより、カーライフにご満
足いただけるよう、お客様の感性を重視した品質の向上
に取り組んでいます。

新型車両の初期品質の向上を目指し、量産開始前段階
より、開発・生産・サービス・品質・購買など各部門の社員
が一堂に会し、発生した問題に対して対策を即断即決、実
行するクロスファンクショナルな「大部屋活動」を実施して
います。2013年度に発売した『eKワゴン』から始めた同活
動では、迅速に不具合情報を収集し、対策を決定すること
で初期品質向上の効果が認められました。
海外では、ミツビシ・モーターズ（タイランド）・カンパ

安全性にかかわる不具合によりリコールなど市場対応
が発生した場合、お客様にその情報を速やかにお伝えす
る体制を整えています。対象車をご利用のお客様にはダイ
レクトメールなどで通知し、早めに販売会社にて点検・修
理（無償）を受けていただくようご案内しています。また、リ
コールの該当有無や修理実施状況をお客様ご自身でご確
認いただけるよう、当社ウェブサイトに情報を掲載してい
ます。

ニー・リミテッド（MMTh）で2014年度に生産を開始した
『トライトン』から同活動を開始し、2017年にはインドネ
シアの生産合弁会社、ピーティー・ミツビシ・モーターズ・
クラマ・ユダ・インドネシア（MMKI）で生産する『エクスパ
ンダー』に適用し、着実に効果が出ています。
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品質マインドの醸成

生産段階での品質向上

リコールなど市場対応発生時のお客様対応

◆ 品質フォーラム参加者

2014年度 2,324人

2015年度 3,590人

2016年度 開催見送り

2017年度 2,809人

製品品質の向上

感性品質の向上

リコール情報の詳細はこちら
WEB  http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/recall/

品質への取り組み

お客様の声講座の開催

http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/recall/
http://www.mitsubishi-motors.co.jp/support/recall/
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安全・品質

当社はグローバルにお客様に支持・共感していただける
ブランドになるため、トップレベルのお客様満足度を得る
ことを目指し、販売会社とともに取り組んでいます。

2017年度は、お客様満足向上に向けた目標設定から取
り組み評価までのPDCAを、マネジメントプロセスとしてグ
ループで共通化すべく整備してきました。2018年度より
主要なマーケットに順次導入していきます。また、店舗オ
ペレーションに関する標準を整備し、ショールームの装備
やセールスプロセスの改善により、高品質な店舗環境でよ
り良い顧客体験を提供するとともに、ブランドイメージ向
上の実現を目指していきます。

お客様との接点である販売会社のサービス現場におい
ては、クルマの購入時からカスタマーファーストの視点で
最高の「サービスの品質」をお届けすることが重要です。
当社は国内外の販売会社と連携し、お客様の声を確実

に聞き取り、ご用命にお応えし、お客様に満足いただける
よう、日々現場における対応力（コミュニケーションや技術
力）の改善に努めています。

国内の販売会社では、お客様のニーズに沿った提案と
新しい商談体験の提供を目指す取り組みとしてITを活用
した商談スタイルを推進しています。例えば、タブレット端
末を導入し、視覚的に分かりやすい商品説明に努めるとと
もに、ご来店いただいたお客様にタブレット端末で応対品
質に関するアンケートにお答えいただき、タイムリーな改
善につなげるようにしています。また、お客様満足度の向
上につながった好事例を全国の販売会社と早期に共有す
ることで、さらなる満足度の向上を図っています。

加えて電動車の本格的な普及に向けて、電動車の意義
と価値を多くの方に感じていただくためのプレゼンテー
ションツールやデモンストレーションコーナーを備えた次
世代型の店舗「電動DRIVE STATION」の導入を順次進め
ています。

製品およびサービスの情報とラベリングの表示ならび
に提供は、それぞれの国・地域の規制や法律を遵守し、適
正な表示となるよう努めています。

国内においては、2016年の燃費・排ガス試験における不
正行為を受け、社内体制やカタログ制作要領などの工程を
見直し、整備しました。年2回開催されるコンプライアンス
委員会においては、「景品表示法」を含む各種法令について
の周知・啓発を実施し、その概要を内部統制委員会（委員
長：CEO）に報告しています。2017年度の活動実績として、
主に役員・管理職を対象にしたeラーニングを6～7月に、国
内営業と開発の社員を対象として、自動車公正取引協議会
から招いた講師による講習会を11月に実施しました。
また、カタログ制作段階においては、制作要領を社業務
標準として新たに整備・制定し、適正な表示となるよう複
数の部門で点検を実施しています。

海外のお客様にご満足いただくためには、各国・地域
の販売会社（ディストリビューター）との協働が欠かせま
せん。当社は、販売会社に対し、適切な製品情報を日々提
供するとともに、現地のお客様の声も吸い上げています。
ときには各国を訪問し、対面でのコミュニケーションによ
り市場情報や商品要望などを直接お聞きした上で、改善
スピードの向上を図っています。
また、欧州・アセアン・中東など地域ごとの定例会議や、
世界中の販売会社が一堂に会する「グローバル・ディスト
リビューターズ・ミーティング」を毎年開催し、販売会社
同士の一体感の醸成や、販売戦略・最新製品情報・お客様
満足向上の好事例などの共有に取り組んでいます。
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国内の販売会社との協働

製品・サービスへの適正な表示

海外の販売会社との協働

セールス品質の向上

サービス品質の向上

品質への取り組み

「電動DRIVE STATION」についてはP.45 「販売店での取り組み」をご参照ください。
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当社では、技術伝達を目的として、新興国に日本の技術
優秀者を派遣して技術指導を行う「キャラバン活動」を展
開しています。現地のサービススタッフを実地教育し、グ
ローバルに技術力の向上を図っています。2017年度は、
インドネシア、マレーシア、ブラジル、ロシアなど、8ヶ国に
18人を派遣して実施しました。
また、隔年で「サービス技術コンテスト世界大会」を開
催しています。前回（2016年11月）は、各国・地域のコン
テストを勝ち抜いた中国、タイ、ロシア、インドネシア、チ
リ、ニュージーランドなどの23ヶ国から集まったサービ
ススタッフが作業の正確さや速さを競いました。次回は、
2019年2月の開催を予定しています。

海外におけるサービス技術の継承

品質への取り組み

キャラバン活動の様子

サービススタッフの点検整備技術の向上と継承は、お
客様の満足に直結する重要な取り組みです。
販売会社のサービススタッフを対象に、当社独自のサー

ビス技能資格制度を設け、その取得を奨励しています。そ
の上で、隔年で「サービス技術コンテスト」を開催し、全国
の販売会社スタッフが腕を競う場をつくることでさらなる
技術向上を促しています。2017年度は、2018年2月に全
国大会を開催し、地区大会を勝ち抜いた51人の選手が技
術を競いました。なお、全国大会で優勝したメカニックと
サービスアドバイザーは、後述の「サービス技術コンテス
ト世界大会」に日本代表として参加します。
さらに全国に7拠点あるテクニカルセンターでは、技術
連絡会・勉強会の開催や、当社技術スタッフによる販売会
社訪問を通じ、高難度修理やお客様への迅速な対応をサ
ポートしています。

国内におけるサービス技術の継承

電動車を推進する会社として、サービススタッフの電
動車に対する知識およびその整備などの技術向上を目
的に、国内電動車資格制度を設けています。資格は1級
～3級を設定し、最上級となる1級は、高度な電動車の
知識と整備技術力、お客様対応力を持ち合わせることを
認定の条件として「電動DRIVE MASTER」の称号を付
与しています（2017年度末時点で100人に付与）。今後
も、国内販売店全店舗へ「電動DRIVE MASTER」を配置
する取り組みを進めていきます。

TOPICS

サービススタッフの電動車資格制度

「電動 DRIVE MASTER」が在籍することを示す
店頭表示用ステッカー
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TOPICS

国・地域ごとに多様な文化や価値観の存在するイン
ドネシア市場において、2017年は現地卸売販売会社ミ
ツビシ・モーターズ・クラマ・ユダ・セールス・インドネシ
ア（MMKSI）が同国セールス満足度評価第1位（※1）を
受賞し、全6項目（※2）で最高評価となりました。
各ディーラーがお客様ごとにきめ細かい対応を行っ

てデリバリータイミングを改善したり、調査会社を起
用してディーラーごとに月次セールス満足度調査と
PDCA活動を行ったことにより、セールス品質の向上に
つながったものと考えています。

インドネシアで、セールス満足度評価第1位を受賞

※1：J.D.パワー社による2017年インドネシア自動車セールス満足度（J.D. 
Power 2017 Indonesia Sales Satisfaction Index StudySM、略称
SSI）調査。2016年9月から2017年7月に新車を購入した2,476人の自
動車保有者を対象に2017年3月から9月にかけて調査を実施。 

※2：Delivery timing, delivery process, salesperson, sales initiation, 
dealership facility, and deal.

安全・品質 品質への取り組み

品質の取り組み結果は、市場調査会社であるJ.D.パ
ワー社の調査を一つの指標として捉えています。この調査
結果をふまえて課題を分析し、品質改善の取り組みにつ
なげています。

第三者評価

　 J.D.パワー社による調査結果（2017年度の主な実績）

製品品質 「IQS」
（初期品質）

インドネシア：1位
SUVセグメントの『パジェロス
ポーツ』

セールス
品質

「SSI」
（セールス満足度）

インドネシア、
台湾：1位

サービス
品質

「CSI」
（サービス満足度）

ドイツ：1位（ボリュームブラン
ド部門）
ブラジル、マレーシア：2位
タイ、フィリピン、メキシコ：3位
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従業員

三菱自動車は、環境の変化が大きい自動車業界の中で、
「持続的成長」と「企業価値の向上」を実現していくため、お
客様に積極的に選ばれるクルマづくりを推進していきます。
その実現の鍵を握るのが「人」であり、一人ひとりがやり
がいを持って働き、自身の能力を存分に伸ばし、発揮する
とともに、人権に配慮し、多様性を尊重しあうことができ
る環境をつくり上げていきます。

人事部門には各部署を担当する「ビジネスパートナー」
を置いています。ビジネスパートナーの役割は、各職場の
悩みや課題の解決サポートと各職場の意見を吸い上げて
人事施策に反映していくことです。活動の質の維持・向上
を狙いとして、メンバーによる学習会などを定期的に実施
しています。 2018年度は20人のビジネスパートナーが
各部署と連携して活動しています。

事技系列（※1）の新制度は、評価制度のみ改正を行いま
した。評価制度改正は、「組織としての目標の共有とその達
成への意識喚起」や、「評価・処遇への透明感・納得感の醸
成」、「共通の価値観の浸透」を図るために、コミットメント＆
ターゲットおよびMMC WAY体現度評価を導入しました。
技能系列（※2）についても同様に評価制度のみ改正し、

コミットメント＆ターゲットおよびMMC WAY体現度評価
を導入しました。

系　列 項　目 目的・制度概要

事技系列（※1）
昇進運用 直近3年間による評価および上位職務区分に求められる能力・スキル要件「クオリティゲート（※3）」と自発

的な貢献や資格などのスキルを加点的に評価する「クレジット」により昇進を判定。

階層別教育 昇進要件と階層別教育を連動させることにより、社員制度・教育研修の両面から人材育成をサポート。

技能系列（※2）
マイスター制度 極めて熟練度の高い技能を保有し、横断的な課題解決・工法改善・後進育成に貢献している人材を「マイス

ター」として認定。製造現場の改善活動の推進と人づくりを支える"親方"を育成。

役付手当の増額 役職者が担う役割・責任の重さに対して、より手厚く報いることを目的に、役付手当を増額。

2017年6月から統括専門職（管理職）の人事制度を改
定しました。制度改定の狙いは、①組織目標の共有と達成
責任の醸成、②目標達成に対するインセンティブの強化、
③社員に求められる思考・行動様式の徹底、④実力に応じ
た登用による組織の活性化、以上の4点です。この狙いを
実現するためのマネジメント強化のツールとして「コミッ
トメント＆ターゲットによる目標設定・評価」および「MMC 

WAYの体現度合いによる評価」を導入しました。
「MMC WAY」とは当社社員として実践しなければなら
ない、必要最低限の「心構え」や「行動」を具体的にかつシ
ンプルに6つのキーワードにて策定した行動指針です。
また、一般社員の人事制度についてもいままでの「もの
づくり力の伝承と強化」および「成長とやりがい」のコンセ

プトに加え、「組織として目標を共有し、達成していく動
き」の強化、および社員が一体感を持って業務に取り組む
ための「共通の価値観」の浸透を目指し、2018年度から評
価制度を改正しました。統括専門職（管理職）同様に、「コ
ミットメント＆ターゲットによる目標設定・評価」および
「MMC WAYの体現度合いによる評価」を導入しました。

実効性ある人事施策づくりと浸透活動

一般社員制度改正の概要
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キャリア育成と評価

基本的な考え方・方針 社員制度

※1：事技系列とは、事務技術上の実務経験や専門知識にもとづき、企画・調整・研究・調査・折衝・指導・指揮・取りまとめなどを行う者。
※2：技能系列とは、直接生産作業またはその補助業務を行う者のほか、それらの指導・監督にあたる者。
※3：クオリティゲートとは、個人の次のステップ（職務区分、一般でいう昇進）に必要な能力・知識・スキルの習得状況を客観的に判定する仕組み。
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従業員
キャリア開発にあたっては、社員一人ひとりが業績や能
力、ライフプランにもとづいて主体的に目標を持ち、能力
向上につなげられる仕組みを整えてきました。
人材育成については目指すべき姿として「教育の柱」と

「育成目標」を設定しました。「教育の柱」は会社人生を通
じて身につけ、行動発揮するべき要素と位置付け、全社員
にとって重要な価値観である三菱三綱領・企業ビジョン＆
ミッション・MMC WAYをベースに教育体系の「柱」を策定
しました。また、「育成目標」では職務区分ごとの目指すべ
き姿をよりイメージしやすく、継続的な教育を行っていく
上での目標として作成しました。
キャリア開発の具体的な進め方としては、社員が自己の
キャリアを棚卸し、将来進みたい方向と中・長期的なキャ
リアデザインを記載するキャリアデベロップメントプラ
ンにもとづき、毎年上司との面談を行います。これを通じ
て、自身の課題を客観的に把握し、納得感と高いモチベー
ションを持って自らのキャリア形成を進めることを目指し
ています。
キャリア開発に関する上司との面談実施率は事技系列
社員で約70％です。
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キャリア育成と評価

当社社員として実践しなければならない、必要最低限
度の「心構え」や「行動」を具体的かつシンプルな6つの
キーワードにまとめました。

5月に前年度結果を社員（本人）に通達すると同時に
（フィードバック面談）、今年度の目標設定を実施します。
MMC WAY体現度評価は普段から行動観察を行い、コミッ
トメント&ターゲット評価は7月までに目標を確定し10～
11月に期中面談を行います。なお、翌年3月に自己評価を、
4月に一次評価・二次評価・最終評価を行い、年間評価を確
定します。

評価基準：MMC WAY 評価プロセス（一般社員）

※4：目標設定は、フィードバック面談時（5月）に行います。組織目標確定後に目標変
更する場合は、追加で面談を実施し目標変更を反映します。

5月

5～7月

3月

10～11月

4月

フィードバック面談

MMC WAY
体現度評価

コミットメント&
ターゲット評価

行動観察

自己評価

一次評価

二次評価

最終評価（本部単位評価会議）

年間評価確定

個人目標設定
（目標設定面談（※4）・
グループ目標設定会議）

期中面談

自己評価

一次評価

本人・
一次評価者

評価者

本人・
一次評価者

一次評価者

本人・
一次評価者

本人

一次評価者

部長

本部長・部長

人事労政部

Cross-functional
組織を越えて協力する

Transparent
状況を明らかにして分かり易く説明する

Look outward
外に出て外に学ぶ

Commit
必達目標を定量的に約束する

Challenge
価値創造のために自ら困難な仕事を引き受ける　

Perform
スピード感をもって具体的な成果を上げる　

Mindset  心構え　

Actions  行動　
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キャリア育成と評価

当社は役割・貢献度や役職者が担う役割・責任の重さ
に対して適正に報いることができる報酬制度を導入し、さ
らなるキャリアとモチベーションの向上が図られるよう配
慮しています。昇給は、定期昇給およびキャリア向上に応
じた昇給を併用しています。

また、給与水準については国内外とも現地の法令を遵
守した上で、業界水準を考慮し職務区分に応じて決定し
ており、個々の法人内で、人種や国籍、性別などを理由に
給与格差が生じることはありません。

現地雇用に関する考え方

公正な給与体系

初任給 高卒事技 163,500円
高卒技能 169,500円
高専 183,200円
短大 168,000円
大卒 207,000円
院卒（修士） 229,000円
院卒（博士） 263,000円

全従業員の平均給与 （年収） 7,209,000円
男性の給与に対する女性の
給与の割合 0.78

業績連動報酬の比率 部長 ：最大で年俸の35％
担当部長    ：最大で年俸の25％
マネージャー ：最大で年俸の20％

三菱自動車では、新入社員から部長クラスまで、体系的
な人材育成が図れるよう、教育体系を整備しています。教
育体系では、三菱グループ共有の経営理念である「三綱
領」と当社の「企業ビジョン・ミッション」、日々の業務の方
向付けとなる「MMC WAY」の3つを教育の柱とし、これら
を実現するために必要な能力やスキルを明確にしていま
す。また、職務区分ごとに求める人材像を設定し、両者をも
とに具体的な個々の研修カリキュラムを作成しています。
人材育成に関しては、社員は毎年行う上司との面談の

中で、各人の将来のありたい姿についても話し合います。
将来像を上司・部下で共有することで、より理解を深めた
人材育成が実現されることを意図しています。

当社では、社員の職務区分に応じた研修カリキュラムに
とどまらず、eラーニングも活用した全社員向け研修や、希
望者が自主的にプログラムを選択して受講する選択型研
修など、社員向けに様々な研修プログラムを用意していま
す。

また現在、研修プログラムの充実にも重点的に取り組
んでいます。2017年度も、複数の新しい研修の導入や、既
存の研修プログラムの強化・内容の見直しなどを行いまし
た。

人材育成に関する考え方 ① 目指すべき姿 「教育の柱」と「教育目標」を設定

② 研修（Off-JT） 研修の充実、クオリティゲート（※1）の設定

③ 人材育成体制 研修に職場（上司）をいままで以上に巻き込
み、「上司と部下がともに成長する風土」へ

④ 職務経験（OJT） ①～③を通じて全社員の能力・スキルの底
上げを担うことで、より効果的なOJTを実施

※1：個人の次のステップ（職務区分）に必要な能力・知識・スキルの習得状況を客
観的に判定する仕組み。

研修体系と研修実績

◆ 2017年度の研修実績

年間受講者数（延べ） 18,920人

従業員1人あたりの受講時間 10.9時間

従業員1人あたりの研修費用 30,182円

研修および教育
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研修および教育

◆ 三菱自動車の人材育成体制図

※2：当初予定していたビジネス交渉力を含め、M2昇進候補者研修の一部を2019年度より強化研修として実施する。
※3：キャリア採用者は､入社3年目研修に相当するビジネス基礎力フォロー研修の受講対象とする。
※4：2019年度、※5：2020年度よりそれぞれ導入予定。　※6、※7：入社3年目研修、新入社員研修のプログラム内でそれぞれ実施。

凡例： 新規実施

職務区分
（求める人材像）

階層別教育
全階層共通

グローバル

昇進者研修 強化研修 昇進候補者研修 キャリア
採用者 マインド/スキル 英語

M1
（変革のリーダー）

M1昇進者研修

M2
（マネジメントのプロ）

M2昇進者研修

組織変革
リーダーシップ研修

M1昇進候補者
研修

指導専門職
（実務のリーダー）

指導専門職
昇進者研修

19年度実施予定
（※2）

M2昇進候補者
研修

主担当職
（業務推進の
キープレイヤー） 主担当職

昇進者研修

グッドファシリ
テーター養成研修

グッドコミュニ
ケーター養成研修

指導専門職
昇進候補者研修

担当職
（担当業務のプロ）

新入社員研修

入社3年目研修
（※3）

入社2年目研修

グローバルコミュニケー
ション研修（※6）

グローバルマインド
セット研修（※7）

業務職
（効率的な業務遂行）

新入社員研修

入社3年目研修
（※3）

入社2年目研修

グローバルコミュニケー
ション研修（※6）

グローバルマインド
セット研修（※7）

キ
ャ
リ
ア
採
用
者
教
育

異
業
種
交
流
研
修

社
内
連
携
研
修（
３
Ｊ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
）

エ
ン
ジ
ニ
ア
研
修

グ
ロ
ー
バ
ル
タ
レ
ン
ト
研
修

グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
研
修（
※
５
）

グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
ス
キ
ル
研
修（
※
４
）

海
外
派
遣
前
研
修

自
己
啓
発
英
会
話
ウ
ィ
ー
ク
リ
ー
ク
ラ
ス・自
己
啓
発
Ｓ
ｋ
ｙ
ｐ
ｅ
英
会
話

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ  

７
０
０
以
上

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
プ
ロ
グ
ラ
ム

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ  

３
０
０
〜
７
０
０
未
満

今後も研修内容のさらなる充実を図っていく予定です。
そのため、他社での教育事例や受講者およびその職場の
ニーズなどを取り入れながら、継続的に改善に取り組んで
いく考えです。

仕事の成果は、自分以外の人に貢献することで、初めて
価値が生まれます。｢自分の仕事は本当に価値を生み出し
ているだろうか、自分の周囲の人やお客様の求めるものに
合っているだろうか｣と、後工程からの目線で自分の仕事
を点検し続ける人を育てる取り組みを進めています。

部門間の連携やリーダーシップの強化を狙った「社内
連携研修」にも力を入れています。例えば、管理職対象の
自主参加型研修として、職場の枠を越えて集まったメン
バーによる問題解決型研修を行っています。この研修で
は、各職場が抱える課題をテーマとして、参加者全体で解
決策を立案します。このような研修に繰り返し参加させる
ことで、部門の壁を超えた社員同士の連携を強化すること
や社員の視野を広げて職場マネジメント能力と問題解決
能力を高めることを狙っています。

お客様視点に立って

社内連携研修の実施
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研修および教育

当社では、改正高年齢者雇用安定法施行に合わせて60

歳以上の定年退職者の再雇用を推進し、熟練者の技術や
知識の着実な伝承を図っています。
また労働組合との共同事業の一つとして、50歳以上の

社員を対象に定年後の生活設計のアドバイスなどを行う
「グッドライフセミナー」を定期的に開催するなど、生涯
キャリア開発の支援にも取り組んでいます。

海外での生産・販売台数の増加にともない、世界的な視
点で考え、活躍できる人材を育成する取り組みに力を入れ
ています。
海外との連携には欠かせない英語力について、計画的

に向上を図る研修を用意しています。初・中級者には基礎
力向上のための、上級者には実際のビジネスシーンで使
える実践力向上のための各種の研修を設けています。さら
に英語圏以外の国への駐在予定者には、第二外国語クラ
スとして、現地語の研修も用意しています。
また、語学研修のほかにも、社員のステップアップを図

る研修の一環として、新たに、海外工場を訪問して工場見
学や現地スタッフと意見交換を行うカリキュラムをスター
トさせています。さらに、海外子会社でのトレーニングプロ
グラムも計画しています｡

グローバル人材育成

生涯教育の支援

◆ 2017年度の「グッドライフセミナー」

開催規模 全社で4回実施

受講者総数 合計で約80人

当社はCSR活動の一環として、2007年より海外実習
生を受け入れています。

2018年5月時点、岡崎製作所に在籍するフィリピン
技能実習生65人のうち、溶接職種の33人が計画とは
異なる実習作業を行っており、技能実習法に適合して
いないことが判明しました。本件は、法令遵守の感度に
欠ける事案であり、かつ問題認識後の対応の遅れは、
当社の業務品質の低さを示したものです。今後、改善に
努めてまいります。

海外研修生の受け入れについて

労使関係

三菱自動車は世界人権宣言やOECD多国籍企業行動
指針の基本原則を支持し、従業員に対して労働基本権を
保障しています。また、労使協約において、組合が労働三権
（団結権、団体交渉権、団体行動権）を保有することを認
めると定めています。

2018年4月現在、当社労働組合には12,351人（除く継
続雇用者）が加入しており、これは役員・管理職を除く一
般従業員の99％にあたります。

労使協議の場としては、労使協議会や団体交渉を定期
的に開催し、労働条件や労働環境などの課題について情
報共有を図り、労使一体となって課題解決にあたっていま
す。2017年度は本社・労組本部間で計54回の協議を実
施しました。その他、各地区においても事業所・労組支部
間で多数の協議を実施しています。
また、大きな労働条件の改定などの重要なテーマにつ
いては「労使専門委員会」を組織し、十分な検討・協議を
経て決定しています。
海外拠点においても各国の労働法制に則り、労働組合

と良好な労使関係の構築に努めています。

労使関係に関する考え方

労使の対話の状況
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労働安全衛生

従業員の安全と健康の確保は企業活動の基盤であり、
普遍的なものとして、「全社安全衛生管理方針」にもとづ
き、継続して対策に取り組んでいます。

安全衛生に関しては、年1回、担当役員、各事業所のトッ
プおよび労働組合代表が参加する「中央生産委員会」で、
労働安全、交通安全、自然災害への備え、健康管理などの
課題に対して1年間の活動状況を評価し、翌年の安全衛
生に関する数値目標を設定し、重点施策を取り決めて目
標達成に取り組んでいます。

すべての従業員が安心して仕事に専念できるよう、安心
で安全な職場の実現に向け活動を進めています。特に、労
働災害の約8割を占める生産現場では、災害を未然に防
止するため、従業員全員の活動として不安全な状態・行動
の洗い出しを行い、改善につなげています。また、事業所
幹部や職場の管理監督者による職場相互の安全点検を
行い、日頃気づかない危険要因の洗い出しや、従業員一人
ひとりからの改善要望を取り入れるなどして、安心して働

ける職場づくりに取り組んでいます。さらに、危険に対す
る感受性を上げるため、各事業所では「安全道場」を設置
し、全従業員を対象に危険な状況を肌で感じ取る危険体
感訓練を行っています。

2017年の労働災害発生件数は2016年に比べ3件増加
し20件、死亡災害の発生はありませんでした。災害要因を
見ると、職場の不安全状態の対策が不十分なこと、非定常
作業でのルール設定が不十分なこと、作業経験年数の浅
い従業員への教育・指導が不十分なことが主要な原因と
なっています。特に、作業経験年数が6ヶ月以内の従業員
による災害が半数以上を占めたことから、2018年は重点
施策として導入時教育の強化に取り組んでいます。

安全衛生に関する方針とマネジメント

安全な職場づくりの取り組み

1．「安全は全てに優先する」との認識の下、全社一体と
なって、職場における危険･有害要因を排除するた
めにPDCA各々のプロセスを重視した活動を推進し、
各々の活動において確認･フォロー･改善を連続的か
つ継続的に実施する。

2．トップ以下管理監督者は、安全衛生の確保は経営の
基盤であることを認識し、自らの職責として安全衛生
管理の施策を徹底するとともに、「不安全行動は絶対
にしない、させない、見逃さない」という厳しい姿勢と
思いやりの中で規律ある職場風土の確立に努める。
また、配下社員との常日頃からの本音の対話を通じ
て何でも言いあえる、風通しの良い、職場風土づくり
に取組み、安全衛生意識の高揚に努める。

3．社員一人ひとりは、「自分の身は自分で守る」ために安
全の基本ルール・行動を遵守し、「決めたこと・決めら
れたことは必ず守る」との強い意志と三菱自動車で働
く仲間全員一丸となって安全衛生活動に取り組むこ
とにより「健康で災害のない職場づくり」に努める。

4．全社一体となって、「クリーンで快適な職場環境づく
り」を推進し、疾病の予防と社員一人ひとりの健康・
体力づくりを推進する。

5．安全衛生マネジメントは、三菱自動車安全衛生マネ
ジメントシステムに則り推進する。

基本方針

◆ 災害度数率（※1） （災害発生頻度）

※1：100万延べ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数（休業1日以上）。
※2：厚生労働省「労働災害動向調査」。
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労働安全衛生

従業員の心身の健康維持・増進に向けて、生活習慣病
の改善指導とメンタルヘルス対策を重点施策として取り
組んでいます。
特に、メンタル疾患への対応については、病欠者の半数
以上を占め、また2016年以降増加していることから、全社
の重要課題と定め、「心の健康プログラム」として社外EAP

（※）を導入し進めています。
メンタル疾患による新規の病欠者数は、2017年は前年
に比べ6％増となりました。原因となった悩みを分類する
と、仕事の悩みが約8割を占めることから、個人へのケアと
ともに職場でのラインケアや職場環境改善を目的に、これ
までの対策を一歩進め、疾患予防に重点を置いています。
年1回実施しているストレスチェックでは、評価結果から
高いストレスが推定される従業員に対しては、産業医やカ
ウンセラーが面談を行っています。また、職場ごとにストレ
ス度を評価し、職場のコミュニケーション向上を目的とし
た研修や、社外カウンセラーによる職場環境改善プログラ
ムを導入しています。
個人の相談窓口については、悩み相談をしやすい環境

の整備を進めており、カウンセラーによる面談のほか、弁
護士や税理士などの専門家にも相談できる窓口を設置
し、社員本人のほか、ご家族にも利用いただいています。

三菱自動車は、ワークライフバランスの浸透と定着を目
指して、総労働時間の短縮に取り組んでいます。仕事の効
率化と合わせて、定時退社や有給休暇を取得しやすい施
策を展開し、特に2017年からは新たに「プレミアムフライ
デー」を設定するなど、メリハリのある働き方ができる職
場づくりを進めています。

心身の健康づくりへの取り組み

総労働時間短縮に向けた取り組み

※：Employee Assistance Programの略。従業員支援プログラムのことで、組織
的なメンタルヘルス対策や個別の心身の健康相談ならびにコンプライアンスな
ど、個人や職場の健康増進を向上させるプログラム。

※2：主に当社カレンダーで出勤日となっている祝祭日を取得奨励日に設定。

※1：休業者を除く。

月平均時間外労働時間数（※1） 26.4時間（2017年度事技系列）

◆ 2017年度 時間外労働時間

● 毎週金曜日は「ノー残業デー」として一斉定時退社日
に設定

● 第3金曜日もしくは20日近辺の金曜日は「プレミアム
フライデー」として15時までの退社を推奨

● 有給休暇の取得奨励日の設定（年間14日（※2））や、
土日と合わせ3連休とする「プラスワン休暇」を推奨

● 20時以降の労働の原則禁止、定時以降の電話・メー
ル送信の自粛などの啓発活動

● 本部別に時間外労働時間、有給休暇取得実績を集
計・社内公表し進捗を「見える化」

● 労働時間管理や労働基準法・36協定の遵守などの管
理者教育を実施

● 在宅勤務制度の活用の推奨
● コアタイムを撤廃したフレックスタイム制度、半日休
暇制度などの積極的な活用を推奨

取り組み例



ダイアモンドチーム／ダイアモンドな人
CASE 01 若手社員の多様な意見を未来づくりに活かす
CASE 02 積極的な情報交換が仕事を円滑に進める
CASE 03 職場に多国籍の価値観をもたらす
CASE 04 副作業長という立場が私を成長させてくれる

Workshop LGBTが働きやすい職場づくりに向けて
海外の仲間たち フィリピン三菱自動車で働くみなさんを紹介します
社員を支えるために 三菱自動車の両立支援制度
未来のダイアモンド 職場で感じる大きなやりがいと責任感

Diversity
MITSUBISHI MOTORS

Report 個性が活きる職場づくり号
Vol.3

ダ イバ ー シ ティで 社 員 一 人 ひとりが 輝 く！

三菱自動車 ダイバーシティレポート

そうだったのか！ダイバーシティ
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ダイバーシティと働き方

グローバル化の進展やお客様ニーズの多様化による経
営環境・市場環境の変化に柔軟に対応し、三菱自動車が
持続的に成長していくためには、異なる価値観や考え方を
持つ社員が、互いに切磋琢磨し、お客様視点でクルマの新
しい魅力、価値を創り出していく必要があります。そのた
めに社員の多様性を尊重し、一人ひとりが働きやすく、い
きいきと仕事に取り組むことができる環境づくりに取り組
んでいます。
また、ダイバーシティを浸透・実現するために、2014年

7月にダイバーシティ推進方針を策定しました。

ダイバーシティ推進方針 女性社員の活躍推進の取り組み

■Diversity Report（ダイバーシティレポート） Vol.3 個性が活きる職場づくり号 
　-2017年12月発行-　 PDF  [5MB]
■Diversity Report（ダイバーシティレポート） Vol.2 社員の声満載号
　-2016年11月発行-　 PDF  [2MB]
■Diversity Report（ダイバーシティレポート） Vol.1 女性活躍推進特集号
　-2015年9月発行-　 PDF  [2MB]
冊子『ダイバーシティレポート』をPDFにてダウンロードできます。

女性活躍推進に関する行動計画　 PDF  [50.8KB]

ダイバーシティレポート

社員一人ひとりの違いを活かして、多様な視点、思考を
取り入れることで、変化に対応し、組織力を高め、クルマ
の新しい魅力、価値を創り出すことを目指します。その
ために個々人が持てる能力を最大限に発揮できる環境
整備に取り組み、社員一人ひとりが活躍し、輝き続ける
支援を“Di@MoND（Diversity @ Mitsubishi Motors 
New Drive）活動”として推進します。

ダイバーシティ推進方針

当社では、2015年よりダイバーシティ推進活動につい
て、社内外の方に知っていただけるよう、ダイバーシティ
専門誌『Diversity Report（ダイバーシティレポート）』を
定期的に発行しています。

Vol.3は「個性が活きる職場づくり号」と題し、人材の多
様化が進む職場の現状とこれからの職場づくりについて
のマネジメント対談記事のほか、多様な社員の活躍紹介、
フィリピンの三菱自動車で働く仲間たちの紹介、LGBTな
ど様々なテーマを取り上げています。本誌を通じて、社員
一人ひとりが輝き、多様な個性が活きる職場づくりに取り
組んでいます。

「女性活躍推進」を重点課題として継続的に取り組ん
でいます。 2017年度は、女性リーダー研修やロールモ
デル講演に加え、フランスのパリで開催された国際フォー
ラム「女性のための経済・社会フォーラム（Women 's 

Forum）」に女性社員を4人派遣しました。
女性管理職比率は、2018年7月現在、3.5％（58人）で、

うち部長級10人、本部長級1人となっています。当社では、
女性活躍推進法にもとづき「女性活躍推進行動計画」を策
定し、2020年度末までに女性管理職を100人にする目標
を立てています。今後も引き続き、より多くの女性社員が、
より責任ある業務を行える環境づくりに取り組みます。

ダイバーシティレポートの発行

TOPICS

当社は、MSCI社が環境・社会・ガバナンス（ESG）投
資をサポートするために開発した「MSCI日本株女性活
躍指数（WIN）」の構成銘柄に選定されました。

MSCI社は、女性活躍推進法により開示される女性
雇用に関するデータおよび企業の開示情報などをもと
に、女性の雇用、継続、昇進および多様性の推進におい
て業界をリードしている企業を選定しています。

「MSCI日本株女性活躍指数（WIN）」の構成銘柄に

https://www.mitsubishi-motors.com/jp/csr/society/employee/pdf/DiversityReport_Vol3_web_0201.pdf
https://www.mitsubishi-motors.com/jp/csr/society/employee/pdf/DiversityReport_Vol3_web_0201.pdf
https://www.mitsubishi-motors.com/jp/csr/society/employee/pdf/DiversityReport_Vol2_web_1208.pdf
https://www.mitsubishi-motors.com/jp/csr/society/employee/pdf/DiversityReport_Vol2_web_1208.pdf
https://www.mitsubishi-motors.com/jp/csr/society/employee/pdf/DiversityReport_web_s_0916.pdf
https://www.mitsubishi-motors.com/jp/csr/society/employee/pdf/DiversityReport_web_s_0916.pdf
https://www.mitsubishi-motors.com/jp/csr/pdf/plan_of_action_01.pdf
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ダイバーシティと働き方

社員の多様な働き方に対応できるように、様々な両立支
援制度の充実に努めています。多様な働き方やライフイベ
ントにも対応できるよう「在宅勤務」制度や「帯同休業」制
度を導入、2017年度より、「在宅勤務」制度の利用限度時
間を月40時間から月80時間に拡大するとともに、育児や
親族の介護・看護の場合には、親族の自宅での在宅勤務を

少子高齢社会が進む中、育児だけでなく「仕事と介護」
の両立を会社として支援することも重要と考えています。

2017年度は、介護に対する社員の不安軽減のために介
護専門家による「介護個別相談会」を開催しました。また、
仕事と介護の両立について知っておきたい基本知識につ
いて外部講師による「介護セミナー」を4地区（本社、岡
崎、京都、水島）で開催し、約180人が受講しました。

可能としました。多様な社員が働きやすい基盤づくりを進
めています。また、両立支援制度を有効活用してもらうた
めに「育児のしおり」「介護のしおり」を作成しました。

ワークライフバランスの取り組み

◆ ワークライフバランスに関する主な制度（2018年7月時点）

制度 内容

育児

妊娠期休業 妊娠から産前休業までの間で1回。
産前産後休業 産前6週間、産後8週間。
育児休業 3歳到達日の翌年度4月末まで取得可能。
子の看護休業 小学6年生の年度末まで、対象となる子1人：5日以内、2人以上：10日以内、それぞれ最初の5日間は有給。
育児勤務 小学6年生の年度末まで、勤務時間を4、5、6、7時間から選択、フレックスタイム併用可。

介護
介護休業 介護対象者1人につき、通算3年まで取得可能。
短期の介護休業 介護対象者1人：5日以内、2人以上：10日以内、それぞれ最初の5日間は有給。
介護勤務 介護事由がなくなるまで取得可能。勤務時間を4、5、6、7時間から選択、フレックスタイム併用可。

共通その他

ライフプラン休業 業務外の傷病への対応、親族の介護・看護、子の育児、不妊治療、ボランティア活動、語学研修などを行う
ための休業、1年間で10日以内。

積立休暇 業務外の傷病への対応、親族の介護・看護、子の育児、ボランティア活動、不妊治療を行うための休業、年
次有給休暇の残存日数のうち、年4日を限度に最大40日まで積み立てることができる。

フレックスタイム 所定労働日に勤務時間帯の中で、始終業時刻を設定する制度（コアタイムなし）。
在宅勤務 自宅に業務用パソコンを持ち帰り業務の遂行を可能とする（80時間/月を限度に実施可能）。

再雇用制度 妊娠・出産・育児・介護・結婚・居住地変更をともなう配偶者の異動、その他会社が認めた理由により退職
する社員が対象。資格期限は退職後5年以内。

帯同休業 配偶者の国内外の転勤や留学先に帯同するための休業制度。休業期間は1ヶ月以上5年以内の範囲。

くりなどを目的に、「育児休業中の社員と育児時短勤務者
とのランチ交流会」を本社にて開催しています。2017年
度は本会に約60人が参加しました。育児休業者には、来
社の機会に職場の上司との面談も実施しています。
また、外部講師による「育児勤務者研修」「育休・育児勤
務者を部下に持つ管理職研修」を継続的に開催していま
す。2017年度は、2地区（本社と岡崎）で開催し、約70人
が参加、育児勤務者は「長期的キャリアの捉え方」につい
て、また上司は「どのようにマネジメントをすればいいか」
について外部講師から学びました。
さらに男性社員向けの「仕事と育児の両立支援セミ
ナー」を開催し、0～1歳の子を持つ男性社員15人が参加
しました。セミナーでは自分ひとりではなく子どもやパー
トナーと一緒に成長していけるキャリアのあり方などにつ
いて外部講師からポイントとコツを学びました。

当社では、仕事と育児の両立を目指す社員を積極的に
応援しています。

2015年度より、育児休業者の職場復帰に対する不安
解消や、育児勤務者ならではの悩み解消・ネットワークづ

仕事と育児の両立を応援

仕事と介護の両立を支援
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ダイバーシティと働き方

当社では、技能・技術の伝承や人材の確保などを目的
に、定年後のシニア人材を再雇用する制度を運用してい
ます。2018年3月時点で、615人の継続雇用者が在籍し
ており、技術の伝承や後進育成にあたっています。

当社は、三菱自動車グローバル行動規範の「多様性の
尊重と機会平等」の中でLGBTの尊重を明記しています。
2017年度は、ダイバーシティレポート内でLGBTの解説
を実施するとともに「LGBTを正しく理解し基本的な知識
を身につけること」「ALLY（アライ）と呼ばれる支援者を増
やすこと」を目的として「LGBTセミナー」を開催し、約50人
が参加しました。

当社では、2013年度から、社員意識調査を実施するこ
とで、企業・組織・社員個人に影響を与える課題を洗い出
し、各職場の意識改善や業務改善のための参考指標とし
て活用しています。

2017年度は当社社員約14,000人を対象に、イントラ
ネットによる調査を実施しました。この調査で課題として
浮かび上がった項目については、その改善に向けて各本
部長の責任のもとにアクションプランを立案の上、活動を
していくことになります。
社員意識調査は今後も毎年実施し、継続的に組織風土

の改善を図っていきたいと考えています。

誰もが働ける職場を目指し、障がいのある方を幅広い
職種で積極的に採用しています。

当社の2018年4月時点での障がい者雇用率は2.21％
（法定雇用率2.2％）となっており、今後もさらなる雇用
促進と社内環境の整備に取り組んでいきます。
障がい者雇用に関しては、2007年4月に設立した特例
子会社「株式会社MMCウイング」を通じても推進を図って
おり、岡崎製作所と水島製作所の2ヶ所で計49人の知的
障がい者を雇用しています。同社は設立から12年目に入
り、ハローワーク、県内の障がい者就労・支援センターや
特別支援学校から就労に関するお問い合わせを多数いた
だくなど、地域での認知度も定着しています。また、従来よ
り、自社での雇用にとどまらず、特別支援学校・就労支援
施設からの現場体験実習の依頼を積極的に受け入れ、集
団行動や仕事の進め方などについて指導するなど、障が
い者の就労支援にも協力しています。

シニア人材の雇用拡大 LGBTへの取り組み

社員意識調査の実施

障がい者の雇用促進

◆ 障がい者雇用の推移（※）

※：「障がい者の雇用の促進等に関する法律」に
もとづき、重度の障がいのある方1人を2人と
みなし算出。
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北米 603人（2%）
豪州ほか342人（1%）欧州 361人（1%）

日本
24,604人
（65%）

アジア
11,719人
（31%）
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人事関連データ

従業員数

海外子会社における現地採用者の管理職登用数

地域別従業員数（連結ベース合計 37,629人）

従業員の構成（単独）

新卒採用者数

2015年度 2016年度 2017年度

単独従業員数
合計 13,033人 13,222人 13,693人
男性 11,806人 11,932人 12,336人
女性 1,227人 1,290人 1,357人

連結従業員数 29,555人 29,604人 30,507人
連結臨時従業員数 4,515人 3,892人 7,122人

管理職登用数 922人（7％）
従業員数 13,025人

2015年度 2016年度 2017年度

平均年齢
男性 41.4歳 41.1歳 41.9歳
女性 38.6歳 38.3歳 39.2歳

平均勤続年数
男性 16.9年 16.7年 16.6年
女性 12.5年 12.3年 12.8年

離職者数 511人 665人 539人
定年 276人 221人 248人
自己都合 205人 421人 249人
会社都合 3人 8人 2人
転籍などその他 27人 15人 40人

2015年度 2016年度 2017年度

新卒採用状況

合計
男性 297人 298人 220人
女性 38人 40人 31人

大卒・修士以上
男性 198人 196人 133人
女性 35人 34人 27人

短大・専門
男性 1人 2人 1人
女性 0人 0人 0人

高卒・ほか
男性 98人 100人 86人
女性 3人 6人 4人

従業員数の数値は、いずれも2018年3月31日時点

（2018年3月現在）
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人事関連データ

労働時間と有給休暇取得率 ワークライフバランスに関する主な制度

2015年度 2016年度 2017年度
一人あたりの年間総労働時間 2,116時間 2,092.9時間 2,082時間
一人あたりの所定外労働時間 330時間 328.3時間 307時間
年次有給休暇取得率 79.9％ 81.6％ 83％

※4：フレックスタイム制度は制度利用可能者数。（2017年4月1日時点）

女性の役職登用状況

2016年7月時点 2017年7月時点 2018年7月時点

女性管理職（※2）
人数 45人 49人 58人
比率 2.7％ 2.9％ 3.5％

うち部長職以上 3人 6人 11人

女性役員（※3）
人数 2人 2人 3人
比率 4.3％ 5.1％ 7.7％

※2：休職派遣者を除く。
※3：女性役員人数には社外取締役・社外監査役を含む。

2017年度実績 男性 女性 合計

育児

妊娠期休業 − 8 8

産前産後休業 − 60 60

育児休業 6 121 127

子の看護休業 140 162 302

育児勤務 5 164 169

介護
介護休業 3 0 3

短期の介護休業 118 35 153

介護勤務 2 3 5

共通、
その他

ライフプラン休業 98 30 128

積立休暇 559 51 610

フレックスタイム （管理職を含む）（※4） 6,172 970 7,142

在宅勤務 60 77 137

再雇用制度
※再雇用登録者数（復帰の2017年度実績は０） 1　 2　 0

帯同休業 0 7 7

育児休業取得者数と復帰後定着率

2015年度 2016年度 2017年度

育児休業取得者数
合計 111人 86人 127人
男性 3人 3人 6人
女性 108人 83人 121人

復帰後定着率（※1） 94.4％ 91.2％ 92.3％

※1：

注：今回、GRIスタンダードの算出方式に変更したため、2015年度、2016年度についても定着率を再計算しました。

×100
育児休業から復職した後、12ヶ月経過時点で在籍している従業員の総数

前報告期間中に育児休業を終了した従業員の総数

社員持株会

　 2018年3月時点
社員持株会　会員数 1,089人
入会率 8.5％
保有株数 1,613,025株
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基本的な考え方・方針

三菱自動車は2018年度新たに、「三菱自動車グローバ
ル行動規範」を制定しました。その中の｢多様性の尊重と
機会平等｣では、多様性を評価・尊重し、差別や報復、いや
がらせは、どんな形・程度にせよ容認しないと謳っていま
す。2018年度は規範制定初年度として、この内容や考え
方を従来の人権啓発施策に上乗せし、取り組みの充実を
図ります。

当社では、お取引先と連携した取り組みを目指し、2010

年に策定した「サプライヤーCSRガイドライン」に、差別撤
廃や児童労働・強制労働の禁止といった人権尊重の項目
を定めています。

「三菱自動車グローバル行動規範」においては、差別や
いじめ、各種ハラスメントを自ら行わないことは当然とし
て、放置しないことも従業員に求めています。
そのために、前述の研修の実施や、相談体制の設置・周
知などを行っています。また多様性の重要性についても研
修の中で取り上げ、様々な人の行動の背後にある価値観
の違いに配慮して協働することを促しています。

人権に関する考え方

業務・投資における人権配慮

差別の禁止

マネジメント体制

人事部門担当の役員を推進委員長とし、人権啓発教育
を推進する体制を設けています。各地区の教育担当者が、
共通の資料にもとづき、各種研修の中で講師を担当し、人
権意識の向上に努めています。また､従来から加盟してい
る東京人権啓発企業連絡会､三菱人権啓発連絡会の各
種行事およびその他外部団体主宰の大会・研究集会など
に参加し情報収集､知見の向上に取り組みました（2017

年度 延べ100日以上）。また、その結果を社内研修などに
活用しました｡

人権啓発推進体制

三菱自動車は、自社による人権配慮の取り組みだけでな
く、お取引先による人権配慮の取り組みも重視しています。
そのため、「サプライヤーCSRガイドライン」の人権・労働

に関する項目にもとづいた、自主チェックをお取引先に要
請しています。

サプライチェーンにおける人権対応



パフォーマンス報告
社会社会への取り組み トップコミットメント CSRマネジメント 三菱自動車の

マテリアリティ
パフォーマンス報告

環境
パフォーマンス報告
ガバナンス 編集方針 GRIスタンダード

対照表

人権

77三菱自動車 CSRレポート2018

マネジメント体制

当社は、社内で人権にかかわる問題が発生した場合に
迅速な対応をとるため、社内外に相談窓口（ヘルプライ
ン）を設け、従業員から通報や相談を受け付ける体制を整
えています。
また、お取引先に対しては「お取引先様相談窓口」を、お
客様に対しては「お客様相談センター」を設けて、人権に
かかわる通報や相談を受け付けています。

人権に関する苦情処理制度

＊社内および社外相談窓口（ヘルプライン）の設置についてはP.89もご参照ください。
＊お取引先様相談窓口の設置についてはP.79もご参照ください。
＊お客様相談センターの取り組みについてはP.59もご参照ください。

人権尊重に関する教育・研修

三菱自動車では、すべての従業員が人権を尊重する風
土を構築するために、階層別研修や新入社員研修をはじめ
とする様々な研修の中に、人権尊重への理解を深めるため
のプログラムを盛り込んでいます。2017年度は新入社員、
中堅社員、新任管理職、あわせて約460人を対象に約360

時間の人権研修を以下のような内容で実施しました。

研修以外にも人権への関心を高めることを目的として、
社内全部門に対して人権に関するトピックなどの定期配
信を始めました。
また、社会的に注目を集めているLGBTについて、各部門
の人権担当者などを中心に、啓発セミナーを実施しました。
今後はさらに内容・回数の両面で充実を図る予定です。

人権に関する研修の実施

※：開催案内送付部門のうち、実際に受講した部門の割合。

新入社員 企業が人権について取り組む意味、人権全般に関
する基礎知識　など

中堅社員 人権に関する最近のトピック、業務と人権の関係　
など

新任管理職 人権に関する最近のトピック、ハラスメント防止と
管理職の役割　など

研修の種別 受講者数 受講率

新入社員研修 176 100％

一般社員昇進者研修 160 100％

管理職昇進者研修 82 100％

LGBT理解促進セミナー 48 51％（※）
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基本的な考え方・方針

三菱自動車およびアセアン地域に集中する主要海外生
産拠点では、部品調達先として約800社の企業と直接取
引があり、2次以降のお取引先も含めて当社の影響力の大
きさを認識しています。そして、サプライチェーン全体で持
続的競争力を確保・向上させるために、コスト競争力の強
化、業界トップクラスの品質実現、現地調達推進など、お
取引先とのさらなる連携強化に取り組んでいます。
その中で、「サプライヤーCSRガイドライン」の共有を基
盤に、お取引先の皆様と一体となって社会に貢献してい
ます。

お取引先と連携した取り組みを目指し、2010年に「サプ
ライヤーCSRガイドライン」を策定しています。同ガイドラ
インを通して、国内すべてのお取引先と品質はもとより、
労働や環境マネジメント、コンプライアンスなどの各分野
に関して、同一の視点で連携して活動を推進しています。
また、自主点検チェックシートを設け、お取引先各社が自
己判断・自主改善できるようにしています。

当社は環境負荷の少ない調達とものづくりを実現する
ために、2012年に「グリーン調達ガイドライン」を策定し
ました。2016年には環境法規制強化に対応すべく改訂
し、お取引先とともにグリーン調達を推進しています。同
ガイドラインではお取引先へのお願い事項として、環境負
荷物質の管理や3R（リデュース、リユース、リサイクル）の
推進などの取り組み項目を挙げています。
また、お取引先と締結する取引基本契約書には、「お取
引先はグリーン調達ガイドラインを遵守願う」と明記して
います。「サプライヤーCSRガイドライン」「グリーン調達ガ

コンゴ民主共和国およびその周辺諸国から産出された
いわゆる紛争鉱物（錫、タンタル、タングステン、金）が武
装勢力の資金源となり、深刻な人権侵害が起きています。
当社はこれら紛争鉱物を調達することにより、人権侵害

に加担することがないよう、「サプライヤーCSRガイドライ
ン」に紛争鉱物を原材料として使用しない方針を明記し
て責任ある調達を推進しています。

イドライン」は、お取引先が常にアクセス可能なサプライ
ヤーポータルサイトに掲載しています。

グリーン調達ガイドライン

紛争鉱物への方針と取り組み

サプライヤーCSRガイドライン

◆ 地域別部品購入額比率

その他 1%中国 7%

日本
60%

アセアン
32%

サプライヤーCSRガイドライン　 PDF

＊グリーン調達ガイドラインの運用についてはP.43もご参照ください。

https://www.mitsubishi-motors.com/jp/csr/society/suppliers/pdf/supplier_CSR_guidelines.pdf
https://www.mitsubishi-motors.com/jp/csr/society/suppliers/pdf/supplier_CSR_guidelines.pdf
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マネジメント体制

三菱自動車とルノー・日産は購買機能を統合し、
共同購買会社である「A P O（A l l i a n c e  P u r c h a s i n g 

Organization）」を2018年4月に設立し、共通の3本柱
「信頼（Trust）」「相手への敬意（Respect）」「透明性
（Transparency）」を基本原則として業務にあたっていま
す。
取引先選定は同一のプロセス・評価基準にもとづいて行

い、多くの取引先の参入機会を提供するとともに、公平な
運用を行っていきます。

当社では、経済産業省策定の｢自動車産業適正取引ガ
イドライン｣に則した適正取引を推進する取り組みとして、
当社調達部門のお取引先を対象とした｢お取引先様相談
窓口｣を設置しています。
この窓口を通じ、お取引先より｢ご意見｣｢ご指摘｣をお受
けし、当社の調達活動における法令違反や不正行為など、
コンプライアンスの問題や懸念を早期に発見、迅速な改
善につなげることで、より一層の適正取引の確保に努めて
いきます。

お取引先様相談窓口の設置

サプライチェーンマネジメントの体制

サプライチェーンマネジメントの
推進

お取引先に対しては、「サプライヤーCSRガイドライン」
にもとづいたマネジメントを実施しているほか、調達方針
説明会を毎年実施し、調達方針などとあわせてCSR方針
についても情報を共有して浸透を図っています。
また、経済産業省が策定した「自動車産業適正取引ガイ

ドライン」を遵守するとともに、1次お取引先にも遵守を依
頼することで、2次以降のお取引先に関しても適切な取引
が行われるよう取り組んでいます。

三菱自動車では、新規お取引先に対しても「サプライ
ヤーCSRガイドライン」を共有し、定期的に自主点検を行
うよう要請しています。
また、2017年5月には当社と直接取引のある海外のお
取引先へ同ガイドラインの英語版を展開し、グローバルな
活動を進めています。今後は、タイ・インドネシア・フィリピ
ンの各拠点でも同ガイドラインを基本として各地域の状
況を反映し、展開していきます。

サプライヤーとのCSR活動を相互に確認し推進を図る
ため、本ガイドラインの合意確認を開始するとともに、いま
までの自主点検のみでなく、サプライヤーのCSR活動の評
価についても、アライアンス共同購買会社として、ルノー・
日産と同様の活動への参画を計画していきます。
また、お取引先に対する定期的な品質監査や品質セル

フチェック指導を定期的に実施し、サプライチェーン全体
の品質向上に取り組んでいます。

2017年度はお取引先92社126工場に出向き工程監査
を実施しました。指摘内容の改善は監査後おおむね3ヶ月

「サプライヤーCSRガイドライン」の共有

サプライチェーン監査の実施
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サプライチェーンマネジメントの推進

「三菱自動車協力会」総会で講演する益子CEO

海外拠点においては現地調達率の最大化を目標に、現
地での部品製造が困難な場合を除いて、現地調達効果が
あり、技術的に成立するものは、できる限り現地取引先か
ら調達するという基本方針を立てています。
また、すでに現地調達を行っている部品においても、構
成子部品などの現地調達を進め、コスト最適化を推進し
ていきます。
新規お取引先については、事前に体制監査を実施し、
開発能力、生産能力、品質管理能力などを評価し、必要に
応じて改善指導も実施しています。また、現地取引先への
支援として、日本のお取引先の進出や現地取引先との合
弁や技術提携などの橋渡し（仲介）も行い、現地の雇用創
出、技術力向上など地域への貢献も目指しています。

現地調達の推進

サプライチェーンにおける
事業継続計画（BCP）の取り組み

大規模災害などが発生した場合に、お取引先からの部
品供給が途絶え、事業が中断されるリスクを軽減するた
め、サプライチェーンにおける事業継続計画の策定に取り
組み、お取引先・部品ごとに代替生産などの対策を構築し
ています。また、お取引先に「被災状況確認システム」に登
録していただき、災害発生時には工場などの被災状況を
即時報告していただいています。
さらに、オリジナルの「サプライヤーマップ」を作成し、2
次以降のお取引先に関しても被災状況・リスクが把握でき
る体制を整えています。
部品お取引先各社には、BCPをすでに策定いただいて

います。2018年度はその有効性維持・向上のために、お
取引先各社が自己評価できるチェックシートを展開する
予定です。

適正なサプライチェーンマネジメントにおいて、お取引
先への適切な情報提供や双方向のコミュニケーションは
欠かせません。当社は毎年、調達方針の説明会を開催し、
その周知を図っています。また、国内ではお取引先約200

社の自主組織である「三菱自動車協力会」が毎年実施して
いる講演会や各種研究活動に協力しています。

お取引先とのコミュニケーション

「サプライヤーCSRガイドライン」の運用にあたっては、
当社内での周知徹底にも注力しています。当社のバイヤー
教育の一環として、新入社員、中途入社社員の入社時研
修、また異動者研修において実施しています。2017年度
は、上記研修において調達方針説明会の資料も含め実施
しました。

社内周知徹底の取り組み

以内に実施いただいています。また、お取引先287工場に
品質セルフチェックを実施いただきました。これらの活動
を通じて、お取引先とのコミュニケーションならびに品質
向上に積極的に取り組んでいます。
お取引先が製造した部品に不具合が発生した場合に短
時間でトレースできる体制づくりについても監査などを通
じて指導し、強化いただいています。
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方針

三菱自動車は、社会貢献活動の中から「次世代育成」
「交通安全」「環境保全」「地域活動」の4つを主要なテー
マとして取り組み、企業ビジョン・ミッションにもとづき、三
菱自動車社会貢献“STEP”活動として推進しています。

社会貢献活動方針 社会貢献支出額・内訳（※1）

次世代育成

交 通 安 全

環 境 保 全

地 域 活 動

／Support for the next generation 
豊かな未来を創る次世代の育成を応援します。
／Traffic safety
交通事故のない社会を目指し、交通安全の教育・
普及に貢献します。
／Environment preservation
大切な地球環境の保全に貢献します。
／Participation in local communities
地域社会の活性化と発展に貢献します。

2015年度 2016年度 2017年度
次世代育成 208 216 208

交通安全 6 6 8

環境保全 19 47 137

地域活動 47 35 83

被災地支援 22 24 25

その他（※2） 75 55 79

支出額 377 383 540

対経常利益比率 0.36% 0.94% 2.32%

※1：寄付金のほか、現物給付・社員による活動・施設開放などを金額換算したもの
を含む。ただし、社員が個人的に行った募金やボランティアなどの活動は含ま
ない。

※2：スポーツ支援、三菱財団などへの寄付を含む。

（単位：百万円）

取り組み

2009年4月に導入した｢三菱自動車STEP募金｣は、三
菱自動車グループの社員が自らの意志で定額を募金し、
継続的に社会貢献できる仕組みです。この募金は、三菱自
動車の社会貢献活動の趣旨にもとづき、開発途上国や東
日本大震災被災地支援などの活動を支援しています。ま
た、｢三菱自動車STEP募金｣が行った寄付に対し、会社が
同額を寄付する｢マッチングギフト｣も実施しています。

● 特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン
● 公益財団法人オイスカ
● 公益財団法人みちのく未来基金
● 事業所近隣の幼稚園、保育園、小学校など

｢三菱自動車STEP募金｣および
｢マッチングギフト｣の実施

支援先
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取り組み

首都圏の水源を守り社員の環境意識を醸成することを
目的に、公益財団法人オイスカと協働し、山梨県早川町の

山林において、森林の保護・育成や社員ボランティア活動
を通じた地域との交流に取り組んでいます。

2017年度は早川町森林組合指導のもと、社員とその家
族ボランティア114人が苗木の植樹や下草刈りを実施し
たほか、新入社員95人が森林内の歩道整備などの森林保
全活動を実施しました。

インドネシアの販売会社であるミツビシ・モーターズ・
クラマ・ユダ・セールス・インドネシア（MMKSI）では、オ
フロード機能を備えた『トライトン』をベースとしたレス
キューカー2台を製作しました。この車を活用し、インド
ネシア赤十字社およびNGO団体Aksi Cepat Tanggap

（ACT）とともに、被災地域で過酷な状況に置かれている
人々に食糧を届けています。

当社は東日本大震災直後から被災地のニーズに耳を傾
け、本業を活かした支援や日常の中で支援する仕組みをつ

くり、「忘れない・つながり続ける」をテーマに息長く支援を
継続して行っています。
また、自然災害や緊急事態に対し、義援金の拠出、車両
の無償貸与や社員によるボランティアなど、様々な支援を
行っています。

環境保全の取り組み

地域活動

災害支援への取り組み

自然災害被災地への主な支援

交通安全の取り組み

パジェロの森

インドネシア：レスキューカーで被災地支援

被災地復興支援

災害 支援内容 支援先

2017年
10月

プエルトリコ
ハリケーンに
よる災害

義援金7.5万米ドル
（※）

被災地の赤十字社、
孤児院、自治体

2017年
7月 九州北部豪雨

●  『アウトランダー
PHEV』計15台を無
償貸与

●  義援金200万円

福岡県東峰村、
福岡県朝倉市、
大分県日田市

2017年
5月

スリランカ豪雨
による災害

食器および調理器具
100セット（120万円
相当）を寄贈

販売会社United 
Motors Lanka PLCの
所在地域　P.57 「安全への取り組み」 交通安全の教育・普及を

ご参照ください。 ※：当社および現地販売会社ミツビシ・モーター・セールス・オブ・カリビアン
（MMSC）の2社合計。

「本物の体験を通じて楽しく学ぶ」をコンセプトに、
2005年から毎年、各地区の教育委員会などと連携して当
社社員を小学校に派遣しています。
小学5年生の社会科授業として、クルマと環境問題との
関係性を学ぶ「環境編」や、デザイナーによる「デザイン
編」の授業を行っています。

2017年度は53校3,208人が受講し、2005年からの受
講者数の累計は約35,000人となりました。

次世代育成の取り組み

体験授業プログラム




