
人財育成

社員を｢企業の財産｣すなわち｢人財｣と位置づけ、社員一人ひとりが個性を発揮でき、
安全かつ衛生的な職場の環境づくりに継続的に取り組んでまいります。

労働慣行

入社時に3週間の研修を実施後、3年間、毎年10
月に2日間の研修を実施。社会人として必要なス
キルの習得と確認、マインド形成などを実施。

「カエル！ジャパン」と「育MEN（イクメン）プロジェクト」

　ワーク・ライフ・バランスの推進と男性がもっと積極的
に育児に関わることができる職場風土づくりの一環とし
て、2015年度から「カエル！ジャパン」（内閣府）と「育
MEN（イクメン）プロジェクト」（厚生労働省）に参画し、社
内キャンペーンをスタートさせました。
　「カエル！ジャパン」のキャンペーンとしては、残業時間
の削減や振替休日の完全消化と年次有休休暇の有効活
用を全社員に呼びかけています。
　また、「育MEN（イクメン）プロジェクト」のキャンペーン
としては、男性が育児休業を取得しやすい職場風土づくり
を全社員に呼びかけています。男性化粧品に強みをもつ
マンダムだからこそ、“かっこいいパパ”をサポートしてま
いります。

グローバル人財とグローバル人事ビジョン

　わたしたちは、「Mandom Group Vision ver.1.0」を
掲げ、アジアグローバル企業を目指しています。
　同ビジョンを達成するためには、「人財」への対応が重
要であることから、会社の目指すべき状態を「ヒト」を中心
に据えた観点で「グローバル人事ビジョン2016」を策定

し、推進しています。
　その中で、「グローバル人財」を「どの国でも成果をあ
げることができる人財」と定義し、さまざまな教育や制
度、仕掛けを通じた人財の育成に取り組んでいます。

人財育成や教育に関する主な取り組みについて

　マンダムでは、自ら学ぶ意志を尊重することを基本に、
社員の等級や役割に応じた教育プログラムを実施してい
ます。また、社員のキャリア開発支援やライフ･サポートを
目的とした研修も実施し、自らキャリアデザインができる

自律型人財の育成も図っています。
　なお、中途採用者に対する基本研修やコンプライアン
ス教育は、随時、実施しています。

労働慣行

新入社員
3カ年研修

新たに考課者（評価者）となった社員を対象に毎
年4月に実施。公平･公正な目標管理制度運用の
ための基本的な考え方とスキルを習得。

考課者研修

新たに管理職になった社員を対象に毎年8月に
実施。管理職へのマインドセットと管理職の役
割、コーチング、メンタルヘルス、会社規程など
を習得。

新任管理職
研修

●基本研修

部門風土の課題把握と改善に向けた情報の一つとして、全社員を対象に毎期調査を実施。
実施後、人事部ワークショップ（管理職補佐以上が参画）にてさまざまな角度から分析の上、結果を確認。
課題認識を共有するとともに、部門長面談などを通じて、全体的な結果を報告。

職場風土調査

2011年度よりEAP団体と協働でストレスチェックを実施。2015年度は617名の社員が受検。（受検率86.9％）
結果は本人にフィードバックするとともに、個人を特定できない形式で部門､部署ごとでの集計・分析｡
EAP: Employee Assistance Program（従業員支援プログラム）

ストレスチェック

全社員を対象とした定期健康診断を実施。
35歳以上の社員､配偶者を対象に人間ドックを推奨し助成金制度を導入｡健康診断

本社､福崎工場にて産業医による職場巡視。
また、月1回開催の安全衛生委員会に参画いただき､職場改善や､健康指導を実施｡産業医との取り組み

●ディーセント・ワークおよびヘルスケア

育児・介護など、働く上で制約が生じても継続就労ができるよう支援制度を構築。
また、介護と仕事の両立支援の強化を目的として、社内に相談窓口を設置。

育児・介護支援制度

要介護者を抱える一般社員のフレックス勤務（コアタイム有り）、および管理職者のフレックス勤務（コアタイム無
し）をフレックス勤務制度として運用。

フレックス勤務

●ワーク・ライフ・バランス

2006年度より｢定年退職者再雇用制度｣を導入。
現在は2013年の法改正に準じた制度改定を実施し運用｡

再雇用制度

●雇用促進や新規雇用の創出

青年海外協力隊（JICA）の｢民間連携ボランティア制度｣を活用したボランティアへの参加希望者を募集。
隊員として派遣される社員には、期間中、特別休暇が取得できるように支援。

ボランティア
休暇制度

●社会貢献奨励
労働安全衛生、環境負荷低減、品質、規則･関係
法令の理解をテーマに、福崎工場の全従業員を
対象に年2回、約6時間の実施。
福崎警察署交通課のご協力による交通安全教
育も取り入れ､マイカー通勤における通勤災害
防止にも努める。

福崎工場
討議型
集合教育

●安全衛生教育・環境保全教育

年1回、海外現地法人のスタッフと国内マンダム
グループスタッフが、約1週間の各国の生産拠
点や市場の視察等を通じて交流を深める。

海外交流
研修

●グローバルな人財育成

各年代の従業員を対象に年1回2日間の実施。
30歳（自己理解）、40歳（キャリアデザイン）、50
歳（セカンドライフ）の節目に、自身のキャリアを
振り返り、今後のキャリアビジョンづくり、モチ
ベーションの向上を図る。

キャリア研修
（30代・40代・50代）

●ライフ・サポート

全社員を対象に年1回、部門別に約2時間の実
施。個人情報保護法など関連法規の理解と個人
情報や機密情報の管理に関する各種規程の理
解を深める。

機密情報
管理教育

全社員を対象に年1回、部門別に約2時間の実施。
グループ考働規範の理解と確認を行う。また、毎月
1回発行の社内メルマガを使用した教育も実施。

考働規範
全社教育

●コンプライアンス教育

年2回、国内グループ全社員、海外出向社員を対
象とした希望者に受講料の半額もしくは全額を
会社から奨励金として給付。

通信教育

年2回、希望者を対象にTOEIC受験費用の助
成、就業後に外部講師による社内語学教室の実
施、語学学習費用の助成などを行う。

語学学習
支援制度

●社員のスキルアップに対する支援

従業員満足（ES）ディーセント・ワークとワーク・ライフ・バランス
ディーセント・ワークの実現を目指して

　マンダムでは、ディーセント・ワークの実現、社員の健康管理、ワーク・ライフ・バランスの推進などを目的として、以下の
様な取り組みや制度の運用を行っています。

ディーセント・ワークやワーク・ライフ・バランスなどに関する主な取り組み
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ワーク・ライフ・バランスの推進

　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）実現のた
めに育児・介護などに関する諸制度を整え、変化するライ
フステージに合わせて社員が働けるよう支援しています。
　2009年からは、出産後に不安なく復職できるように妊
娠中の社員とその上司、人事部の3者面談を実施してい
ます。
　また、介護支援では、介護休業・勤務制度、年間5日の特
別休暇を取得できる介護休暇制度に加え、2012年から
フレックスタイム制を導入するとともに、プールされてい
る失効有給休暇を、介護目的で使えるようにしました。

社名の意味※に込められた、人間尊重と自由闊達な風土の中で豊かな創造性が発揮される人間集団
を形成し、企業価値向上のために個人と組織の持続的成長を目指します。
※社名の意味： Mandom = Human ＋ Freedom

経営理念 ： 全員参画経営

わたしたちは、「仕事を通じて自己実現する場が会社である」と認識し、人財の能力を最大限に活
かせる環境を作り、共に学習し成長することで、会社は基本理念の具現化を目指し、社員は自己
実現を目指します。

企業行動指針 ： 自己実現考働

多様性の確保・ダイバーシティの推進
女性活躍の推進に関して

　マンダムグループは、経営理念の一つである「全員参
画経営」、および企業行動指針として掲げている「自己実
現考働」に基づき、性別に関係なく、「人財」である社員一

人ひとりが個性を発揮できる職場の環境づくりに継続的
に取り組んでいます。

　また、わたしたちは、2015年4月よりダイバーシティ推
進室を新設し、多様な属性や価値観を持つ人財を確保し、
それぞれの能力を最大限発揮できるように、「ダイバーシ
ティ＆インクルージョン」を目指した組織体制づくりを推
進しています。
　2016年4月より施行されている女性活躍推進法につ
いても、広く社会から期待･要請されている重要な課題と
理解した上で「マンダムグループのCSR重要課題（初
版）」の「従業員満足度（ES）と多様性の確保」のテーマの
一つに盛り込んでおり、同法の主旨と目的に則り、女性の

活躍推進とその個性と能力を十分に発揮できる社会の
実現にむけて段階的に設定した行動計画を実践すると
ともに、下記の厚生労働省の公式WEBサイトでも情報
公開を行い、順次、情報を更新･追加してまいります。

本社ビルでの安全対策

　マンダムでは、災害による被害を防ぐため、各種の取り
組みを実施しています。本社ビルにおいては、毎年、大阪
市中央消防署より消防隊員の方々にお越しいただき、地
震や火災の発生に備えて、火災発生通報、初期消火、消火
器の使用、救助や避難など各種訓練を実施している他、日
常生活でも役に立つ「普通救命講習会」や「防災実技訓
練」なども実施しています。

労働安全衛生
メンタルヘルス対策

　2011年度からEAP（従業員支援プログラム）団体であ
る「保健同人社」を活用し、外部カウンセラーに悩みを相
談できるフリーダイヤル「社員と家族のサポートホットラ
イン」を設置しています。
　また、GLTD保険（団体長期障害所得補償保険）への加

入や、2011年5月に社員の休業中および職場復帰後の
フォローアップについて定めた「休職者取扱規則」を制定
するなど、メンタルヘルス対策の強化を図っています。
2012年度からは全社員に対して「ストレスチェック」を実施
し、必要であれば個別相談にてフォローをしています。

本社安全運転講習会を開催

　国内マンダムグループでは、営業車両・通勤車両含め、
全国で平日約500台の車両が走行しています。このため、
車両安全対策委員会を設置し、事故防止に向けた社内啓
発活動に継続的に取り組んでいます。
　2015年度は、5月に本社ビル勤務の営業職社員とドラ

イバーを対象とした安全運転講習会を開催。外部講師を
お招きし、質疑応答を繰り返す参画型の講義を実施して
いただきました。受講した社員に、会社の代表として運転
することへの責任や重みを再認識させるとともに、常に安
全運転を心がける意識の徹底を図っています。

　2015年11月12日、兵庫県にある福崎工場と姫路市中
播消防署は、初めての合同避難訓練を実施しました。
　高層建築用ハシゴ車と救急隊員によって屋上から助け
を求める所在末確認者の救出や、負傷者の症状の重篤度
に応じて処置するトリアージを体験し、日頃から防火意識
を持つことの重要性を全従業員が再認識しました。
　さらに、合同避難訓練後は自衛消防隊による水消火器
使用と消火栓放水の訓練を行い、初期消火の重要性を身
につけました。併せて消火器の位置や表示、避難経路など
も見直し、周知を図ったことで、日頃から確認しておくこと
の大切さを再認識できました。
　従業員の安全・防災意識を刺激し、緊急対応が身につく
ような実効性のある訓練を、今後も継続していきます。

姫路市中播消防署と「合同避難訓練」を実施

本社での火災訓練の様子 救急救命講習の様子

消火栓訓練 トリアージポスト設置後の応急処置

2015年度
8名
8名
2名
2名

21名

育児休業 取得者数
育児勤務 取得者数
介護休業 取得者数
介護勤務 取得者数
介護休暇 取得者数

2014
6名

10名
2名
1名

20名

2013
15名
7名
3名
0名

18名

2012
16名
8名
1名
0名

10名

労働慣行

マンダム公式WEBサイト  CSR情報
●人事･労務関連データ

Web

マンダム公式WEBサイト  CSR情報
●人事･労務関連データ

Web

姫路市中播消防署による救助（ハシゴ車およびレ
スキュー隊出動）、トリアージポスト※設置による
負傷者の仕分けと応急処置、消火活動（放水）
※トリアージポスト：医師や救急救命士などが、負傷した方の重症度や
　緊急度などをいち早く判断する場所。

合同避難訓練実施手順
1.
3.
5.

通報訓練
初期消火訓練

2.
4.

避難訓練
負傷者搬送訓練（担架使用）

●厚生労働省 女性の活躍推進企業データベース
　http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/
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1. 生産活動が環境に与える影響を的確に捉え、技術的、経済的に可能な範囲で、環境目標を定め、取り組
み、定期的に見直し、環境保全の継続的改善を実施します。

2. 生産活動における環境負荷低減を目指し､下記の項目を重点的に取り組み、持続可能な社会づくりに「お
役立ち」します。

3. 環境法規制および地域社会や利害関係者との合意事項を順守し汚染の予防に努めます。

4. 従業員一人ひとりが、本環境方針に沿った自らの役割を自覚し、行動するよう努めます。

（1） 省エネルギーを推進し、温室効果ガス（二酸化炭素）排出量の削減
（2） 埋立処分廃棄物ゼロ（ゼロエミッション）の推進
（3） 産業廃棄物排出量の削減
（4） 排水リスクの予防による地域環境の保全

　わたしたちは、バリューチェーンにおける環境への影響把握に努め、社会との連携を図りながら、計画的に環境
保全を推進します。

この環境方針は、必要とする社内外のすべての方々に公表します。

環境理念

　わたしたちは、環境配慮を商品「価値」の一つと位置づけ、持続可能な社会づくりに「お役立ち」するため、環
境（エコロジー）と経済（エコノミー）が両立する商品の「価値づくり」を推進します。

環境方針
●商品の環境方針

　わたしたちは、様々な生物からの恵みと自然の豊かさから恩恵を受けていることを認識し、バリューチェー
ンにおける生物多様性への影響把握に努め、生物多様性への影響回避と低減に取り組みます。

●生物多様性保全方針

　わたしたちは、化粧品および医薬部外品の生産活動における環境への影響把握に努め、持続可能な社会づくり
に「お役立ち」するためによりよい地球環境の保全および地域社会との共生を目指して、環境活動を推進します。

●福崎工場環境方針

社内のコミュニケーション
オフィス環境

週刊社内報「MPニュース」を発行

環境理念と推進体制
　わたしたちマンダムグループは、事業活動を通じて、生
活者や社会にお役立ちをしたい、地球環境の保全に努め
たい、日常業務において一人ひとりが環境について考え
たいという思いから、1999年8月にマンダム環境理念、
環境基本方針、福崎工場〈環境方針〉を制定し、翌年11月
には福崎工場がISO14001を認証取得しました。

　その後、2016年5月には、「バリューチェーンを通じた
環境保全の取り組み｣､「社会からの要求への対応」、「計
画的なパフォーマンスの向上｣の強化を図ることを目的
として、環境理念を改訂するとともに、「商品」「生物多様
性保全」「福崎工場」を重点3領域とし、それぞれの環境方
針を定め、環境活動を推進しています。

　マンダムでは、1982年より社内報「MPニュース」を毎週発
行しています。発行からすでに34年が経過し、2016年3月末
には、第1,579号を発行するまでになったMPニュースです
が、社員のご家族の方々にも読んでいただきたいため、印刷
して配布する形を継続しています。
　内容は、毎月実施される本社合同朝礼スピーチや各種イ
ベントの様子などの紹介のみでなく、ビジネスや社会生活に
必要な一般知識や社員の自主活動サークルの紹介など多岐
にわたり、貴重な情報共有のツールになっている他、毎週楽
しみにしているコミュニケーション・ツールの一つにもなって
います。

「日経ニューオフィス賞」近畿ブロックニューオフィス推進賞を受賞

表彰状 本社棟向かいのミーティングスペース

本社棟8階

カフェエリア 青山オフィス社員

1982年から続いている週刊の社内報

本社棟6階 フロアリニューアル
　マンダムではフロアのリニューアルを順次進めており、本
社棟8・7階と向かいのミーティングスペースに続き、6階が
2015年9月に新しく生まれ変わりました。フリーアドレス化
が図られ、よりいっそう社員交流が活発となり、アイディアの
創出や業務効率の向上が期待できるフロアとなりました。

　2015年10月には、青山オフィスがOPENしました。
「First 1のアイディアが次々と湧き出る“クリエイティブオ
フィス”」をコンセプトとするこだわりのオフィスです。カフェ
のような空気感と機能をオフィスに取り込み、全席フリーアド
レスで、さまざまなエリアに移動しながらも頭も体もフレキシ
ブルに働くことができる環境を実現しました。

　第28回「日経ニューオフィス賞」において近畿ブロック
ニューオフィス推進賞を受賞し、2015年9月の表彰式で、他
15社とともに表彰を受けました。
　同賞は、一般社団法人ニューオフィス推進協会と日本経済
新聞社の共催、経済産業省の後援により、1988年から毎年
実施されています。応募は100件を超え、学識者と専門家に
よる審査委員会が、下記2点について審査します。
●快適かつ機能的で感性を刺激し創造性を高めているか。
●知識資産や情報の運用管理のためにオフィス・コンセプト
が構築され、具体的な施策が施されて効果を上げているか。
　今回、リニューアルした本社棟8・7階と、本社棟の向かいに
あるミーティングスペースが受賞対象となりました。

本社棟6階

青山オフィスOPEN

製品･サービスの開発から調達、生産、輸送、販売、使用後まですべての段階で
環境への影響を配慮した事業活動と負荷低減に継続的に取り組んでまいります。

環境

労働慣行
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