
日本動物実験代替法学会

｢社会の持続可能な発展｣と「持続可能な事業成長」に向けて、地球規模の視点で社会課題をとらえ、
その解決に向けた「お役立ち考働」を行ってまいります。

コミュニティへの参画および
コミュニティの発展

　2015年6月、国立大学法人 大阪大学とマンダムは、大
阪大学大学院 薬学研究科に「先端化粧品科学共同研究
講座」(共同研究講座)を設置しました。
　共同研究講座では、近年発展著しい再生医療分野など
の最先端技術を駆使し、次世代の機能性化粧品や医薬部
外品などへの応用・創出に取り組みます。大阪大学兼任
教授2名、特任研究員3名、非常勤職員1名、招へい教員お
よび共同研究員のマンダム社員5名の総勢11名でス
タートした共同研究講座ですが、さらに次年度以降は、大
阪大学内外からの大学院生・学生の受け入れや、アジア

の大学等からの若手研究
者・教員などの受け入れを
計画しています。
　本共同研究講座を通じ
て、化粧品科学に関する研
究の発展、研究者・技術者
の育成にも貢献したいと
考えています。

　2015年12月10日から12日に横浜にて、日本動物実
験代替法学会 第28回大会が開催されました。
　近年の化粧品に対する安全性意識の高まりの中、より
安全･安心な製品開発を進める上でさまざまな評価技術
が求められます。わたしたちマンダムにおいても動物実
験を実施しない方針を表明しており、本大会のシンポジウ
ムの一つである「マンダム動物実験代替法国際研究助成
研究報告会」を担当して技術情報を発表するとともに、新
たな評価技術導入の検討に向けた情報収集などを目的
に参画しました。

　本シンポジウムでは、第7回（2014年度）助成研究
テーマの終了報告と第8回（2015年度）助成研究テーマ
の経過報告を各先生方にご講演いただきました。

　「先端化粧品科学（マンダム）共同研究講座」は、大阪大学大学院 薬学研究科・薬学部に
とって初の共同研究講座です。「薬学」はヒトの健康確保を考究するサイエンスですので、同
講座が加わり皮膚領域でのグローバルな研究教育がスタートしましたことは、研究教育拠
点、人材育成・輩出拠点としての大阪大学大学院 薬学研究科・薬学部のさらなる充実発展に
とりまして大変喜ばしいことと期待しております。

大阪大学大学院 薬学研究科長・薬学部長 堤 康央 教授

大阪大学大学院 薬学研究科との共同研究講座

教育支援
支援学校※や施設での「身だしなみ教室」

　知的障がいのある方の自立支援の一環として、就労す
るにあたり社会で必要とされる“身だしなみ”を身につけ
ていただくことを目的に、2004年度より「身だしなみ教
室」を継続的に実施しています。
　「身だしなみ教室」は知的障がいのある方を対象に開
催しているため、“初めて化粧品を使用する人”を想定し
て、商品の開け方、使い方、しまい方、そして社会へ出て必
要とされる“身だしなみ”については“おしゃれとの違い”
をハッキリとお伝えし、“清潔感”をキーワードに講義を進
めています。商品の使い方では、洗顔、スキンケア、寝ぐせ
直し、スタイリング、ボディケア、フェイスケアについて体
験学習を行い、“化粧品が持つ気持ち良さ、楽しさ”を実
感していただきます。
　最初は緊張していた皆さんも、実際に化粧品を使用し

てもらいながら講義を進めていくと、表情が次第に柔ら
かくなり笑顔に変わっていきます。
　今後も「身だしなみ教室」を継続的に開催し、知的障が
いのある方への就労支援と、化粧品を使うことによる自
身の変化への喜びと自信にお役立ちできればと考えて
います。
※支援学校：知的障がいのある子どもが「幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた

教育を受けること」と「学習上または生活上の困難を克服し自立が図られること」を
目的とした学校。

小学生を対象とした「理科実験授業」

　子どもたちの理科離れを防ぎ、将来のものづくりを支
える人材育成を目的とした「理科実験授業」に、2007年か
ら毎年協力しています。社員が講師・アシスタントとして
大阪市内の小学校を訪問し、5年生と「ものの溶けかた」
をテーマに実験授業を実施しています。
　導入授業では、数種類のマンダム商品を「溶けている」
状態と「溶けていない」状態に分けるゲームを通して、「溶
ける」と「混ざる」の違いを説明します。発展授業では、3種
類の原料を溶かす順序を工夫し、オーデコロンを作る実

験を通して、学習した内容が身近な商品の開発に役立っ
ていることを体験してもらいます。

西村奨学財団の海外奨学生が福崎工場を見学

　西村奨学財団はマンダム前社長西村育雄が1999年に
設立し、東南アジア・東アジア諸国・地域からの留学生に
奨学金援助を行っています。また年に1回、奨学生の皆さ
んに工場の見学を通して日本の産業への知識を深める機
会を設けています。

コミュニティへの参画およびコミュニティの発展

大阪大学大学院 薬学研究科

社員が講師となり「身だしなみ」について説明

社員が講師となり授業を実施 オーデコロン作りに挑戦する子どもたち

35名の奨学生 生産ラインの見学

大阪教育大学の学生に向けたキャリア支援を実施

　国立大学法人 大阪教育大学におけるキャリア教育の
一環として、同大学OGである技術開発センター基盤技
術開発室の社員が、「受講生が自己を見つめ直すきっか
けになれば」と自らのキャリアを題材に講演を行いまし

た。講演後は、質問を希望
する学生が列を作るほど
の盛況ぶりでした。

講演する大阪教育大学OGの社員
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　マンダムインドネシアでは、現地の教育委員会と協働し
た取り組みとして、ジャカルタおよびその近郊にあるマー
ケティング専門の高等学校（約20校）でビジネス実習研
修を実施しています。
　この研修を通して、生徒たちはビジネスに必要なスキ
ルやマナーを学ぶとともに、マーケティング実習として、
校内にある売店を使用して商品の仕入れから販売までの
実務を、数カ月間実施します。
　実施後には、社員を参加校ごとに派遣して生徒たちと

一緒に総括を行うとともに、コンクールの表彰なども行っ
ています。

●関西私大との「ギャツビー」
　広告コミュニケーション企画の審査
●NPO法人「ごみじゃぱん」のプロジェクト
　「減装（へらそう）ショッピング」に参画
●釧路市阿寒タンチョウ鶴愛護会への支援
●大阪府の緑化事業を支援
●車椅子アスリート廣道純氏への支援

●スポーツイベントへの商品提供
●「大阪マラソン“クリーンUP”作戦」
　に参加
●「鎮守の杜フェスタ」へ協賛
●本社で献血活動に参加
●中高生を対象とした「職場体験学習」
●まほろばパンの構内販売

●福崎工業団地内 一斉清掃に参加
●福崎工業団地内 交通安全立番に参加
●2015年9月 関東・東北豪雨 災害義

援金の寄付
●2016年4月 熊本地震 災害義援金と

支援物資の寄付

海外での取り組み

日本国内でのその他の社会貢献活動

インドネシアの教育委員会との取り組みによるビジネス実習研修

　マンダムインドネシアの事業展開の一つとして、小袋化
や小型化など商品のサイジングを工夫することにより、現
地のBOP層の生活者でも買いやすい価格で購入できる
ような商品を提供しています。
　男性用では、「ギャツビー」のウォーターグロスやヘアク
リームなどヘアスタイリング剤のサチェット（小袋）商品、
女性用では、インドネシアの人気メイクアップブランドの
一つである「ピクシー」ブランドからそのままでも使用で
きるようにパフを同梱したツーウェイケーキのレフィル

（つめかえ）などを製造･販売しており、現地のBOP層や地
方エリアなど幅広い生活者に受け入れられています。

　こうしたBOP市場向けの商品は、生産国のインドネシ
アのみでなく、フィリピンやインドシナエリア、遠くは西南
アジアやアフリカなどにも輸出しており、現地のBOP層
の生活者へのお役立ちのみでなく、現地の化粧品市場や
流通網の拡大にも貢献することを目指しています。

〈評価できること〉
　マンダムの「考働レポート」に第三者意見を寄せるのは、今回
で３回目となります。「美と健康を通じ、快適な生活にお役立ちす
る」というマンダムグループの基本理念が明確に反映された良
いレポートだと思います。また、国内外の社員を中心とするス
テークホルダーの声が数多く掲載されており、顔の見える報告
書となっている点も特徴です。
　今回のレポートで最も評価したいのは、次の２点です。まず第
一に、同社は、2015年４月にCSR推進部を新設しました（P.10）。
また同年９月には、「国連グローバル・コンパクト」に参加し、国連
グローバル・コンパクトが提唱する４分野10原則への支持を表
明しています（P.10）。CSRはトップマネジメントや社員がしっかり
とした社会貢献意識を持っていれば相当程度は推進できるもの
ですが、持続的かつ安定的にCSRを展開していくためにはそれを
支える制度や仕組みが必要となります。今回のCSR推進強化の
ための仕組みの整備に、同社のCSRに対する本気度を見て取る
ことができます。評価したいことの二つめは、2015年12月にマ
ンダムグループとして初めてCSR重要課題を特定したことです

（P.11～15）。さらに、本レポートでは、ISO26000の７つの中核
主題を参考に選定した重要課題14項目に沿って事業活動がわ
かりやすく整理されています。正直に申し上げて、1年間でここま
でレポートのレベルが向上したことに驚いています。マンダムグ
ループは、アジア11の国と地域で事業を展開し、連結売上高の4
割以上を日本国外の売上が占めるグローバル企業体ですが、
ISO26000の枠組みを活用することは、同社の国内外でのCSR
を含む事業活動の発展に大いに貢献するでしょう。マンダムの
CSRに対する真摯な姿勢を高く評価したいと思います。
　特集１（P.16～19）では、2015年７月にインドネシア工場で
発生した火災事故の概要とその後の対応が報告されています。
報告を読む限りでは、事故原因を究明して再発防止策を講じると

ともに、被災者への対応やご家族・ご遺族へのサポートを手厚く
行っているようです。痛ましい事故ではありましたが、「労働にお
ける安全衛生の向上」に関わる特集記事として正面から取り上
げて情報を公開するとともに、反省を活かして今後の安全な職
場づくりに努力することを示した点は評価に値するでしょう。
　特集2 （P.20～23）では、ユニバーサルマナー講習の様子が
掲載されています。講習の実施以外にも、2015年４月に「ダイ
バーシティ推進室」を新設（P.32）するなど、マンダムにおけるダ
イバーシティの理解と推進はこの1年で飛躍的に進んだ印象を
受けます。企業が社会と共生するために、そして、個性あふれる
多様な人財を活用するために、「多様性」「異質性」を理解・尊重
することは大切です。今後も継続的に推し進めていただくことを
期待します。
　その他、2015年度は大阪大学大学院 薬学研究科との再生
医療技術を応用した化粧品開発や動物実験代替法の確立に向
けた基礎研究がスタートしました。トップメッセージにあるよう
に、変化が激しい時代こそ、対症療法を重ねるのではなく足元を
見つめる必要があります。マンダムらしさを追求しつつ、人々の
本質的なニーズを満たして社会のストックとなる事業を見つけ
出し、アジアにおけるリーディングカンパニーを目指していただ
きたいと思います。

〈期待したいこと〉
　2015年度は国内全事業所におけるゼロエミッションを達成
するとともにマイクロプラスチックビーズ使用中止の方針を固
め（P.42）、2016年５月に環境理念を改訂するなど(P.39)、マン
ダムは地球環境保全意識の高い企業だと感じます。ただし、福崎
工場での水使用量や物流におけるCO2排出量は増加している
ようです。生産数量の増加に起因することは理解できますが、次
年度は可能な限り改善していただくことを期待します。

BOPビジネスの展開

マンダム公式WEBサイト  CSR情報
●コミュニティへの参画および発展

Web

インドネシアでのその他の社会貢献活動

●定期的なムスリム・ヌサンタラ法人
財団への献金（インドネシアの恵ま
れない子どもたちへの奨学金）

●インドネシアの恵まれない子ども
たちへの修学旅行実施

●インドネシア全国災害対策機構と
の協力による森林火災煙害被害者
へマスクの寄付

●キッザニア（ジャカルタ）でのモデ
ルスクール

コミュニティへの参画およびコミュニティの発展

　2015年7月10日にインドネシアで発生した工場火災事故について、多くの関係者の皆さまにご迷惑
とご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。本事故の重大さを厳粛に受け止め、原因究明と再
発防止策の徹底、被災した従業員とそのご家族、ご遺族に対する救済をCSRの最重要課題と位置づけ、
今後もマンダムグループの総力をあげて取り組んでまいります。
　2015年度は、マンダムグループのCSR推進の節目の年となりました。4月にCSR推進部を新設、9月
24日に国連グローバル･コンパクトに署名、12月にはマンダムとして初めてCSR重要課題を選定、2016
年1月にはWEBサイトにCSR情報ページを開設し、ISO26000やGRIガイドライン(G4)を参考に情報を
追加･整理したほか、最新のCSR情報をよりタイムリーに公開できる仕組みを整えました。
　CSR重要課題については、現在、初版として選定した14テーマの取り組みを進めていますが、今後も
社外の方々からのご意見をうかがいながら内容のレベルアップと継続的な改善を図るとともに、バック
キャスティングによる中長期視点での目標設定とPDCA体制の確立を図ってまいります。
　今回、特集記事として工場事故とその後の対応についてレポートさせていただきましたが、インドネシ
アで行った慰霊祭の背景にあるインドネシア語の「DOA BERSAMA KELUARGA BESAR」とは「大きな
家族として一緒に祈りましょう」といった意味です。来期、マンダムグループは、1927年12月の創業から
数えて90周年を迎えます。わたしたちは、次の100周年を見据えたビジョンを策定し、大きな家族の一員
として国際社会から期待されるCSRを追求・実践してまいります。

立教大学経営学部 教授
高岡 美佳 氏

読者の皆さまへ

株式会社マンダム
取締役 専務執行役員
人事・リソース統括、総務部、
CSR推進部、法務室担当

（PT MANDOM 
INDONESIA Tbk 
取締役会長）

北村 達芳

「考働レポート2016」の記述をふまえ、
株式会社マンダムおよび国内外の関係会社の活動に関して、
第三者意見を述べます。

第三者意見
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http://www.mandom.co.jp/csr/src/community.html

