従業員との
かかわり
E

M

P

L

O

Y

E

E

雇用
医薬品業界を取りまく環境は大きく変化し、これまでの
経験では対応できない時代を迎えています。このような変化
に適応するために、久光製薬では、自ら考え、自らのビジョ
ンを持って仕事に挑戦できる、そんなチャレンジ精神あふれ
る人を求めています。また、事業のグローバル化に伴い、多
種多様な文化や価値観への理解が重要な課題となっていま
す。性別、年齢、国籍、障がい者などを含め、多様な人材がそ
の能力を最大限に発揮できる組織づくりに努めています。

人権の尊重

高年齢者雇用

当社は従業員の雇用について、雇用関係の法令

定年を控える従業員には、定年後の生活設計に

を遵守するとともに、人種、国籍、性別、年齢、民族、

ついての研修会を行うとともに、再雇用時の手続

宗教、信条、疾病、社会的身分および障がいの有無

きなどの説明を行っています。再雇用後の高年齢

などによる不当な差別や取り扱いをしないことを久

者は、それまでに培った知識と経験を活かして後進

光企業憲章に明記し、遵守しています。

の育成指導を行っており、雇用率も2015年度末で
２.６％となっています。

グローバル人材の獲得と育成
海外での競争力強化を図るために、海外子会社
のマネジメントを実行できる人材の育成と確保に努
めています。外国籍の幹部候補社員は日本国内で
一定期間、経営理念やビジネスについて学んだ後、
海外子会社のマネージャーやリーダーとして赴任し
ています。また、
日本人社員もコミュニケーション力

ライフプラン研修

の向上を目指した英語研修の他に、異文化コミュニ
ケーションやマネジメントスキルなどの向上を目指
した研修を受けています。

製造現場での軽作業を中心に障がい者を雇用し

久光製薬グループ
国内従業員

1,580 人

海外従業員

1,170 人

障がい者の雇用
ていましたが、昨年より企画部門や研究所などの事

■ 国内
■ 海外

務職にも雇用を広げています。さらに、障がい者の
能力に応じた作業の創出にも努めています。
また、
トイレの洋式化や多目的トイレの設置、段差
の解消など、障がい者が働きやすい職場環境づくり
に努めています。

女性管理職の育成
国内企業では、企業競争力の向上と持続的成長
のために女性の管理職登用が進んでいます。政府
も、成長戦略の柱の一つとして
「女性の社会進出」
を
東京本社での英語研修
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HWL研修

新人フォローアップ研修

（HWL）研修を実施しています。各本部・事業部か

力を入れています。また、自由な時間に学べる通信

ら推薦された女性従業員は、①コミュニケーション

教育制度を設け、業務のスキルアップや、グローバ

②リーダーシップ③チームマネジメント④将来のビ

ル化に必要な語学力の習得ができるよう支援して

ジョンなど、管理職として必要な知識や技術の習得

います。医薬情報担当者
（MR）
に対しては、
「 MR認

に努めており、
この研修では、部門の垣根を越えた

定試験」
学習の支援を行っています。

相互理解の場としても機能しています。過去3回の
研修から女性管理職を輩出しています。
さらに当社は、女性活躍推進法に基づき、推進計

モラール・サーベイ（従業員満足度調査）
従業員満足度
（ES）
調査として、当社では1998年

画を策定し実現に向けて取り組んでいます。

度からモラール・サーベイを実施しています。2004

女性活躍推進に関する行動計画
（http://www.hisamitsu.co.jp/company/pdf/csr/suishin.pdf）
目標1 : 入
 社9~11年目の女性社員の継続雇用割合を男性社員と
同水準
（50%）
以上とする
目標2 : 女
 性管理職比率を現在
（2016年2月末時点）
の1.5倍に引
き上げる。

年度からは毎年実施しており、2015年度で14回目
となります。実施後は各部門長へフィードバックを
行い、各部門の強みと今後の課題を明確化し、活力
あふれる組織づくりに活かしています。

研修制度
個々の成長レベルに応じて基本となるスキルを
習得するための「階層別研修」、職種ごとに必要と
なる専門的な知識・スキルの習得を目指す
「職種別
研修」
、
テーマ毎に社員を選抜して行う
「テーマ別研
修」
など、さまざまな研修プログラムで人材育成に

福岡第一ブロックのメンバー

女性MR活躍のため頑張っています

福岡第一ブロック チーフ

小野 遥香

今年３月、全国ではじめて全メンバー女
性の営業チームが発足し、私はそのチーム
でリーダーを任されています。
チーム内では、仕事上の悩みなど気軽に相
談しあえる雰囲気もあり、チームの結束力の
高さを感じています。お客さまからもチーム
ワークが良いとの評価をいただいています。

メンバーには既婚者がおりますが、結婚
や出産などのライフイベントに即したさま
ざまな制度が整備されています。今後も、
女性MRがさらに活躍する場が拡がること
を期待しています。そして私自身も、女性な
らではのサポートに心がけながら頑張りた
いと思っています。
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職場環境
従業員がそれぞれの能力を発揮し、仕事に専念できる職
場環境づくりに努めています。また、仕事と生活にメリハリ
を持って取り組めるよう、保養施設やスポーツ・文化サーク
ルの場を提供するとともに、国内各地で働く従業員がさま
ざまな福利厚生サービスを受けることができるよう福利専
門の会社も利用しています。

ライフイベントに関する制度
従業員が、結婚、出産、育児などのライフイベント
を迎えた後も、継続して能力を発揮できるような、
諸制度を設けています。2012年には、
「次世代育成
対策推進法」
に基づき、子育てサポート企業と認定
され、
「くるみん」
マークを取得しました。
■ マタニティ休暇
妊娠中の従業員が、体調管理のための休暇を取
得できる制度を設けています。
■ 保育料サポート制度
育児サポートの一環として、会社が保育料の一部
を補助することで経済的負担を軽減し、早期復職を
促す制度を設けています。

●社内保育所
従業員が子育てをしながら安心して働くこ
とができるよう、事業所内保育施設「久光製
薬さくらさく保育園」を、2010年から九州本
社に開設しています。小学校に進学するまで
子どもを預けることができ、およそ30名の
園児が利用しています。従業員の勤務時間
に合わせて午前7時から午後8時までの保育
時間としています。子どもの体調が悪いとき
は、子どもを迎えに行けるよう従業員の業務
調整を行っています。
また、保育園では、芋ほり大会や親子遠
足、もちつき大会などの行事も企画、親子が
触れ合える場を設けています。

■ 産休・育休者能力アップ支援
産休・育休中の従業員間の情報共有サイトを設
け、産休・育休者同士や先輩ママ社員との情報交
換、専門医による医療相談
（24時間電話相談）
がで
きるようにしています。また、
このサイトを通じて、復
職に向けての心構えなどが学べるよう通信教育も
整えています。営業担当の女性従業員には、妊娠が
分かった時点から育児休業終了後まで、出産前後の
働き方について相談する仕組みも設けています。
年 間 利 用 者 数の 推 移
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2013年度

2014年度

2015年度

利用父兄者数

23

22

23

利用園児数

25

27

26

独身寮「桜寮」

湯布高原ヴィラ

ワーク・ライフ・バランス

久光クラブ

労働生産性を高めて時間外労働を減らす取り組

久光製薬には、従業員が自発的に運営する
「久光

みや、定時退社を促す
「家族団らん・自己啓発の日」

クラブ」
があり、当社は施設の整備や資金面での支

を設けています。また、有給休暇の取得を推奨する

援を行っています。このクラブには、体育系と文化

「家族の絆を深める日」
を定めるなどして、職場環

系があり、毎年、従業員の９割が希望の部会に参加

境の改善に取り組んでいます。

しています。

有 給休 暇 取 得 率
2013年度

2014年度

2015年度

40.0%

49.3%

49.0%

体育系

48クラブ

野球、バレーボール、登山など

文科系

36クラブ

茶道、園芸、環境など

久光クラブでは、健康増進と社内交流を目的に体
育祭
（運動会）
も行っています。競技種目の設定や
会場準備などは、従業員によって自主的に運営され

厚生施設および制度

ますが、当社は、勤務日を体育祭開催日としていま

■ 保養施設
当社は従業員の保養施設として、
大分県由布市に

す。

「湯布高原ヴィラ」
を運営しています。この施設は
く じゅう

九重連峰を望む高台に位置し、宿泊施設と温泉、研
修室を備えています。四季を通じて従業員の保養
や社員研修に利用されています。
■ 社宅・寮
持ち家のない従業員や勤務地への通勤が難しい
従業員に対して、家族用社宅や独身寮を準備して従
業員の住環境整備を行っています。また、会社施設

九州本社の体育祭

を利用できない従業員のため借上社宅制度を設け
ています。
■ 持ち家取得の援助
従業員の住宅取得負担を軽減して資産形成を支
援するため、従業員持ち家援助制度を設けていま
す。
久光クラブ野球部の活動
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労働安全衛生

当社は、人々の健康に奉仕する医薬品企業として、先ず
そこで働く従業員が健康な心と体を持つことが大事だと
考えています。そのため、従業員の生活の質を向上させる
とともに、より安全で安心して働ける労働環境の整備と、
関連する社内規定の充実に努めています。

管理体制

作業環境の管理

国内の2工場では、
それぞれ総括安全衛生管理者

騒音、塵埃、照度などの作業環境を定期的に測定

と安全管理者、衛生管理者を選任し、労働災害と健

し、職場の環境基準を管理しています。また、安全

康被害の防止に努めています。さらに、作業現場で

衛生委員による職場巡視を毎週実施し、安全衛生

安全衛生指導を行う作業主任者と、専門的立場から

上の改善点等についてチェックを行っています。特

指導を行う産業医が協働で、安全衛生の向上に取り

に、有機溶剤などを取り扱う作業室では、有機溶剤

組んでいます。東京本社や筑波研究所など、製造工

作業主任者を選任し、健康に影響を及ぼさないよ

程を持たない事業所は、衛生管理者を選任し、健康

うに作業環境の改善指導や、保護具の管理指導を

管理面の指導を行っています。

行っています。

衛生管理および労働災害防止の実施状況を協
議する安全衛生委員会あるいは衛生委員会では、
産業医の先生を招いての意見交換、重点活動の年

従業員の健康管理
従業員の健康維持・増進は、当社における重要な

間計画や従業員の安全意識向上の施策決定などを

経営課題の一つであり、あらゆる施策を展開してい

行っています。

ます。毎年実施する一般健康診断や生活習慣病予

安全衛生委員会
事務局

総括安全衛生管理者
産業医

安全部会
安全管理者

衛生管理者

を受けるよう指導しています。また、
「有機溶剤取扱
者の健康診断」
「
、深夜作業者の健康診断」
を定期的

衛生部会
事務局

防健診で、再検査が必要とされた人には二次検診

事務局

安全部会部会長
安全部会副部会長

衛生部会部会長
衛生部会副部会長

安全部会委員

衛生部会委員

に実施するとともに、
より高度な労働安全対策とし
て自社基準に基づく
「じん肺健康診断」
等を行って
います。
その他、従業員が利用する社員食堂は調理者と
従業員とで食堂委員会を設け、カロリー計算やメ
ニューの検討も行い、従業員の健康管理について
支援しています。
改正労働安全衛生法の対応においては、化学物
質管理の整備を進めるとともに、ストレスチェック
制度や受動喫煙防止のための対策を2015年度か
ら順次整えています。

安全衛生委員会
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九州本社防災訓練

東京本社避難訓練

安全衛生講習会

避難訓練

事業所毎に、
消防署の指導による各種安全衛生講

全事業所で、年２回、防災訓練を実施しています。

習会を定期的に実施しています。その中のAED
（自

その中の一つである避難訓練では、高層ビルに入

動体外式徐細動器）
訓練では、AED機器とダミー人

居している事業所や大人数の社員が勤務している

形を使った救命救急の実地訓練を行っています。

事業所などさまざまな環境の違いがあるため、個々
に避難誘導手段を決め、毎年の訓練を通して社員
への周知徹底を図っています。

産業医によるカウンセリング
毎月、産業医による職場巡視を行い、安全面、衛
生面に関する第三者評価を行っています。改善点は
管理者にフィードバックするとともに、従業員には直
接、指導や面接を行っています。

労働災害の推移
リスクアセスメントによって事故の未然防止を図
るとともに、防災意識を高める活動などを通じて、

メンタル不調者は、随時、産業医によるカウンセリ

労働災害の削減に努めています。2015年度の労

ングを行っていますが、休職者には職場復帰プログ

働災害は16件、休業災害
（休みを伴う労働災害）
は

ラムを準備し円滑な職場復帰ができるよう支援し

1件でした。今後も、労働災害低減のため、従業員の

ています。

健康管理も含めた労災防止に努めていきます。

営業車両の安全対策
2015年度の営業車両の事故は1台あたり0.29
件発生し、前年より0.03件増加しました。この中で、
新人MRによる事故は1台あたり0.71件で、前年よ

労働災害件数

休業災害件数

度数率

2013年度

17件

2件

0.53

2014年度

16件

1件

0.26

2015年度

16件

1件

0.26

労働災害件数は、不休災害件数と休業災害件数を含む。
度数率は、100万延実労働時間あたりの休業災害件数の割合。

り2割余り改善しました。追突や駐車場での接触事
故が多く、今後も、運転実車訓練や講習会への参加
を徹底させることで、事故抑制に努めます。
全営業車両

（件数）
1

新人を除く営業車両

新人営業車両

0.8
0.6
0.4
0.2
0

2013年度

2014年度

2015年度

安全衛生講習会
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産業医による職場巡視
従 業 員データ
（単 体）

大分類

小分類

2015年度

1,118

1,143

1,170

女性

410

405

410

1,528

1,548

1,580

平均年齢

35.4

35.7

35.9

平均勤続年数

11.5

11.7

12.1

2.00%

2.60%

3.37%

13人

22人

18人

用

男女共同参画

2014年度

男性
男女社員数
雇

2013年度

男女計

女性管理職比率
育児休業取得者数

高年齢者雇用

高年齢者雇用率

2.60%

2.73%

2.60%

障がい者雇用

障がい者雇用率

1.94%

2.08%

1.96%

福 利 厚生 制 度

制度名

容

結

婚

結婚時勤務地申請

結婚時に配偶者との同居が可能となるように勤務地の希望を申請する制度
（当社
規定の要件を満たす社員）

出

産

マタニティ休暇制度

産前休業に入るまでの間、体調管理のための休暇を取得できる制度

育

児

保育料サポート制度

認可外保育所に入所している子どもが3歳になるまで、保育料の一部を補助する制
度

看護休暇

小学校就学までの子どもを持つ従業員が、子どもの疾患看護のために休暇を取得
できる制度

介護休暇

要介護状態にある家族を介護する従業員が、介護や通院付き添いなどで休暇を取
得できる制度

ボランティア休暇

ボランティア活動のための休暇制度

定年後再雇用制度

65歳を上限に、定年に達した従業員を再雇用する制度

再雇用登録制度

結婚・子育てなどで退職する従業員が復職を望む場合、その希望を登録できる制度

休
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内

暇

雇

用

生

活

災害復旧及び疾病治療
資金貸し付け制度

居住する家屋または家財道具に被害が生じた場合、
また本人を含む従業員家族に
傷病が生じた場合、復旧資金あるいは治療資金を貸し付ける制度

財

形

持ち家援助制度

新規に持ち家を取得する従業員に、その費用を援助する制度
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