
　21世紀に入ってからだけでも、世界各地で記録的な自然災害が数

多く発生しています。また、日本国内でもゲリラ豪雨や竜巻の発生な

ど、これまでにない天候による被害が現れています。

　こうした災害はそれぞれ異なる原因を持ちますが、その一端に気

候変動があるといわれています。つまり地球温暖化の抑制が、自然

災害による被害を減じる手立てになる可能性があるのです。

　また、地震など予測が困難で広域に被害が出る災害の場合は、発

生への備えと、発生後いかに行動するかが重要になります。

　地球規模の自然災害が持つエネルギーは莫大であり、そこから引

私たちは、地球上のどこでも、自然災害と隣り合わせで暮らしています。
日本は2011年3月、未曾有の大震災を経験し、人々の心や社会に、いまだにその爪痕は残っています。
味の素グループはこれから先も起こり得る自然災害に備え、乗り越えていくために、自然災害に見舞われた“その時”のこと、
そして“それから”の経験を忘れずに、自然災害と向き合っていきます。

自然災害を乗り越え、
持続可能な社会をつくる

き起こされる被害をゼロにすることは、人間の力では適いません。し

かし、災害が起こり得ることを常に意識し、被害を最小限にするため

の手立てや、実際に被災したときになすべきことを準備しておくこと

は可能です。

　味の素グループは、2011年度に発生した東日本大震災やタイの洪

水に対して、様 な々取り組みを行ってきました。

　これまでも、そしてこれからも―。起こってしまった災害に対して、

「いのち」、そして地域社会のためにできることを、事業や社会貢献

活動を通じて実践し、持続可能な社会に貢献したいと考えています。

地震、津波、噴火 洪水 異常気象による災害（熱波、干ばつ、森林火災）台風、ハリケーンなど
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データから読み取れる傾向
• 発生数全体では増加傾向にあるが、「地震、津波、噴火」は大幅には増え
ていない

• 「台風、ハリケーンなど」「洪水」「異常気象による災害」は増加が見られ、
気候変動の影響も考えられる

• 「地震、津波、噴火」は発生数は多くないが、被害では大きな割合を占める

※2011年の価値基準で算出

2011年の自然災害による
被害状況

62%
11%

25%
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61%19%

17%
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死者数
2011年

27,000人

死者数
2011年

27,000人

経済損失
2011年

3,800億ドル

経済損失
2011年

3,800億ドル

■ 1980年〜2011年の世界の自然災害

出典：ミュンヘン再保険 プレスリリース（2012年1月4日）

特集 4

地球上、あらゆる場所で起こり得る災害に
適応して暮らし、事業を継続するために
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東日本大震災の被害状況Data

特集4 自然災害を乗り越え、持続可能な社会をつくる

企業として事業を継続するために

東日本大震災の被害状況
人的被害
死者 : 15,868名　行方不明 : 2,848名

建築物被害
全壊 : 129,316戸　半壊 : 263,845戸
一部破損 : 725,760戸

被災地域全体の災害廃棄物推計量
（2012年7月末現在）
災害廃棄物 : 3,120万t　　津波堆積物 : 959万t
出典：復興庁「復興の現状と取組」（2012年8月15日）

ECPの策定

国内食品バリューチェーン対応強化

　味の素グループは、災害時の対応指針として、グループの事業継

続を中心とした事業継続計画（BCP）に基づいて対応していました

が、東日本大震災を受けてBCPを全社的に見直し、人命救助や地

域社会への支援等も含めたより広義の事業継続計画である企業継

続計画（ECP）の策定に着手しました。

　ECPでは、災害発生時の対応の優先順位を「❶人命　❷社会　

❸事業」とし、「安全確保ステージ」「支援・回復ステージ」「事業復

旧ステージ」の各段階で策定しています。2012年度より具体的対策

を策定し、推進しています。

　ECPの策定にあたり、国内の食品（製品）の

バリューチェーンを強化し、これまでの“集中・

効率優先”に“安定供給のための分散化・補

完体制”の視点を加えました。

2011年3月に発生した東日本大震災では、味の素グループも物流拠点と生産拠点
の一部が被災し、一刻も早い製品の安定供給に向けての復旧に奔走しました。
企業として被害を最小限にとどめて早期に復旧するために、私たちはこの経験を忘
れず、まだ見ぬ自然災害に備えて「企業継続計画（ECP）」を遂行していきます。

災害発生時の、味の素グループの対応優先順位

❶ 人命  
人命尊重を最優先し自分自身、家族、
従業員の身の安全を図る

❷ 社会  
地域、社会に対し人命救済を基本とした支援を行う

❸ 事業  
「いのちのために働く」味の素グループとして
事業責任を果たすため、事業活動の早期復旧を図る

■ 東日本大震災における
  味の素グループの被災状況
人的被害の状況  
グループ従業員全員の安全は確認されましたが、
ご親族で行方不明や亡くなられた方がいらっしゃ
いました。

生産・物流拠点などの状況  
味の素（株）川崎工場：生産設備には大きな被害は
ありませんでしたが、主力品を含む家庭用商品、外食、
加工向け商品、加工原料などの保管・出荷を支える
自動倉庫が被災したため、川崎工場で生産・出荷す
る商品の全国への供給が滞り、多くのお取引先様に
ご迷惑をおかけすることになりました。2011年5月中
旬に完全復旧しました。

味の素物流（株）仙台物流センター：津波で大き
な被害を受けましたが、2011年3月22日、関東拠点
センターより東北6県の代替配送を開始。5月には
被災した物流センターの整理も進み、一部営業を
再開し、現在は本稼動の状態に回復しています。

■ 節電の取り組み
味の素（株）川崎事業所  
　2007年から都市ガスによる自家発電で必要電力を
100％まかなってきました。全従業員が徹底した節電活動を行い、東日本
大震災発生から2011年9月までに総発電量の約5割にあたる14,000キロ
ワットを、電力会社（東京電力）へ供給しました。現在も一部余剰電力を、
電力会社（東京電力以外）へ供給しています。

東京電力・東北電力管内の工場（27工場）  
　生産部門の休日・夜間生産シフトなどにより、平日のピーク時使用電
力15％削減を実施しました。また、2つの工場に自家発電設備を新たに
導入しました。

味の素（株）  
　電力エネルギーを適切、かつ賢く使用することを基本
とする“スマート・エネルギー施策”を実施しています。
2011年度は、夏期長期休業や始終業時刻の1時間前倒
し、電灯の間引きをはじめとした電力使用量削減の取り
組みを行いました。2012年も、全従業員に配布された

「スマート・エネルギー・ハンドブック」に基づいて、様々
な節電の取り組みを行っています。

原料調達：「共通原料化」、「シンプルレシピ化」、「代替レシピ開発」、主原料の補完体制

生　　産：生産拠点の「複数化」「分散化」、バックアップ体制の整備、緊急時の生産要
員確保プランの検討

物　　流：在庫の「中央集中」から「消費地シフト」、物流経路の複数化、フレキシブルな
情報システムの設計、物流拠点の 2 拠点化の検討

■ 東日本大震災、「そのとき」そして「それから」
■ 未曾有の災害に直面し、企業としてなすべきこととは―
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　2011年3月11日、14時46分。味の素製薬（株）福島工場のある福島

県白河市では、東日本大震災で震度6強の揺れを観測し、土砂崩れ

や液状化、家屋の倒壊、断水、停電、ガスの遮断といった大きな被

害がありました。

　幸いなことに、福島工場では場内にいた従業員、お客様、全員が

無事に避難し、負傷者は出ませんでしたが、製品を製造する設備や

倉庫、建物など、工場全体に被害がありました。

　震災当日、工場は通常稼動中で、地震の最中で停電が発生しまし

た。揺れが収まった時点で各ラインに屋外避難指示を出し、一時避

難所への集合、点呼など、これまで行ってきた訓練が活かされ、従業

員だけでなく社外からの来訪者も含め、全員が負傷者もなく避難す

ることができました。

　発災後は、1995年の阪神大震災と2004年の中越地震を受けて作

成していた「緊急事態対応マニュアル」に従って、従業員一丸となっ

て企業継続計画を遂行し、4月1日には操業を再開、5月中旬には、す

べての製品の生産を再開しました。福島工場では、未曾有の自然災

害から得た数々の教訓を活かし、企業継続計画の具体的な見直し

を実施しています。

　また、今後の災害への備えとして味の素グループ全体で、そして、

社会全体で活かしていただくため、この経験から学んだことや取り

組みを、社内外の方 と々も積極的に共有しています。

患者さんの生命維持にかかわる製品をお届けする味の素製薬（株）。
震源域から約150kmに位置する福島県白河市にある福島工場も、あの東日本大震災の被害を免れることができませんでした。
製品をお届けする責任を果たすために、福島工場では従業員が一丸となって取り組み、震災からわずか20日間での早期生産再開を果たしました。
こうした未曾有の自然災害での被災から得た教訓を忘れず、今後の備えとして活かすために、被災から復旧の道のりをご紹介します。

所在地 …………… 福島県白河市

敷地面積………… 67,000m²
工場の延面積 …… 24,000m²
従業員 …………… 約250名
[主要製剤 ]
錠剤……………… 約10億錠 /年
散・顆粒剤、
軟膏、坐剤など … 約2,000トン/年
自社製造販売品 … 17製品
製造受託製品 …… 12製品

福島工場の概要

社外での講演会（2012 年 6 月）（左）
終了後も様 な々ご質問をいただき、意見を交換しました（右）

味の素製薬（株）では、味の素グルー
プが蓄積してきたアミノ酸に関する
膨大な研究により得られた技術・ノ
ウハウを薬づくりに活かしています。
日本国内に4工場を構え、輸液や
透析液、医療用食品などの臨床栄
養や、消化器疾患・代謝性疾患な
どに特化した薬を提供しています。

出典：気象庁「【災害時地震・津波速報】平成 23 年（2011
年）東北地方太平洋沖地震」

味の素グループ 防災講演会
（2012 年 8 月）

〈支援物資の御礼文書より抜粋 〉
「初期の避難所では、菓子パンやおにぎりを提供するだけが精一杯でしたので、嚥下
困難な高齢者や急性感染性胃腸炎患者等にお粥等の流動食を配布できずに困って
おりましたので、大変重宝がられました」

地域への支援活動
地域行政等と連携し、飲料水や食品、濃厚流動食等の支援物資を提供し
ました。

■生命維持にかかわる製品をお届けする企業としての義務
被災後、度重なる余震で工場復旧の目処が立たず、何度も気持ち
が折れそうになりました。そんなとき、福島工場が生産している成
分栄養剤「エレンタールR」を服用している患者様から以前いただ
いた「絵はがき」を心の支えにしていました。「患者様の中には『エ

レンタールR』でほとんどの栄養を補って
いる方がいらっしゃる、皆様のために一
日でも早く生産を開始しなければ」と自
身に言い聞かせました。
福島工場だけでなく、他の事業所の従業
員も応援に駆けつけてくれて、120％の力
を発揮してくれたことに深く感謝しています。

■被災の経験を、今後の備えに活かす
「緊急事態対応マニュアル」を震災前から運用していたことは、私
たちにとって幸いでした。しかし実際に被災して改めてわかったこと
も数多くあります。今後は、避難経路の見直しや安否確認システム
などによる「さらなる安全の確保」、最新の図面やガス・電気などの
安全遮断リストなどの「被害軽減のための整備」、復旧への優先順
位づけによる要員や資材を集中投入、事業所間・
協力会社・地域・行政への支援協力などによる
「生産再開までの期間短縮」といった対策
を検討し、大規模災害に対するより一層の
備えを行っていきます。

味の素製薬（株）  福島工場長　印口真二患者様からいただいた絵はがきを拡大して掲示

東日本大震災の経験を活かす—
味の素製薬（株）福島工場の被災と復旧への道のり
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被災経験を、社内外に共有

■　東日本大震災 本震の地域
震度分布（×印は震央）
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早期復旧に向けて―　震災当日からの福島工場の動きColumn

特集4 自然災害を乗り越え、持続可能な社会をつくる

製造エリア
機械室からの水漏れ、壁と天井部のひずみ、
壁の破損など

機械室
配管の破損、吊り金具の破損・脱落など

管理事務棟
水漏れ、天井の崩落、柱壁の破損など

緊急事態対応マニュアル
❶ 安全確保  
確実な避難準備、水・非常食の備蓄
❷ 大災害でも医薬品の供給を継続する  
製品の優先度に応じた適性製品＆原料在庫／受注＆配送のバックアップ
❸ 震災被害を抑える  
建屋の強度診断、設備機器の転倒防止

復旧に向けたプロセス

工場復旧作業の基本方針
（2011年3月12日作成）
安全最優先  
・ひとり作業禁止、夜間作業禁止
・危険には近づかない。危険を感じたら

すぐ避難
・大きな余震時には一旦避難し、点呼、

安全確認
・保護具の完全装着
家庭第一  
・当面は家庭のことを最優先に対応する
・仕事は可能な人で対応

停電の中、全員が無事に避難

「安全最優先」「家庭第一」を復旧の基本方針に

今後の大規模災害に備える

東海地震・関東直下型地震を想定して作成していた「緊急事態対応マ
ニュアル」に基づき、日常的な対策や従業員への周知を行ってきました。
訓練などの成果により、全員が無事に避難することができました。しかし、
停電時には非常照明がありますが、一部真っ暗になってしまうところもあ
り、また外はまだ雪がちらつくほど寒く、数分間屋外で点呼などをしている
だけで震えが来るほどの時期で、防寒着などの必要性も感じました。

震災翌日の3月12日より、復旧に向けて動き出しました。余震が続き、
各地の被害が明らかになる中、従業員の安全の確保と不安を少しでも
軽減することを最優先として、対策を立てました。家の中も地震により
家具が散乱しているなどの状況の中で、復旧に向けた体力と気力を維
持するためにも、家庭第一を基本としました。

さらなる安全確保や早期生産再開のために、被災の経験を活かして
いきたいと考えています。

3月12日〜13日の対応
◦ 従業員（特に震災当日不在だった者）の安否確認
◦ 安全確保（ガス漏れ点検、ユーティリティー遮断、立入禁止区域の設定、

出退勤の記録、余震時の避難・点呼）
◦ 情報収集（工場内外の被害状況、福島第一原子力発電所の事故）
◦ インフラ確保（電気、水、食料、復旧に必要な物資）
◦ 情報発信（取引先様・本社への被害状況報告、本社との役割分担の調整、

技術支援・支援物資の要請、地域行政との連絡）

復旧ステップ2
ダメージ調査と復旧計画
◦ 代替品がない製品を最優先に
◦ 製品在庫と販売計画による優先順位づけ

復旧ステップ3
応急処置、生産再開
◦ 生産再開可能な医薬品製造環境の確保（空調、製造用水、建屋補修など）

復旧ステップ4
完全修復

3月18日	 建屋の安全宣言

4月1日〜	 順次、操業を再開
4月25日	 成分栄養剤「エレンタール配合内用剤」の　　

　　　   　供給制限を解除
5月	 各製品の生産を順次再開、5 月15 日にすべての
  製品の生産を再開

7月19日	 すべての製品の供給制限を終了
〜8月末	 夏季休業期間を延長して完全修復工事を実施

復旧作業スケジュール策定
3月末までに	 水道、圧縮空気、精製水のほか工場内の　　　 

　　　　　 インフラを順次復旧

3月11日 震災当日

震災翌日から

14:46

15:10

16:00

地震発生・避難

◦ 大震災の発生を確認
◦ 非正社員に帰宅を指示
◦ 被害のなかった食堂に対策

本部を設置、正社員は食堂
に移動

この間も強い余震が
継続的に発生

◦ 一部を除き、正社員にも帰宅
を指示

◦ 残った従業員でユーティリ
ティー（LPG や電気、給排水
設備など）の遮断作業

復旧ステップ1
建屋の安全診断と、復旧作業のインフラ確保
◦ 建設会社による建物安全診断
◦ ガソリン・食料の確保

◦ インフラの確保（水、電気、ガス）
◦ 協力会社用の宿泊先確保

安全確保
・避難経路の確保（複数の経路やドアの検討、天候・停電等の事態の想定）
・救急処置（ケガ・やけど・過呼吸などに備える、資格取得）
・携帯電話の予備、通勤経路情報の取得　など

・固定方法の診断・改善（設備機器・高層倉庫、什器、配管等）
・ 地震検知による自動停止（大荷重・複雑に動く設備、代替のない設備等）
・漏れると被害が拡大する、ガスや電気などに関する最新図面と安全
 遮断リストの準備

被害の軽減

早期復旧
・確実な避難準備、水・非常食の備蓄
・優先順位づけ　　
・目標の明確化と役割分担（組織トップによる意思明示など）
・支援協力（持っているものの提供／事業所間、設備・建設会社、地域、
  行政等との普段からのコミュニケーションなど）



初期の支援

継続的な支援
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全員で調理するこ
とで「語らいの場」
が生まれ、笑顔が
溢れます

これまでに参加した従業員ボラン
ティアは、420名

郷土料理のつくり方など、住
民の皆さんからもたくさんのこ
とを教えていただいています

「男の料理教室」も
開催しています

一緒につくって、食べて、語り合うことの喜び

この活動は、本当に私たちだけではできないので
す。味の素グループの皆さん、宮城学院女子大学、
町の栄養士さん方、皆さんのお力をかりて頑張っ
ているところです。住民の皆さんがぐっと手をつな
いでみんな明るく元気に、そして元の生活に戻って

もらえたらいいなという思いでやっています。
宮城県亘理町食生活改善推進員協議会
清野珠美子会長

味の素グループは、現地行政の方 を々はじめとす

るスタッフの皆さんと連携し、現地の方々の目線

に立って、同じ息づかいで、これからも全力で

支援を続けてまいりたいと思います。

味の素（株） CSR部 東北支社駐在（復興支援専任部長）

前原誠一郎

 180回開催

約 3,000名
の方々が参加

※ 2012 年 10 月までの実績

■ 「食」「健康」の分野で取り組む、被災地の復興支援活動
被災地では、生活の基本である「食」がままならない状況に陥ります。味の素グループでは、「“食”の力で、復興のお手伝いをしたい」という
一心で「東日本大震災復興支援プロジェクト」を立ち上げ、被災地域への様々な活動に取り組んできました。
私たちは、事業を通じて知見を持つ「食」「健康」の分野で、復興の足取りが確かなものになるまで地域に寄り添った支援を続けます。

仮設住宅では食生活が乱れがちになり、健康・栄養面の課題が顕在化していました。

そこで味の素グループでは、住民の皆さんが集まって調理をし、おいしい料理を囲み

ながら語り合う場として「健康・栄養セミナー」を始めました。

味の素グループからは専任スタッフと従業員ボランティアが参加し、地域の様 な々

パートナーの皆さんとともに開催しています。

炊き出しの
実施 「味の素グループ商品詰め合わせ」の提供

避難所・仮設住宅での「食」をサポート

息長く健康を支える「健康・栄養セミナー」を仮設住宅で開催
（2011年10月〜継続中）

仮設住宅での栄養・健康課題

❶ 糖尿病、腎疾患、心疾患リスクの増加  

❷ 野菜不足による、ビタミン・ミネラル不足  

❸ 料理をすること自体がおっくうになり、
    品数・調理頻度が減少  

❹ コミュニティの崩壊による「語らいの場」減少

❺ アルコール依存症のリスク

みんなでつくり、みんなで食べて、語らう場をつくる
❶ 行政・社会福祉協議会・栄養士会などと連携  
❷ 移動式調理台「どこでもキッチーン」を活用  
❸ 親しみやすい、簡単メニューを全員で調理

「どこでもキッチーン」
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タイの洪水と向き合うTopics

特集4 自然災害を乗り越え、持続可能な社会をつくる

この災害の復興支援ワーキングチー
ム、また被害にあった従業員を代表し、
味の素社およびタイ味の素社の支援
に深く感謝申し上げます。この支援が
必ずや、被災地の人々の復興を勇気づ
けたものと信じています。

8,000 袋の支援物資を避難所へ  

　タイ味の素財団は、“ Heart to Heart... for Flood sufferers（被災地の皆さんの心に心を届けよう）” プロジェクトを立ち上げ、約
2,400万バーツの支援金の寄付のほか、味の素グループ商品や衛生用品、Tシャツなど11品を詰め合わせた支援物資8,000袋を避難
所にお届けしました。支援物資の詰め合わせ・配布には、タイ味の素グループ従業員600名が参加し、タイ王室関係者、学生、マスメ
ディアと連携して行いました。タイ味の素財団は引き続きタイの社会、人々に寄り添った活動を継続していきます。

2011年10～11月に発生した大洪水によって、タイでは広範囲で甚大な被害を受けました。味の素グループも5製造拠点が被災しまし
たが、いち早い生産再開に向けて努めました。一方で、被災した地域の方々の復旧をサポートするために、復興支援プロジェクトを立ち
上げ、地域の様々なパートナーとともに活動に取り組みました。

■ 農業を支援（2011年11月〜2012年2月出荷分）

味の素冷凍 食品（株）の

「ギョーザ」製品の売上に

対し1袋あたり1円（支援金

総額：21,257,000円）を、東

北地方の農業復興支援を

行っている3団体に寄付しま

した。

復興支援を願うお客さまの思いを、被災地へと届けるための取り組みを進めています。

日本財団を通じて支援する宮城県亘理町の
鈴木観光いちご園。2012 年 7 月には、従
業員ボランティアによるいちご園の高設ベン
チ化のお手伝いも行いました

アモーンラット・コタウォング

■ 窯元を支援（2012年3〜4月）

味の素ゼネラルフーヅ（株）では、「ブレンディ」

の売上の一部を、被災した東北の3窯元の修復

支援に充てるほか、その窯元でつくられたコー

ヒーカップを全国の消費者の皆様にお届けす

るキャンペーンも実施しています。

■ 飲食店を支援（2012年3〜4月）

味の素（株）は、「ほんだしR」の売上の一

部（1箱につき1円）を支援金として寄付。岩

手県沿岸部で被災した飲食店主らにキッ

チンカーを貸し出して営業再開を支援する

「かまいしキッチンカープロジェクト」に活

かされています。

冷凍食品売上No.1の「ギョーザ」だから
こそ、東北を応援するお客様の想いと
つながりながら支援ができると考え、こ
のプロジェクトを開始しました。ホーム
ページにて支援先の状況をお知らせす
るなど継続的な活動を行っています。

商品を通じた復興支援キャンペーン

味の素冷凍食品（株） マーケティング本部
家庭用事業部 販売企画グループ長　立野哲史

タイ味の素財団

お客様とともに支援


