
50味の素グループ サステナビリティレポート 2012

　味の素グループ従業員は世界に約3万人。その一人ひとりが、

働きがいを感じ、心身ともに健康で、充実した暮らしを実現する

とともに、事業を通じて社会に貢献できるよう、グループを挙げ

て、人材育成、キャリア開発、ワーク・ライフ・バランスなどの人事

諸施策、さらには従業員の健康と安全に向けた取り組みを実施

しています。

　また、味の素グループでは、グループビジョンである「グローバ

ル健康貢献企業グループ」を実現するためには、従業員、すなわ

ち人こそが大切な経営資源であると考え、人材マネジメントを経

営戦略の重要なテーマにしています。これは、「味の素グループ

Way※」の「人を大切にする」という価値観を実践することでもあ

ります。

　2009年には、国連グローバル・コンパクトへの支持を表明し、

その内容を「味の素グループ行動規範」における基本的な姿勢

として組み込みました。「労働」に関する原則についても、グロー

バルな基準に基づき、グループ・グローバルで実践の徹底に	

努めています。

※「味の素グループWay」：味の素グループ共通の価値観、仕事をする上での基本的考え方、姿勢（新
しい価値の創造／開拓者精神／社会への貢献／人を大切にする）

労働慣行

海外従業員比率約60％
海外グループ会社役員の現地従業員比率は
約40％

▶P54

前年度比約20％増
（2011年度）
育児休職・育児短時間
勤務取得人数
▶P56

全従業員約28,000名に
実施予定
グループ共通の価値観の共有
「味の素グループWayセッション」
▶P52

2011年度の主な実績

一人ひとりが能力を発揮し、
働きがいのある会社へ
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多様な人材のグローバルな育成・登用

　「味の素グループ人事プラットフォーム」とは、世界各国の味の素

グループ企業に所属している多様なリーダー人材を、グループ横断

的に育成・登用し、人材の適材適所を実現することを目的とした、人

材マネジメントに関する共通基盤です。基幹人材と基幹ポストを「見

える化」する仕組みと、体系的な育成プログラム、報酬ポリシーから

構成されます。2011年度は、基幹人材の情報を収載したデータベース

「味の素グループ人事情報システム（A-Talent）」を海外主要法人の

経営層と人事責任者に公開し、さらに基幹ポストの職務記述書の収

載にも着手しました。2012年度は、職務記述書の収載を完了し、個

別のキャリア開発への活用を開始します。また、国際間異動の際の

手続き・ルールの整備、報酬ポリシーの設計も進める計画です。

　味の素グループのグローバル人材に求められる3つの要素、「味の

素グループWay」「味の素グローバルリーダーシップコンピテンシー」

「グローバルマインド」をベースとし、基幹職の職務グレードに応じ

た5種類のリーダー育成研修を行っています。

地域本部別若手リー
ダー育成研修の参加者

「味の素グループ
リーダーセミナー」
の様子

研修名 主な対象者 実施頻度と参加人数 研修内容

エグゼクティブ・コーチング GEM ― トップマネジメントに関する個人研修を実施

味の素グローバル・グループリーダーセミナー
（GGLS）

JG1 年1回、約 25 名
自社のグローバル課題に対するアクションラーニングと人材委員会
に対するプレゼンテーションを実施

味の素グループフューチャーリーダーセミナー
（AGFLS）

JG2 年1回、約 25 名
トップマネジメント層の講演、異文化コミュニケーションの理解、
社内ケースを用いた戦略シナリオ作成トレーニングを実施

味の素グループリーダーセミナー（AGLS） 国内基幹職 年1回、20 〜 30 名
自身と組織を振り返る中で、どのようなリーダーを目指すのかを徹
底的に考え抜くトレーニングを実施

地域本部別若手リーダー育成研修（ARLS） JG3
各地域本部ごとに
年1回、約 30 名

自社の理解に加え、コーチングや異文化理解に関するセッションを実施

本社スタッフの上位層、国内外関係会社の課長クラス

本社の事業部門次長、国内外関係会社の役員・事業部長

事業部門長、人事・財務部長、国内外関係者のトップクラス

本社の課長、国内外関係会社の部長クラス

JG3

JG1
GEM

JG2

グローバルレベルで人材の適材適所を実現 する「味の素グループ人事プラットフォーム」

グローバル人材育成のための様々な取り組み

一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ

リーダーシップ研修の実施

味の素グループでは、2011-2013年中期経営計画で掲げる私たちが目指すグループ像「確かなグローバルカンパニー」の要件である

「世界レベルの多様な人材力」と「利益を生み出す効率性」を実現するため、国籍・キャリアを問わない多様な人材の育成と登用、および

「味の素グループWay」の浸透に取り組んでいます。

■ 基幹職の職務グレード

■ リーダー育成研修
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　味の素グループでは、定期的に開催する機能部門別のグローバ

ル会議や研修を通じて、世界中で働くグループ従業員の人材育成

に取り組んでいます。またこの他にも、世界各地で様々な部門別研

修等を実施しています。

「味の素マーケティング
トレーニングプログラム」
【中級コース】の様子

「味の素グループ安全報告大会」
の様子

名称 内容 参加者

会議

味の素グループ	グローバル調達担当者会議
各国のノウハウや事例共有、グループ調達についての
グループディスカッション等の実施

11カ国 15法人 18名

味の素グループ安全報告大会
労働災害防止のための取り組み事例や安全活動の課
題解決の糸口等の共有

6カ国 224名

味の素グループ	品質のマネジメント・技術に関する検討会
最新の品質保証をはじめとするマネジメント動向と、品
質にかかわる技術の発表・情報共有

5カ国 398名

味の素グループ	グローバル人事会議
グローバル人材マネジメントの目指すべき姿の実現
に向けた目標共有、目標達成に必要なスキル・知識
の習得

18法人 43名

地域 IT マネージャー会議
情報システム等に関するノウハウの共有、および課
題等についての議論

欧州、北米、南米、ASEAN、中国
の 5地域から 5名を含む計 20名

味の素グループ	グローバルPR会議
グローバル広報に関するレクチャー、各国の事例共
有、グループワークを実施

国内グループ各社含め11カ国18名

海外経理担当者会議
様々な会計課題に対する連携強化に向けて、各国の
事例共有や知識の習得、ディスカッションを実施

14カ国 44名

研修

味の素マーケティングトレーニングプログラム
【初級コース】

マーケティング業務経験の浅いマーケッターを対象
とした、マーケティングに必要な知識の習得

南米（ブラジル、ペルー）2 法人
31名

味の素マーケティングトレーニングプログラム
【中級コース】

ブランドマネージャー、プロダクトマネージャーを
対象とした、ステップアップコース

アジア、南米から 12法人 19名

一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ

グローバル会議・研修を通した人材育成

■ グローバル会議・研修例

　味の素（株）では、味の素グループの人材育成の基礎であり、グローバル

人材に求められる要素の一つである「味の素グループWay」の浸透に向け、

2011年度より階層別研修やリーダー研修の場において「味の素グループ

Way」セッションを始めています。DVD視聴とグループワークを中心とし

たこのセッションを受講した参加者からは、「『味の素グループWay』を身

近に感じた」「モチベーションがさらに上がった」「これからの実務に活かし

ていきたい」といった声が多く寄せられています。

　2012年度以降は、国内グループ会社、海外法人においても「味の素グ

ループWayセッション」の実施を予定しており、2012年度末までに味の素

（株）のすべての基幹職の受講を、2014年度末までに約28,000名のすべ

てのグループ従業員の受講完了を目指しています。

味の素グループ共通の価値観の浸透を目指す「味の素グループWayセッション」の実施

TOPICS

「味の素グループ
Way」セッションの
様子。日々の仕事で
いかにグループWay
を実践するかをグ
ループでディスカッ
ション

「味の素グループ
Way」 についての
DVDを視聴
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　味の素（株）は、2012年5月、「働く人をひきつける企業」

を調査・表彰する「ランスタッドアワード※1	2012」で、食品

業界ではトップとなる4位を受賞しました。調査項目のうち、「快

適な職場環境」「雇用の安定性」「財務的に健全であること」

が特に高く評価されました。今後も、「味の素グループWay」

の「人を大切にする」を実践しつづけ、信頼され、魅力度の高

い企業であり続けたいと考えています。

※1	 	「ランスタッドアワード」：グローバル総合人材サービス企業であるランスタッド
ホールディング・エヌ・ヴィー（オランダ）が1999年にベルギーで調査を開始したもの。
調査の対象および内容を特定の層やトピックに限定していないことが特徴で、現在
ではその国の人々が勤務先として「働く人をひきつける企業」を選ぶ調査として評
価されている。企業魅力度をはかる指標として10項目を設定し、世界中で同じ基準
で調査。日本法人であるランスタッド（株）が日本で初めて実施した今回の調査では、
18歳から65歳までの男女8,004名を対象に、145社の日本企業および海外企業枠
25を含む170社について評価を実施。会社の「認知率」と「その会社で働きたいか」
という2点を重要評価基準とし、これに10指標別ランキングを加味した独自の方法
により、総合的な「エンプロイヤーブランド・企業魅力度」の高い企業を算定している。

「働く人をひきつける企業」 業界4位を受賞

5月28日に行われた授賞式にて

　味の素（株）では、「一人ひとりの成長が会社の成長を支えている」

「自分の育成の主体者は自分自身」という考え方のもと、高い目標を

掲げチャレンジする人を積極的に育成・支援しています。従業員が自

ら思い描くキャリアを実現できるよう、様 な々研修プログラムを用意

しています。

　味の素（株）では、従業員の成長の段階に合わせた研修プログラ

ムを用意し、「キャリア開発ガイド」としてイントラネット上に掲載して

います。主に、目的に合わせた３段階プログラム「階層別プログラム」

（昇格研修、フォローアップ研修、新人研修等）、「選択型プログラ

ム」（ロジカルシンキング研修などの選択型研修や通信教育／eラー

ニング等）、「グローバル＆グループプログラム」（社内リーダー研修

や外部派遣型プログラム）を用意しています。その他にも、それぞれ

の事業所・部門が主体となった専門的な研修が各種用意されてい

ます。

階層別プログラム

役割や年次で求められる標準的な力を知る

▶ 基幹職向け研修

▶ 一般職向け研修

OJT、評価シート作成と面接、キャリア支援制度
昇格・異動、事務所・部門別研修

▶ 事業所・部門別研修

選択型プログラム

「コアとなる能力」「ビジネススキル」の中でより高めたい力を磨く

▶ 集合型研修：「コアとなる能力」の育成

▶ 「通信教育」「eラーニング」ビジネススキル育成プログラム

OJT、評価シート作成と面接、キャリア支援制度
事務所・部門別研修

グローバル＆グループプログラム
「味の素グループ Way」を高いレベルで発揮し、
より高い視座・広い視野を持ち、力を発揮する

▶ グローバル＆グループリーダー育成プログラム

▶ 外部派遣型プログラム

OJT、昇格・異動、事務所・部門別研修

気づき

充 実

さらなる

ステップアップ

■ 味の素（株）の人材育成プログラム

質問項目＆10のエンプロイヤーブランド指標
◦ キャリアアップの機会がある
◦ 快適な職場環境がある
◦ 雇用が安定している・終身雇用がある
◦ ワーク・ライフ・バランスが取りやすい
◦ 財政的に健全である
◦ 仕事内容に興味がある

◦ 社内研修が充実している
◦ 優れた経営者がいる
◦ 環境や社会に配慮している
    （CSR［企業の社会的責任］を果たしている）
◦ 他社より給与が高額で、
　 福利厚生が充実している

日本国内での人材育成

一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ

一人ひとりの成長をサポートする
キャリア開発ガイド

TOPICS
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国内味の素グループでの取り組み

一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ

　国内の味の素グループでは、労働組合と定期的に経営方針の確

認・共有を目的とした労使協議会や、労働条件について検討する専

門委員会があります。

　2011年度は、味の素グループ各社の労働組合役員を対象に、経営

トップが直接、2011-2013年中期経営計画の進捗状況や今後の展望

について説明・対話する機会を設け、活発な意見交換を行いました。

また味の素（株）では、「ワーク・ライフ・バランス向上プロジェクト」も

2008年より労使共同で取り組んでいます。

〈 春季労使交渉 〉

環境変化に適応しつつ中期経営計画達成に邁進するための具体的

な取り組みについて、組合要請事項をもとに労使で協議を実施。

労使関係

2011年度の主な取り組み（味の素（株））

味の素グループは、一人ひとりの従業員が、「味の素グループで働いてよかった」と思える職場環境を目指し、

各国の法令や状況等に基づいて、従業員と直接あるいは、従業員の代表と誠実に対話、協議しています。

	P55　労働慣行：ワーク・ライフ・バランスの向上に向けて			参照

テーマ 内容

賞与
2012 年上期以降 3年間の、新たな賞与算式につい
て労使合意

社宅制度 社宅制度の改定について労使で確認し、労使合意

人事諸制度
人事諸制度の運用状況や課題について労使で確認。
今後、人事諸制度について運用実態も踏まえた包括
的なレビューを労使で実施していくことを確認

海外諸課題
海外駐在員のハードシップ手当て、健康管理休暇に
ついて、定時改定による見直しや新規エリアの設定
について労使で確認

確定拠出年金の導入 確定拠出年金制度の導入検討に向けて、労使で合意

■ 主な労使協議テーマ

人事・労務関連データ（2012年3月31日現在）

正社員
臨時従業員

男性 女性 全体

味の素（株） 2,355人 945人 3,300 人 338 人

国内グループ会社 5,985人 1,908人 7,893 人 6,274 人

海外グループ会社 12,278人 4,774人 17,052 人 7,233 人

合計 20,618人 7,627人 28,245 人 13,845人

退職者数 再雇用者数 ※5

定年 自己都合 ※4 定年後 自己都合後

味の素（株） 39人 31人 35人 0人

国内グループ会社 140人 171人 161 人 ー

男性 女性 全体

日本
味の素（株） 840人 59人 899 人

グループ会社 1,642 人 63人 1,705 人

アジア 896人 410人 1,306人

欧州（含むアフリカ） 220人 73人 293人

米州 363人 89人 452 人

合計 3,961人 694 人 4,655人

人数

味の素（株） 98人

国内グループ会社 289人

人数 比率

味の素（株） 78人 1.73%

国内グループ会社 184人 1.63%

米州

16%
4,392人

欧州
（含むアフリカ）

7%
1,926人

海外法人役員の
現地従業員比率

39.0%

アジア

38%
10,735人

日本

40%
11,193人

合計
  28,245人

■ 地域別基幹職数※2

■ 地域別人員構成

■ 採用者数（新卒＋通年）
■ 正社員の状況

■ 障がい者雇用

■ 従業員数

■ 退職者数／再雇用者数

※2　基幹職：法人にお
ける課長、課長職相当の
職位、もしくは課長よりも
上位職（除く役員など）の
従業員

※3　年次有給休暇取得率は基幹職含む

※4　2011年４月〜2012年３月自己都合退職者数（嘱託終了は含まず）
※5　2011年４月〜2012年３月定年退職者および配偶者の転勤などに伴う自己都合退職者の再雇用者数

〈 労使協議 〉

中央労使協議会を実施（8回）。

平均年齢 平均
勤続年数 総労働時間  年次有給※3

休暇取得率 離職率

味の素（株） 40.6 歳 17.3 年 1,988 時間 72.5% 0.9%

海外グループ会社 33.6 歳 8.2 年
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一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ

　味の素グループは、一人ひとりの成長と企業の継続的な発展を通

して、企業を構成する全ての従業員の豊かで実りある人生の実現と

社会の発展に貢献したいと考え、「味の素グループ ワーク・ライフ・

バランスビジョン」の具現化に取り組んでいます。

　味の素（株）では、労使共同で立上げた「ワーク・ライフ・バラン

ス（WLB）向上プロジェクト」での様 な々取り組みにより、従業員の

WLBの考え方の理解や働く環境の見直し、働き方の見直しが着実

に進んでいます。

　2012年度からは、従業員や組織の中に暗黙知として存在してい

る3つの「目指す姿」を明文化し、WLBの全社目標として掲げてい

ます。その実現のために労使で取り組む4つの「取り組みテーマ」

を設定し、各職場で実践するために、WLBについての認識の共有

および議論を各職場で行いました。今後、順次取り組みを実践し、

定期的にレビューを行う予定です。

ワーク・ライフ・バランスの向上に向けて

【 スローガン 】
一人ひとりの成長と企業の継続的な発展を通じて、

企業を構成するすべての従業員の豊かで実りある人生の実現と社会の繁栄に貢献します。
～働いてよかったと思える企業グループへ～

【 味の素グループが目指すワーク・ライフ・バランスの実現像 】
会社は従業員の実りある人生（ライフ）を「支援」し、従業員は人生を通じて高めた能力や活力を持って会社に
「貢献」するという好ましい循環が継続することにより、従業員、会社がともに成長、発展し続けていること。

個人（わたし）と会社の「ワーク・ライフ・サイクル」の確立を目指す

生きがい・働きがいに満ち溢れ、
企業人・家庭人・地域人として自立・自律した個人へ

誰もが働きたいと思える会社、
胸を張って次の世代に引き継いでいける会社へ

個人（わたし）
● 心身ともに健康である

● 仕事や自己研鑽を通じて、自らの成長を実感している

● 常に挑戦的な目標と生産性の実現を目指している

● 仕事とプライベートの両立を常に心掛け、
   メリハリのある働き方をしている

● 属する会社・組織や立場に関係なく、
   グループで共に働く仲間を尊重し合い、互いの成長を目指している

会社
● 個々人の多様な価値観を尊重する

● コミュニケーションとチームワークを大切にする

● 魅力溢れる人財を採用し、様々な機会の提供を通じて育成する

● グループで働くすべての従業員同士が互いを尊重し、
   切磋琢磨できる職場風土・環境を創る

● 常に新たな価値の創造・提供を通じて社会へ貢献し、
   誰からも目標とされる会社になる

能力向上・発揮、新たな価値創造による会社への貢献

多様な選択肢の提供による個人の成長・働きがい向上への支援

「味の素グループ ワーク・ライフ・バランス ビジョン」

■ 「味の素グループ ワーク・ライフ・バランスビジョン」

各職場でのWLBの認識共有、
議論の様子
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■ 味の素（株）における2012-13の取り組み

■ 味の素（株）のワーク・ライフ・バランス関連制度の利用状況（2011年度）

関連制度・取り組み施策 内容 取得人数等

育児休職
子供が満1歳になった後の最初の4月末日まで取得可能（法定に基づく6カ月の取得期間延長あり）。
休職の初日から数えて通算15日間は有給

130人
（うち男性11人）

育児短時間勤務
1日2 時間 30 分の短縮を限度とし、小学校4 年生の始期に達するまでの間、期間制限なく取得することが
できる

124人

子供看護休暇
中学校始期に達するまでの子を養育する従業員は、子供一人あたり年間10日間の休暇を取得することができ
る。半日単位での取得も可能

47人

看護休職
配偶者、父母、子、同居または扶養している2 親等以内の親族を看護するために、1年を上限として取得する
ことができる

0人

看護短時間勤務
1日2時間 30 分の短縮を限度とし、対象家族が要看護状態にある場合に、1年ごとの更新で対象家族の要
看護状態が解消するまで取得することができる

2人

有給休暇積立保存制度

配偶者、父母、子、同居または扶養している2 親等以内の親族の私傷病によって従業員本人の看護が必要な
場合、およびそれらの親族の私傷病により定期的な通院に従業員本人の看護が必要な場合、学級閉鎖となっ
た場合等に積み立てた有給休暇を取得することができる。半日単位での取得も可能。積立できる上限日数は
40日

88人

リフレッシュ休暇
25 歳〜32 歳、33 歳〜 40 歳、41歳〜 48 歳、49 歳〜 56 歳の期間においてそれぞれ1回、総数 27日
を上限とする特別休暇の行使を含む、9日、16日、30日、16日のリフレッシュ休暇を取得することができる
各休暇の行使権利は、前回取得した期間終了日から５年間を経過した以降の最初の４月１日からとする

150人

ボランティア休暇
非営利団体、社会福祉団体等における「障がい者福祉」、「老人福祉・介護」、「児童福祉」、「自然環境保護」、「災
害支援活動」、「骨髄ドナー」、その他会社が認めた活動につき、適用認定を受けた従業員に対し、一年度につ
き8日間を上限とするボランティア休暇を付与する

20人

再雇用制度
退職理由が以下に当てはまり、退職せざるを得ず、本人が希望する場合に再雇用登録の対象とする
◦	出産・育児　◦	介護・看護　◦	転居をともなう結婚や配偶者の転勤

登録者数 29人
（2012年4月現在）

労働時間削減の取り組み ノー残業デーの実施（事業所ごと） ―

有休取得率向上の取り組み 有休取得キャンペーンの実施（事業所ごと） ―

ベビーシッター補助 ベビーシッターを利用する際、割引（1500 円／回）を受けられる 10人

　味の素（株）では、働きがいのある・働きやすい職場づくりを目指

して様 な々関連制度の整備と活用を進めています。

　2011年度は、前年度に比べ、育児休職・育児短時間勤務の取得人

労使で取り組む4つのテーマ

主な取り組み

労働時間への感度を上げる
（Productive On） （Positive Off）

（Strong Team） （Lifeplan Fruition）

休暇取得の促進 ❸❷❶ ❹全員参画による
職場運営の改善

会社支援施策を活用した、
自立・ライフプランの実現

「働き方目標」の管理
● 自身の労働時間の正確な把握
● 働き方計画表を作成・活用し、生
産性を意識した働き方を実践

「ポジティブ・オフ」運動※1

● 従業員の成長機会の確保のため
の、積極的な休暇取得の奨励

● 一人ひとりが、自己研鑽やボラン
ティアなどオフの充実化を図る

※1 「ポジティブ・オフ」運動：休暇を取得して外出や旅行などを楽しむことを積極的に推進し、
「休暇（オフ）を前向き（ポジティブ）に捉えて楽しもう！」という運動であり、味の素（株）
はこれに賛同しています。

※2 支援施策例：育児／介護施策、グループ教
育施策、ボランティア斡旋

職場懇談会の活用
● 切磋琢磨し、より相互支援のある
職場づくりのために、全職場で職
場懇談会を実施し、改善につなげ
る。

● 職場ごとの「WLB実現度確認シー
ト」を活用した議論

会社支援施策※2の理解と活用
● 支援施策の理解、周知を促進する
場づくりと施策活用を促す職場風
土の醸成

1. 自分自身の働き方に満足している
2. 高い生産性を実現している
3. 社会人として自立し、ライフプランの実現に向けて取り組んでいる

味の素（株）従業員が目指す姿

関連制度の整備と活用

一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ

「次世代育成支援対策推進法（次世
代法）」に基づいて策定した行動計画
目標の達成結果や、その他の基準へ
の対応が認められ、2009年10月27
日に「次世代認定マーク（通称『くる
みん』）の２期目が認定されました。

数が約20％増加す

るなど、制度の活用

が進んでいます。
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味の素グループは、「味の素グループ防災および労働安全衛生基本理念・方針」に則り、防災および労働安全衛生を

企業活動の最も重要な基盤の一つと考え、従業員が安心して働くことができる労働環境づくりに細心の注意で取り組んでいます。

■ 味の素グループの防災および安全衛生推進体制（2011年度）

味の素グループは、人間尊重を基本とし、防災・労働安全衛生を企業活動の最も重要な基盤のひとつと考え行動します。

「味の素グループ 防災及び労働安全衛生基本理念」

“止める（やめる）勇気が心の保護具　迷ったときには　まず確認” （2011-13年度）

「味の素グループ安全衛生スローガン」※1

一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ

従業員の安全と健康のために

味の素グループは
❶ 災害及び事故をゼロにするために、労働安全衛生マネジメントシステム

の考えに基づき、危険源を特定・評価し、必要な経営資源を用いその
低減除去を講じます。

❷ 関係法令及び、社内ルール等の順守を徹底し、ライン主導のもと労働
安全衛生活動の継続的な向上を図ります。

「味の素グループ 防災及び労働安全衛生基本方針」（2011年4月1日制定）

❸ 非常事態を予防し発生時の被害を極小化するため、体制及び訓練の強
化と対応の円滑化を図ります。

❹ エリアで働く一人ひとりが常に安全で健康に業務を遂行できるように
積極的な活動を行います。

※1　味の素グループ従業員より募集し、応募のあった作品から選ばれています。

　味の素グループでは、日 、々世界各地で3万人の従業員が様 な々業

務にあたっています。その一瞬一瞬に、自然災害に見舞われる可能

性や、挟まれ、転倒、熱傷などの労働災害、交通事故など、思わぬ事

故や健康被害が起きる可能性が潜んでいます。

　味の素グループでは、「味の素グループ防災及び労働安全衛生

基本理念・基本方針」に基づき、従業員やエリア内で働く皆様が心

身ともに健康で家に帰れるように、災害および事故のゼロ化を目指し

て危険源の特定・評価と、その低減・除去に取り組んでいます。

こうした理念を確実に実行するために、味の素グループでは3カ年の

中期計画「味の素グループ労働災害防止計画」を策定し、目標を定

めて取り組みを進めています。2011－2013年度の3カ年計画では、グ

ループ全体の現在の労働災害に関する課題を明確にし、取り組む対

象を絞り込んだ活動を進めています。

　国内外グループの目標を統一して絞り込むことで、取り組み推進

や改善に向けた国内外の連携や情報交換もしやすくなりました。

防災および安全衛生のための3カ年計画の推進

味の素（株）
経営会議 防災安全会議

事務局：味の素（株）
　　　  環境・安全部

事務局：味の素（株）環境・安全部

部門安全担当者会議

防災安全推進本部

推進体制

実行体制

味の素冷凍食品（株）

味の素ベーカリー（株）

味の素物流（株）

カルピス（株）※3

味の素製薬（株）

関係会社

味の素（株）事業支援本部

食品事業本部

バイオ・ファイン事業本部

生産部門

中国事業本部※2

味の素（株）

※2			2012年4月より事業改変等のため対象外
※3			2012年10月より事業改変等のため対象外
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　味の素グループでは、挟まれ巻き込まれ災害と転倒災害を2大災

害として、2011－2013年度の「味の素グループ労働災害防止計画」

の中でもその撲滅を目指し、重点的に取り組んでいます。

　その結果、2011年度は、挟まれ巻き込まれによる重大災害を、前

年度に比べ、92％削減し、大きく改善することができました。これは

主に海外グループ会社で展開した「包装設備の安全化」「安全体

感教育」の徹底の成果と考えています。

　一方で、転倒災害については国内で2011年度は前年度に比べて2

倍の件数となり、現在、その改善に向けて、転倒の原因となる床の濡

れ・凍結の防止などに取り組んでいます。

　今後もグループ・グローバルで

の相互連携による協力体制を強

化し、2大災害撲滅の取り組みを

加速させるとともに、業務中の交

通事故防止や法令遵守、安全衛

生教育にも力を入れていきます。

2011年度の労働安全衛生の取り組み

一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ

マレーシア

改善前すべり防止靴（左）と従来の安全靴

ベトナム

改善後

塗装後

塗装前

■ 挟まれ事故防止活動の事例
・ダミーハンドを使った安全体感研修

・すべり防止塗料による床の塗装
■ 転倒防止活動の事例
・すべり防止靴の採用
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味の素グループにおける休業災害の推移データ（2012年3月31日現在）

■ 国内休業災害度数率の推移 ■ 海外休業災害度数率の推移

■ 国内休業災害強度率の推移 ■ 海外休業災害強度率の推移

※強度率：1,000延べ労働時間あたりの労働損失日数で、災害の重さの程度を表す
算出方法：延べ労働損失日数／延べ実労働時間数×1,000

※度数率：100万延べ労働時間あたりの休業１日以上の労働災害による死傷者数で、災害発生頻度を表す
算出方法：労働災害による死傷者数／延べ実労働時間数×1,000,000
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一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ

　日々の様 な々事業活動の中で、ほんの一瞬の油断が大きな事故・

災害に発展する可能性があります。

　味の素グループでは、事故・災害の未然防止のために、工場の新

設や設備の変更などにあたりアセスメントを実施するとともに、大き

な事故災害が発生した場合は、緊急の安全点検などを実施し原因

を究明することで、再発防止を図っています。

■	安全アセスメントの実施
　味の素グループでは、労働災害を未然に防止する仕組みとして、安全

アセスメントを実施しています。

　主に新製品の生産や増産または製造工程の変更、新規物質の試作、

建築物・構造物・設備の建設または撤去時に計画の段階で実施する

　従業員一人ひとりの安全を守るためには、様 な々層への様 な々形

での日常的な教育・訓練が不可欠です。

　味の素グループでは、管理者層を対象とした経営者に対する安

全衛生セミナーや、製造現場リーダーを対象とした危険予知など、

それぞれの職務に必要な労働安全衛生教育を継続して実施してい

ます。さらにグループ各社では、それぞれの業態に合わせて、独自の

安全教育ビデオを使った入職時の安全教育や、製造、包装、輸送な

ど、各設備の特徴に合わせた安全体感教育を導入するなど、幅広い

教育を実施しています。

　また、味の素（株）が実施するKYT※研修への参加者が、各職場

で具体的に指導しやすいよう、教育材料として毎月４つの危険予知

事例を紹介しています。

　このような教育活動は、国内にとどまらず、海外のグループ会社で

※	KYT：危険予知トレーナーの略

KYTトレーナー研修

第4回中国安全学校

労働安全衛生マネジメント

従業員への労働安全衛生教育
も積極的に行われており、国内外グループ全体で労働災害未然防止

に努めています。　

　2008年度には、中国味の素社による中国国内の味の素グループ

企業を対象に、初めて「安全学校」が開催され、日本の味の素（株）

からも、講師として参加しました。タイ、ブラジル、ペルー、ベトナム、ナ

イジェリアでは危険予知基礎教育や安全体感教育が実施されてい

ます。また、最近では海外法人から研修生を迎え、日本やタイで工事

安全を学ぶ取り組みを実施しました。労働安全衛生活動への考え

方や取り組みは、国や地域によってそれぞれですが、味の素グルー

プでは、海外でも「従業員を愛する家族のもとへ毎日無事に家に 

帰すこと、無事に家に帰ること」の大切さを広げています。

ものです。過去の災害事例を教訓とした考えや法律上の確認を中心と

した事前確認のほか、実際に人の配置や動線等は工場稼動前の安全

点検もあわせて行っています。

■	安全点検・監査の実施
　万が一大きな事故災害が発生した場合は、味の素グループでは、緊

急の安全点検を実施し、発生の原因や対策等を現地で確認し、同種の

災害防止を図っています。

　2011年度より、安全点検実施の判断を、より小さな災害の発生時に

も適用することで、「災害の芽」となるものに手を打つ体制としました。

　また、安全スタッフに多くの安全活動事例を知ってもらうために、事業

所の安全スタッフをメンバーに加えた相互安全監査も行い、地域・業態

による違いや好事例を学ぶ機会としています。

■ 国内味の素グループ共通の教育

■ 海外包装系法人での教育

教育名称 目的

KYTトレーナー研修 製造のリーダー、海外赴任予定者を対象とした安全活動のリーダーとなるための基礎研修（３回／年開催）

経営首脳者等安全衛生セミナー 国内グループ各社の管理者層を対象とした安全配慮を中心の教育（１回／年開催）

ヒューマンエラー防止研修 ヒューマンエラーの種類、基礎的な防止策を学ぶ研修（１回／年開催）

OHSAS内部監査員養成講座 労働安全衛生マネジメントシステムのPDCAを内側からチェックし改善提言するための基礎教育（４回／年開催）

OHSAS内部監査員能力向上教育 内部監査員として問題点絞り込みと提言能力を向上させるための教育（１回／年開催）

教育名称 目的

安全体感教育
設備等の怖さを安全に体感し、災害防止につなげるためのオペレーター向け教育（初回のみ指導を行い、そ
の後は法人ごとに適宜開催）

中国安全学校
味の素中国全法人を対象とした労働災害防止のための専門教育（１回／年開催し、日本人の講義や各
社の取り組み、相互安全パトロールの実施等、テーマを決め開催）

海外法人要望に応じた教育支援 海外法人の要望に応じ、日本から講師を派遣し海外安全教育の支援を積極的に実施
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大会会場風景 第2部のポスターセッションの様子

安全報告大会の
内容をレポートにま
とめ、グループ内に
共有

ベトナム味の素社による発表の様子

一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ

　味の素グループの安全文化を構築するには、各事業所の取り組み

レベルを早急に向上させ、労働安全衛生活動上の課題を解決してい

くことが不可欠です。そこで、各事業所の成功・失敗事例を共有し情

報交換をしながら、ともに課題解決を進めていくため、2年に一度「味

の素グループ安全報告大会」を開催しています。

　2011年10月に開催した第２回目の大会には、6カ国から224名が

集まり、「味の素グループ労働災害防止計画」の目標達成を目指し、

挟まれ巻き込まれ災害・転倒災害撲滅のための取り組み事例や安

全活動の課題解決の糸口などを数多く共有しあうとともに、味の素グ

ループ間の連携を一層深めることができました。

　13事業所の発表の中でとりわけ好評だったのが、（株）コメック大

阪工場の“安全教育を行う者と受ける者との認識の違いに触れた工

夫”と、ベトナム味の素社の“工事下請会社作業者への工事安全体

感教育の実施”でした。参加者のアンケートでは、「安全活動が全

世界共通の取り組みであることを改めて感じることができた」「自社の

安全水準が再確認できた。今後の活動に活かしたい」といった声が

聞かれ、グループの安全を守る決意を新たにした一日となりました。

今後もグループ安全活動の一つとして定期的に開催していきます。

世界中で、安全への取り組みをさらに向上させるために―

「第２回 味の素グループ安全報告大会」の開催

TOPICS

KYTトレーナー研修

第4回中国安全学校

K
Y
T
シ
ー
ト

「ゼロ災会」でのリスクの洗い出し 安全学校
（味の素中国社）

支社交通安全講習会
（味の素（株）東京支社）

マネジメントシステムミーティング
（ウエスト・アフリカン・シーズ
ニング社）

■ 危険予知トレーニングなどで使用される自作の教育資料
  例：包装ラインでの危険予知

【状況】
あなたは、Aラインで原料出し
作業をしています。

●	どんな危険が潜んでいますか？

●	○○が○○なので○○

●	あなたならどうしますか？

●	

【状況】
あなたは、Aラインで原料出し
作業をしています。

●	（例）こんな危険が考えられます

●	フォークリフトマンに手を上げるサインをしなかったので、後を振り
返ったときリフトが来ていたのでびっくりしてしまった。

●	フォークリフトマンに手を上げるサインをしなかったので、搬入され
てきたパレットに足を押されてしまった。

●	後ろを見ずに作業場所から後退したためパレットに足をぶつけて
しまった。
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一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ

　味の素グループは「防災及び労働安全衛生基本方針」の一つとして、「エリアで働く一人ひとりが常に安全で健康に業務を遂行できるように

積極的な活動を行う」ことを掲げています。

　しかし2011年度には、国内外で工事施工会社従業員が工事中に被災する事故が発生しました。こうした事故を受け、事業所エリア内の工事事

故を防止するため、2012年5月下旬、日本とタイの2カ国で工事安全担当者研修を開催しました。

　ブラジル味の素社とインドネシア味の素社から工事安全担当者が2名ずつ参加し、各国で各2日間、計４日間かけて各国の工事安全手法につい

て学びました。

工事事故の防止に向けて―

海外法人工事担当者に対する安全研修の開催

工事作業の実演

工事の種類別の表示を一覧にしたパネル 工事のルールを示す標識

朝礼の様子

現場危険予知内容の確認 インドネシア味の素社からの参加者 講義風景

TOPICS

　インドネシア味の素社から工事安全担当者研修

に参加した2名は、この研修で学んだことをもとに、

早速工事安全に関する取り組みを開始しました。

　2012年8月から「安全朝礼」の実施を開始。毎朝、

協力会社とモジョケルト工場の工務メンバー、総勢

およそ300名が工場内の広場に集まり、安全朝礼を

行っています。毎月１回はこの朝礼の中でトップ層

からの安全に関する指導・依頼を行い、安全活動

優良表彰や協力会社の代表会社による工事作業の

実演なども行うことで、安全意識のさらなる向上を

図っています。

　また、文章が多くてわかりにくい工事安全ルール

をわかりやすくするために、「工事安全ルールの見え

る化」の取り組みも始めました。例えば、工事作業

の場所や内容ごとに守るべき安全ルールを「統一し

た標識」を使い、それらを工事現場に掲示します。

この標識によって、ひと目で守るべき安全ルールが

わかるようになりました。事業所エリア内の工事事

故防止につながる大きな一歩を踏み出しました。

研修参加後の工事安全活動
インドネシア味の素社 モジョケルト工場の取り組み
―毎朝の300名の「安全朝礼」、そして「工事作業の実演」や「工事ルールの可視化」で工事事故の防止へ―
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　味の素（株）では、「セルフケア」という考え方を核にヘルスケアの

取り組みを推進しています。新入社員、中堅社員、基幹職など、それ

ぞれの立場によって健康管理の観点は違うため、対象に応じた産業

医による階層別研修を実施しています。新しく基幹職になる対象者

や中堅社員には、自らの健康管理だけではなく、部下や同僚の心身

の不調を感じ取ることの大切さなどを啓発しています。

　最低でも年1回、国内全従業員と産業医・保健師・看護師が 

面談を行い、健康診断結果をもとに個別に、メンタルヘルスも含め

た健康に関する指導を行い、理解促進に努めています。また、2010

〜2011年には、味の素（株）の国内全10事業所で、産業医と健康推

進センター長を対象としたメンタルヘルス研修会を実施し、従業員

のサインをいかに察知し、対処するかについての理解を深めました。

海外勤務者については、海外で毎年受診する健康診断のデータを

医療スタッフがチェックし、健康維持に関するフォローのほか、帯同

家族の健康関連の相談にも対応しアドバイスができる体制を整えて

います。

　今後は、エリアごとに味の素グループ各社が共通で定期健康診断

ならびに健康管理施策を運営することも検討しており、2012年度より

九州地区※で試験的に定期健診の共同実施を開始する予定です。
※九州地区での共同取り組み参加グループ企業：味の素（株）、味の素製薬（株）、味の素冷凍食
品（株）、（株）ギャバン、味の素ニュートリション（株）、味の素エンジニアリング（株）

味の素（株）の健康推進体制

産業医８名、医療（保健師・看護師）スタッフ11名、健康推進

センター長・スタッフ９名

心身を健康に保つためのヘルスケアの取り組み

　味の素グループは、従業員の防災意識の向上を狙いとした防災講演会を、2008年度より毎年開催しています。

　第4回の開催となる2011年度の防災講演では、東日本大震災で学んだ教訓を活かすべく、味の素（株）東北支

社長による「震災当時の東北地方の状況と、復旧・支援活動」および「有事に備える心構え」についての講演を味の素（株）川崎事業所で

実施し、防災担当者を含む約150名のグループ従業員が参加しました。さらに、味の素（株）東海事業所でも同様の講演会を開催し、一層の

防災意識の向上に努めました。参加者の多くから「被災･復旧に直面した方の話に重みを感じる」「普段からの家族や職場での『備え』が大

切だと感じた」等の声をいただきました。2012年度以降も継続開催を予定しています。

川崎事業所での防災講演会「東日本大震災報告」
防災講演の様子

	P27　特集4	自然災害を乗り越え、持続可能な会社をつくる			参照

TOPICS

一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ

自然災害と向き合う防災への取り組み

　味の素グループは、「災害対策基本方針」に則り、自然災害時の

対策の検討や訓練等を実施しています。

優先順位を 「人命(Person)、社会(Society)、
事業(Business)」とし、
❶ 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 地域、社会に対し人命救済を基本とした支援を行う。
❸ 「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。

災害対策基本方針

　味の素グループは、毎年9月の防災週間に「グループ総合防災 

訓練」を実施しています。グループ各社・各事業所の安否情報、被 「グループ総合防災訓練」の様子

防災訓練の実施

害状況を集約して、グループ総本部に連絡・集計し、必要に応じて

対応の指示などを行うものです。その他にも、各企業・事業所ごと

に安否確認の訓練や避難・救護訓練、初期消火訓練などを実施し

ています。

　また、東日本大震災以降は、各社・各事業所の緊急対策マニュアル

を見直し、訓練の強化や見直しを進めています （例：地震後の大津

波警報発令時の連絡・避難指示についての追記／地震想定範囲の

見直しなど）。今後は、地

震時の大規模な二次災害

を想定した訓練等も実施

する予定です。
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一人ひとりが能力を発揮し、働きがいのある会社へ

　味の素グループの各事業所で一人ひとりが、日頃取り組んでい

る安全衛生活動について社外から多くの評価をいただいています。

日頃培われた安全文化により、事業所の災害削減の実績にとどま

らず、従業員個人の活動にも広がっています。

　各地域行政による労働安全衛生標語の募集などには、例年多くの

従業員が応募し、最優秀賞や優秀賞として選ばれています。2011年度

は川崎市の労働災害防止標語の部でクノール食品（株）川崎事業所

の目黒の作品が最優秀賞に選ばれ、味の素（株）川崎事業所の佐藤

労働安全衛生活動への社外からの評価
が優秀作品賞に選ばれました。こうした標語は、川崎市内の企業に配

布され、市民全体の労働災害防止活動に活用されています。

　また、労働安全衛生の業務に携わった経験を活かし、労災防

止指導員として安全教育講師・指導を続け地域に貢献したことで、

味の素（株）環境・安全部の遠藤も中央労働基準監督署長表彰を

受賞しました。

　味の素グループでは、これからも各社で災害撲滅に取り組み、

従業員一人ひとりに、そして地域にも安全文化を広げていきます。

中央労働災害防止
協会ゼロ災運動感
謝状を受け取る味
の素（株）川崎事業
所	永野事業所長

川崎市労働災害防
止標語受賞式にて
佐藤（左）、目黒（右）

高槻市火災予防協
会優良事業所表彰
や茨木労働基準協
会安全活動優良賞
を受賞した味の素
パッケージング（株）
関西工場

中央労働基準監督
署長表彰を受賞し
た味の素（株）環境・
安全部の遠藤	由和

■ 「防災及び労働安全衛生活動」に関する2011－2012年度の主な表彰

（対象：国内味の素グループの事業所または個人）

時期 対象 受賞者・受賞事業所 受賞名 受賞内容

11
年
度

事
業
所

味の素パッケージング（株）
関西工場

高槻市火災予防協会
優良事業所表彰受賞 ５年以上無事故・無違反を継続し、総合防災訓練でも消防署長より高い評価を受けた

味の素パッケージング（株）
関西工場

茨木労働基準協会
安全活動優良賞受賞 休業４日以上の災害がゼロの実績が安全協会に認められた

味の素（株）川崎事業所 中央労働災害防止協会
ゼロ災運動感謝状 長年にわたり、ゼロ災を目指した従業員安全教育の継続が協会に認められた

個
人

味の素（株）環境・安全部
遠藤	由和

中央労働基準監督
署長表彰（個人）

長年にわたり東京都中央区の労災防止指導員として安全教育講師・指導を続け地域に貢献した
ことが認められた

クノール食品（株）川崎事業所
江藤	公治

神奈川労務安全衛生
功労賞（個人） 長年にわたり、神奈川労務安全衛生の業務に携わりその功労が認められた

クノール食品（株）川崎事業所
目黒	稔

川崎市労働災害防止標語
最優秀賞受賞（個人） 地域行政主催の労働災害防止標語に応募し、最も優秀な作品と認められた

味の素（株）川崎事業所
佐藤	公美子

川崎市労働災害防止標語
優秀賞受賞（個人） 地域行政主催の労働災害防止標語に応募し、優秀な作品と認められた

12
年
度

事
業
所

味の素パッケージング（株）関西工場 大阪労働局長奨励賞 パート従業員の積極的参加による安全活動で４年間休業４日以上の労働災害がゼロの実績が行政に認められた

中央エース物流（株）
東扇島第一低温営業所

川崎市臨港消防署長
表彰 社員一丸となって、営業所近隣火災の延焼を食い止めたことが認められた

中央エース物流（株）関宿低温営業所 千葉労働局長奨励賞 フォークリフト作業事故・交通事故防止の積極的な取り組みにより５年間無災害の実績が行政に認められた

（株）ギャバン関東工場 栃木労働局長奨励賞 工場竣工以来、６年間休業４日以上の災害がゼロの実績が行政に認められた

日頃の消火訓練を活かして営業所近隣で発生した火災の延焼を

食い止めた中央エース物流（株）東扇島第一低温営業所の活動—

　2012年8月2日12時30分頃、午後のシフトで出勤途中だった中央エース物

流（株）東扇島第一低温営業所の片倉は、川崎市川崎区にある同営業所近く

の道路前、川崎港海底トンネル付近緑地から煙が出ているのを発見。当初、枯

草を燃やす「野焼き」と思い、出社して休憩室に居合わせた従業員にそのこと

を話しました。

　不審に思った同所の飯島課長が現地を確認し、「野焼き」の事前連絡も

なかったことから火災と判断、居合わせた従業員7名とともに、近くにあったバ

ケツ等をかき集めて消火活動に取りかかりました。

　一時は鎮火したと思われたものの、およそ50分後、同じ場所から炎が	

上がっていることに別の従業員が気づき、田村の判断で屋外消火栓を使った

消火活動を開始。

　通報でかけつけた臨港消防署浮島出張所の消防隊員と従業員12名の連

携により鎮火に成功。この火災で約20平方メートルが焼けましたが、延焼をく

い止めることができました。

　8月29日、迅速な通報と適切な初期消火活動に貢献した中央エース物流（株）

東扇島第一低温営業所へ、川崎市臨港消防署から表彰状が授与されました。

一條所長代理へのインタビュー（抜粋）
Ｑ：所員一丸となった見事な消火活動でしたね。日頃から従
業員が連携した特別な活動がされているのですか？

A：私たちは日頃からチームで仕事をしており、一致団結してトラ
ブル等の問題を解決する風土があり、その風土を大切にして
います。第一発見者の片倉も、異常に気づきしっかりと報告
してくれたため早期対応ができました。

川崎市臨港消防署長表彰を受賞

TOPICS

一條所長代理談
今回の火災での初期消火活動を通し、日頃の訓練を思い出しました。
所員一丸となった消火活動で火災を最小限に食い止めたことは非常に
意味のあることだと思います。また、燃え広がった火災は、バケツの水や
消火器でも完全鎮火が難しいことを痛感しました。今後も防火設備の
管理を適切に行い、消防署との合同訓練も企画しながら日々の備えを
怠らないように頑張ります。

火災の延焼も食い止め
られ、今では元の通り、
草が生い茂っています

中央エース物流（株）の従業員と、消防署員の懸命の消火活動
で、大きな火災にならず火は消し止められました。「団結力と日頃
の訓練の成果です」と話す一條所長代理（左）と、飯島課長（右）


