
57 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
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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

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）


