
100味の素グループ サステナビリティレポート 2012

世界130カ国
に商品をお届け

100カ国

100億袋
うま味調味料「味の素R」
の1年間の販売量

59件12カ国、

約8万人の受益者
AINプログラム（味の素「食と健康」
国際協力ネットワーク）の支援実績
（1999年〜2012年4月）

208の事業所、

約8,000名の
グループ従業員が参加
「Smile	Earth!あしたの地球市民活動」の
全世界事業所周辺清掃活動

　地域に寄り添い、地域社会とともに成長する企業でありたい

―。この想いを実現するために、世界に広がる味の素グループの

およそ3万人の従業員が、事業を通じて、そして地域の一市民とし

て、様 な々形で地域の発展に貢献する活動に取り組んでいます。

　創業から103年を迎える味の素グループは、今では世界26の

国・地域に事業所を構え、暮らしを支える様 な々製品を、世界の

130カ国にお届けしています。

　とりわけ、皆様のいのちを支える「食品」については、現在、お

よそ100カ国にお届けしていますが、製品開発にあたっては、地

域ごとに異なる食文化の独自性、多様性との調和が不可欠です。

味の素グループでは、地域の食文化を活かしながら、よりおいし

く食べていただくための商品を現地で開発・生産し、地域に根

ざした販売方法でお届けしています。製品の生産から流通まで、

現地に密着したビジネスを行うことで、原料を生産する農家への

貢献をはじめ、雇用の創出や流通の方々への商材提供による

利益の創造などの経済効果を生み出しています。今後も、このよ

うな地域密着型の事業展開をさらに世界に広げることで、製品

を通じた地域への貢献を広げていきたいと考えています。

　一方で、事業を行っている地域には、食・栄養の問題をはじめ、

様 な々社会課題が存在しています。味の素グループは、これらの

社会課題解決に貢献するために、事業活動を通じた貢献にとど

まらず、途上国・新興国の栄養改善プロジェクトなど、様 な々地

域貢献活動にNGOをはじめとする地域社会と連携しながら取

り組んでいます。

　味の素グループは、これからも地域に寄り添い、地域社会とと

もに成長する企業でありつづけたいと考えています。
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バングラデシュ

ミャンマー（予定）

トルコ

エジプト

コートジボワール

既存進出エリア
新市場拡大エリア
新規設立現地法人

アフリカ

中近東

欧州

東アジア

アセアン

北米

中南米

南アジア

バングラデシュ エジプト

トルコ コートジボワール

世界で販売している
うま味調味料「味の素®」の例

ポーランド ブラジルインドネシア フィリピン 米国タイ

即席麺
「SAMSMAK®」等

シュガーレス粉末清涼飲料
「FIT®」等

風味調味料
「Masako®」等

メニュー用調味料
「CRISPY FRY®」等

冷凍食品メニュー用調味料
「Ros Dee®Menu」等

世界に「おいしさ」を広げるために

地域に暮らす人 と々ともに築く発展

■ 味の素グループ中期経営計画（11-13年度）におけるグローバルビジネスの展開方針

世界各地の商品ラインナップの例

　味の素グループの創業の基になったうま味調味料「味の素R」

は、103年前、当時の日本人の栄養状態を改善したいという想いから

生まれました。「うま味」は人類が共通に感じるもの。地域の食生活

をより「おいしく」することで、栄養改善にもつなげたいという想いで、

私たちはこの商品を世界に広げてきました。「味の素R」は今では 

日本だけでなく、世界の各地域の伝統料理の中でおいしさを引き立

てる調味料として定着し、現在およそ100カ国に、年間でおよそ100

億袋をお届けしています。

　現在では、うま味調味料にとどまらず、調味料や加工食品などの

様 な々食品事業を100カ国で展開しており、さらなる展開の拡大を目

指しています。2011年度には、バングラデシュ、トルコ、エジプト、コー

トジボワールに事業所を設立し、商品の販売を開始しました。

　今後も、アフリカや中東、南アジア地域へと販売地域を広げ、地域

の食をさらにおいしくする商品をより広くお届けすることで、一人でも

多くの方々の食卓に笑顔を広げていきたいと考えています。

うま味調味料「味の素R」から、地域に合った様々な食品事業へ

食文化や食習慣は、国と地域によって大きく異なります。

味の素グループでは、食材や好みの味・レシピ、調理方法などを地域の皆さんに教えていただきながら、

地域ごとに食品や調味料を開発し、世界の食卓に「おいしさ」をお届けしています。

地域の食文化に寄り添い、「おいしさ」を届ける
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ナイジェリアで販売する
「味の素®」の10g袋

コートジボワールのマーケット小袋での販売（インド）

ナイジェリアのマーケット

コプロから生まれた葉面散布剤「AJIFOLR」

現地従業員が一軒一軒商品をお届けする

　味の素グループでは、「誰でも気軽に買える」「いつでもどこでも

買える」「どのような料理もおいしくする」を合言葉に、地域の従業員

が地域に合った商品を開発し、地域の方々にとって最も買いやすい

形や方法で商品をお届けしています。

　とりわけ、途上国や新興国での農村部では、流通の問題などで

都市部同様の製品やサービスを受けられない地域が数多く存在し、

地域の産品を持ち寄って販売する小規模な小売店も多いのが現状

です。味の素グループでは、都市部だけでなく、こうした農村部へも

商品をお届けするために、各地で独自の配送ネットワークを確立し、

　「その国でお使いいただくものは、その国でつくる」が味の素グ

ループの基本。地域の原料を使って、地域の従業員が、地域の方々

のニーズに合った製品をつくることを大切にしています。

　例えば、うま味調味料「味の素R」は、サトウキビやキャッサバ、 

トウモロコシなどその土地で豊富に栽培されている農産物を原料と

して、世界各地の工場でつくられています。現地に工場を建て、現地

の農産品を使い生産することで、現地従業員の雇用を生み出すだけ

各拠点の現地従業員が一軒一軒の小売店に商品をお届けしていま

す。商品が流通することで小売店の利益創出にもつながっています。

　このような地域では、「ワンコイン」で買えるような1回使い切りサ

イズの小袋商品が中心です。例えばナイジェリアでは、うま味調味料

「味の素R」が、10gの小袋商品（10ナイラ：約5円）で販売されてい

ます。こうした小袋での販売は、1970年代にフィリピンで開始して以

来、地域によって少しずつ形を変えながら、今もなお世界各国で実

践されています。

でなく、地域からの原料調達により、農家などの一次生産者の方々

の収入を向上させるということも、味の素グループの重要な使命だと

考えています。

　さらに、アミノ酸の発酵工程で生み出された栄養豊富な副生物

（コプロ）は、安価で地域の農業に提供しています。これにより、作

物の生育に大きな効果を与えて農家の収入を向上させるとともに、

持続可能な農業にも貢献しています。

地域に暮らす人 と々ともに築く発展

いつでもどこでも、誰でも気軽に買えるサイズ・価格の商品を提供する

現地の原料を使い、現地の人と働き、現地で生産する

	 P13、P15、P76　コプロの活用			参照

ナイジェリアで販売する
風味調味料「MaDish」の
5g袋
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 Column

● 離乳期栄養強化食品の開発、
　プロトタイプ製品の完成
● 市場調査
● 消費者テスト

（第1フェーズ）2009-2010年度

● 生産体制の構築
● 栄養学的効果確認試験
● 事業モデルの構築試験

（第2フェーズ）2011-2013年度

● 本格販売、普及
● ナイジェリアなど西アフリカ
　他国への横展開検討

（第3フェーズ）2014年度～

プロジェクトが第2フェーズに進展し、委託先の現地食品会社
Yedent社において製品専用の建屋が完成、2012年6月に生産を
開始しました。現在、以下の2つの準備を進めています。

1 栄養学的効果確認試験（Efficacy Study）

　生後6〜24カ月の乳幼児の離乳食に栄養サプリメントを1年間添
加し、その効果（発育、健康状態等）を測定します。2011年10月に
ガーナ政府から試験製品の許可を得た後、ガーナ保健省とも連携
し、試験を実施する村の選定、調査を実施しました。この試験につ
いては、2012年5月にガーナ政府のIRB（Institutional Review 
Board：試験内容の詳細に関する倫理委員会）の許可も受けました。

2 事業モデルの構築試験（Effectiveness Study） 

　本プロジェクトがビジネスとして成立し、ビジネスを通して栄養改
善が実現できることを検証するものです。農村コミュニティで女性
の自立支援の活動を行っている国際NGO等と協働し、農村の女性
販売員を活用した販売システムの構築を検討しています。これにつ
いてGAINからは技術援助と資金援助を受け、さらにUSAIDも製品
販売の仕組みづくりに参画することとなりました。

　「ガーナ栄養改善プロジェクト」は、味の素グループの強みであ

る食品技術とアミノ酸栄養のノウハウを活用したサプリメントの製

造販売を通じて、開発途上国における大きな社会課題の一つであ

る離乳期の子どもの栄養不足問題を解決する「ソーシャルビジネ

ス」の実現を目指しています。

　ガーナの伝統的な離乳食である、発酵コーンを用いた「KOKO」

と呼ばれるお粥は、エネルギーやタンパク質、微量栄養素が不足し

ており、子どもの成長が遅れる一因となっています。この問題を解

決し、乳幼児の栄養改善に貢献すべく、味の素グループは「KOKO」

に添加する栄養サプリメント「KOKO	Plus」を開発しました。

様々なパートナーとの連携
　本プロジェクトは、2009年にガーナ大学、米国のNPOである

Nevin	Scrimshaw	International	Nutrition	Foundation（INF）、

味の素（株）の三者が共同で立ち上げ、ガーナ政府公認の活動と

　今後も様 な々パートナーとのさらなる連携を図り、持続可能なビジネ

スを通したアフリカの子どもたちの栄養改善の実現を目指していきます。

なりました。

　また、ほかにも様 な々パートナーと連携して活動を進めています。

2011年には、ガーナ保健省と覚書を締結し、製品の効果確認試

験実施や栄養教育などについて協働を開始。また、国際NGOで

ある公益財団法人ケア・インターナショナル	ジャパン（CARE）、

公益財団法人プラン・ジャパン（Plan）、Global	Alliance	for	

Improved	Nutrition（GAIN）ともマーケティングや効果確認試験

において協働しています。2012

年5月には、米国援助機関の米国

国際開発庁（USAID）、日本政府

（JICA）と同国における離乳期の

子どもの栄養改善の実現に向け

た三者での官民連携での協働取

り組みの覚書も締結しました。

USAID、JICAとの
覚書締結

「KOKO	Plus」

栄養サプリメント「KOKO	Plus」入
りのお粥、KOKO

ガーナでの試食風景

製造現場での研修風景

プロジェクトの現状

「ガーナ栄養改善プロジェクト」
ガーナの子どもたちの栄養不足解決に向けて

	 P49　人権：子どもの人権を尊重した効果確認試験を実施する			参照

地域に暮らす人 と々ともに築く発展

		P17　特集1	『Good	eating	=	Green	eating』人と地球を
											健康にする、新しい食の未来を実現する  参照
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味の素グループは、事業を展開している国・地域に寄り添い、地域とともに成長する企業であるために、

行政、大学、NGO/NPOなど様 な々組織と連携し、地域貢献活動に取り組んでいます。

様 な々組織と連携した地域貢献活動

味の素グループは、様々なステークホルダーと連携のもと、「食、栄養」を中心とした取り組みを、グローバルに推進し、
健康で活力ある社会を実現します。

味の素グループの社会貢献活動ミッション

Smile Earth! 
あしたの地球市民活動

全世界の味の素グループ従業員が
ボランティアで参加する環境活動

P105～

AINプログラム
「食・栄養」の分野でNPO／NGO等の
国際協力を支援

P107～

財団のある国（4カ国）
奨学金制度をはじめとした貢献活動を、
各国の法人と連携して実施

P108～

地域に暮らす人 と々ともに築く発展

グローバルでの社会貢献活動

グローバル共通プログラムとしての「食・栄養」分野での国際協力ネットワーク（「AINプログラム」）のほか、各国の法人が独自で取り

組む地域貢献プログラムや、従業員がボランティアで参加する社会貢献活動「Smile	Earth!	あしたの地球市民活動」を活動の軸と

して、地域課題の解決に貢献したいと考えています。また、日本を含めた世界4カ国では財団を設立し、奨学金制度をはじめ、それぞ

れの国や地域の文化、生活習慣、ニーズに合った貢献活動を、各国の法人と連携して実施しています。
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　事業所があるアユタヤ地方の寺院改装に、従業員ボランティア約

650名が参加しました。

　2009年以来、全事業所を

挙げて一斉清掃を継続的に

実施。東日本大震災で被災

した東北エース物流（株）も

活動に参加しました。

　 工 場では1 10 名の

従 業 員が 参 加し 、約

400kgのゴミを回収しま

した。

　2012年5月に稼動を始めたバングラデシュトンギ工場では、2012

年6月に、従業員全26名および工場派遣のオペレーターによる事業

所周辺一斉清掃活動を

実施しました。今後も毎

月２回、一斉清掃を継続

していきます。

全世界共通のグローバル企画
❶ 全世界一斉事業所周辺清掃活動 

❷ 「ECOアクション」キャンペーン 

❸ “Mottainai”キャンペーン

　「Smile Earth! あしたの地球市民活動」は、持続可能な社会に

向けて、全世界の味の素グループ従業員一人ひとりが「食」や「環

境」にかかわる身近な社会貢献活動を主体的に行う取り組みとして、

2007年から継続的に実施しています。コミュニティ、さらには取り巻く

地球環境について、一人ひとりが自ら考え、行動する実践活動です。

　毎年、全世界の従業員が一斉に、それぞれの地域で事業所周辺

の清掃活動を行う活動です。2011年度は10月20日に行われ、全世界

で208の事業所、約8,000名のグループ従業員が参加しました。

　110名の従業員が参加し、事業所やその周辺のゴミ拾いや掃き掃

除を行いました。従業員間の絆が強くなるとともに、環境や地域社会

に対する意識がさらに

高まりました。

　2011年度から、この一斉清掃活動に参加しました。

　ブラジルの味の素グルー

プ全体で取り組みました。

　事業所周辺の清掃や草木の刈り取りのほか、近隣の学校の整備

なども行いました。従業員だけでなく、地域の議員や中学校の教員、

生徒も参加してくださり、総勢375名での活動となりました。

　2011年度は、約250名のグループ従業

員が参加し、従来の｢ゴミを拾う｣活動に

加え、｢掃く｣、｢拭く｣、｢草を取る｣活動も

実施しました。

❶ 全世界一斉事業所周辺清掃活動

地域に暮らす人 と々ともに築く発展

「Smile	Earth!	あしたの地球市民活動」

フィリピン味の素社

味の素（株）本社

ブラジル味の素社

タイ味の素社

カンボジア味の素社

味の素物流（株）

ペルー味の素社

バングラデシュ味の素社
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　従業員が不要品を持ち寄り、「ガレージ・セール」を開催。収益は

慈善団体の支援金として活用されました。

　国内で集められた不要品（葉

書やプリペイドカード、切手、本な

ど）は、東日本大震災の復興支援

の支援金として寄付しました。　従業員がシャツ、ズボン、

靴などの休眠資材を持ち

寄り、カンダール州Kantork 

Kahang Tbong村の住民

に寄付しました。

◦ 「クリーン・ディッシュ・キャンペーン」

　ランチサービス会社と共同で、昼食を完食した場合、一皿ごとに

40g相当の食料として換算し、後日孤児院などへ食料を寄付すると

いうキャンペーンを、2007年度より5年連続で実施しています。

◦ 河川浄化活動への参加

　ベナン州の“Cleaner Greener Penang Campaign”に参加し、河

川浄化作用のある、酵素・もみ殻などの入った泥玉団子を約25,000

個つくりました。

◦ 社員食堂での「エコうまR」ランチの提供

◦ 環境展示会や講演会の開催

　
◦ 子どもたちによる環境保護絵画コンテスト

　従業員に環境保護の大切さを

啓蒙するために、絵画コンテスト

を開催。グループ従業員の子ども

たち22名の作品は、お客様への

クリスマスカードに採用しました。

◦ 電気製品のリサイクル活動

　従業員が職場と自宅から、不要な電気

機器（総重量2,567kg）を持ち寄り、リサイ

クルに出しました。

地域に暮らす人 と々ともに築く発展

　“Mottainai”キャンペーンは、家庭や職場で使わなくなった古本

や切手、コイン、紙幣などの休眠資材を有効活用しようという主旨で、

2007年から継続的に実施しています。2011年は、全世界から59事業

所が参加しました。国内グループ会社から集まった資材は、東日本

大震災の被災地を支援する団体への寄付にあてられました。

❸ “Mottainai”キャンペーン

　従業員が衣類や使用済みの教科書等を持ち寄り、ストリート・チ

ルドレンを支援する団体に寄付しました。

　全世界の従業員がそれぞれの職場で、地球環境への貢献をテー

マに独自の企画を立て実施している環境意識啓発活動です。地球環

境問題に関する講演会や、ゴミの分別・リサイクルキャンペーンなどの

ほか、自主的な清掃活動のほか、絵画コンテストや食べ残し削減キャ

ンペーンなど、2011年度は世界各地より計16事業所が参加しました。

❷ 「ECOアクション」キャンペーン

今回お寄せいただきました物資は、津波で流されてしまっ
た岩手県釜石市の保育所の子どもたちの心のケアと新園
舎の建設支援に大切に活用させていただきます。ご協力
いただき、誠にありが
とうございました。

特定非営利活動法人
	地球市民ACTかながわ

　事務局長　伊吾田 善行氏

ペルー味の素社　リマ事務所･工場

カンボジア味の素社

ブラジル味の素社

ペルー味の素社

ギャバン・スパイス・マニュファクチャリング社

インドネシア味の素社

味の素（株）

国内味の素グループ

味の素ハートランド社　エディビル工場
味の素フード・イングリーディエンツ社アイオワ工場

社外からのコメント



107 味の素グループ サステナビリティレポート 2012

地域に暮らす人 と々ともに築く発展

　味の素グループは、途上国での栄養改善をグローバル健康貢献

企業としての重要な使命の一つと考えています。AIN※プログラムは、

1999年に味の素（株）創立90周年を機に開始した「食・栄養」分野

の国際協力支援活動です。国内外のNGO／NPO等からプロジェク

トを公募し、有識者による審査、味の素グループ従業員による視察

を経て決定します。開始後は各国のグループ会社とともに栄養教育

などを側面から支援し、質の高い活動を目指します。

プロジェクト名 実施団体 対象者 ( 人数 ) 国名 支援期間（年度）

学校給食のための農業プロジェクトと
栄養教育の普及

THE	EDUCATION	
FOR	DEVELOPMENT	
FOUNDATION(EDF)

教師、生徒（1,475 名） タイ 2011〜 2012

「栄養教育・教育センター建設と菜園開発」に
よる栄養改善事業

特定非営利活動法人
ピープルズ･ホープ・ジャパン

助産師、ヘルスボラン
ティア（4,050 名）

インドネシア 2010 〜 2011

農村女性のエンパワーメントを通した
生活環境の改善と地場産業の育成

公益財団法人オイスカ 農村女性（250 名） インドネシア 2011〜 2013

先住民族オラン・アスリの女性による、
幼児の健康・栄養改善

UNIVERSITI	PUTRA	
MALAYSIA(UPM)

女性、住民（1,000 名） マレーシア 2011〜 2013

小学生の生活習慣病予防のための健康的食事と
運動の推進〜学校における栄養的介入活動

Ho	Chi	Minh	City	
Nutrition	Center

生徒（2,500 名） ベトナム 2011〜 2013

学校給食とオーガニック菜園を通じた
食育プロジェクト

LOOB	JAPAN 教師、生徒（2,200 名） フィリピン 2010 〜 2011

ラギ〜インドの農民とダリットの子どもを支えよう チーム	ピース	チャレンジャー 生徒（680 名） インド 2011

栄養と健康増進啓発プロジェクト
特定非営利活動法人
宮崎国際ボランティアセンター

住民（5,000 名） インド 2011〜 2012

持続可能な地域住民参加協力型学校給食の
ためのシステム作り

日本・バングラデシュ
文化交流会

生徒（300 名） バングラデシュ 2010 〜 2011

貧困農村の母子の持続的な栄養改善を目指す
食育プログラム

特定非営利活動法人
ハンガー・フリー・ワールド

住民（200 名） バングラデシュ 2010 〜 2012

サン・パウロ市南地区及び東地区における
社会的弱者を対象とした健康栄養推進プロジェクト

SALUS	ASSOCIACAO
PARA	A	SAUDE	NUCLEO
SALUS	PAULISTA(CREN)

住民（300 名） ブラジル 2011〜 2012

栄養改善のグッドプラクティス促進のためのネット
ワーク構築及び地域のエンパワーメント支援事業

特定非営利活動法人
AMDA 社会開発機構

母子（1,840 名） ペルー 2009 〜 2011

家庭菜園を通した小児貧血削減に対する
栄養バランス改善事業

特定非営利活動法人
ADRA	Japan

住民（1,250 名） ペルー 2011

※AIN：Ajinomoto	International	Cooperation	Network	for	Nutrition	and	Health　
（味の素「食と健康」国際協力ネットワーク）

59件／12カ国

（インド、インドネシア、カンボジア、
スリランカ、タイ、バングラデシュ、
フィリピン、ベトナム、マレーシア、
ミャンマー、ブラジル、ペルー）

件数

約8万人

受益者数

1億9千万円

総額

■ 支援実績（1999年〜2012年4月）

「食・栄養」分野での国際協力支援「AINプログラム」  AINプログラム

■ 2011年度の支援プロジェクト
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■ 先住民の人々の栄養改善プロジェクト
　マレーシアの先住民“オラン・アスリ（Orang	Asli）”の方々は、貧しく、
食や栄養の知識が乏しいなどの理由から、特に女性や子どもの健康状態が
懸念されています。そこで、マレーシア味の素社では、2009年よりAINプロ
グラムを通して、マレーシア	プトラ大学（UPM）が実施する栄養改善プロ
ジェクトを支援しています。現地行政などの協力のもと、これまでに“オラン・
アスリ”の女性の中からコミュニティボランティアを育成し、保健・栄養の
課題改善を行ってきました。　
　さらに、2012年3月には、	“オラン・アスリ”の方々が「健康・栄養情報
センター」として活用するために、地域で使われていなかった空き家2軒を
整備する活動を実施しました。整備にあたっては、従業員ボランティア40
名が参加し、本棚やカーテン等の休眠資源を持ち寄るとともに、衣類やお
もちゃなどの寄付も同時に行われました。

■ 「50の学校給食施設 建設プロジェクト」
　タイ味の素財団では、タイ味の素社の創業50周年を記念
して2010年から「50の学校給食施設	建設プロジェクト」
を開始しました。これは、5年間に50の学校で50の食堂を
建設し衛生的な食環境を整えることによって子どもたちの健
康を支援するという取り組みです。タイ教育省、地域の教育
委員会や行政、NGOとも連携し、2010〜2011年度の2年間
で13の県に20の学校給食施設を完成させ、すでに約2,100
名の生徒が活用しています。
　3年目となる2012年度には、さらに10校の建設を行う予
定です。タイの子どもたちのよりよい食と健康のサポートを
通じて、タイ味の素社のコンセプトである「味の素は常にタ
イの人 と々ともに成長する」を実践していきます。

タイ味の素財団の主な活動　
（所在地：タイ／設立：1976年）

● タイ味の素社創立50周年記念　
　 「50の給食施設 建設プロジェクト」

● 理工学系専攻の学生への支援（奨学金）  

● 教育施設などの建設支援

● タイ国内の自然災害復興支援・社会福祉支援（2011年の
　 洪水復興支援に従業員ボランティア600名が参加）

この活動は、食堂を建設することにとどまらず、子どもたち
の衛生的、健康的な食環境の整備、すなわちQOL（生活

の質）向上に貢献できていると実感しています。
子どもたちの笑顔を見るたび、このプロジェク
トのメンバーの一員であることを、誇りに思
います。

タイ味の素財団
 ピヤワン・ウナコーン

タイ Thailand

マレーシア Malaysia

新設された給食施設で
給食を囲む生徒たち

2011年度までに13 県で
20の学校食堂を完成

従業員ボランティアによる
空き家の整備

寄付された衣類を受け取る
“オラン・アスリ”の少女

世界各国での取り組み

地域に暮らす人 と々ともに築く発展

 AINプログラム

味の素グループは、AINプログラムをはじめ、世界各国で「食・栄養」分野を中心とした様 な々地域活動に取り組んでいます。
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■ 子どもの栄養改善プロジェクト
  「Ajinomoto IPB Nutrition Project （AINP）」
　インドネシア味の素社では、ボゴール農科大学公衆栄養学部（IPB）
とともに、2011年から3年間の計画で、成長期の子どもたちが安全で栄
養的に望ましい食事をとるための支援活動を開始しました。2011年度
は、対象となる小学校で生徒の栄養状態に関する基礎調査を行い、特
に女生徒のビタミン・ミネラル不足が深刻であることがわかりました。
　そこで、2012年度には、生徒・教師、保護者などに対して、栄養価が
高く、安全で、おいしい食についての知識を伝え、健康な生活を送るため
の学習活動を開始しています。子どもたちへの講義には、連携している
大学関係者に加え、インドネシア味の素社従業員もボランティアで参加
し、栄養や衛生についての学習のお手伝いをしています。

■ 「キャッサバ高収量栽培プロジェクト」
　インドネシア・ランプン州では、2005年からキャッサバ栽培農家の
生活向上と、コミュニティの持続的な発展を目指す高収量栽培技術普
及活動である「キャッサバ高収量栽培プロジェクト」を行ってきまし
た。キャッサバは東南アジアの主要な食資源であり、うま味調味料「味
の素R」の発酵原料の一つでもあります。これまでにランプン州農
業局やコミュニティ開発の専門家と連携し、プロジェクトの運営資金、
キャッサバ栽培技術、コミュニティ開発ノウハウを提供してきた結果、5
年で単位面積あたりの生産量は2.5倍に増え、農民の皆様の収入も大
きく増えました。
　本プロジェクトは2010年度で終了しましたが、プロジェクトの持続可
能性を確認すべく、2012年5月に再び現地を訪問しました。プロジェク
ト終了時には200名ほどであった農民協働組合は、465名に増加。ま
た組合では、肥料の共同購入や収穫したキャッサバの共同配送を通した
コスト削減、キャッサバ販売に役立つタイムリーな価格情報の提供など
を実現しており、現地農民主体の安定したプロジェクトに移行している
ことが確認できました。

インドネシア・ランプン州
東ランプン県 スカダナ郡内

スマトラ島

ジャカルタ
ジャワ島

インドネシア Indonesia

受賞時の様子

CSR	Award の盾

農民共同組合の皆様

キャッサバ芋

栄養や衛生についての学習を受ける様子

地域に暮らす人 と々ともに築く発展

「CSR Award」を受賞
　インドネシア味の素社は、インドネシア最大の
新聞社Seputar	 Indonesia	National	Newspaper
が主催する「第2回CSR	Award」で、上位3社に
入賞しました。この賞は、社会・環境に配慮した
CSR活動を行う企業への感謝として与えられるも
ので、インドネシア味の素社は、AINPや工場での
ゼロ・エミッション・プロジェクトなどが高く評価
されました。
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■ 「学校給食プロジェクト」を開始
　ベトナム味の素社は、2012年度からホーチミン市を皮切りに、教育省と連携
した「学校給食プロジェクト」を5カ年計画で開始しました。ベトナムでは、地
域によって給食の提供がないことや、給食が提供されている都市部の全寮制
小学校でも、適切な栄養情報の不足などの理由により、生徒の年齢や毎月の
給食費に見合った多様な給食メニューをつくるのが難しいという課題がありま
す。また、生徒一人ひとりが、日常の食の大切さを十分に認識していないとい
う課題もあります。本プロジェクトでは、給食の普及および内容の充実を図る
ことで、生徒の食・栄養環境を向上させることを狙いとし、①給食メニューの開
発　②生徒への栄養教育ツールの開発　③日本のモデルを参考にした給食
設備や食堂の準備を行います。
　2011年度は、プロジェクトの開始準備として、学校内の給食担当者と教師
および生徒の保護者のための「栄養・健康教育セミナー」などを行いました。
2016年までには、ベトナム全土に学校給食が普及することを目指しています。

ベトナム Vietnam

地域に暮らす人 と々ともに築く発展

■ ベトナム初の栄養士養成のための「指導者養成寄付講座」開設
　味の素（株）は、2012年8月、ベトナムでの栄養士養成に向けた取り組みの一環
として、ハノイ医科大学と国立栄養研究所の二者と、ハノイ医科大学における栄養
士育成のための「指導者養成寄付講座※」開設に関する覚書を締結しました。
　これまでベトナムには、栄養士を育成する国家制度がなく、栄養士という資格が
確立されていませんでした。まず味の素（株）の寄付金によって「指導者養成寄付
講座」を2012年10月に開設し、その後ハノイ医科大学への栄養学部の設置をサ
ポートします。2013年9月からは、栄養士の育成を目的とする４年制の栄養学部
を開設し、年40名程度の栄養士輩出を目指します。
　これにより、病院での栄養管理や学校給食などの、栄養にかかわる専門の栄養
士を育成する教育体系が整い、国家制度としての栄養士制度が確立されることに
なります。
※寄附講座開設にあたっては、ベトナムの国立栄養研究所、公益社団法人日本栄養士会とともに準備を進めてきました。

調印式の様子（国立栄養研究所所長、ハノイ医科大学副学長とともに）

プロジェクトメンバーとともに開発したメニューを試食

■ 四川大地震被災山村の自立支援プロジェクト
　中国の味の素グループ各社は、2008年5月に発生した四川大地震を受け、
NGO団体	熱愛家園と協働（味の素グループ労組協議会が従業員義捐金により
支援）で2009年に「四川大地震被災山村（龍池鎮）自立復興支援プロジェクト」
を開始し、2011年にプロジェクトは3年目を迎えました。本プロジェクトでは、経済・
文化・教育等多面的な活動を展開し、地域住民による自治能力を向上させると同
時に、地元四川省の大学生ボランティア団体による支援も強化しました。
　中国味の素グループ各社からも、長期休暇を利用して延べ17名の従業員が
現地ボランティア活動に参加しました。この間、被災地では土石流による再被
災、仮設住宅から恒久住宅への移転など、毎年のように大きな変化がありまし
たが、地域住民が中心となって経済復興の一助として茶葉やキウイの栽培、さ
らに最近では刺繍製品づくりにも取り組み始めています。2011年をもって当
初予定の3年の支援計画を終了しましたが、今後も熱愛家園を通じたサポート
を継続していきます。

中国 China

従業員ボランティアによる植林活動
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■ 日本の食文化を伝える「日本料理セミナー」の開催
　ヨーロッパ味の素社は、2007年より定期的に欧州最大の日本文化発信施
設であるパリ日本文化会館において、日本の食文化を伝えるセミナー「日本料
理セミナー」を開催しています。
　美食大国フランスで日本の食文化を伝えることを目指して同館がキッチン設
備をつくった当時、フランスでは日本食と銘打ってはいるものの、首をかしげた
くなるような料理が蔓延していました。そこで、ヨーロッパ味の素社は、日本料
理の基本のコンセプトと技術を正しく伝えるイベントを2007年より開催し、以
来、四季ごとに、和食を生み出した文化的背景を伝えながら、だしや和の調味
料の使い方、素材のうま味を活かす調理法にポイントを置いたセミナー、デモ
ンストレーションを20回以上にわたり継続しています。
　参加者は日本好きの料理初心者から、日本料理のコツをフランス料理に活
かそうとするプロのフランス料理人まで幅広く、様々なレベルで食を通じた日
仏文化の交流に貢献しています。

フランス France

「日本料理セミナー」の様子

地域に暮らす人 と々ともに築く発展

■ 「地域住民参加協力型 学校給食システム」の構築
　2010年から2年間、AINプログラムを通じて、バングラデシュでの学校給
食の普及を推進するプロジェクトを支援しました。
　バングラデシュでは、貧困や学校給食の仕組みが十分に普及していない等
の理由により、子どもの栄養不足が大きな課題となっています。そこで、農村
地域の2つのモデル小学校（生徒300名）において、栄養バランスのよい給食
の提供、教師や保護者への栄養関連の啓発セミナーの実施、食材を継続的に
確保するためのフードバンクシステム（地域住民による食材寄付の仕組み）や
学校菜園の整備を、地元政府とも連携しながら行いました。その結果、生徒
たちの出席率が高まったと同時に、栄養不良の生徒が約80％減少しました。
　このプロジェクトは2011年度で終了しましたが、バングラデシュ全土で学校
給食を普及させることを目指して、現在も活動を継続しています。

バングラデシュ Bangladesh

給食を食べる子どもたち
（写真提供：日本・バングラデシュ文化交流会）

■ 山間部の村人に向けた「栄養と健康増進啓発プロジェクト」 
　2011年度より、AINプログラムを通じて、西ベンガル州の山間部で標高
1,200〜2,000mの急傾斜地にある農村において、村人の栄養と健康増進
を啓発するプロジェクトの支援を開始しました。
　住民自らが主体的に健康を維持するための食生活を送ることを目指し、
12村から選ばれたリーダー（計48名）への研修を実施したほか、各村の村人
に対して自家生産の野菜・穀物を活用した栄養知識の普及や診療所での栄
養指導を行い、650名が参加しました。さらに、地元の自助組織と協力して
栄養にかかわる研修プログラムおよび、テキストブックを作成し、栄養のバラ
ンスと健康に対する人々の意識を高めることができました。2012年度も引
き続きこの活動を支援していきます。

インド India

村人への栄養講義の様子
（写真提供：[特活 ]宮崎国際ボランティアセンター）

 AINプログラム

 AINプログラム
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ブラジル Brazil

■ 子ども・青少年のための「栄養教育プロジェクト」
　ブラジル味の素財団は、2011年度より、地元のNGO	「Aldejas	Infantis	S.O.S.」と
連携し、「栄養教育プロジェクト」を開始しました。このプロジェクトは、栄養教育や食・
栄養にかかわる人々のサポートを通じて、0歳から17歳の子ども・青少年約700名の生
活の質を改善することを目的としています。
　2011年度は、調理人、看護師、ソーシャルワーカー、ボランティアなど食事づくりに
携わる人々を対象とした講義や調理実習、食材をムダなく活用した経済的なレシピの開
発、調理器具や食材、身体測定機器の提供を行いました。
　2012年度は次のステップとして、プロジェクトに参加している子ども、青少年の栄養・健
康状態の変化や、開発したレシピの栄養効率などについて、評価を行っています。

ブラジル味の素財団の主な活動　
（所在地：ブラジル／設立：1989年）

● NGOと連携した「栄養教育プロジェクト」

● 事業所周辺の地域貢献活動
　 （食・健康に関わる施設設立支援、小学校への学用品の寄付）

● 食品化学・栄養学専攻の学生への支援（奨学金）

● 自然災害における復興支援

このプロジェクトでは、味の素グループの様 な々知見やリ
ソースを活用し、地域の皆さんに栄養の大切さを伝え
られていると感じ、とてもやりがいを感じています。今
後も、食・栄養にかかわる様 な々パートナーと連携し
て、一人でも多くの方の生活の質改善に貢献したい
と考えています。

ブラジル味の素社	エベリン・ツリブチ

栄養に関する講義・実習の参加者

地域に暮らす人 と々ともに築く発展

 AINプログラム■ 地産の海産物活用による漁村住民の栄養改善支援
　ペルー味の素社は、2011年4月から1年間、AINプログラムを通じて、現地大学
（Environmental	Sustainability	Center	of	the	Cayetano	Heredia	University）
が実施する「地域で入手可能な食物の評価と再活用によるスペ・プエルト地区
住民の栄養改善プロジェクト」をサポートしました。
　このプロジェクトでは、貧困地域であるスペ・プエルト地区の漁村住民の食生
活・栄養改善を目的とし、地域で炊き出しを行う女性たちに向けて、地産の海産
物、特に安価で栄養豊富なアンチョヴェタ（いわし）の摂取促進を中心とした栄
養教育および調理実習を行ってきました。ペルー味の素社は、海産物や季節の
食材を使った郷土料理のレシピブックの制作などに協力しました。
　スペ・プエルト市長からは、「民間企業、大学、そして地域が健康の増進のた
めに協働できたという意味でもとても意義深いプロジェクトであった」という声
をいただきました。

■ 「うま味・チャリティー・ディナー」の開催
　ペルー味の素社は、2011年12月、リマの国連ハウスで、ペルー
のトップ・シェフ松久信幸氏や京都・菊乃井の村田吉弘氏を迎え
「うま味・チャリティー・ディナー※」を開催しました。
　250名以上の参加者から集まった約29,000ドルは、国連世界
食糧計画（WFP）が実施する、地域で入手可能な食材を活用し、
子どもの栄養不良を予防することを目的とした「農村地域での栄
養・教育プロジェクト」に寄付されました。
※主催：NPO法人	うま味インフォメーションセンター／協力：ペルー味の素社、ペルー味の
素財団／協賛：味の素（株）

ペルー味の素財団の主な活動　
（所在地：ペルー／設立：2003年）

● 「うま味・チャリティー・ディナー」の開催

● 健康・栄養に関するワークショップの開催
　 （2011年度は172回開催し、約3,800名が参加）

● 栄養学専攻の学生への支援（奨学金）

● 社会福祉活動の促進・サポート

ペルー Peru

栄養教育に参加した地域の女性たち

参加した日本とペルーのトップシェフの皆さんと
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地域に暮らす人 と々ともに築く発展

■ 「だし・うま味」を体感する食育活動 「味覚教室」の開催
　味の素（株）は、和食やだし文化、「うま味」のすばらしさを知ってもらい、子ども
たちの食への関心を高めることを目的とした食育活動「味覚教室」を、2006年か
ら継続的に実施しています。従業員が講師として小学校を訪問し、「おいしさ」や「味
を感じる仕組み」、和食を支える「だし・うま味」について、かつお節削り体験など
の実習も交えながら授業を行っています。
　2011年度は、全国で381回実施し、約10,400名に参加いただきました。従業員
の講師登録者数は役員も含め約1,000名になりました。今後も、より多くの子ども
たちに「だし・うま味」のすばらしさ、食の楽しさを知ってもらうために、「味覚教室」
を継続していきます。

日本 Japan

■ ヘルシーメニューを食べて、東日本復興支援「TABLE FOR TWO＋Tohoku」
　「TABLE	FOR	TWO」活動とは、食堂でヘルシーメニューを食べると、一食につ
き20円（開発途上国の給食の１食分）が開発途上国の学校給食費として贈られる
日本発の社会貢献プログラムです。
　味の素（株）の本社食堂と川崎事業所食堂では、20円のうち10円が東北３県の
食料支援にあてられる「TABLE	FOR	TWO＋Tohoku」活動を実施しており、2011
年度は17,307食が購入され、228,420円が集まりました。今後は、同様の取り組
みを他事業所やグループ各社でも展開していきたいと考えています。

味の素（株）本社のTFT告知ポスター

かつお節削り体験の様子

　（財）味の素食の文化センターは、食文化への理解を深める普及
事業を活動の中心に、「食」を学問として考察し、その結果を広く社
会に発信することを通じて、人類の豊かな食文化に貢献することを
目指しています。
　2011年度は、食文化誌「vestaR（ヴェスタ）」を82号から85号ま
で発刊しました。また、食文化展示室では「相撲と食」を開催し、大
相撲のちゃんこ・相撲茶屋・清めの塩・力水など、また、祭りの際の
豊穣の祈りと相撲の関係など、相撲という視点で食文化をみるユニー
クな展示を行い、約3カ月間の開催期間で3,000名の方にご来館いた
だきました。さらに、一般の皆様とともに食文化を考える公開シンポ
ジウムを定期的に開催しています。

　味の素グループは、社会貢献活動の一環としてグローバル人材の
育成支援に取り組んでいます。そのプログラムの一つとして、（公財）
味の素奨学会は、2010年より「アセアン留学生向け奨学金」の給
与を行っています。
　これは、発展目覚ましく、味の素グループの海外ビジネス展開の
最重要地域でもあるアセアン地域の5カ国（タイ、インドネシア、フィ
リピン、マレーシア、ベトナム）から、東京大学大学院修士課程（理
系）に留学する研究生
および修士生を対象
として、合計3年間（研
究生1年、修士2年）奨
学金を給与する制度で
す。創設3年目を迎え
た2012年4月には、各
国1名、計5名の奨学生
が入学しました。

財団法人 味の素食の文化センター
設立：1989年

主な活動

公益財団法人 味の素奨学会
設立：2005年

（前身の鈴木奨学会は1957年設立）

主な活動● 食の専門図書館「食の文化ライブラリー」の運営

● 「食の文化フォーラム」の企画運営

● 公開シンポジウム・公開講座の開催

● 食文化誌「vestaR（ヴェスタ）」他の出版・頒布事業

● 食文化に関する資料収集と展示

● 奨学支援　
 ● 奨学金給与（在日留学生、アセアン留学生が対象）
 ● 奨学金貸与

『vestaR』85号
（2012年2月発刊）

食の文化シンポジウム
2011「わたしたちは
何を食べていくのか」

（2011年11月） 2012年4月に入学した奨学生とともに

  財団の取り組み


