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　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、グループをあげて、

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65％
海外グループ会社役員の現地従業員比率は
約40％
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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、グループで横

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。2012年度は、基幹ポストの職務記述書の作成と

収載を完了し、個別キャリア開発への活用を開始した他、国際間異

動の際の報酬設計ルールの標準化に向けた検討を進めました。

　2013年度以降、さらにこのプラットフォームを進化させ、多様な人

材がグローバルで活躍できる体制づくりを加速していきます。

　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。

AGFLS参加者AGFLSのグループワークの様子

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 役員、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
（AGGLS）

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

味の素グループでは、2011〜2013年度の中期経営計画で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、

そして、「味の素グループWay」の浸透など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

労働慣行

リーダーシップ研修の実績
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　味の素グループでは、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※」の理解・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」

を実施しています。2012年度末までに、味の素（株）の全基幹

職を含め、全世界で約8,000名のグループ従業員が受講しまし

た。セッションを受講した参加者からは、「自身の仕事と照らし

合わせてみて、改めて4つのWayの重要性に気づいた」「会社、仕

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（株）川崎事業所でのセッションの様子 タイ味の素社でのセッションの様子

味の素（中国）社での安全教育の様子

過去の事例から「味の素グループWay」を学ぶドキュメンタリー
DVDを視聴

※「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

一人ひとりの成長を支える人材育成の取り組み
　味の素グループでは、グループ・グローバルでの「リーダー育成研

修」や「味の素グループWayセッション」のほか、地域横断型の部門

別研修や国・事業所ごとの様 な々研修プログラムを用意し、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。

　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、高い目標を掲げて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。	

　具体的には、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」として社内のイントラネッ

ト上に掲載しています。目的に合わせた3段階プログラム「階

層別プログラム」（新人研修、フォローアップ研修、昇格研修

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、マネジメントスクール通

学等）、「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）があり、それぞれ活用が進んで

います。

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

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

気づき

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

充 実

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

▶ 国内グループリーダー育成プログラム

さらなる

ステップアップ

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

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

▶ グローバルリーダー育成プログラム

▶ 外部派遣型プログラム

OJT、事務所・部門別研修、昇格・異動

■ 味の素（株）の人材育成プログラム

部門別研修の例

●	コンプライアンス、法務関連（P40）
●	労働安全衛生教育（P63）
●	環境教育（P97）　
●	品質保証教育（P101）
●	営業関連
●	マーケティング関連
●	知的財産・商標関連（P46）

事に誇りが持て、モチベーションがさらに上がった」「実務で4つ

のWayを実践し、成果につなげたい」といった声が多く寄せられ

ています。

　2013年度も引き続き、国内外で「味の素グループWayセッショ

ン」を実施し、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。あわせて、日々の業務に

おける「味の素グループWay」のさらなる実践に向けた、各職場

での取り組み開始も検討しています。



55 味の素グループ サステナビリティレポート 2013

　「味の素グループ ワーク・ライフ・バランス（WLB）ビジョン」の

具現化に向け、味の素（株）では、労使共同で立ち上げた「WLB向

上プロジェクト」での様 な々取り組みにより、従業員の理解や働く環

境・働き方の見直しが着実に進んでいます。

　2012年度からは、明文化した3つの「味の素（株）従業員が目指す

ワーク・ライフ・バランスビジョンと、その具現化

ワーク・ライフ・バランスの向上に向けて
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、企業を構成するすべ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。

労働慣行

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～

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がけ、
   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、
   グループでとも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

● 魅力溢れる人材を採用し、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（株）における2012〜2013年度の取り組み

「目指す姿」を実現するための「4つの取り組みテーマ」

労働時間への感度を高める
（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改善 会社支援施策を活用した自立、
ライフプラン実現

労働時間の正確な把握を行い、「生産
性を意識した働き方」の実践を図る

従業員の成長機会の確保やリフレッ
シュによる活力向上のために休暇取得
を促進する

切磋琢磨や相互支援のある職場をつ
くるために、全員参画での職場の運
営や仕事の進め方の改善を図る

各自が会社支援施策を理解し、選び、
活用することにより、自立、ライフプ
ランの実現に取り組む

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

姿」を実現するため、「4つの取り組みテーマ」を設定し、WLBについ

ての認識の共有および議論を各職場で行い、「目指す姿」実現に向

けた取り組みを開始しました。2013年度は、各職場での好事例の横

断展開や「相互理解促進ワークショップ」の開催を通して、各職場で

の取り組みをより深化させるとともに、働き方に関する制度の見直し

を検討し、WLBのさらなる向上を実現していきます。
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労働慣行

　各職場での取り組みの一つとして、2012年度より「WLB推進

ワークショップ」を開始し、これまでに全国12職場で実施しました。

このワークショップは、主に①各自のライフプランの共有、②自職

場のビジョン・ミッションの確認、③アクションプランの作成、で

構成されています。仕事以外の互いの事情を理解し、支援し合う

職場環境を整備することに加え、個人や職場の目指す姿を再確認

することで、職場の一体感を醸成し、生産性の向上につなげたい

と考えています。今後、実施職場のさらなる拡大を予定しています。

■ 「WLB推進（相互理解促進）ワークショップ」の開催

　働きやすい職場づくりの実現に向けて、職場ごとに

関心のあるテーマで意見交換をする職場座談会を行っ

ています。

■ テーマごとの職場座談会を実施

海外研究派遣・研究留学
経験者から話を聞く会

女性のための
キャリアアップ講座

職場座談会参加者の声
「女性のためのキャリアアップ講座」
◦ 育児と仕事の両立等について、経験者である先輩社員を交えて

の意見交換を通じて、キャリアイメージの具体化につながった

「海外研究派遣・研究留学経験者から話を聞く会」
◦ 経験者との意見交換を通じて、キャリアについて改めて考える

きっかけづくりの場となった

ワークショップの様子

ワークショップ参加者の声

◦ これまで知らなかった自組織メンバーの夢、価値観、想いなどの一端を理
解した上で、全員一致でコンセンサスをとって、一つのアクションプランま
で落とし込むことができ、一体感の醸成につながったと思う

◦ 自組織の役割を、職位を超えてともに考えることができ、個人ではなく組
織の必要性を再認識できた

「2S活動」実施職場の声

◦ 職場がきれいになるだけでな
く、書類の共有化などが一層
進み、業務効率が上がった

◦ 2Sの目標に向かって職場が
一体となって取り組めたこと
で、一体感も高まった

◦ 今後も目標設定をしながら、
職場の改善を皆が実感でき
るような活動を継続していき
たい

ワークショップの目的

◦ 職場運営の中で、メンバー一人ひとりの「ライフプラン」「価値観」「今置
かれている状況」を知る必要性を、体感を通じて理解する

◦ メンバー一人ひとりのライフ（人生）での目指す姿や価値観を共有するこ
とにより、それを互いに応援する気持ちを醸成し、職場の強固な一体感
をつくりだす

◦ 各自が働き方を変えざるを得ないライフイベントが突然発生したときの
状況を共有しながら、相互支援が行える職場づくりを考える

　業務のスピードを上げ、生産性の向上につなげることを狙いとし、

各職場で5S活動を推進しています。5S活動により業務効率を向上

させることは、顧客満足の向上のみならず、個人が有益に使える時間

の創出にもつながると考えています。

　2012年度は、取り組みのきっかけとして、まずは2S（整理・整頓）

活動から行いました。2013年度は、5S活動に発展させ、さらなる実

施職場の拡大、取り組みの習慣化に向けて活動を推進しています。

■ 5S活動の推進

業務時間内に定期的に「2Sの時間」を設け、職場一体となって取り組みを推進

　味の素（株）の各職場では、2012年度、WLB向上の取り組みが加

速しました。まず、各期の始めにWLBについて議論し、職場単位で、

「WLB取り組み計画表」を作成しました。その後、計画表に基づき

取り組みを進め、年度末にレビューおよび次年度の計画を策定する

ことで、さらなるWLBの向上につなげて

います。

各職場での様 な々取り組み

取り組み前

取り組み後

5Sとは ①整理（Seiri）

②清掃（Seisou）

③整頓（Seiton）

生産性の
向上

①～③を繰り返すことで、
④清潔（Seiketsu）を保つ

⑤躾（Sitsuke）
①～④を習慣化する
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■ 味の素（株）のワーク・ライフ・バランス関連制度の利用状況（2012年度）

関連制度・取り組み施策 内容 取得人数等

育児休職
子どもが満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

108 名
（うち男性7名）

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

160 名

子ども看護休暇
中学校始期に達するまでの子を養育する従業員は、子ども一人あたり年間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

48 名

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 名

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

1名

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

83 名

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

204 名

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

43 名

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　◦	転居を伴う結婚や配偶者の転勤

登録者数43 名
再雇用者1名

（2013 年7月現在）

労働時間削減の取り組み
（事業所ごと）ノー残業デーの実施、退館時間の繰り下げ（22 時→ 21時）
「働き方計画表」の活用

―

有休取得率向上の取り組み
（事業所ごと）有給休暇取得キャンペーンの実施。「働き方計画表」の活用。
夏期一斉休業による指定有給休暇（3日間）

―

ベビーシッター補助 ベビーシッターを利用する際、割引（1,500 円／回）を受けられる 9 名

　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。

　2012年度は、継続的な育児短時間勤務者の増加（前年比130％）

関連制度の整備と活用
に加え、リフレッシュ休暇やボランティア休暇といった、自立やライフ

プランの実現につながる制度の取得人数が大幅に増加（それぞれ前

年比136％、215％）するなど、制度の活用が進んでいます。

労働慣行

　味の素（株）は、2013年2月、「勤務先として人材をひきつける魅力ある企業」

を調査・表彰する「ランスタッドアワード※12013」で、「ワーク・ライフ・バランスが

実現しやすい企業」部門で、第1位を受賞しました。

　今後も、「味の素グループWay」の「人を大切にする」を実践しつづけるととも

に、ワーク・ライフ・バランスの取り組みを加速し、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。

「ワーク・ライフ・バランスが実現しやすい企業」
第1位を受賞

TOPICS

※1		ランスタッドアワード：世界的な総合人材サービス企業であるランスタッド社が、企業魅力度を10項目
の指標で調査し発表するもの。日本では、18歳から65歳までの男女8,000名を対象としたアンケー
トで、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。 授賞式にて
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労働慣行

国内味の素グループでの取り組み
　国内味の素グループでは、労働組合と経営方針を確認・共有する

ことを目的とした定期的な労使協議会や、労働条件について検討す

る専門委員会があります。

　2012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年度の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。

〈 労使協議 〉

中央労使協議会を実施（6回）。

労使関係

2012年度の主な取り組み（味の素（株））

味の素グループでは、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。

テーマ 内容

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をふまえた包括的なレ
ビューを労使で実施し、必要に応じて改定していくことを
確認

ワーク・ライフ・
バランス（WLB）

明文化した 3つの「目指す姿」を実現するために「労使で
取り組む4つのテーマ」を設定。さらに、WLB について
の認識の共有および議論を各職場で行い、職場を中心に
取り組みを開始

介護

2012 年度春季労使交渉において、介護について今後 3つ
の視点（「介護のことを知る機会の充実」「介護に関して相
談しやすい環境の整備」「必要な制度・運用の充実」）から
検討を進めることを確認

海外諸課題
海外駐在都市のハードシップランク、健康管理休暇の定時
見直しおよび新規設定について労使で確認

確定拠出年金
の導入

確定拠出年金制度を労使合意し、正式に制度を導入

■ 主な労使協議テーマ

人事・労務関連データ（2013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） 2,387人 956人 3,343 人 396 人

国内グループ会社 5,178人 1,332 人 6,510 人 8,701 人

海外グループ会社 12,255人 5,410人 17,665 人 3,887 人

合計 19,820人 7,698人 27,518 人 12,984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） 37人 40人 31人 1人

国内グループ会社 104人 164人 19人 ー

男性 女性 全体

日本
味の素（株） 884人 69人 953 人

グループ会社 1,409人 48人 1,457 人

アジア 563人 298人 861人

欧州（含むアフリカ） 210人 74人 284人

米州 215人 64人 279 人

合計 3,281人 553 人 3,834人

人数

味の素（株） 83人

国内グループ会社 246人

人数 比率

味の素（株） 83人 1.77%

国内グループ会社 181人 1.88%

米州

16%
4,339人

欧州
（含むアフリカ）

9%
2,401人

海外法人役員の
現地従業員比率

39.6%

アジア

40%
10,925人

日本

36%
9,853人合計

  27,518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　2012年４月～2013年３月自己都合退職者数（嘱託終了は含まず）
※5　2012年４月～2013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

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） 41.2 歳 17.9 年 1,987 時間 79.8% 1.2%

海外グループ会社 34.5 歳 8.2 年
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味の素グループは、「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のできる労働環境づくりに取り組んでいます。

■ 味の素グループの防災および安全衛生推進体制（2012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

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、世界各地でおよそ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、労働災害、交通事

故など思わぬ事故や健康被害を被る可能性や、自然災害に見舞わ

れ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さんが

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、安全衛生教育や危険源の特定・評価、その低減・除去な

ど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、

グループ全体の労働災害防止に向けた課題を明確にし、国内外グ

ループの目標を統一して絞り込むことで、成果をあげています。

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）※2

味の素製薬（株）

関係会社

企画・事業支援部門

食品事業本部

バイオ・ファイン事業本部

生産部門

味の素（株）

※2			2012年10月より事業改変等のため対象外

労働慣行
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　味の素グループでは、2011-2013年度の「味の素グループ労働災

害防止計画」の中で「挟まれ巻き込まれ災害」と「転倒災害」を2大

災害とし、その撲滅を目指して重点的に取り組みを進めています。

　その結果、2012年度は充填包装機械における「挟まれ巻き込ま

れ」の重大災害をゼロに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

底の成果です。一方で、粉製品製造設備の一部であるロータリーバ

ルブ※3に巻き込まれる災害が連続発生したため、2013年度はその

対策を集中的に推進しています。

　また「転倒災害」については、国内の高年齢労働者※4における転

倒災害が、骨折・手術・入院などと重傷化する傾向にあります。そこ

で、2013年度は加齢に伴う身体能力低下の実態を自己診断し、診

断結果に基づき身体能力を維持する転倒予防体操を行う取り組み

を開始しました。転倒災害の外的要因である床の濡れ・凍結防止な

どに対する従来からの取り組みに加えて、こうした「内的要因」への

対策も行っています。

　このような2大災害のほかにも、業務中の交通事故や法令遵守、

安全衛生教育等に力を入れ、引き続きグループ・グローバルでの相

互連携による協力体制を強化していきます。

2012年度の労働安全衛生の取り組み

金網の取りつけ

転倒予防体操の実施高齢者における身体能力の自己診断

代替設備の導入

■ 挟まれ巻き込まれ事故防止活動の事例
・ロータリーバルブへの対策事例

■ 転倒予防活動の事例
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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（2013年3月31日現在）

■ 国内休業災害度数率※5の推移 ■ 海外休業災害度数率※5の推移

■ 国内休業災害強度率※6の推移 ■ 海外休業災害強度率※6の推移

※6　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

※3　ロータリーバルブ：数枚の羽根を放射状に取りつけたローターを水平円筒内で回転させる、粉製
品製造時に使用される設備の一部

※4　高年齢労働者：50歳以上の労働者

※5　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

労働慣行
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設備の点検など、事故・災害の撲滅・未然防止に向けたマネジメント

を行っています。運用にあたってはそれぞれOHSASなどの労働安

全衛生マネジメントシステムを活用し、PDCAサイクルを回しています。

　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。これは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ものです。過去の災

害事例を教訓とした対策や遵法を中心とした事前確認のほか、新

工場の稼働時などには、実際に人の配置や動線などの安全点検も

現地で実施し、確実に安全な操業を開始できるか確認しています。

　また、各生産系事業場においては、様 な々日常作業に潜む災害の

リスクを洗い出し、災害の重みをあらかじめ評価して対策を検討・実

施することで、災害の未然防止に活かすリスクアセスメントを実施し

ています。

　こうしたリスクアセスメントの実施効果をさらに上げるために、

2013年度より、味の素（株）川崎事業所、味の素冷凍食品（株）、ク

ノール食品（株）、味の素パッケージング（株）の安全担当者が共同

で改善案について議論する「リスクアセスメント研究会」を発足しま

した。互いの課題や、好事例などを共有し、未然防止活動を推進し

ていきます。

労働安全衛生マネジメント

労働慣行

安全アセスメントの実施

インドネシア味の素社
カラワン工場

タイ味の素社
アユタヤ工場

■ 新工場稼働前の安全点検の様子

　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、経営会議を頂点とする労働安全衛生推進

体制を定め、グループ共通の計画に従ってアセスメントや教育、監査、

安全監査・点検の実施
　味の素グループでは、各社・事業所ごとに労働安全衛生マネジメ

ントシステムに基づいた内部監査を実施し、事故災害や法令違反の

未然防止に努めています。

　また、グループ内で大きな事故・災害が発生した場合は、味の素（株）

として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ります。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。さらに安全スタッフに多くの安全

知識を持ってもらうために、事業所の安全スタッフをメンバーに加え

た相互安全監査も実施し、地域・業態による違いや、好事例を学ぶ

機会を設けています。

安全・安定生産のための設備の点検
　工場で使用している設備は、常に、安全で安定した生産ができる

状態にあることが必要です。そのためには、定期的にメンテナンスや

法定点検を実施することが重要です。

　味の素グループでは、日常的に従業員が毎日使用する設備を自ら

の手でメンテナンスし、大切に扱っています。また、味の素グループ

の生産工場は、１年を通して24時間操業をしているところも多く、そ

のような工場では、工場を全停止し、従業員や専門家が集中してメ

ンテナンスや法定点検を行う場合もあります。

　メンテナンスは非定常作業となり危険を伴う場合があるため、作

業の前や工程の立ち上げ時はしっかりと危険予知を行い、安全な作

業を心がけています。

クノール食品（株）におけるリスクアセスメントの例

　リスクアセスメントを確かなものにしていくためには、過去の災害

事例に学ぶことや、その現場に実際にどのようなリスクがあるかを作

業者同士で共有することが大切です。そこで、クノール食品（株）で

は、リスクについて、互いに議論する場を設けることを大切にしてい

ます。例えば、作業中の写真を題材に、作業者を集めて実際にリスク

を洗い出し、様 な々リスクを考え、共有する場を設けています。また、

独自のリスクアセスメントマニュアルに従って、リスクを正しく評価で

きるための教育活動も行っています。
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 Column

労働慣行

　味の素（株）の川崎工場では、日常的に行うメンテナンスのほか、毎

年7月に、数日間かけて定期修理を行っています。24時間体制で稼

働している工場での生産を停止し、その期間に、集中して様 な々設備

の点検・メンテナンスを行っています。

調味料素材課では主に「味液」

を製造しています。定期修理を

終えて工程を立ち上げるときは、

特に慎重に作業を行う必要が

あり、課員全員に一つひとつ確

認しながら作業を行うように心

がけてもらっています。

アミソフト課では「化粧品の原料」を製造しています。定期修理

では、日常では時間がかかる熱交換器の分解も行い、１枚１枚丁

寧に手洗いしています。工程の温度管理は品質にも関係してい

ることなので、安定生産のためにとても重要な仕事です。

（左）脱臭設備に使用する活性炭の交換作業
（右）高所作業時に装着する安全帯は自分の命を守るための大切な保護具

（上）定期修理時期を利用し、新しいタンクの設置工事を
実施。作業時の安全を確保
（下左）近隣に迷惑をかけないように工事中の騒音を遮断
（下右）溶接に伴う火の粉による火災にも備える

（左）計器の動作確認
（右）バルブ一つひとつ開閉作業を
確認

設備の安全確保のために― 
味の素（株）川崎工場の定期修理

アミノ酸課第3係　飯塚	工

熱交換器を分解して１枚１枚丁寧に洗浄すること
で、安定した生産につなげる

アミソフト課	係長

吉原	荘一郎

調味料素材課	課長　矢島	澄人

アミノ酸課第3係では「酵母エキス」を製造しています。今年の定期修理

では、高所で行うものもあり、転落災害防止に細心の注意を払いました。
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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、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。

　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、安全に働くことの大切さを広げ

ています。

従業員への労働安全衛生教育

　従業員一人ひとりの安全を守るためには、様 な々層へ様 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トレーニングなど、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、運搬など、各設備の特徴に

労働慣行

■ 危険予知トレーニングなどで使用される独自の教育資料（味の素グループ国内外共通）

■ 入職時に使用する安全教育ビデオの例（デリカエース（株））

味の素（株）東海事業所の例 味の素（株）川崎事業所の例

　味の素グループの事業所では、製品や原材料などを運ぶために多くの運送事業者が作業を

しています。作業の中には、貨物用トラックやタンクローリーなどの高い位置に上って作業しな

ければならないものもあります。こうした高所作業での転落防止も、荷主としての重要なテーマ

です。国内では、厚生労働省が2013年度から5カ年の第12次労働災害防止計画の中で、陸

上貨物運送事業における労働災害を防止するため、荷主に対して運送事業者が安全に作業

できる環境を整えることを要請しています。

　国内味の素グループでは、早くから、グループ従業員だけ

でなく、「エリア内で働く人の安全確保」のための対策を重

視してきました。例えば、荷卸し時の高所からの転落災害を

防止するために、作業者に安全帯の着用を徹底するととも

に、高所に安全帯を装着できるバーを設けるなどの設備対

策にも取り組んできました。「味の素グループ防災および労

働安全衛生目標」にも「エリア内で働く人の安全確保」を

明記しており、今後もさらなる取り組みを進めていきます。

エリア内で働く人の安全確保のために―
タンクローリーや貨物用トラックからの転落防止対策

TOPICS
■ 転落防止のために安全帯を装着



64味の素グループ サステナビリティレポート 2013

※1　KYT：危険予知訓練の略
※2　OHSAS：Occupational	Health	and	Safety	Assessment	Seriesの略。労働安全衛生マネジメントシステムに関する国際的な標準規格

労働慣行

■ 味の素（株）が主催する国内味の素グループ共通の教育の例

■ 海外法人での教育の例

教育名称 内容

KYT※1トレーナー研修
危険を危険と感じる人材を育成できる者を養成する
生産・研究開発・物流・建設関連部門のリーダー、および海外赴任予定者が対象（2日コース、2回 /年開催）

経営幹部のための安全衛生セミナー
企業における安全衛生をどう進めるか、経営者として必要な安全衛生に関する知識（安全配慮義務等）を学ぶ
国内グループ各社の管理者層が対象（1日コース、1回 /年開催）

ヒューマンエラー対策研修 ヒューマンエラーに関する基礎知識とヒューマンエラー防止策を学ぶ（半日コース、1回 /年開催）

転倒予防セミナー
〈転倒災害予防推進リーダー養成研修〉

職場で直接、転倒防止対策を指導、推進する者を養成（1日コース、3回 /年開催）

OHSAS※2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経営に対して改善提言できる者を養成
（1日コースを2回 /年開催、2日コースを2回 /年開催）

事業所主催の教育・講演会
味の素（株）の3つの事業所（川崎、東海、九州）が独自に企画・開催する安全衛生関連の教育や講演会
2013 年度より近隣のグループ各社からも参加（2013 年度の例：「高圧ガス保安法入門教育（川崎事業所開催）」、
「メンタルヘルス講演会 (東海事業所開催 )」、「熱中症に関する教育（九州事業所開催）」等　合計18回開催）

教育名称 目的

安全体感教育
味の素グループ食品製造系工場の基礎教育として多く
の国で実施

中国安全学校

中国における味の素グループ各法人を対象とした管
理者層の安全教育を毎年開催。2012 年度は 2回
開催し、危険予知やリスクアセスメントがなぜ必要な
のかグループで討議し、参加組織の目標を宣言

　味の素グループでは、国境を越えて安全活動を学び合う場として、2009年か

ら隔年で「味の素グループ安全報告大会」を開催しています。2013年9月に開

催した第3回目の報告大会には過去最高の10カ国から参加し、業種や国ごとに

特徴ある活動を報告。それぞれに工夫された取り組み事例をグローバルに学び

合う場として定着してきました。

　今回は、各国からの活動事例報告だけでなく、転倒災害予防活動として取

り組み始めた「高齢者の転倒予防セルフチェックとエクササイズ指導」を、各

国の参加者が実際に体験する企画も実施し、定員をオーバーする盛況ぶりで

した。

　意見交換の場では、各国の言語でそれぞれ「ゼロ災で行こう、よしっ！」と唱和

するなど、労働災害を抑制する気持ちを一つにすることができました。

　また、海外法人からの参加者を主な対象として、安全報告大会とセットで国内

事業所のプラントツアーを実施し、今回は味の素（株）東海事業所の化学合成

プラントにおける安全活動や、（株）コメックの東京工場における無災害記録継

続のポイント等を実際に見学することで、今後の安全活動の参考にしてもらいま

した。

　参加者アンケートでは、「各社の取り組みが参考になった」「もっと頻度を上げ

て開催してほしい」等の声が多く、様 な々活動内容への関心が寄せられました。

　今後も、労働災害防止と安全活動のレベルアップにつなげる重要な機会とし

て、定期的に開催していきます。

「第3回 味の素グループ安全報告大会」の開催

TOPICS

■ 中国安全学校でのグループ討議の様子
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労働慣行

所で実施し、毎月1回健康推進センターから「熱中症予防のための

基本知識」と「熱中症の予防事例」を国内グループに発信し予防

に力を入れています。定期的な産業医の職場巡視においては、熱

中症予防の他に労働環境の維持状況についても確認しています。

　味の素グループでは、従業員一人ひとりの心身の健康を保つた

めのヘルスケアの取り組みをグループ各社で進めています。

　味の素（株）では、「セルフケア」という考え方を核に取り組みを

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。

　また、最低でも年1回、国内全従業員が産業医・保健師・看護師

と面談を行い、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受け、理解を深めています。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。また、

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

心身を健康に保つためのヘルスケアの取り組み
医療スタッフがチェックし、健康維持に関するフォローを行うほか、

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。

　さらに国内では、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を検討し、2012

年度から九州地区※で定期健診等の共同実施を開始しました。

2013年度以降も対象エリアを拡大していく予定です。

　日本では、2013年、熱中症により救急搬送された人の数が前年

の数倍に及んでいます。

　国内味の素グループでは、5月から9月末までを「熱中症予防強化

期間」として、暑さ本番を迎える5月から熱中症予防の教育を各事業

熱中症予防のために「熱中症予防強化期間」を設定

TOPICS

産業医　古河	泰

健康推進センターが発信する
熱中症予防情報

猪田	千穂（左）　高橋	千春（右）
「私たちが熱中症予防情報を発信しています」

職場巡視中の健康推進センタースタッフ

味の素（株）の健康推進体制

産業医9名、医療スタッフ（保健師・看護師）11名、健康推進

センター長・スタッフ11名

※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）
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　味の素グループの各事業所で一人ひとりが、日々取り組んでいる

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は、事業所の災害削減の実績にとどまら

労働安全衛生活動の社外からの評価
ず、従業員個人の活動にも広がっています。

　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。

■ 国内における「防災及び労働安全衛生活動」への主な表彰（2012年度）
受賞会社名 受賞名 受賞内容

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で
あったこと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 従業員一丸となって、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日以上の災害ゼロであったことが行政に認められた

味の素パッケージング（株）
関西工場　佐藤洋子

平成 24年度安全優良職長厚生労働
大臣賞顕彰

安全衛生について優れた技能と経験を持ち、担当する現場・部署の作業安全確保に優良
な成績をあげた職長として認められた

受賞会社名 受賞名 受賞内容 主催者 備考

タイ味の素社、カンペンペット
工場　Kamphaeng	PhetⅠ	
Factory

Outstanding	for	safety,	
occupational	health	and	work	
environment	award(National	
Level)	、11年連続受賞

安全、労働衛生、職場
環境の管理、実績が優
秀な水準であることが
行政に認められた

労働省 MSGの製造

タイ味の素社、パパデン工場
AJINOMOTO	
CO.,(THAILAND)	LTD.	Phra	
Pradaeng	Factory

同上、6年連続受賞 同上 同上 MSG、その他調
味料の製造

タイ味の素ベタグロ冷凍
食品社　AJINOMOTO	
BETAGRO	FROZEN	
FOODS(THAILAND)
CO.,LTD.

同上、4年連続受賞 同上 同上 冷凍食品製造、
販売（鶏肉加工品）

タイ味の素社パトンタニ工場　
Pathum	Thani	Factory 同上、2年連続受賞 同上 同上 L-Lysineの製造、

核酸の製造

味の素ベタグロ・スペシャリティ
フーズ社　Ajinomoto	Betagro	
Speciaity	Foods	Co.,Ltd.

同上、2年連続受賞 同上 同上 豚肉加工冷凍食
品の製造･販売

タイ味の素社ノンケー工場　
Nong	Khae	Factory 同上、初受賞 同上 同上 その他調味料の

製造

タイ味の素社バーディー工場
AJINOMOTO	SALES	
(THAILAND)	CO.,LTD	Birdy	
Factory

同上、初受賞 同上 同上 缶コーヒーの製造

　タイ味の素グループ各工場では、トップの強いリーダーシップのもと、従業

員が一丸となった安全活動を行っています。日々 の活動と実績がタイ政府(労

働省	労働保護福祉局)より高く評価され、2013年度はタイ味の素グループ

7工場で全国レベル（＝最上位レベル）の安全優秀賞を受賞しました。なお、

7工場のうち、5工場は連続受賞となります。今後も引き続き、タイ味の素グ

ループは高いレベルの安全活動を維持していきます。

タイ味の素グループ7工場が
政府より安全優秀賞を受賞

TOPICS

6年連続受賞のパパデン工場

味の素パッケージング（株）関西工場 中央エース物流（株）
東扇島第一低温営業所

中央エース物流（株）
関宿低温営業所

（株）ギャバン関東工場 味の素パッケージング（株）関西工場

11年連続受賞のカンペンペット工場

初受賞に輝いたノンケー工場（左）とバーディー工場（右）

■ タイ味の素グループにおける「労働安全衛生活動」に関する表彰（2013年度）

労働慣行
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	 P38　組織統治：リスクマネジメントと企業継続計画（ECP）の策定			参照

労働慣行

　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。大地震や洪水、津波などの自然現象を防ぐことはできません。

しかし、平時からの備えによって、人的被害や物的被害を極小化

することは可能です。

自然災害に備え、人命を守るために
　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」および、企業継続計画（ECP）で定める

「味の素グループ災害対策本部基本方針」に則り、人命の尊重を

最優先として、自然災害対策の検討や訓練・啓発活動を実施して

います。

	 P59　労働慣行：「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」			参照

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。

味の素グループ災害対策本部基本方針

　味の素グループでは、自然災害の予測やその被害想定に関する

情報を日常的に収集し、随時、建屋や生産設備等における安全の

確認や対策の実施、訓練内容の見直しなどを行っています。

　国内味の素グループでは、阪神淡路大震災以降、各事業場の耐

震補強工事などを進めてきましたが、東日本大震災のほか、順次公

開されている地震や水害等に関する国や地方自治体の被害想定情

報などをもとに、耐震・耐水害の対策を強化しています。人命の尊重

を最優先に、建屋や生産設備等の地震･津波対策を見直し､新たな

設備投資計画も作成しました。例えば、京橋の味の素（株）本社社

屋については、改めて「耐震診断」を実施し、構造部材に大きな劣

化はないことを確認するとともに、診断結果に基づき天井、壁、棚・

備品などの補強や固定を進めています。東日本大震災で大きな被害

を受けた味の素物流（株）仙台物流センターや味の素製薬（株）福

島工場の設備などについては、復旧に際して「新たな被害想定」に

基づく設計・配置を盛り込みました。

　さらに、2012年に公表された南海トラフ巨大地震や首都直下地震

の被害想定の見直しを受けて､グループ各社･各事業所において､地

震時の避難方法の再検討などを進め、それに伴う訓練も行っていま

す。また、グループ全体での災害対応力を強化するために､大規模自

然災害対策総本部の第2、第3拠点の整備・訓練なども行っています｡

防災対策の見直し

　従業員の安否や被災状況を早期に確認・把握するための手段

として、味の素（株）では「安否確認システム」を2006年より導入し、

随時最適なシステムに更新しています。グループ各社でも同様のシ

ステムの導入を進めており、これらを活用した訓練も定期的に行っ

ています。

　大地震被災地では、ライフラインが途切れる、輻輳現象が発生す

るなどの状況によって連絡が取れなくなる恐れがあります。そこで味

の素（株）では、このような状況下でも比較的堅牢性が高いといわ

れている、「衛星電話」や「eメール」による連絡フローを構築し、各

事業場や国内に常駐する役員宅への配備を完了しました。また、夜

間・休日などの被災を想定した「緊急連絡訓練」も定期的に実施し

ています。

初動対応における連絡手段の
堅牢化、複数化（情報ツールの高度化）
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労働慣行

示などを行うものです｡	2013年度はこれに加えて､発災時の混乱

極小化と事業の早期復旧のために本社の企画･事業支援部門が

実施すべき事項の緊急対応訓練も実施しました｡	さらに、各事業

領域においては緊急事態発生を想定した事業継続訓練を順次実

施しています｡

　味の素グループでは、それぞれの地域や業態に応じた防災訓練を

行っています。

　国内味の素グループでは、各事業所での独自の訓練のほか、グ

ループ全体で毎年9月に「味の素グループ総合防災訓練」を実施し

ています。これは、グループ各社･各事業所が安否情報や被害状況

を連絡し、グループ総本部で集約・集計し､必要に応じて対応の指

防災訓練の実施

TOPICS

■ 味の素（株）本社での訓練

■ バングラデシュ味の素社での訓練

■ 各事業所での訓練

各部で人員点呼・被害状況の確認などを行い、
各フロア隊長が本部に連絡

味の素（株）九州事業所のメンバー

消防署の指導のもと、消火訓練や救護訓練などを実施

（左上）：味の素（株）川崎事業所
（左下）：味の素（株）東海事業所
（右）：味の素（株）九州事業所

災害発生後すぐに本部を立ち上げ、状況を集約する 大規模自然災害対策総本部の第2拠点
設営訓練（味の素（株））
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労働慣行

題して、当時のタイ味の素社副社長による講演を実施しました。そ

れぞれおよそ100名のグループ従業員が聴講しました。

　参加した従業員からは、「被災･復旧に直面した方の話に重みを

感じる」「人の力で抑え切れない、自然災害の恐さを再認識した」「普

段からの家族や職場での『備え』が大切だと感じた」などの感想

が寄せられました。災害時の経験を忘れずに活かし、備えを怠らな

いために、様 な々テーマで継続開催していきます。

　味の素（株）では、グループ従業員の防災意識向上を狙いとした

防災講演会を、2008年度より毎年開催しています。グループ各社の

防災担当者を対象としたものですが、一般従業員の希望者も数多く

参加しています。

　5回目の開催となる2012年度は、「東日本大震災被災当日の状況

とその後の復興活動の取り組み」と題して、味の素製薬（株）福島

工場長による講演を実施。2013年度は、「2011年11月のタイ・バン

コク洪水発災時のタイ味の素グループにおける復興・支援活動」と

従業員の防災意識向上のために―
「味の素グループ防災講演会」の開催

TOPICS

第5回防災講演会の様子（2012年8月開催）

第6回防災講演会の様子（2013年9月開催）

ミュンヘン再保険	プレスリリース（2012年1月4日）、NatCatSERVICE	“Natural	catastrophes	worldwide	2012”より作成

東日本大震災による工場の被害の様子やその
後の対応などを報告

	P38　組織統治：リスクマネジメントと企業継続計画（ECP）の策定			参照 	 P122　コミュニティ：タイの洪水被災地域への支援「雇用創出プログラム」			参照

被害が表れています。常に自然災害が起こり得ることを意識し、備

えておくことが重要です。

近年、世界各地で記録的な自然災害が数多く発生しています。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

世界の自然災害発生状況

DATA

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

発生数

年
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1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

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

※2012年の価値基準で算出

2012年の自然災害による
被害状況 7%

27%

48%

18%12%

59%

13%

16%

死者数
2012 年

9,600人

死者数
2012 年

9,600人

経済損失
2012 年

1,700億ドル

経済損失
2012 年

1,700億ドル




