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世界130カ国
に製品をお届け

100カ国

100億袋
うま味調味料「味の素R」
の1年間の販売量

63件12カ国、

約9万5千人の受益者
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～2013年4月）

185の事業所、

約9,900名の
グループ従業員が参加
「Smile	Earth!2012」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、様々な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104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、暮らしを支える様々な製品を、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。

コミュニティ

2012年度の主な実績
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ともに築く発展
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コミュニティ

味の素グル―プは、ビジネスを展開する国・地域に根ざした事業活動を、地域の人 と々ともに推進することで地域社会の発展に貢献し、

ともに成長したいと考えています。一方で、様 な々地域課題の解決に向けて、様 な々組織と連携した地域貢献活動や

ソーシャルビジネスに取り組んでいます。

世界の様 な々地域課題を解決するために

グループ・グローバルでの取り組み

「食・栄養・（食・栄養と関連する）保健分野の国際協力」
の現地活動支援を通して、開発途上国の生活の質の向上
を目指す助成プログラムで、国連ミレニアム開発目標

（MDGs）の達成を視野に入れています。

AINプログラムAIN P115～

味の素グループの従業員とその家族を対象とした活動です。
全世界一斉事業所周辺清掃活動や ECO アクションといっ
た期間を区切った活動のほか、日本国内では通年で「エコ
キャップ」活動、「TABLE FOR TWO+Tohoku」なども実
施しています。

「Smile Earth!」活動SE P125～

各国・地域で異なる「食・栄養」分野を中心とした課題を
解決するために、事業を通じて得た知見やネットワークを活
用して取り組んでいます。

各国の法人・財団の取り組みP117～

マークをつけている国・地域の活動を本レポート上で紹介しています。
ここで紹介している活動はごく一部です。
味の素グループはこれからも、各国・地域の課題に即した取り組みを進めていきます。

AIN SE

P121

ブラジル

AIN SE

P118

ベトナム

AIN P119

インドネシア

SE P120

日本

P120

フランス

AIN SE

P117

タイ

AIN

インド

AIN

バングラデシュ

AIN SE

P119

ペルー

AIN SE

マレーシア

AIN SE

カンボジア
SE

アメリカ

SE

フィリピン

SE

ナイジェリア

SE

中国

ガーナ栄養改善プロジェクト

離乳食に加えるアミノ酸入
りのサプリメントの製造・
販売を通じて、ガーナの
子どもたちの栄養改善を
目指すソーシャルビジネス

P15～

自然災害による
被災地の支援活動

「食」や「健康」の分野の知
見を活かして、被災地の復
興支援活動を実施

P122～
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コミュニティ

　味の素グループは、商品を通じて世界中の食卓に「おいしさ」を届けることで、地

域社会の人々の健康な生活を支えています。

　また、商品をつくる際は、地域の原料を使い、地域の従業員とともに、地域のニー

ズに合った商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」

の製造にあたっては、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、その土地に工場を建て製造することで、雇用創出

や農家など一次生産者の方々の収入向上に貢献しています。また、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）を、安価で地域の農業に提供する

ことで、作物の生育に寄与し、農家の収入向上、持続可能な農業に貢献しています。

事業を通じた地域社会への貢献

	 P9　特集1	人々の健やかな未来のために			参照

グループ・グローバルでの取り組み

「食・栄養・（食・栄養と関連する）保健分野の国際協力」
の現地活動支援を通して、開発途上国の生活の質の向上
を目指す助成プログラムで、国連ミレニアム開発目標

（MDGs）の達成を視野に入れています。

AINプログラムAIN P115～

味の素グループの従業員とその家族を対象とした活動です。
全世界一斉事業所周辺清掃活動や ECO アクションといっ
た期間を区切った活動のほか、日本国内では通年で「エコ
キャップ」活動、「TABLE FOR TWO+Tohoku」なども実
施しています。

「Smile Earth!」活動SE P125～

各国・地域で異なる「食・栄養」分野を中心とした課題を
解決するために、事業を通じて得た知見やネットワークを活
用して取り組んでいます。

各国の法人・財団の取り組みP117～

マークをつけている国・地域の活動を本レポート上で紹介しています。
ここで紹介している活動はごく一部です。
味の素グループはこれからも、各国・地域の課題に即した取り組みを進めていきます。
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ガーナ栄養改善プロジェクト

離乳食に加えるアミノ酸入
りのサプリメントの製造・
販売を通じて、ガーナの
子どもたちの栄養改善を
目指すソーシャルビジネス

P15～

自然災害による
被災地の支援活動

「食」や「健康」の分野の知
見を活かして、被災地の復
興支援活動を実施

P122～

コプロを肥料として畑に散布する様子

	P23　特集2
	自然の恵みを活かし切り、地域の豊かな実りを育むために			参照
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コミュニティ

それぞれの地域の「食・栄養」分野の課題解決に向けて、AINプログラムによる途上国の栄養改善や、

味の素グループ各国法人・財団による様 な々取り組みを行っています。

「食・栄養」分野の課題解決のために

　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年の味の素（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。
※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）

63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9万5千人

受益者数

2億2千万円

総額

■ 支援実績（1999年～2013年7月）

「AINプログラム」による途上国の栄養改善

プロジェクト名 実施団体 対象者 ( 人数 ) 国名 支援期間

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

ダッカ市のストリートチルドレン及び児童労働者に
向けた栄養価の高い昼食提供プロジェクト

認定NPO法人
国境なき子どもたち

路上生活をする子ども（40 名） バングラデシュ 2012～ 2014

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

『健康な食』インド思春期女性意識改善・
人材育成プロジェクト

特定非営利活動法人
地球市民 ACTかながわ／ TPAK

思春期女性（5,000 名） インド 2012～ 2013

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

財団法人オイスカ 既婚女性とその家族（250 名） インドネシア 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
小学生
（2,000 ～ 2,500 名／2校）

ベトナム 2011～ 2013

子どものための地場の栄養改善事業
公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

2歳未満の子ども（約2,700名）、
母親・妊産婦（約3,700名）

ベトナム 2012～ 2014

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)

オラン・アスリの女性（31名）、
5つのオラン・アスリ村の母子

マレーシア 2011～ 2013

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

プノンペン市貧困地区の母親エンパワーメントに
よる家庭の栄養改善

一般社団法人
日本カトリック信徒宣教者会

地域住民（935 名）、
母親（270 名）

カンボジア 2012～ 2014

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	ASSOCIAÇÃO	PARA	
A	SAÚDE	-	NÚCLEO	SALUS	
PAULISTA(CREN)

住民（300 名） ブラジル 2011～ 2012

地域特有の食材及び料理の再評価による
地域住民の栄養改善プログラム

光の子どもたちの会
生活習慣病の成人（60 名）、
青少年（10 名）、母親（10 名）、
漁師（10 名）

ブラジル 2012～ 2013

スラムに居住する母親に対する食育プロジェクト
特定非営利活動法人
ADRA	Japan

女性リーダー（60 名）、母親（240
名）、保護者（100 名）

ペルー 2012～ 2013

■ 2012年度の支援プロジェクト

	 P13　「食の力」で、健康・栄養課題を解決する			参照
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コミュニティ

　首都ダッカには、路上生活や工場等での労働を余儀なくされる

子どもたちが多く、慢性的な栄養不良が深刻な問題です。そこで

2012年、子どもたちの健全な生活を目指し、6歳から14歳までの男

女40名を対象とした、栄養価の高い昼食提供プロジェクトの支援

を開始しました。

　野菜と果物中心の日替わりメニューは、子どもたちに「おいしく食

べることの喜び」を与えました。また、子どもたちや近隣のコミュニ

ティの人 を々対象とし、医師による栄養・健康セミナー（2回）やワー

クショップ（19回、計460名が参加）、健康診断（3回）等もあわせて

行うことよって、子どもたち自身

の健康への意識が高まりつつ

あります。2013年以降はさら

に2年間、読み書き等の基礎

教育やレクリエーションを充実

させ、子どもたちが自宅に帰る

支援もしていきます。

　北部ウッタラーカンド州の農村5村では、栄養価の低い質素な食

事による女性の貧血が深刻な問題となっています。そこで2012年、

思春期女性の栄養・健康意識を高め、自ら健康な身体づくりができ

ることを目指したプロジェクトへの支援を開始しました。

　プロジェクトでは、各村から選ばれた計20名の女性が栄養成

分・栄養バランス等について学ぶ「リーダー育成研修」に参加し、

「健康な食」推進リーダーとなりました。また、栄養の基礎知識の

講座と身体測定・血液検査を行う「『健康と栄養』キャンプ」（5村

で年4回、計20回）には、述べ664名の女性が参加し、回を重ねる

ごとにヘモグロビン値に徐々に改善が見られてきました。その他に

も、ワークショップや調理実習を行う「食の安全ワークショップ」（5

村で計20回）等も開催しました。これらの活動を行った地域では、

自分の健康は自分で守ろうという意識が向上し、緑黄色野菜をは

じめ、様 な々野菜を育てる家庭菜園の普及が進みました。

　首都プノンペン市郊外・ステミエンチャイ地区の旧ゴミ集積場

周辺に暮らす住民の多くは、2007年にゴミ集積場が移設された

現在もステンミエンチャイから新ゴミ集積場へ通い、空き缶や鉄く

ず等の有価物を収集し生計を立てています。不衛生な環境や栄

養不足によって、その地域の子どもたちの多くが発育不良や皮膚

疾患、髪の毛の変色等、健康上の問題を抱えています。

　そこで、2012年から3カ年計画で、子どもたちへの給食提供と

母親向け栄養教育を通して、家庭の栄養改善を目指すプロジェク

トへの支援を始めました。初年度である2012年度は、子どもたち

（60～ 90名）に週5日、栄養バランスのとれた給食が提供されま

した。また、母親向けの栄養セミナー（計12回）では、栄養素につ

いてのわかりやすい説明と、入手可能な食材を活用した料理講習

を行い延べ約1,700名が参加しました。2013年度は、活動のさら

なる充実に向け、栄養教材の作成等を行う予定です。

村での調理実習の様子
（写真提供：特定非営利活動法人地球市民ACTかながわ／ TPAK）

自分の家庭菜園を熱心に育てる女性

母親向けの栄養セミナーでは、ゲームや調理実習等も交えながら栄養素について説明
（写真提供：一般社団法人日本カトリック信徒宣教者会）

「栄養や健康について初めて学び、 
楽しかった。またやってほしい」

「自分の持っているお金で、どのような 
食べ物を買えばよいかわかった」

「 果 物 に 入って い るビタミン が、 
自分の体によいことがわかった」

セミナーに参加した
子どもたちの声

ストリートチルドレンと児童労働者のための
昼食提供プロジェクト

思春期女性のための『健康な食』人材育成プロジェクト

都市部貧困地域での
『家庭の栄養改善』プロジェクト

啓発ポスターを、近隣のお店や学校、政府施設にも配布
（写真提供：認定NPO法人国境なき子どもたち）

バングラデシュ

インド

カンボジア

　今後は2年間にわたり、推進リーダーが他の女性を指導・育成し、

地域全体の意識向上に貢献できるよう支援していきます。
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コミュニティ

　味の素グループは、世界各国で「食・栄養」分野を中心とした様々

な活動に取り組み、地域課題の解決に貢献したいと考えています。

　また、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

味の素グループ各国法人・財団による活動

■ 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。タイ教育省や地
域の教育委員会、行政、NGOとも連携して進めるこ
のプロジェクトは、5年間で50の小学校で給食施設
を建設・改築し、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。2012年度には10校の給食施設が完成し、これまでに建設された30の学校
給食施設は、約6,200名の生徒に活用されています。
　2013年度には、10校の建設を予定しており、2014年までに50の給食施設を
完成、2019年までにはタイの全土（77県）へのプロジェクト拡大を検討していま
す。
　さらに2015年からは、生徒一人ひとりの食生活のさらなる向上を図るべく、
これまでに支援した学校の教師や生徒、周辺地域住民に対する栄養教育の実
施を検討しており、準備を進めています。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
社会とともに成長する」を実践していきます。

1年目（2010年度）

2年目（2011年度）

3年目（2012年度）

タイ Thailand

新築された給食施設で給食を囲む生徒たち

改築前の給食施設 改築後 2012年度までに23 県で30の学校給食施設が完成

プロジェクトのロゴ

れの国や地域の文化、生活習慣、ニーズに合った活動を、各国の法

人と連携して実施しています。

子どもの栄養改善に向けて
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■ 学校給食プロジェクト
　ベトナム味の素社は、2012年度から、教育省、ベトナ
ム国立栄養研究所（NIN）、地域行政と連携し「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、多様で栄養バランスのとれた給食メ
ニューをつくること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り、
さらに栄養教育を実施することで、生徒の食・栄養環境を向
上させることを狙いとして、取り組みを進めています。
　2012年度は、ホーチミン市で、給食担当者、保護者、教師、
生徒のフィードバックを得ながらメニューを開発、試験導入を
行ったほか、ダナン市、ハノイ市へのアプローチも開始しまし
た。2016年までには、ベトナム全土に質の高い学校給食が
普及することを目指しています。

ベトナム Vietnam

給食担当者の研修会の様子 試作メニューを食べる生徒たち

地域ごとに
メニューブックを作成

※（公社）日本栄養士会や十文字学園大学、神奈川県立保健福祉大学と協働

　これまでベトナムには、栄養士を育成する教育制度や資格

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。そ

こで味の素（株）は2012年3月、ベトナム味の素（株）と共同で、

ベトナムでの栄養関連諸制度創設に向けた取り組みの一環と

して、ハノイ医科大学、ベトナム国立栄養研究所の2者と、ベトナ

ム国内における栄養士養成を目的とした覚書を締結しました。

　この覚書に基づき、2012年10月には、味の素（株）の寄付金

によって「栄養・食品の研究講座※」が開設され、その翌月に

は、ベトナム初の4年制栄養学学士課程をハノイ医科大学に設

置することがベトナム教育訓練省より認可されました。この学

士課程は50名の第1期生を迎え2013年10月に開講します。入

学試験成績上位10名にはベトナム味の素（株）より年間の授

ベトナム初の栄養士教育・国家資格制度の創設と関連法設置のためのサポート

業料相当の奨学金を授与す

る予定です。またベトナム味

の素（株）および味の素（株）

では、学士課程のカリキュラ

ムや教科書作成のサポート

も行っています※。

　同時に、栄養士資格制度創設に向けた関係各所への働き

かけを行い、2016年の制度確立を目指しています。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・制度が整備されることにより、病院・学校

等でのさらなる栄養環境の向上が期待できます。

❶	おいしく、栄養バランスのよい給
食メニューの開発、標準化

❷	“スクール・キッチン”モデルの
確立

❸	給食設備や食堂の整備

プロジェクトの主な内容

2012 年度 2013 年度 2016 年度

ホーチミン市
・350 校の校長とプロジェクト
会議を開催

・800 名の給食調理担当、保
健担当、保護者と新メニュー
についての意見交換

・開発メニューの試験導入

ダナン市
・119 校の校長とプロジェクト
会議を開催

・NIN、料理専門家とともにメ
ニュー開発

ホーチミン市
・メニューブックと生徒向けの栄
養教育教材を各市へ提供、栄
養教育の実施

ダナン市
・メニューの試験導入

ハノイ市
・取り組み開始

ベトナム全土で、栄養
バランスのよい学校給
食普及へ

取り組み内容および今後の予定

ハノイ

ダナン

ホーチミン

生徒向けの栄養教育教材
“3分でわかる&変わるプログラム”



119 味の素グループ サステナビリティレポート 2013

コミュニティ

　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
動を行っています。プロジェクト1年目の2011年には、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。
　それを受け、2012年度には、生徒、教師、保護者、学校周
辺の飲食店に対し、栄養価が高く、安全で、おいしい食につい
ての教育活動を行い、インドネシア味の素社の従業員も講師
としてボランティア参加しました。また、飲食店が提供する生
徒向けメニューの栄養バランス改善、食堂施設の建設、学校
菜園の開始、子どもたちへの定期的なサプリメント（マルチビ
タミン）提供も行われました。その結果、子どもたちへの栄養・
健康への理解が深まったと同時に、貧血の子どもの減少（79
名から5名）、栄養状態の改善が見られました。2013年度も
引き続きこのプロジェクトを深化させていきます。

インドネシア Indonesia

　インドネシア味の素社は、2012年4月、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、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、上位3社に入賞しました。
　また2013年6月には、インドネシアの「食・栄養」分野を代表する団体である「Pergizi	Pangan	
Indonesia」が4年に一度、「食・栄養」分野の発展に貢献する活動を行った組織および個人を表彰す
る賞において、「Innovation	on	Nutrition	Education	Award」を受賞しました。これは、AINPで様々
なステークホルダーとともに、インドネシアの栄養・健康問題およびMDGs関連の課題解決に向けた
統合的アプローチをとっていることを評価されたものです。

「CSR Award」、「Innovation on Nutrition Education Award」を受賞

■ 子どもの栄養不良と貧血改善プロジェクト
　2012年、ペルー味の素社とペルー味の素財団は、国連世界食糧計画（WFP）を通じ
て、リマ州の農村地域の子どもの栄養改善プロジェクトに、「うま味チャリティー・ディ
ナー※」の収益金29,800USドルを寄付しました。
　ペルーでは、子どもの貧血と慢性的な栄養不良の問題が深刻で、5歳未満児の貧血率
は30％、子どもの栄養不良は15.2％に及びます。このプロジェクトでは、農村地域の6
つの自治体で300家族、1,500名（妊婦、母親、5歳未満児、小中学生）および教師を対
象に、食生活の実態調査、栄養教材の開発、栄養ワークショップ等を実施。地元食材を
活用した栄養改善の大切さについて、参加者一人ひとりの意識が高まり、栄養改善の第
一歩を踏み出しました。また、地域の自治体や教育機関などが連携した、主体的な栄養
改善計画の策定・実行にもつながりました。今後、プロジェクトの成果を他の地域でも
展開すべく、ペルー政府による経済的支援の仕組み構築も検討されています。

※うま味チャリティー・ディナー：2011年12月に松久信幸氏をはじめとしたペルーのトップシェフや京都・菊乃井の村田吉弘氏を迎え、リマの
国連ハウスで開催し、250名以上が参加。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）

学校での栄養ワークショップ。栄養について楽しく学
べるボードゲームなどをプロジェクトで開発し、活用

地元食材を使用した料理コンテストには、栄養・貧
血改善をテーマに仮装した子どもたちも参加

AINPは多くの課題に挑戦する崇高なプロジェクトだと感

じます。プロジェクトの完遂には、強いコミットメントに加

えて忍耐力、体力が求められますが、インドネシア味の素社

とIPBのチームワークによって順調に進んでいます。将来

的には、AINPがモデルケースとな

り、他の地域にも応用されることを

期待しています。

ボゴール農科大学公衆栄養学部

Dr.	Rizal	Damanik	
（AINPプロジェクトリーダー）

ペルー Peru

■ 子どもの栄養改善プロジェクト
「Ajinomoto IPB Nutrition Project（AINP）」
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■ 日本の食文化を伝えるセミナー、イベントの開催
　ヨーロッパ味の素社は、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、日本料理の基本のコンセプトと技術を正
しく伝える「日本料理セミナー」を2007年より開催しています。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
を20回以上にわたり継続し、日仏文化の交流に貢献しています。
　2013年度は、現代的な視点から日本の主食である米飯の価値を
再発見するため、「お碗（どんぶり）料理」を年に6回開催し、若者から
高齢者まで幅広い層の人気を博しています。ここでは、東日本大震災
被災地支援の一環としてつくられた東北のお碗を、実際にお客様に
使用してもらい、震災の記憶を風化させず日々 の食事の大切さを感じ
取っていただくよう心がけています。
　また2012年10月には、フランスで開催された「国境なき文化遺
産（PSF）」主催のイベントで、東日本大震災の復興を応援すべく、
東北料理および和食の基礎知識を紹介するカタログの作成・配
布を行いました。

フランス France

「どんぶりセミナー」
の様子

2013 年 3月11日には、東北の窯でつくられた
「東北	いのちの器」を日本文化会館のショーウィ
ンドウに展示

　だし・うま味を活かした、バランスのよい健康的な食生
活を実現できる日本の伝統的食文化「和食」文化は、今や
世界から注目を集めています。一方、日本政府は、2014年
3月の「和食」文化のユネスコ無形文化遺産登録を目指し、
「和食」文化の保護・継承に向けた活動を2012年より継
続的に行っています。これに伴い、食文化の啓発普及と研
究支援を事業目的とする（公財）味の素食の文化センター
も、「和食」文化に関する講演や意見交換会（全国各地で
複数回開催）、シンポジウム、研究支援（2013 ～ 2015年）
等、関連の活動を強化しています。2013年11月にはユネ
スコ加盟国による登録可否の判断が予定されていますが、
（公財）味の素食の文化センターは、その後も継続的に「和
食」文化の保護・継承に向けた活動を実施していきます。

日本 Japan

公開シンポジウム「和食の力：だし・うま味―無
形文化遺産を目指す“和食”・震災復興の現場
にみるその力―」には、約 200 名が参加
（2013 年 3月）

宮城県・福島県の4市町の食生活改善推進協
議会と行政担当者との「和食の無形文化遺産

化について意見交換会」（2013年6月）

10月のイベント作成・配布した東北
料理・和食の基礎知識のカタログ
（全 64ページ）

■ 出前授業「だし・うま味の味覚教室」
　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「出前授業」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を交
えながら授業を行っています。
　2012年度は、全国で336回実施し、10,163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1,110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、出前授業を継続していきます。 かつお節削り体験の様子

■ 「和食」文化のユネスコ無形文化遺産化に向けた取り組み

食文化の継承・発展
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公益財団法人 味の素食の文化センター（所在地：日本、設立：1989年）

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」（食文化を学際的に考える会員制の研究討論会）の企画運営
● 公開シンポジウム・公開講座の開催
● 食文化誌「vesta®（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

食文化展示室で開
催された「石毛直道	
食文化を探検する」
には、約3,300名が
来場（2012年9月
～ 2013年3月）

食の文化シンポジ
ウム2012「『火と
食』－ヒトはいつ
から火を使い始め
たのかー」（2012
年10月）

ブラジル味の素財団（所在地：ブラジル、設立：1999年）

主な活動
● 日本関連の機関およびNPOへの寄付
● 事業所周辺の地域貢献活動（食・健康にかかわる施設の設立支援、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）

学用品を寄付した
小学校の生徒たち

	（公財）味の素食の文化センター
	 http://www.syokubunka.or.jp/		リンク

公益財団法人 味の素奨学会（所在地：日本、設立：2005年―前身の鈴木奨学会は1957年設立）

主な活動
● 奨学金給与（在日留学生、アセアン留学生を対象。「アセアン留学生向け奨学金」は、アセア
ン地域の5カ国から、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）
● 奨学金貸与（日本国内の大学の専門課程、または大学院に在学する理系専攻の学生を対象）

2013年4月に入学した「アセアン留学生向け奨学金」の奨学生とともに

	（公財）味の素奨学会
	 http://www.aji-syogakukai.or.jp/		リンク

タイ味の素財団（所在地：タイ、設立：1976年）

主な活動
● タイ味の素社創立50周年記念「50の学校給食施設 建設プロジェクト」
● 大学生のボランティアキャンプ支援プロジェクト（教育施設の建設支援）
● 理工学系専攻の学生への支援（奨学金）
● 従業員ボランティアプロジェクト（寺院の清掃等）
● タイ北部・北東部の寒冷地域への支援（3県20の学校の生徒と地域住民へ1,720着のコート、 

8,200枚のブランケットを提供）

奨学金の支援

寺院の清掃に、従
業員ボランティア
約900名が参加	P117　コミュニティ：タイ「50の学校給食施設	建設プロジェクト」			参照

ペルー味の素財団の主な活動（所在地：ペルー、設立：2003年）

主な活動
● WFPなど様々な機関を通じて「子どもの栄養不良と貧血改善プロジェクト」を支援
● 健康・栄養に関するワークショップの開催（2012年度は94回開催し、1,798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

小学校でのワークショップの様子	P119　コミュニティ：ペルー「子どもの栄養不良と貧血改善プロジェクト」			参照

財団による活動
　味の素グループでは、世界4カ国で財団を設立し、奨学金をはじめ「食・栄養」分野を中心にそれぞれの国・地域のニーズに合った活動を、

各国の法人と連携して実施しています。

http://www.syokubunka.or.jp/
http://www.aji-syogakukai.or.jp/
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私たちは地球のどこでも、常に様 な々自然災害と隣り合わせで暮らしています。

起こってしまった災害に対しては、被災地である地域社会の復興支援が必要です。

味の素グループでは、事業を通じて知見を持つ「食」や「健康」の分野を中心として、地域に寄り添った支援を行っています。

自然災害による被災地の支援活動

	 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 	 P67　労働慣行：自然災害に備え、人命を守るために			参照

　タイでは、2011年に発生した大洪水によって、北・中部の広範囲

で甚大な浸水被害を被り、工業・農業など主要産業にも大きな打撃

を受けました。タイ味の素グループは、洪水発生直後に復興支援プ

ロジェクトを立ち上げ、緊急支援として、支援金の寄付（約2,500万

円）、支援物資の詰め合わせの配布のほか、被災住民への避難場所

の提供や食料の提供等、被災地域に存立する事業所ごとの支援

活動を行いました。

　特に、アユタヤやバンコクなどとりわけ被害の大きかった５つの地

タイの洪水被災地域への支援　「雇用創出プログラム」

TOPICS

域の方々に対しては、2012年1月から半年にわたり、「雇用創出プロ

ジェクト」を実施しました。洪水による工場の休業・閉鎖などによっ

て職を失った方々が、新たに飲食店の屋台で商売を始め、収入を得ら

れるよう、500名を対象とした無料の料理講座を開講。人気の屋台

メニューのつくり方を伝授すると同時に、飲食店屋台を始めるための

ビジネスプラン策定のミニ講座も行いました。受講者の方々からは、

実際のビジネスプランを募集し、その中から100名の方に屋台一式を

贈呈し、開業を支援しました。

洪水発生時は設立工事中で、避難場所として利用されたアユタヤの新工場は、5mの盛
り土を行い2013年7月より本稼働。今後は雇用創出、地域経済活性化への寄与も期
待されている

新工場設立前のアユタヤにて。仏教国タイの方々の心のよりどこ
ろとなる地域の被災寺院の修復・清掃活動に、従業員ボランティ
ア約900名が参加（2012年10月）

タイ味の素社が無料で開催している料理教室のコンテンツを応用した「雇用創出プログラム」

料理講座で実習した屋台メニュー

「雇用創出プログラム」参加者
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おいしさ
地元の旬の素材
だし・調味料活用
電子レンジの活用

語らい（絆）
実習
参加型

栄養
減塩（適塩）

野菜豊富なメニュー
低カロリー

（適切なカロリー摂取）

健康・
栄養セミナー

コミュニティ

味の素グループでは、「“食”の力で、復興のお手伝いをしたい」という想いで「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 な々支援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

寄り添った活動を続けます。

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は、住民の方々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を提供することで、
皆様の“心と体の健康づくり”を応援したいと考え、「健康・栄養セミナー」を開催しています。

■ 息長く健康を支える「健康・栄養セミナー」を開催（2011年10月～継続中）

TOPICS

東日本大震災 被災地の復興支援

地元の食材を使用した郷土料理

仮設住宅での健康・栄養課題
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 高齢化やコミュニティの希薄化、そして「孤独死」

味の素グループの取り組み
移動式調理台を使った「健康・栄養セミナー」
◦野菜を多く摂取することや減塩の重要性を伝えるセミナーを実施
◦親しみやすい、簡単なメニューの紹介

味の素グループの従業員もボランティアとして参加。
現地の方 と々の交流を通じ、従業員自身の成長にも
つながっています

地元の行政・社会福祉協議会・栄養士会など
と連携し、健康面・栄養面をはじめとした各種
の情報共有も行っています

バランスのよい食事について説明する風景

ほっき飯

味の素ゼネラルフーヅ（株）との連携による
「ドリンクバー」は、語らいの場を演出する
施策として好評をいただいています

ご参加の皆様にも、自然と笑顔が広がります

「健康・栄養セミナー」の中に

は、男性を対象者とした料理

教室もあります。その参加者

の多くが60代から80代の方

です。中高年男性の皆様に、

料理は手軽にできると感じて

いただき、自身の健康や栄養

に向き合うきっかけにしていた

だくための取り組みです。

“男の料理教室”の開催

はらこ飯

 健康・
栄養セミナーの

実績（2013年9月末まで）

507回開催

9,124名
の方が参加

東日本大震災復興支援プロジェクト
http://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/earthquake/project/		リンク

http://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/earthquake/project/
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コミュニティ

　味の素（株）は食を通じて東北の復興を支援する

“食卓からニッポンを元気に「食べるって楽しい！」”

プロジェクトを継続しています。

　2012年度は、以下のキャンペーンを実施しました。

●「クノールR	カップスープ」の売上（2012年8月～ 9月出

荷分）の一部（1箱につき1円／総額約900万円）を宮城県

の農業復興を支援するNPO法人GRAに寄付しました。こ

の寄付金は、宮城県山元町のイチゴ農家の営農再開・ブラ

ンド化に向けた活動に活用されています。

この取り組みは、2013年度グッドデザイン

賞を受賞しています。

●「ほんだしR」の売上（2013年3月～4月出荷分）

の一部（1箱につき1円／総額約900万円）を（社）

ふくしまかーちゃんの力ネットワークに寄付しまし

た。この寄付金は、原発立地周辺の阿武隈地域

から避難した女性農業者“かー

ちゃん”たちが集まり、地域で

受け継がれてきた技術を活か

した農産加工品・弁当の商品

開発、加工・販売を行うプロ

ジェクトに活用されています。

“復興を応援したい”と願うお客様の想いを、被災地へとお届けしています。

■ 商品を通じた復興支援キャンペーン

（社）ふくしまかーちゃんの力ネットワークの皆さんNPO法人GRAの皆さん

宗像窯の火入れ式

　味の素冷凍食品（株）では、2011年度に引き

続き「ギョーザ」製品の売上（2012年10月1日～

2013年1月31日出荷分）に対し1袋あたり1円（総額

約28,268,000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。

　「ギョーザ」による支援金の贈呈先の一つ、農商工連携サポートセンターが主催す

る「もぎたてトウモロコシ収穫ツアー」が、宮城県岩沼市にある（有）やさい工房八巻

にて行われ、味の素冷凍食品（株）の従業員も参加しました。

　（有）やさい工房八巻をはじめとする被災地域の農家の一部には、味の素（株）から

も、うま味調味料の生産過程で産出される副生物を利用した肥料「早根早起R」「ア

ジフォルRアミノガードR」等を農業資材としてご提供し、農業復興の支援を行ってい

ます。

　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、被災した東北の窯元の修復支援

に充てています。2012年度は、青森県名久井焼、

宮城県堤焼および福島県会津本郷焼

（宗像窯）の窯の修復を支援するととも

に、その窯元で焼かれたコ－ヒ－カップを

全国の消費者の皆様にお届けするキャ

ンペ－ンを実施しまし

た。2013年度もこの

プロジェクトを継続し

て展開しています。
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全世界で185事業所、約9,900名

コミュニティ

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

　味の素グループ「Smile Earth!」活動では、3つのグ

ローバル共通企画を中心に、各事業所が工夫して活動を

進めています。従業員一人ひとりが環境、社会、地域への

想いを形にし、その意識をさらに高めていくことを目指し

て、2013年度以降もさらに活動を深化させていきます。

　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。2012年度は10月10日に行われました。

　2012年度よりこの活
動に参加。雨樋、壁、床
等、工場内外の清掃を
行いました。

　約300名のグループ
従業員が参加しました。
また2012年度より、11
月と12月にも本社ビル
周辺の一斉清掃活動を
行っています。

　グループ各社・工場において、
総勢2,013名が参加し、事業所お
よび周辺の寺院などを清掃。近隣
の住民の皆さんにもご参加いただ
き、協力して清掃を行いました。

　2工場で総勢1,209
名が参加。地域社会
への日頃の感謝の気
持ちを込めて、清掃活
動を行いました。

❶ 全世界一斉事業所周辺清掃活動

味の素グループ「Smile	Earth!」活動　―人も、地球も、笑顔に。

味の素（株）本社

ウエスト・アフリカ・シーズニング社（ナイジェリア）

アモイ味楽如意食品有限公司（中国）

ヤマキ（株） 北海道エース物流（株）

カンボジア味の素社

タイ味の素グループ

　事業所および4つの
工場で総勢352名が参
加。各地域の行政との
協働も始まりました。

ブラジル味の素グループ

ベトナム味の素社

フィリピン味の素社

従業員一人ひとりが地域に貢献することを目指して
世界中の味の素グループ従業員とその家族が、地域社会、そして地球のために行動する、参加型社会貢献活動「Smile Earth!」活動を

2007年から継続的に実施しています。
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コミュニティ

「ECOアクション」キャンペーンは各職場で、地球環境への貢献をテーマに独自の企画を立て実施する活動です。

❷ 「ECOアクション」キャンペーン

◦ 「我が家のエコアクション自慢」を募集
　従業員一人ひとりが実践できるエコ活動への意識向上を狙いとし、節
電対策やCO2削減活動など、家庭で実践している、もしくは実践を予定
している「我が家のエコアクション自慢」を募集。292件の取り組みが集
まり、表彰・共有しました。

味の素（株） 川崎事業所

◦ 子どもたちによる環境絵画コンテスト
　昨年に引き続き、環境保護の大切さを啓蒙する絵画コンテストを開
催。従業員の子どもたち24名が、味の素グループが取り組む3つの社
会課題「地球持続性」「食資源」「健康な生活」をテーマとした作品
を応募しました。作品は取引先へのクリスマスカードとしてお届けしま
した。

ペルー味の素社　リマ事務所・工場

◦ 地域の環境保護活動に参加
　Raleigh市主催の河川の環境保護活動に参加。8つの部署から参加
した従業員は、ゴミを拾いながら1マイルを歩きました。

味の素ノースアメリカ社 AAT工場

※「エコうまレシピR」の詳細
http://www.ajinomoto.com/
jp/activity/environment/eco/
ecouma/

◦ 「エコうまR」ランチを本社食堂で提供
　食材をムダなく、おいしく食べ切る「エコうまR」※なメニューを「エコう
まR」ランチとして、本社
食堂で一週間にわたり従
業員に提供しました。

味の素（株）本社

◦ 紙の節約で環境保護キャンペーン
　2012年から新たに、従業員一人ひとりが身近なことから環境保護に
貢献する一歩を踏み出すことを狙いとして、事務用紙の節約キャンペー
ンを実施しました。

ベトナム味の素社

◦ “LOVE FOOD, HATE WASTE” キャンペーン
　食品廃棄削減の意識啓発活動として、”LOVE FOOD, HATE 
WASTE”キャンペーンを実施。事業所食堂で出た野菜や果物の残渣を
手軽に肥料にできる機械を導入・活用する他、従業員を対象とした食品
廃棄削減をテーマとしたワークショップ、セミナーを数回にわたり実施し
ました。

マレーシア味の素社

http://www.ajinomoto.com/jp/activity/environment/eco/ecouma/
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コミュニティ

　家庭で不要になった玩具や本を持ち寄
り、ガン闘病中の子どもが利用する宿泊
施設に寄付しました。サンタクロースの恰
好をした従業員がそれらを配った後、ピエ
ロやマジシャンとなって子どもたちと交流
しました。

　「TABLE FOR TWO※1」活動とは、事業所の食堂でヘルシー

メニューを食べると、1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）では、本社食堂、川崎事業所食堂、大阪支社食堂

（2013年1月〜）において、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

います。2012年度は56,346食が

購入され、1,126,920円（前年比

325％）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。

　各事業所でペットボトルのキャップを収集し、途上国の子ど

もたちにワクチンを贈る「エコキャップ」活動※2を実施しています。

2012年度は、国内9つのグループ会社が参加し、ポリオワクチン約

769回分にあたる、615,223個のキャップを回収しました。

“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する取り組みです。

2012年度は全世界から82事業所が参加しました。

「Smile Earth!」活動の地域独自企画として、日本では以下の取り組みも行っています。

❸ “Mottainai”キャンペーン

その他の活動

　7つの事業所・工場において、家庭で使用していない洋服や本、玩具
などを持ち寄り、視覚障がい者の学校や恵まれない子どもたちのため
の施設に寄付しました。

ペルー味の素社　リマ事務所・工場

タイ味の素グループ

　国内で詰められた不要品（はがきやプリペイドカード、切手、本等、約
23万円相当）を、東日本大震災復興支援の支援金として寄付しました。

国内味の素グループ

　未使用品を集め、マラヤ大学が主催する
チャリティ・イベントを通じて、恵まれない
子どもたちを支援する団体に寄付しました。

マレーシア味の素社

※1　「TABLE	FOR	TWO」の詳細
　 	　http://jp.tablefor2.org/（外部サイト）

※2　「エコキャップ」活動：ペットボトル約800本分のキャップで1人分のワクチンを贈り届ける
ことができる

ヘルシーメニューを食べて応援する
「TABLE FOR TWO＋Tohoku」

途上国の子どもにワクチンを贈る「エコキャップ」活動

http://jp.tablefor2.org/



