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味の素グループの従業員は、世界に約3万人。

その一人ひとりが、「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」を実現するために不可欠であり、

従業員すなわち人こそが大切な経営資源であると考えています。

味の素グループでは、従業員が人権・国籍・性別などを問わず成長し活躍できるよう、

人事制度の整備やワーク・ライフ・バランスの推進、労使の対話を積極的に行うとともに、

安心して働ける職場づくりを目指した、防災・労働安全衛生の取り組みを進めています。
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多様な人材をグローバルに育成・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」するしくみと、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。2014年度以降は、新たな「グローバル人事制度」

の導入により、次期経営人材の育成を加速化させていきます。さら

に、海外役員の現地化、女性マネージャーの登用など、多様なタレン

トから成る分厚い人材層をつくり、グローバル・スペシャリティ・カンパ

ニーを支えていきます。

　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

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 20 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

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

本社国内外関係会社の部長クラス

JG3

JG1
GEM

JG2

味の素グループでは、2014-2016	中期経営計画で目指す「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」を支える

「世界レベルの多様な分厚い人材力」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に取り組んでいます。

■ 基幹職の職務グレード

■ 代表的なリーダー育成研修

　グローバルレベルで人材の適材適所を実現するしくみ

　グローバル人材育成のための様々な取り組み
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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※1」の理解・浸透に向け、2011年度より「味の素

グループWayセッション」を実施しています。2013年末までに、

全世界で約19,000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

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」

TOPICS

ミドルマネジメント研修でのセッションの様子 ベトナム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

※1　「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）

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、従業員の

成長の段階と目的に合わせた3段階のプログラム「階層別プ

ログラム（新人研修、フォローアップ研修、昇格研修など）」「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など）」

「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、それぞれ活用を進めています。

一人ひとりの成長をサポートする
キャリア開発支援制度

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（P42）
●	労働安全衛生教育（P66）
●	環境教育（P103）　
●	品質保証教育（P108）
●	営業関連
●	マーケティング関連
●	知的財産・商標関連（P51）

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。

　「味の素グループWayセッション」は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。また、さらなる浸透に向け、2013年度からは階層別研

修などで「味の素グループWayコミュニケーションセッション」

を実施し、受講者一人ひとりが自組織での具体的浸透策を計

画し、現場で実践しています。
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　「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、従業員の相互理解や働く

環境・働き方の見直しが着実に進んでいます。

　2012年度から3つの「味の素（株）従業員が目指す姿」を実

現するため職場主体の取り組みを開始しており、2014年度は、

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。

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2014〜2016年度の取り組み

①『Ｗｏｒｋ＠Ａ～味の素流「働き方改革」～』による在宅勤務など

の制度検討・仕組みづくり、②相互理解促進ワークショップなどの主

体的な職場の取り組み推進、③各職場での好事例の横展開などの

浸透活動、を実行していくことでワーク・ライフ・バランスのさらなる

向上を実現していきます。

ワーク・ライフ・バランスビジョンとその具現化

〈目指す姿〉
働き方の満足度向上❶ 生産性の向上❷ 自立、ライフプランの実現❸

制度、仕組み
・働き方改革（Work@A）
・相互連携のとれる職場づくり
・労働時間への感度を高める
・自立、ライフプラン支援強化

職場取り組み
・制度、仕組みと連動したテーマ設定
・全員参加による計画策定
・経年でのPDCAの徹底

WLB向上の取り組み

人
事
制
度

報
酬
、
諸
手
当さらなる浸透活動

・主旨、考え方の浸透　　・自分事化の促進　　・好事例の横展開

❶ 自分自身の働き方に
満足している

❷ 高い生産性を実現し
ている

❸ 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
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　味の素（株）の各職場では、2012年度以降にワーク・ライフ・バラ

ンス向上の取り組みが加速しました。まず、各期のはじめにワーク・ラ

イフ・バランスについて議論し、職場単位で「WLB取り組み計画表」

　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、これまでに多くの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。

を作成します。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、さらなるワーク・ライ

フ・バランスの向上につなげています。

各職場での様 な々取り組み

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、ワークショップを通じて理解する。

・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時の状況を
共有しながら、相互支援が行える職場づくりを考える。

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にまで落とし
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。

「WLB推進（相互理解促進）ワークショップ」の開催

■ Ｗｏｒｋ＠Ａ〜味の素流「働き方改革」〜
　味の素（株）では、多様な人材の多様な働き方を実現するために、

働き方改革プロジェクトを立ち上げ、2014年度より働き方に関わる新制度導入、
ITツールの活用促進などを行っています。

＜基本戦略＞

多彩な人材　　多様な働き方

Work@A
～味の素流「働き方改革」～

＜新制度＞

仕事と時間の見える化を進め、決めた時間でやりきる仕事を
宣言（コミット）し、時間と場所を選択することで、

生産性向上を図る。

① スーパーフレックスタイム、
フレックスタイムのコアタイム廃止

② 時間単位有給休暇の導入

③ 在宅勤務制度の導入（2014 年10 月導入予定）

「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。

　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。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。今後は、2Ｓを実施する

職場を増やしつつ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きます。

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

①整理（Seiri）

②整頓（Seiton）

③清掃（Seisou）

5Sとは

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

取り組み前 取り組み後

5S活動の推進
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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

107名
（うち男性 4 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

149 名

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、子ども一人当たり年間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

53 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

63 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

238 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

38 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 54 名
再雇用者 2名

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、退館時間の繰り上げ（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（1,700 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。

　2013年度は、リフレッシュ休暇などの自立やライフプランの実現に

　味の素（株）は、2014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※12014	」

で、「働く人を引きつける魅力ある企業」で8位に選ばれ、3年連

続でＴＯＰ10入りを果たしました。

　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。

「働く人を引きつける魅力ある企業」
３年連続TOP10

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

関連制度の整備と活用
つながる制度の活用人数が2012年度に引き続き大幅に増加（前年

比117％）するなど、制度の活用が進んでいます。

■ 味の素（株）のワーク・ライフ・バランス関連制度の利用状況（2013年度）
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労働慣行

　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。

　2013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 中期経営計画の達成見込みや今後の

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2008年度に検討を開始した「ワーク・ライフ・バランス」に

ついては労使共同で取り組んでいます。

〈 春季労使交渉 〉

① 社会情勢を踏まえた、企業の社会的責任

② 事業構造強化に取り組み、業績を下支えしてきた従業員への信頼

③ 今後の生産性向上に向けた取り組みへの大きな期待などを総合

的に判断し、組合の要求額通り回答しました。

労使関係
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
人事諸制度について運用実態を踏まえ包括的なレビューを
労使で実施。現行課題を踏まえ、制度改定に着手。

ワーク・ライフ・
バランス（WLB）

2012 年度からは、明文化した 3つの「味の素（株）従業
員が目指す姿」を実現するため、全職場共通の取り組みテー
マに沿った職場主体の取り組みを開始。2013 年度は、味
の素流「働き方改革」によるフレックスタイム制度のコアタ
イム廃止、時間単位有給休暇制度、在宅勤務等の制度検
討を開始、2014 年度中に導入しWLB のさらなる向上を
労使で目指していきます。

介護

2013 年度より介護について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」で検討を開始。2014 年 4月
に介護相談窓口を設置。今後セミナー等を実施予定。

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。

■ 主な労使協議テーマ

国内味の素グループでの取り組み

2013年度の主な取り組み（味の素（株））

人事・労務関連データ（2014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） 2,433人 965人 3,398 人 446 人

国内グループ会社 4,784人 1,287人 6,071 人 7,899 人

海外グループ会社 12,810人 5,300人 18,110 人 3,557 人

合計 20,027人 7,552 人 27,579 人 11,902 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） 29人 38人 18人 2人

国内グループ会社 86人 163人 86人 ー

海外グループ会社 4,222 人 ー ー

男性 女性 全体

日本
味の素（株） 924人 74人 998 人

グループ会社 1,321人 51人 1,372 人

アジア 645人 307人 952 人

欧州（含むアフリカ） 230人 74人 304人

米州 321人 100 人 421 人

合計 3,441人 606 人 4,047人

人数

味の素（株） 100人

国内グループ会社 209人

海外グループ会社 7,288 人

人数 比率

味の素（株） 85人 1.82%

国内グループ会社 194人 1.85%

米州

17%
4,655人

欧州
（含むアフリカ）

9%
2,450人

海外法人役員の
現地従業員比率

40.8%

アジア

40%
11,005人

日本

34%
9,469人合計

  27,579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　2013年４月〜2014年３月自己都合退職者数（嘱託終了は含まず）
※5　2013年４月〜2014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） 41.7 歳 18.3 年 1,986 時間 79.8% 1.1%

海外グループ会社 34.2 歳 7.9 年
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労働慣行

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」

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」（2010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。

　味の素グループでは、世界各地でおよそ3万人の従業員が日々多

様な業務にあたっています。その一瞬一瞬に、労働災害や交通事故

など思わぬ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、

安全で健康に業務が遂行できるように、災害および事故のゼロ化を

目標に、安全衛生教育や危険源の特定・評価、その低減・除去など

を推進しています。そして、安全衛生の理念を確実に実行するために、

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

標を定めて取り組んでいます。

　2011-2013「味の素グループ労働災害防止計画」の中では、「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ました。その結果、2013年度は充填包装

機械における「挟まれ巻き込まれ」の重大災害を抑制することがで

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。

　「転倒災害」については、転倒災害の外的要因である床の濡れ・

凍結防止などへの対策を従来から行ってきましたが、国内の高年齢

労働者※1における転倒災害が、骨折・手術・入院などと重傷化する傾

向にあることから、設備要因、人的要因、管理的要因の中でケアが

不足していた「人的要因」に着眼し、取り組みを強化しています。
※1　高年齢労働者：50歳以上の労働者

防災および安全衛生のための中期計画の推進

2011-2013中期計画の結果

■ 2013年味の素グループ防災安全推進体制
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

関
係
会
社

味の素冷凍食品（株）

味の素ベーカリー（株）

味の素物流（株）

味の素製薬（株）

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

健康ケア事業本部

生産部門

味
の
素
（
株
）

　2014-2016年中期計画は、グループの課題である「巻き込まれ」に

よる重大災害撲滅の仕上げとして、設備安全化が未対応である設

備に安全対策を施します。「転倒災害」についても、水・油・粉の発

生源対策を継続するとともに、高齢者の転倒予防活動をさらに拡大

させることにより、転倒による重大災害撲滅を目指します。

2014-2016中期計画の概要
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労働慣行

　2013年度は国内グループ会社の従業員を対象に、加齢に伴う身

体能力低下の実態を自己診断し、その結果に基づき身体能力を維

持する「味の素グループ転倒予防体操」（味の素健康保険組合推

奨）を行う取り組みを開始しました。職場で直接、転倒防止対策を

指導、推進するリーダーを育成するために、知識とスキルを身につけ

る研修を開催しています。この研修は「転倒災害予防推進リーダー

養成研修」と位置づけ、リーダーがその職場に合った方法で自発的

に転倒予防の取り組みを実施していけることを目的としています。

　研修の内容は、中央労働災害防止協会の「転びの予防セミナー」

に、ラジオ体操と「味の素グループ転倒予防体操」を加えた味の素

グループのオリジナルコースです。2013年度は2回、2014年上期に

1回実施しました。さらに、研修のフォローアップ教材「転倒予防教

室開催キット」を制作・配布し、職場活動を推進しています。

転倒災害予防活動 　このように、転倒災害予防推進リーダーを中心に、味の素健康保

険組合のサポートを得ながら、味の素グループ（国内）の各事業所

で転倒予防教室を開催し、転倒災害ゼロに向け取り組んでいます。

　この取り組みは、専門誌『安全衛生のひろば』（2014年3月号）に

取り上げられました。

キットの内容

●ＤＶＤ「転倒予防教室を開催しましょう！」
●事前アンケート記入用紙
●身体機能計測結果記入用紙
●転倒予防体操ミニポスター
●レーダーチャートのパターンについて
●紙製メジャー（３ｍ）
●バインダー

転倒予防教室	味の素（株） 転倒予防教室	クノール食品（株） 転倒予防体操	デリカエース（株）
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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（2014年3月31日現在）

■ 国内休業災害度数率※2の推移 ■ 海外休業災害度数率※2の推移

■ 国内休業災害強度率※3の推移 ■ 海外休業災害強度率※3の推移

※3　強度率：1,000延べ労働時間当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

※2　度数率：100万延べ労働時間当たりの休業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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　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

　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、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の計画段階で安全アセス

メントを実施しています。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、新工場の稼動時などには、現地で実

際に人の配置や動線などの安全点検を実施し、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」を発足さ

せ、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

います。

安全監査・点検の実施

安全アセスメントの実施

　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、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。

労働安全衛生マネジメント

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、定期的なメンテナンスや

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、従業員が日常的に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、生産をすべて停止し、従業員や専門家が集中して法定

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。

新工場の安全点検
　新立地に建設された工場や、M&Aで新たにグループ傘下となっ

た工場などに対しては、安全点検を実施しています。特に新工場で

は、ほとんどの従業員が新規採用であり、会社組織もゼロからの組

み立てとなるため、味の素グループで定めている方針や労災防止計

画に沿ったマネジメント、「ゼロ災工場」を目指した運営がなされるよ

うに、関係組織と連携しながら、安全指導やフォローアップを進めて

います。

未然防止に努めています。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。

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。

西アフリカ味の素社ヨプゴン工場の安全点検

（右上）営業車両の整備
（右下）安全カバー付きの包装設備

（左上）ヨブゴン工場の外観
（左下）包装工程

TOPICS

　2013年度より稼動を開始した、コートジボアールにある西アフ

リカ味の素社の新設工場で安全点検を実施しました。従業員の

多くは工場勤務の経験が少なく、整理整頓やKYT※1の初歩から

指導を始めています。また、包装設備での「巻き込まれ」対策として、

ほとんどの包装機器に安全カバーなどを取り付けています。

　西アフリカは、道路状況や交通関連法規の整備などにも課題

が多く、営業車両の交通安全も重要だと考えています。
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※1　KYT：危険予知訓練の略
※2　OHSAS（Occupational	Health	and	Safety	Assessment	Series）：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

■ 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）

法改正教育 食品加工用機械についての規定を追加した改正労働安全衛生法勉強会の開催

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・安全衛生保護具展（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19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。2013 年度は通勤災害を防止するための
活動についてグループで討議し、参加組織の具体的な目標を宣言

安全意識啓発プログラムの実施 味の素オムニケム社では、危険状況の認識と予測不足・注意不足等を安全強化プランに盛り込み従業員へ教育を実施している

ＫＹＴビデオ＆改善アイデアコンテスト ペルー味の素社では、安全活動の活性化により従業員の意識向上と災害抑制につなげている

生産品質革新大会 ベトナム味の素社では、安全対策を組み合わせることによる信頼性向上について学習

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法改正勉強会や安全衛生セミナー、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）各事業所単独で行っている

教育もグループ各社が自由に参加できるようにし、学ぶ機会を増や

す取り組みも始めました。

　労働安全衛生活動への考え方は地域によって様々ですが、安全

に働くことの大切さを国や文化を超えて伝えています。

ＫＹＴビデオコンテスト（ペルー味の素社）

法改正教育（食品加工機械法改正勉強会）

KYTトレーナー研修 安全意識啓発プログラムの実施（味の素オムニケム社）

中国安全学校の参加者 中国安全学校でのグループ討議の様子
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　味の素（株）東海事業所では、防災・労働安全衛生の目標の一つ

として「現状に満足せず、法や知識、経験など社内外の気づきを謙

虚に学ぶ機会を増やす」を掲げ「現物を見て・手に取ってみて・専

門家に聞いてみる」ことで、保護具の大切さ、正しい使い方、管理の

仕方を学ぶことを目的とする体験型の展示会を開催。グループ各社

からも多くの従業員が参加しました。

　展示会では、呼吸用保護具、保護帽、安全帯などのメーカーのブー

スを設け、使用方法の実演を交えながら説明を受け、保護具について

の知識と理解を深めました。こうした活動が認められ、味の素（株）

東海事業所安全・環境部	安全衛生・防災グループ長（当時）の

尾崎浩司が、（一社）四日市労働基準協会より平成26年度労働衛

生功績者表彰を受賞し

ました。これからも一人

ひとりの安全感度、安全

意識を高めるため、教育

方法の工夫に取り組ん

でいきます。

味の素（株）東海事業所の安全衛生保護具展示会

TOPICS

安全衛生保護具展の様子表彰式の様子

■ チーズを例にした安全活動の意義安全文化の教育
　ベトナムでは、2014年3月31日に開催された生産品質革新大会にお

いて｢みんなでつくる安全文化｣について講演を行いました｡ 一つひと

つの安全対策は万全でなくても､アプローチが異なる安全対策を組

み合わせることで信頼性が飛躍的に向上することを穴の空いたチー

ズを例に説明し、全員参画型の安全活動の意義を再確認しました｡

　年に1回、全国レベルで労働安全衛生活動が紹介される「全国産

業安全衛生大会」では、味の素グループを代表し、海外工場におけ

る安全衛生教育の進め方に関する事例を発表しました。一般参加

者とのパネルディスカッションでは、国の文化や風土の違いによる教

育指導の在り方に対する討論が活発になされ、大会終了後も積極

的に意見交換を行いました。

　味の素グループは、異業種の方 と々の対話を通して、海外に事業

を展開する日本企業全体の安全レベルを高めることにも貢献してい

きます。

全国産業安全衛生大会でグループの安全活動を紹介

TOPICS

大阪アカデミアで開催された全国産業安全衛生大会

ベトナム生産品質革新大会	講演の様子
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『安全衛生のひろば』

社外情報誌へグループ安全衛生活動を紹介
　中央労働災害防止協会が出版している会員誌『安全衛生のひろ

ば』『安全と健康』などで、味の素グループの労働安全衛生の取り

組みが紹介されました。2013年度は、加齢に伴う身体能力低下の実

態を自己診断し、その結果に基づき身体能力を維持する「味の素グ

ループ転倒予防体操」の推進活動が掲載され、社外から大きな反響

をいただきました。

　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。新任基幹職や中堅社員には、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。メンタルヘルスに

おける取り組みとして、2013年度は復職後も継続してフォローする仕

心身を健康に保つためのヘルスケアの取り組み
組みを整えました。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

度から九州地区で開始した定期健診等の共同実施を2013年度から

一部西日本に拡大しました。

　味の素グループでは、従業員が日々取り組んでいる安全衛生活動

について下記の通り社外から多くの評価をいただきました。今後も、

事業所の事故防止、労働災害削減の実績にとどまらず、従業員個人

労働安全衛生活動の社外からの評価
の活動にも広げていきます。さらにグループ会社で事故・災害撲滅

に取り組むことにより、地域にも貢献していきます。

■ 国内における「防災及び労働安全衛生活動」への主な表彰（2013年度）
受賞会社名 受賞名 受賞内容

北海道エース物流（株）札幌営業所
第 45回全国トラックドライバー・コンテスト　

女性部門第 4位
安全運転の専門知識と運転技術を競い、優秀な成績を収めた

中央エース物流（株）厚木営業所
第 45回全国トラックドライバー・コンテスト　

女性部門第 5位
安全運転の専門知識と運転技術を競い、優秀な成績を収めた

味の素（株）東海事業所 平成 26年度労働衛生功績者表彰受賞

一般社団法人四日市労働基準協会より、味の素（株）東海事業所尾崎浩司課長が

平成 26年度労働衛生功績者表彰受賞。東海事業所内において積極的に化学物

質の作業管理・作業環境管理・健康管理の強化を推進し、事故災害防止に寄与した

エース構内サービス（株）東海事業所 平成 26年度労働衛生優良事業場表彰受賞

一般社団法人四日市労働基準協会より、エース構内サービス（株）東海事業所が平

成 26年度労働衛生優良事業場表彰受賞。労働衛生管理活動に従事し、その水

準向上に多大な貢献をした事業場として認められた

味の素製薬（株）福島工場 福島県危険物安全協会連合会表彰
危険物施設の改善と管理の向上に率先尽力し、多年にわたり無火災に努力したこと

が認められた

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

味の素（株）の健康推進体制

　そのほか、熱中症災害対策強化期間を設けたグループ会社の取

り組み事例など、数多くの活動が誌面で紹介されました。
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　エース構内サービス（株）東海事業所では、原料投入や製品包装・

構内物流業務を担っています。製品や原料は重い物が多いため、現

場の状況を適切に把握し、足腰の負担を緩和させる仕事前の腰痛

予防体操を取り入れ定着させています。また、暑い季節には、熱中症

を予防するためのハンディタイプのWBGT※1測定器を作業者に配布

し、こまめに水分を補給するよう指導しています。こうした労働衛生

活動が認められ、（一社）四日市労働基準協会より平成26年度労

働衛生優良事業場として表彰されました。
※1　WBGT（Wet	Bulb	Globe	Temperature）：暑さ指数（湿球黒球温度）

構内物流における安全・衛生活動

TOPICS

　味の素グループでは、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。日頃の安全運転技術を試すため、2013

年10月26〜 27日、（一社）全日本トラック協会主催の「第45回全

国トラックドライバー・コンテスト」に参加し、各地区大会（参加総数

約2,000名）を勝ち抜いた131名が専門知識と運転技能を競いまし

た。味の素物流グループからは4名が全国大会に進出。そのうち北

海道エース物流（株）	札幌営業所の柴田知雅子、中央エース物流（株）	

厚木営業所の松本恭子が、それぞれ女性部門で4位と5位に入賞しま

した。

トラック運送における安全と品質の向上

TOPICS

表彰式の様子 腰痛予防体操

全国大会に出場した4名。左から関東エース物流（株）	新井秀明、北海道エース物流（株）	
柴田知雅子、中央エース物流（株）松本恭子、東北エース物流（株）	御園生ふゆき

実科競技の様子（車庫入れ）

中央エース物流（株）	松本恭子

適正な姿勢での荷物の取り扱い手順を徹底

コンパクトなWBGT
測定器を配布

設備を使い重量物取扱い作業を軽減
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　味の素製薬（株）福島工場は、1986年工場操業開始以来の無

火災工場として、（一社）福島県危険物安全協会連合会会長表彰を

受賞しました。福島工場では火災の要因となるものを「危険物火災」

「配電盤火災」に特定し、厳しい管理を行っています。

　危険物管理は毎日の在庫量と使用量をリアルタイムで管理し、配

電盤は異常加熱していないか毎月1回、サーモグラフィーを使った温

度測定を行い早期に異常を発見することで火災予防につなげていま

す。また、点検の結果を従業員に通知することで安心して働けるよう

にしています。防火管理者・安全管理者の安全パトロールも毎月欠

かさずに実施しています。

　そのほか、年1回の工場防災訓練に加え、怪我人搬送訓練も個別

に実施しており、火災や事故対応として、何をすべきか一人ひとりが考

え行動する仕組みづくりに重点を置いた活動をしています。

操業以来の無火災工場、味の素製薬（株）福島工場

TOPICS

サーモグラフィーを使って配電盤の異常を早期に発見

表彰式の様子

表彰を受けた味の素製薬（株）福島工場のメンバー

防火管理者は日々責任を持って
火災予防に努めている

できるだけ早く装着できるように、
日々着脱訓練を行う

危険物倉庫の在庫を毎日チェック

ライフゼム（空気呼吸器）

　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抑えるこ

と、極小化することは可能です。

　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」および、企業継続計画（ECP）で定める「味

自然災害に備え、人命を守るために
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。

	 P40　組織統治：企業継続計画（ECP）の策定			参照

	 P63　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
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防災対策の見直し

初動対応における連絡手段の堅牢化、複数化

　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、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）仙台低温

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

　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、通信網に輻輳現象

が発生するなどの状況によって連絡が取れなくなるおそれがありま

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。

　2011年3月11日に発生した東日本大震災に於いて、大きな被害を

被った仙台低温物流センターの再建が2014年3月に竣工し、再稼

動を開始しました。この倉庫は、冷蔵・冷凍庫、ドライ倉庫、あわせ

て約3,000坪の延床面積を有する大型倉庫で、震災・津波の被災

から得た見識を踏まえたBCP対応に基づく設計を行っています。

　・自家発電設備、インタンク設備

　・建屋2階に車両駐車(避難)スペース設置

　・1階の開口部を海と反対側に集中

　・扉を介した倉庫前室を開口部との間に設け、浸水時のバッファ

空間とした

　・電源設備の高所への配置

　・従業員の屋上避難場所、避難通路の確保　など

東北6県における拠点であると同時に、全国ネットワークを構築する

拠点の一つとして、365日24時間体制での高品質な物流サービスを

提供しています。

味の素物流(株)仙台低温物流センター復興

新倉庫内部の様子 自家発電設備

新設の仙台低温物流センター 味の素物流（株）仙台低温物流センターのメンバー

被災直後の仙台低温物流センターと周辺の状況

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拠点や支援拠点の整備・訓練なども行って

います｡

TOPICS
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各部で人員点呼・被害状況の確認などを行い、
各フロア隊長が京橋本部に連絡

味の素（株）九州事業所のメンバー （上）：味の素（株）川崎事業所		（下）：味の素（株）東海事業所 味の素（株）九州事業所

福島工場防災訓練

災害発生後すぐに初動隊がグループ総本部を立ち上げ、各地の
被災状況を集約する

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

じて対応の指示などを行うものです｡ 

防災訓練の実施
　2013年度は､この「被災後最初のステージ」での初動対応をより

迅速に進め、速やかに「支援や復旧を行う、次のステージ」に移行

することを意識した訓練を行いました。また、発災時の混乱極小化

と事業の早期復旧のために企画･事業支援部門や各事業部門が実

施すべき事項の緊急対応訓練も、今回初めて実施しました｡ 2014年

度以降も「事業継続（BCP）」も包含した形での訓練を継続実施し

ていきます。

■ 味の素（株）本社での訓練

■ 各事業所の訓練

■ 味の素製薬(株)福島工場の訓練
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TOPICS

　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。

　6回目の開催となる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。

　2014年度は東日本大震災の事例を取り上げ、「震災の復興期に

求められること」と題して、味の素（株）CSR部（東北支社駐在）専

任部長による講演を実施しました。およそ70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、「震災後数年経過した今でも被災地は支

援を必要としている」「被災直後とはまた違った形で、当社ならではの

かかわり方があること、継続して支援することの重要を感じた」「被災

された方々のためにも事業を一刻も早く復興させ、いち早く製品を供

給することの重要性を感じた」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

テーマで今後も継続開催していきます。

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

第7回防災講演会の様子（2014年9月開催）

第6回防災講演会の様子（2013年9月開催）

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

200
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800

1,000

1,200

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

※2013年の価値基準で算出

2013年の自然災害による
被害状況

経済損失
2013 年

1,350億ドル

経済損失
2013 年

1,350億ドル

7%

37%
49%

7%

死者数
2013 年

20,500人

死者数
2013 年

20,500人

5%

49%

38%

8%

※ミュンヘン再保険“Natural disasters 2013” “Geo Risk Research”より作成

 P40　組織統治：企業継続計画（ECP）の策定   参照

 P129 コミュニティ：自然災害による被災地の支援活動   参照
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