
コミュニティ

地域に暮らす人々 と
ともに築く発展

世界でビジネスを展開する味の素グループは、地域の人 と々ともに事業活動を行い、

ともに成長したいと考えています。

加えて、事業だけでは解決が難しい様々な地域課題を解決するために、

地域貢献活動やソーシャルビジネスにも取り組んでいます。

「食・栄養」分野を中心に、世界各国・地域の現地法人や財団が

様々な組織と連携しながら、それぞれの地域の特性に合った多様な活動を行っています。

P119	 世界の様 な々地域課題を解決するために
P121	 「食・栄養」分野の課題解決のために
	 ●	「AINプログラム」による途上国の栄養改善

	 [Column]
	 ・	インドネシア　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
	 ・	ブラジル　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
	 ・	バングラデシュ　貧困農村の母子の持続的な	

　	栄養改善のための食育プログラム（フェーズⅡ）

	 ●	味の素グループ各国法人・財団による活動

P129	 自然災害による被災地の支援活動
P133	 「Smile	Earth!」ひとも、地球も、笑顔に。
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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 P121～

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 P133～

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P123～

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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カンボジア
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米国
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フィリピン
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ナイジェリア

SE

中国 SE

韓国

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

P129

AIN

ブラジル

P128
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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 P121～

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 P133～

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P123～

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

P124

ベトナム

SE P126

日本

P126

フランス

AIN SE

P123

タイ

AIN SE

P125

インドネシア

AIN

インド
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バングラデシュ
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ペルー

AIN SE

マレーシア

AIN

カンボジア

SE

米国

SE

フィリピン

SE

ナイジェリア

SE

中国 SE

韓国

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

P129

AIN

ブラジル

P128
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味の素グループは、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、

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※1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。支援プロジェクトは、国内外のNGO／NPO

等から公募し、有識者による審査、味の素グループ従業員による視

察を経て決定されます。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、自立的で質の高い活動を目指します。
※1 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）

72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12万人

受益者数

2億6千万円

総額

■ 支援実績（1999年～2014年4月）

プロジェクト名 実施団体 対象者 ( 人数 ) 国名 支援期間

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

『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

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

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 エステーヴァン村住民（276 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

バングラデシュにおける
2 地域の協働の住民参加型学校給食の展開

日本・バングラデシュ文化交流会 小学生（約 1,200 名） バングラデシュ 2013 ～ 2015

少数民族地域における
5 歳未満の子どもの栄養改善

公益財団法人 プラン・ジャパン
5 歳未満の子ども（220 名）、
保護者（220 名）、
保健関係者（40 名）

ベトナム 2013 ～ 2015

保育所給食を通じた、
栄養改善・食材自給・教育の普及プロジェクト

認定特定非営利活動法人　
幼い難民を考える会

保育所に通う子ども（約 110 名）、
保護者家族・地域住民（約 2,000 名）

カンボジア 2013 ～ 2015

持続可能な栄養改善システム構築事業
特定非営利活動法人　
ピープルズ・ホープ・ジャパン

ヘルスボランティア（257 名）、
5 歳未満幼児（3,813 名）、
16 ～ 35 歳女性（8,862 名）

インドネシア 2013 ～ 2014

貧困農村の母子の持続的な栄養改善のための
プログラム（フェーズⅡ）

特定非営利活動法人　
ハンガー・フリー・ワールド

妊産婦と乳幼児（420 名）、
同妊産婦の夫と義母（420 名）

バングラデシュ 2013 ～ 2014

天使のスマイル支援プロジェクト
（アマランサス［セロリ］と大豆栽培による栄養改善）

駒ヶ根市草の根市民活動
推進支援の会

ダンモルカバザール村民（200 名） バングラデシュ 2013 ～ 2014

■ 2013年度の支援プロジェクト

★１

★2

★3

「AINプログラム」による途上国の栄養改善
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 Column

★１

★2 ★3

　ボダ郡チョンドンバリ区はバングラデシュの中でも特に貧しく、

女性と子どもの約4割が低栄養状態です。2010年より3年間実施

したフェーズⅠに引き続き、フェーズⅡでは年間70名の特に栄養状

態の悪い妊産婦とその乳児への栄養補助食提供、栄養と調理法

の教育、小学校への食育、養鶏・家庭菜園支援を通じた収入向上

支援、さらに、母乳育児トレーナーの養成や地域リーダーの啓発・

ジャーナリスト視察等、波及効果を高める活動を実施しています。

　助産師による母乳育児指導や相談会を7カ村で1年間延べ234

回実施、約9割に健康状態の向上が見られました。また、習慣を変

えることに抵抗を持つ受益者の夫・義母を巻き込んだ栄養ワーク

ショップを年3回行い、85％の母親が栄養価を高める料理や、調

理法への関心が高まり実践が始まりました。

　スカブミ県スカムルヤ村は、県内でも貧しく、収入の低さや食・

栄養に関する知識の乏しさから住民の健康状態が懸念されてきま

した。これを受け2011年より、特に家計の一旦を担うことが求めら

れながらも家事や育児によって活動が制限される既婚女性に焦点

を当てた、家庭菜園や食品加工によって生活環境を改善させるプ

ロジェクトへの支援を開始しました。

　プロジェクトでは村内の既婚女性（54名）をグループ分けし、彼

女たちが家庭菜園に必要な知識や技術が習得できるよう「育苗と

有機農業の基礎」等テーマを絞った研修（月1回、計4回）を行いま

した。その後は指導員が巡回しています。食品加工に関しては、研

修後に定期的な指導を行いながら受益者たちの手による加工食

品製造を支援しており、2013年9月には直売店もオープンしました。

受益者に対するアンケートでは、家庭における栄養問題や食生活

習慣等に関して、90％以上の受益者世帯で改善が見られました。

　セアラ州アラカチ市カノア・ケブラーダ地区エステーヴァン村で

は、多くの人々が生活習慣病に苦しんでいるにもかかわらず、栄養

に関する知識不足等の理由からこの状況を抜け出せずにいます。

そこで、2012年度より地域の食材を活用した栄養価の高い食事の

実現を目指したプロジェクトの支援を開始しました。

　プロジェクトでは、保健所と協力して対象地域に住む高血圧や

糖尿病の患者50名に対して家庭訪問を行う等、家族への予防対

策も視野に入れた活動を行いました。また、住民の食生活改善の

ため、地元の大学の協力を得て地域の食材の栄養価を評価し、活

動の中心となった10名の地域住民に対してそれらを使った料理教

室（計2回）を行いました。さらに住民276名を対象とした地域食

材に関するセミナーや調理実習（毎月実施）により住民の意識は

高まりを見せています。今後は食材の栄養価を掲載した冊子や料

理本を制作し、対象地域の家庭や学校等に配布する予定です。

家庭菜園について
熱心に勉強する女性

（写真提供：財団法人 オイスカ）

“WOMAN”（受益者協同
組合）事務所建設には、イ
ンドネシア味の素社からも
寄付がなされました

高血圧・糖尿病に関する講義の様子 助産師による育児相談会の様子

セミナーにて、地域で収穫される食材に関して
意見を交わす住民たち

（写真提供：光の子どもたちの会） 調理ワークショップに参加する夫

小学生を対象に栄養授業を実施

貧困農村の母子の持続的な栄養改善のための
食育プログラム（フェーズⅡ）

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

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

バングラデシュ

インドネシア

ブラジル

　プロジェクトへの支援は2013年度で終了しましたが、現地では

女性たちの自律的活動のための支援が継続的に行われています。
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　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カ国で財団を設立し、奨学金制度をはじめ、それぞれ

■ 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。2013年度には

10校の給食施設が完成し、これまで建設された40の学校給食

施設は、約7,900名の生徒に活用されています。

　2014年度には、10の給食施設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）

■ 4年目（2013年度）

タイ Thailand

新築された給食施設で給食を囲む生徒たち

2013 年度までに 34 県で 40 の学校給食施設が完成

プロジェクトのロゴ

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

改築前の給食施設 改築後

味の素グループ各国法人・財団による活動
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TOPICS

　味の素グループは、2009年にベトナム国立栄養研究

所と味の素（株）イノベーション研究所が実施した共同研

究がきっかけとなり、ベトナムでの栄養学教育や諸制度の

充実を目的に「ベトナム栄養関連制度創設プロジェクト

（VINEP※1）」を開始しました。

　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。

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

そこで味の素（株）は2012年3月、ベトナム味の素社と共同で

「VINEP」の一環として、ハノイ医科大学、ベトナム国立栄養

研究所の二者と、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。2013年9月に50名の第1期生を迎え、同

年10月に開催した開講式は、ベトナム政府教育機関やベト

ナム全土の基幹病院（18病院）の栄養部門の幹部など、約

130名が参加する会となりました。同時に、本会では、入学

試験成績上位者10名にベトナム味の素社より年間の授業

料相当の奨学金が授与されました。

　さらに現在までに、ベトナム味の素社および味の素（株）

では、学士課程のカリキュラムや専門課程の教科書作成のサ

ポートも行っています※2。同時に、卒業後に就職に必要な資

格（ジョブコード）や栄養治療実施時の保険適用制度の創

■ 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。

　2013年度は、ホーチミン市では導入校の関係者が一堂に会し、メ

ニュー導入の成果や模範的事例を共有しました。また、ダナン市では

メニューブックと生徒向けの栄養教育教材の普及を目的とした説明

会を実施、2014年にはベトナム北部にこの活動を拡大する予定です。

　2016年までに、おいしく栄養バランスのよい学校給食がベトナム

国内の小学校に広く普及することを目指しています。

ベトナム Vietnam

試作メニューを食べる生徒たちメニューブックと栄養教育教材の普及を目的とした
説明会（ダナン市）

地域ごとに
メニューブックを作成

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

・新規メニューとモデルケー
ススタディを共有するため
の会議を実施

ダナン市
・メニューブックと生徒向け

の栄養教育教材の普及を
目的とした説明会の実施

ハノイ市
・本プロジェクト導入につき

教育訓練省へのアプロー
チを開始

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

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』

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

ハノイ

ダナン

ホーチミン

ベトナム味の素社による奨学金授与（左からハノイ医科大学グエンヒン学長、
第1期奨学生[10名]、ベトナム味の素社本橋弘治社長）
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　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、AINP委員会を設け2011年から3年間、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

活動を行いました。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、特に女子生

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年度の介入フェーズでは、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ビタミンサプリメント提供も

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。

　最終年度である2013年度は持続性向上フェーズと位置づけ、

AINP委員会ではこれまで行ってきたことが定着し自立するよう

指導し、栄養価の高い昼食やスナックを小学校の給食施設でつ

くり、販売することができるようになりました。加えて、小学校に

建設された給食施設では、生徒だけでなく、学校周辺の保健セン

ター等の行政施設にも昼食を提供しています。

　インドネシア味の素社では、このプロジェクトで培った知見を

他の小学校にも広めるため、ボゴール地区の125名の小学校長

を対象にワークショップを実施しました。このプロジェクトでの活

動が他の小学校でも展開され、インドネシアの子どもたちの栄養

状態が改善されることを目指しています。

インドネシア Indonesia

AINPプロジェクト終了に際し、学校長より感謝されるインドネシア味の素社関係者

ハノイ医科大学の栄養学学士課程第一期生と、味の素（株）関係者（最前列左から4人目）

小学校長125名を対象としたワークショップの様子

■ 子どもの栄養改善プロジェクト
「Ajinomoto IPB Nutrition Project（AINP）」

設、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。

　また、2014年、2015年には、（独）国際協力機構（JICA）

の事業※3を活用し、ハノイ医科大学で栄養学を学ぶ学生5名

と教官数名の日本での栄養学研修（2週間）の取り組みを進

めています。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。

※1　VINEP：Vietnam Nutritional system Establishment Project
※2　（公社）日本栄養士会や十文字学園女子大学、神奈川県立保健福祉大学と協働
※3　開発途上国の社会・経済開発のための民間技術普及促進事業
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財行政」と「食育・学校給食」に焦点を当て、様々な分野の専

門家が発表・討論を行いました。

　フランスでは欧州でも最も日本食人口の高い国です。1980年

代には焼き鳥屋を中心に50軒程度しか日本食店のなかったパリ

（近郊を含む）には、現在1,000軒以上の日本食店があるといわ

れています。その間、料理も多様化し寿司専門店、懐石料理など

本格派志向がうかがえる一方で、お好み焼き・ラーメン・餃子な

どの大衆料理店も増加。年齢層も若者からお年寄りまで拡大す

る中で、家庭で日本食をつくりたいという声もよく聞かれます。

　2007年にスタートしたヨーロッパ味の素社主催食文化セミ

ナー（パリ日本文化会館プログラムの一環）は単なる日本食の

紹介にとどまらず、来場者が自宅でも日本食をつくり、家族で味

わうことを目標に、ご飯の炊き方、素材のうま味を活かす基本

調味料の使い方、だしの取り方・使い方について日本の風土、

歴史など社会的背景についての説明を加えながら日本の食文化

を多層的に学んでいただいています。

　また2011年の東日本大震災後は「食文化を通じた震災被災

フランス France

被災地支援セミナーでの
プレゼンテーション

食文化セミナーにおける〈酒の肴〉シリーズ料理実演

　2013年12月4日、「和食；日本人の伝統的な食文化」（以下、

「和食」文化）がユネスコの無形文化遺産に登録されました。

味の素グループはこの「和食」文化を保護・継承していくため

の活動を続けています。

　（公財）味の素食の文化センターでは2013年度に、各種講演

会、意見交換会、セミナー、研究集会などを19回実施しました。

2013年8月に和歌山県印南町、2013年9月に石川県能登町で

「和食文化を考える意見交換会」を、2014年3月に岩手県陸前

高田市で「和食文化を考える会～陸前高田市・大船渡市・住

田町」を開催しました。また、2014年3月には「和食文化ミーティ

ング～次世代へ伝えるための研究集会」を東京で開催。「文化

日本 Japan

東京・品川で開催された「和食文化ミーティング～次世代へ伝えるための研究集会」
（2014 年 3 月）

■ 出前授業「だし・うま味の味覚教室」
　「次世代を担う子どもたちに、世界に誇れる日本の食文化のす

ばらしさを伝えたい！」この想いから、だし・うま味の味覚教室

は2006年度からスタートしました。だし・うま味の味覚教室は、

味の素（株）の社員や事務局スタッフが講師として学校へ伺い、

和食の原点であるだしやうま味を含む５つの基本味、そして、世

界に誇れる日本のだし文化について、体験を交えて学んでいただ

く食育プログラムです。

　「和食」文化がユネスコ無形文化遺産に登録され、世界中か
だしの素材を観察している様子 授業風景

■ 「和食」文化の保護・継承に向けた取り組み

■ 日本の食文化をフランスの家庭に

食文化の継承・発展

地支援」もテーマに加え、食の都パリから東北の子どもたちの

食育を支援。その子どもたちの考案した料理を同館で紹介する

など、フランスの人たちと一緒に復興を応援しています。

ら注目されています。子どもたちが楽しく食の大切さを学び、日

本人の伝統的な食文化について関心が高まることを願い、実施

しています。
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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

食の文化シンポジウム2013「料理すること」
料理することの意味の様々な変容と、背景となる社会と人間の関係を探る。（2014年2月）

「三雑誌に見る昭和“食”モダン展」
戦前の食の雑誌、『糧友』『料理の友』『食道楽』から
当時の食の風景を紹介する。
(2013年11月11日～ 2014年3月11日）

 （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）

在日留学奨学生およびアセアン留学奨学生とともに

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

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。
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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

● 障がいを持つ子どもたちのスポーツ団体に対する助成事業

● 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）

スポーツ団体に対する助成事業 子どもたちとともに

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 2,100 着のコート、9,123 枚のブランケット
を提供）

大学生のボランティアキャンプ支援プロジェクト

タイ北部・北東部の寒冷地への支援
 P123　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
（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 
（2013年度は53回開催し、1,109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

WFPとの協働
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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

 P40　組織統治：リスクマネジメントの体制   参照  P70　労働慣行：自然災害に備え、人命を守るために   参照

　2013年11月、フィリピン中部を横断した台風30号により、

レイテ島・サマール島を中心とした広範な地域で暴風・高潮

災害が発生しました。この台風により、死者約6,200人、被

災者約1,608万人、家屋の損壊は約114万棟、経済被害額は

約398億ペソ（約964億円）にも上る、甚大な被害がもたらされ

ました（2014年1月発表数値）。

　味の素グループはフィリピンで1958年に現地法人を設立し、全

土の36拠点で事業を行っています。レイテ島にも拠点があり、従

業員とその家族は無事が確認されましたが、生活の基盤を失うほ

フィリピンの台風30号被災地域への支援

TOPICS

どの被害を受けた従業員もいました。フィリピン味の素社は、被災

した従業員と家族に対して食料・水・医薬品を提供。また、経営

陣の被災地慰問や従業員カンパ、従業員による支援物資の仕分

け作業等の外部ボランティア活動も実施しました。

　また、この台風被害の支援として、味の素（株）はフィリピン赤

十字社に義捐金約1,000万円を寄付しました。加えて、味の素

グループ各社と労働組合もカンパを実施。合計で約170万ペソ

（400万円）が集まりました。このうち100万ペソは、現地のNGO

であるGawad Kalinga Development Foundation, Inc.へ、

70万ペソは被災したフィリピン味の素社従業員へ贈呈されまし

た。どちらも被災者の住宅再建などに役立てられました。

支援に感謝の意を表すフィリピン味の素社の従業員

台風30号は2013年11月4日に発生、8日午前にフィリピン中部に
上陸。9日午前にセブ島・レイテ島付近を横断した、最大瞬間風
速は毎秒90mだった

波で打ち上げられた船 各地で多数の住宅が倒壊するなどした

味の素（株）CSR部と労働組合の代表が、
カンパによる義捐金を被災地へ届けた

カンパによる義捐金の一部を、Gawad Kalinga  
Community Development Foundation, Inc.に贈呈

Gawad Kalinga Development Foundation, Inc. の
オフィスも被害を受けた

Gawad Kalinga Development Foundation, Inc. の
支援で進む住宅建設

セブ島

サマール島

レイテ島
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TOPICS

（社）ふくしまかーちゃんの
力ネットワークの皆さん

復興屋台村気仙沼横丁の店主の皆さん

2013年10月、南三陸町志津川にて実施された稲刈りの様子

　また、支援金拠出のみならず、支援団体の活動をWebサイトでお客

様にわかりやすくご紹介したり、秋には稲刈り、冬には綿花の収穫等、

味の素冷凍食品（株）の従業員が支援団体の作業にボランティアで

参加するなど、東北

地方の農業の復興

を実感しながら、多

面的な支援を行っ

ています。

器の絆くつろぎのお茶会

■ 商品を通じた東日本大震災復興支援キャンペーン

　味の素グループでは“被災地の復興を応援したい”と願うお客様の想いを、商品を通して被災地へとお届けしています。

　味の素冷凍食品（株）では、「東北に元気を！明日を耕すプ

ロジェクト」が3年目を迎え、2013年も「ギョーザ」製品の

売上（2013年10月～ 12月出荷分）に対し1袋当たり1円（総額

22,296,000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。

　3年間の寄付総額は、71,794,000円に上ります。

　味の素ゼネラルフーヅ（株）では、2012年度より「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。

2013年度は、宮城県末家焼の窯の修復を支援するとともに、修復

後に復興を記念して「器の絆くつろぎのお茶会」を、地元の方 を々

　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。

2013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（2013年8月～ 9月出荷分）

の一部（1箱につき1円／総額900万円）を（社）復興屋台村に寄

付しました。この寄付金は、健康・栄養面で課題がある、仮設住

宅にお住まいの高齢者等への、栄養バランスの取れた宅配弁当

サービス（気仙沼横丁弁当）事業に活用されています。

この取り組みに対しては、「食べるって楽しい！」

プロジェクトと「ふれあいの赤いエプロンプロ

ジェクト」とが協働して、屋台村の店主の方 を々

対象に宅配弁当のメニュー開発に向けた講習会

を行いました。

● 「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。

お招きして開催しました。

　また、東北4県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。2014年度は修復から

復興活動へとシフトし、プロジェクトを展開しています。

東日本大震災の復興支援（1）
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コミュニティ

TOPICS

　味の素グループは、2011年10月にスタートした「健康・栄養セ

ミナー」を中心とする東日本大震災復興応援プロジェクトを「ふれ

あいの赤いエプロンプロジェクト」と名付け活動を続けています。

　「赤いエプロンプロジェクト」の中心的活動である「健康・栄養セ

ミナー」は、仮設住宅で顕在化する健康・栄養面、そしてコミュニティ

の希薄化という課題への取り組みとして始まりました。

　住民の方々が集まって調理をし、おいしい料理を囲み、語り合って

いただく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。そんな想いを込めた解決策が、この「健康・栄養セミナー」

です。

　「赤いエプロンプロジェクト」は、

被災地域の実情・ニーズに応じて

活動の幅を広げています。

1 糖尿病、腎疾患、心疾患リスクの増加

2 野菜不足による、ビタミン、ミネラル不足

3 料理をすること自体がおっくうになり、 
品数・調理頻度が減少

4 コミュニティの崩壊による「語らいの場」減少

5 アルコール依存症のリスク
※1　現地の各関係者からのヒアリングに基づく

協力：日本うま味調味料協会

原点は、仮設住宅での課題への取り組み

被災地域のニーズに対応した活動

東日本大震災から３年が経過し、仮設住宅では

ますます高齢化が加速しています。「健康・栄

養セミナー」では、減塩、野菜を多く摂るなど、

高齢者の日々の食事における栄養面の改善に

着目した情報共有を行っています。行政の保健

師や歯科衛生士等とも連携し、健康維持・促

進につながる施策も実施しています。加えて、

セミナーの場が高齢者の皆様の「語らいの場」

となることで、孤立化の防止につなげています。

健康・栄養セミナー 子ども向け（あじのひみつ）

東北地方は、もともと塩分摂取量の多い地域。

「減塩」対策には、幼少期の適切な味覚形成が

重要です。そこで味の素グループは、従来実施し

てきた「味覚教室」のプラットフォームを活用し、

「減塩」のカギとなる「うま味」を子どもたちに

伝える活動をしています。仮設住宅にお住まい

の子どもたちも多く集まる保育所に訪問しての

活動です。キャラクター「うま味くん」は、子ど

もたちの心のケアにも一役買っています。

仮設住宅から災害公営住宅への移転完了時期

も不透明な中、被災地域を支援する方々も先が

見えない活動を継続されています。「赤いエプ

ロンプロジェクト」では、こうした支援者向けの

支援も企画・実施しています。一例として、食

生活改善推進員協議会の皆様に向けて、減塩

の重要性、タンパク質栄養の重要性など、最新

の栄養情報を提供する活動を行っています。

仮設住宅での
健康・栄養課題※1

仮設住宅にお住まいの方々を
対象とした活動

支援者向け

東日本大震災の復興支援（2）
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より被災地域に寄り添った活動へ

「赤いエプロンプロジェクト」に対する第三者意見

　2014年3月末においても、およそ10万人の方が仮設住宅でのお住まい

を余儀なくされています。そんな中、各地における「赤いエプロンプロジェ

クト」に対するご期待やご要望は、ますます高まっています。

　そこで味の素グループでは、2014年8月、福島県いわき市に新拠点を

設置しました。今回の新

拠点設置を機に、現地の

ニーズにより細かく対応

し、取り組み内容も充実さ

せていきます。

食品大手企業として社会的責任を全うする姿勢を評価
　震災直後からご支援いただき、いま、「仮設住宅がなくなるまで」の長い期間、被災地域への支援を継続する意思を

表明されたことに対し、非常に感謝しています。

　味の素グループの活動は、社員ボランティアも主体となる「全社員参加型」で、また、「仮設住宅居住者」の「食と健

康の改善」のために自らの行動によって被災地支援に取り組んでおられます。こうした企業は非常に少なく、日本におけ

る食品大手企業としての社会的責任を認識された活動であると、大変高く評価しています。

　震災から３年が経過しましたが、被災地はまだまだ大変な状況が続いております。未だに９万人近い方が仮設住宅等

での不自由な生活を余儀なくされております。加えて私は、仮設住宅から災害公営住宅への移転をもって、それだけでそ

の方の生活が大きく改善されるかのような受け止め方をされるのではないか、ということも心配しております。行政も力を

尽くしてまいりますが、民間の、力のある企業に継続的にサポートいただくことは大切なことです。ぜひとも息の長いご支

援を賜りますよう、お願い申し上げます。

３拠点体制の表明は、現地密着型の取り組みであればこそ
　味の素グループの活動の評価すべき点は、３県各市町村の現状に担当者自らが目を向け、耳を傾けることで、刻 と々変

化する地域課題を把握し、「食」と「健康」という明確な支援の軸のもとに、解決策を示し続けていることにあります。

　住民、行政、支援関係者等と幅広い関係を丁寧に構築し、障がい者向けの取り組みや、被災地の子どもに向けた食

育活動など、震災後のコミュニティの中でともすると忘れられがちな弱者は誰かを見据えながら柔軟に対応されているこ

とからも、活動の真剣さを感じます。

　震災から３年を機に、さらに活動拠点を増やすという決断ができたのも、この活動自体が現地密着型であり、被災地

域の現状と今後数年間の推移を客観的に見極めることができたからゆえと考えます。今後は、他の企業・団体と積極

的に協働しうる活動として成長することを願います。

民間企業だからできる活動と実感
　2013年4月から1年間、裁判所における民間企業長期研修プログラムの一環で、味の素（株）で研修しました。この

研修中に本プロジェクトの存在を知り、福島地方裁判所郡山支部での執務経験もあったご縁で、ボランティアとして「健

康・栄養セミナー」に参加しました。

　参加して最初に感じたことは、民間企業がここまで被災地域に根付いた支援活動を行っていることへの驚きでした。

そして、震災によって一気に浮かび上がった超・高齢化の課題や、社会的弱者の課題などに、事業活動を通じて培った資

源を有効活用して対応している点は、むしろ、民間企業だからこそできる活動であると実感しました。

　今後は、一層の情報公開を通じてより多くの方々にこの活動内容を伝えるとともに、外部の人間も何らかの形でこの

活動を見守り、または応援できる仕組みができればと願っています。

宮城県知事　
村井 嘉浩 氏

認定NPO法人
「ジャパン・プラットフォーム」
国内事業部長兼東北事務所長
明城 徹也 氏

横浜地方裁判所　判事補　
今村 あゆみ 氏

	 	
参加人数（延べ）
１6，433名
	 	
実施回数
927回
	
実施地域
3県43市町村
	
従業員ボランティア参加人数（延べ）
973名
	
※活動実績：2014年9月末現在

活動実績

いわき事務所開所式にて
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全世界共通のグローバル企画
❶ Clean up 「全世界一斉事業所周辺清掃活動」

❷ Mottainai＆Eco｢おいしく食べてエコ｣キャンペーン

❸ Mottainai＆Eco「未使用品を収集して寄付」

❹ Diverse Actions事業所ごとの自主企画

　世界中の味の素グループ従業員とその家族が、地球のために行

動する参加型社会貢献活動「Smile Earth!」は、2007年に開始し

今年で8年目を迎えます。活動は4つのグローバル共通企画を中心に、

本年度は新たに「おいしく食べてエコ」キャンペーンもスタートしまし

世界15の国・地域の従業員が、それぞれの地域の人 と々ともに、日頃の感謝の気持ちを込めて事業所周辺の清掃を行う活動です。
2013年度は10月22日に行われました。

❶ Clean up 「全世界一斉事業所周辺清掃活動」

「Smile Earth!」ひとも、地球も、笑顔に。

味の素（株）本社
約300名のグループ従業員が参加。普段は接点のない
人とともに作業をすることで一体感が生まれました。

ニュー・シーズン・フーズ社（米国）
従来とは趣向を変え、環境保全のため事務所近くの公
園内の散歩道に木片を散布しました。

味の素（香港）社

ペルー味の素社
2013年度よりチリ、コロンビア、ボリビア事務所が活動
に参加。環境に対する関心が高まりました。

ベトナム味の素社

味の素ジェネクシン社（韓国）
2013年度より参加。建設中の工場周辺のゴミ拾いや
除草を行いました。

ウエスト・アフリカン・シーズニング社

マレーシア味の素社
「ゴミの分別コンテスト」を行い、参加者の注目を集める
ことができました。

韓国味の素社 （株）かつお技術研究所

た。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、今後も活動を深化させていき

ます。

全世界で

が参加

175事業所

10,245名
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フードロスの削減を目指して、各事業所主体となって企画を考える「知る」→「考える」→「やってみる」キャンペーンを実施。
世界各国で6,800名が参加しました。

❷ Mottainai&Eco「おいしく食べてエコ」キャンペーン

マレーシア味の素社

事業所食堂で出る廃棄食品を回収・分別して肥料に加工し、慈善

団体に寄付しています。パネル掲示など啓発活動にも積極的に

取り組みました。

ウエスト・アフリカン・シーズニング社 アパパ工場

「Stop Food Loss」セミナーを実施し、約500名が参加しました。

また、ポスターを掲示し、スタッフＴシャツを制作するなど本活動に

対する関心は高まりを見せました。

味の素物流グループ

ポスターでの案内に加え、消費者庁パンフレットの掲示などを行い

ました。フードロスは日常の行動で結果を出すことができる身近

なものであるという意識を共有しました。

味の素（株）本社

社員に食品ロスの課題を認知し、自身でできることを考えるきっ

かけを提供するため、農林水産省、消費者庁などが連携して展開

する国民運動 「NO-FOODLOSSプロジェクト」のキャラクター

「ろすのん」のポスターやテーブルトップを設置し、食べ残し削減を

呼びかけました。1日当たり約430名がこの運動に参加しました。

味の素（株）川崎事業所

食べ残しに「丼ぶりのごはん」が多いことから、社員食堂のメニュー

にミニ丼・ミニカレーを導入。そのほか、リメイクメニューを定食や

小鉢で提供し、取り組み前と比較して約18％の食べ残しが削減さ

れました。

タイ味の素社

食堂やゴミ箱への案内の掲示、メール

での発信、会議での告知など広く啓発

活動を行い、従業員のフードロスに対す

る意識が改善されました。

“LOVE FOOD, HATE WASTE” キャンペーン

「Stop Food Loss」セミナーの実施

約 2,100 名の従業員と情報を共有

本社食堂で「NO-FOODLOSS プロジェクト」参加の呼びかけ

メニューを見直し、食べ残しを１８％削減

食堂での啓発活動を実施

食べ残しをなくして

地球を救おう

一般ゴミ
食べ残し
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「未使用品を収集して寄付」活動は、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。
2013年度は全世界から36の事業所が参加しました。

「Smile	Earth!」活動の地域独自企画として、味の素グループでは以下の取り組みも行っています。

❸ Mottainai&Eco「未使用品を収集して寄付」

❹ Diverse Actions事業所ごとの自主企画

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

2013年度は59,719食が購入され、1,194,380円（前年比106％）

が集まりました。

　2008年より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※1を実施しています。2013年度

はポリオワクチン約213回分に当たる、

183,175個のキャップを回収しました。

途上国の子どもにワクチンを贈る「エコキャップ」活動

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

※1　「エコキャップ」活動：ペットボトル約860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

インドネシア味の素社
味の素セールス・インドネシア社とアジネッ
クス・インターナショナル社が共同で休眠
資材を従業員から回収し、慈善団体などに
寄付しました。

グローバルセブフーズ社（フィリピン）
恵まれない人々にちりとりやゴミ箱を寄付し、さ
らにゴミの分別方法に関するプレゼンテーショ
ンも行いました。

フジエース社（タイ）
従業員から家庭で不要になったおもちゃや
本などを回収し、従業員自ら恵まれない子ど
もたちの元へ寄付に行きました。

国内味の素グループ
国内で集められた不要品（はがきやプリペ
イドカード、切手、本など約24万円相当）を、
東日本大震災復興支援の支援金として寄
付しました。

マレーシア味の素社
従業員と恵まれない子どもたちがともに遊
び、学習をすることで楽しくふれあいました。
この活動を通してコミュニティとの絆を深め
ていきます。

ペルー味の素社
従業員やその家族に環境に対する意識を
高めてもらうため「地球へのプレゼント」を
テーマに絵画コンテストを行いました。本
活動は今回で3回目を迎えます。

フジエース社（タイ）
総勢80名の従業員たちが、環境保全のた
めマングローブの植樹を行いました。

味の素（株）九州事業所
従業員ボランティア約30名で正門前の花
壇やプランター、工場見学室前の花壇へ、
環境浄化植物の植栽を行いました。

味の素（株）中国支店
8月6日に挙行される平和記念式典に先立
ち、会場となる平和記念公園の一斉清掃を
実施。市民・ボランティアなど総勢2,600
名が参加しました。

「仲良くお出かけ」「仲良く学ぼう」

絵画コンテスト

マングローブ植樹

花いっぱい運動
平和記念公園一斉清掃

（ 特 活 ）TABLE FOR TWO 
Internationalより、プラチナ
サポーターの感謝状をいただ
きました。

135 味の素グループ サステナビリティレポート 2014


	F1-34
	F35-72
	F73-138



