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味の素グループでは、世界に約3万人の従業員一人ひとりが、

人種・国籍・性別などを問わず成長し活躍できるよう、2014年度以降は新たな「グローバル人事制度」を導入し、

次期経営人財の育成や海外役員の現地化、女性マネージャーの登用などに力を入れています。

また、ダイバーシティ&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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多様な人財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財を、グループで横

断的に育成・登用し、人財の適所適材を実現することを目的とした

人財マネジメントに関する共通基盤です。基幹人財と基幹ポストを

「見える化」する仕組み（タレントマネジメント、ポジションマネジメン

ト）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。

　2016年度以降は、新たな「グローバル人事制度」の導入により、次

期経営人財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（2014年度40％→2016年度目標50％）、女性マネージャーの登

用（2014年度15％→2016年度目標20％）など、多様なタレントからな

る分厚い人財層をつくり、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財に求められる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

に応じたリーダー育成研修を行っています。

AGFLS参加者GGLSの様子

研修名 主な対象者 開催頻度・研修時間 参加人数 研修内容
エグゼクティブ・コーチング 役員、GEM 年 13 回（1 時間 / 回） 約  5  人 トップマネジメントに関する個人コーチングとアセスメントを実施

グローバル＆グループリーダーセミナー
（GGLS） JG1 相当

・Module1：3 日間（7 時間 / 日）
・中間報告：1回（2 時間 / 回）
・Module2：2 日間（7 時間 / 日）

約 25 人 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財委員会に対する
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 相当 5 日間（7 時間 / 日） 約 25 人 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） JG2 相当 5 日間（7 時間 / 日） 約 25 人 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（国内基幹職のみ対象）

地域本部別若手リーダー育成研修
（ARLS） JG3 相当

・北米本部：5 日間（7 時間 / 日）
・欧州アフリカ本部：5 日間
　　　　　　　　　（7 時間 / 日）

約 20 人 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
（各地域本部ごとに開催）

味の素グループフューチャーリーダーセミナー
ジュニア

（AGFLS-Jr.）
若手一般職

・Step1：3 日間（7 時間 / 日）
・Step2：5 日間（7 時間 / 日）
・Step3：2 日間（7 時間 / 日）
・グループコーチング 3 回（2 時間 / 回）
・Step4：2 日間（7 時間 / 日）

約 25 人 未来の味の素グループを創るリーダーとは何かを深く内省するとともに、
経営リテラシーを学び、世界観を養うトレーニングを実施

本社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、国内外関係会社のトップクラス

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財力」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財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財の適所適材を実現するしくみ

　グローバル人財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財育成の基礎であ

り、グローバル人財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。2014年度末までに、

全世界で約22,000人のグループ従業員が受講しました。

　そして、「味の素グループWay」の実践編として、「ASVセッショ

ン」を2015年度より開始しました。セッションでは、ASV※2を

理解するとともに、事業を通じた社会的課題解決への貢献を

共通の価値観の浸透を目指す。そして、実践する。「味の素グループWayセッション」「ASVセッション」

TOPICS

ASVセッション映写資料より

味の素（中国）社での安全教育の様子

味の素（株）での「ASVセッション」の様子

※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な考え方、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）
※2　「ASV」：Ajinomoto Group Shared Value。味の素グループが創業以来展開してきた事業を通じた社会的課題解決への貢献であり、社会・地域と共有する価値を創造することで、
　　 経済価値を生み成長につなげる取り組み

一人ひとりの成長を支える人財育成の取り組み
　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財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（クリティ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

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

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

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

気づき

充 実

さらなる
ステップアップ

■ 味の素（株）の人財育成プログラム

部門別研修の例

●コンプライアンス、法務関連（P48）
●労働安全衛生教育（P74）
●環境教育（P107）　
●品質保証教育（P112）
●営業関連
●マーケティング関連
●知的財産・商標関連（P58）

自分事化し、味の素グループで働く意義、自分の業務の本来の

意義を考えます。セッションを受講した参加者からは、「食を通じ、

地域社会・人々、地球環境の維持・改善に取り組んでいきたい」

「もっと自信と自負を持って業務に取り組みたい」「自分自身の

業務だけでなく、バリューチェーンなど大きな視野を持ちながら

ASVを意識し、新しい試みを行っていきたい」などの意見が寄

せられています。

11～14年度 15～17年度
「味の素グループWay」セッション 「ASV」セッション

年間10回程度実施予定（90分/回）

南米 3,900人
欧州・アフリカ 850人

単体

国内グループ

海外グループ

3,500 人受講

4,000 人受講

14,500 人受講

アジア 9,200人
北米 550人
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　昨今の人財の属性や価値観の多様化、環境の変化を踏まえ、

ダイバーシティが競争力強化に不可欠です。また、多様な人材が

持てる能力を発揮し、新たな価値を創造するためには、全ての

従業員のWLBの実現が重要です。味の素（株）では、2008年に

労使共同で立ち上げた「WLB向上プロジェクト」での様々な取り

組みにより、従業員の相互理解や働く環境・働き方の見直しを着

実に進めてきました。

　味の素（株）は、女性活躍を加速させるための推進体制として

2015年10月「味の素ウーマンズカウンシル」を設立しました。社内各

部門の人事労務担当者および味の素労働組合担当者をメンバーとし、

現場の現状・実情を踏まえた上で、以下の3つの切り口で活動を行っ

ていきます。特に、「A-WIN※1」活動を促進し、この活動を通じた従業

員の意識改革の推進を行っていきます。

　味の素（株）では、社内外の多様な人財間の交流・ネットワークづ

くりを通じChallenge（本人の意識改革）・Circumstance（周りの意

識改革）を推進していきます。

例：キャリア座談会、エイ女（営業女子）交流、イクメン・ワーママ交流、
育短上司交流、ヒル活など

ダイバーシティ＆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、ダイバーシティ＆ワーク・ライフ・バランス（WLB）の具現化に取り組んでいます。

私たちは地球的な視野にたち、“食”と“健康”そして、
“いのち”のために働き、明日のよりよい生活に貢献します。

「Eat Well, Live Well.」

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繁栄に貢献する

ASV
～Ajinomoto Group Shared Value～

個人（わたし）
生きがい、働きがいに満ち溢れ、

企業人、家庭人、地球人として自立、自律し、
実りある人生を実現している

～多様性を活かす組織風土～
多様な人財が互いを尊重しながらそれぞれに能力を発揮し、

異なる視点や考え方を活かしている

会社
高い生産性と新たな価値創造により、
サステナブルに存在し続ける
誰もが働きたいと思える会社へ

貢献

支援

共成長

ダイバーシティ＆WLB

■ 味の素グループにおけるダイバーシティ＆WLBのコンセプト（イメージ図）

　2012年度から職場主体の取り組みを開始しており、2014年度には、

生産性向上を図るために『Work＠Ａ～味の素流「働き方改革」～』プ

ロジェクトを立ち上げ、在宅勤務等の新制度導入やITツールの活用

促進などを行っています。

　2015年度からは、これまでの取組みをダイバーシティ＆WLBへ進

化させ、「働き方改革」を加速させることに加え、ダイバーシティの中で

特に女性の活躍を推進していきます。

ダイバーシティ＆ワーク・ライフ・バランス（WLB）の具現化

味の素ウーマンズカウンシル
女性活躍推進

「A－WIN」活動

❶ Challenge（本人の意識改革）
❷ Circumstance（周りの意識改革）
❸ Continue（勤務継続に繋がる仕組み）

３つの切り口

※1　 味の素（A）・ウーマンズ／若手／ワーキング（W）・井戸端（I）・ネットワーク（N）
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　味の素（株）の各職場では、2012年度以降にWLB向上の取り組

みが加速しました。まず、各期の初めにWLBについて議論し、職場

単位で「WLB取り組み計画表」を作成します。

　「働き方計画表」とは、従業員一人ひとりが月別の残業時間や

有給休暇取得日を事前に計画し、定期的に振り返りを行う、自分自身

の働き方を主体的にデザインするためのツールです。「働き方計画表」

を活用することで、「時間生産性を意識した働き方」「自分で労働

時間や休みをコントロールできている状態」への転換を図ります。

　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。

ダイバーシティ＆ワーク・ライフ・バランスの向上に向けて

　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

「働き方計画表」の活用

「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、多様な人財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＞

多彩な人財　　多様な働き方

Work@A
～味の素流「働き方改革」～

＜新制度＞

＜早朝型勤務＞
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
④ 裁量労働制の導入（2016 年 4 月導入予定）

早朝での集中した業務遂行と終了時刻を意識した働き方の推奨
① 本社の退館時刻を 20 時に設定（全館自動消灯）
② 本社食堂にて、朝食（挽きたてコーヒーと焼きたてパン等）
　 を提供

「5S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。

●5S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

ずは書類の5S活動から行いました。今後は、実施職場を増やしつつ、

書類の5S活動から業務の5S活動に発展させ、さらなる生産性の向

上に向けて取り組んでいきます。

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「5S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

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。
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関連制度・取り組み施策 内容

取得人数等

2013 年度 2014 年度

女性 男性 女性 男性

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（通算15
日間は有給）

103 名   4 名  112 名     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
るまで期間制限なく取得可能

149 名   0 名 179 名     2 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 日間の休暇を取得可能

  50 名   3 名   41 名     3 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   0 名     1 名     0 名

看護短時間勤務
1日 2 時間 30 分の短縮を限度とし、対象家族の要看護状態が解
消するまで取得可能

    1 名   0 名     1 名     0 名

有給休暇積立保存制度
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
取得可能（積立できる上限日数は 40 日）

  39 名 24 名   57 名   27 名

在宅勤務制度
最大で月 4 日間、就業環境が整えられた自宅で集中して資料作成
等の勤務が可能（2014 年 10 月導入）

― ―   40 名   37 名

時間単位有給休暇 年 16 時間、時間単位で有給休暇を取得可能（2014 年 5 月導入） ― ― 220 名 104 名

リフレッシュ休暇
25 ～ 32 歳、33 ～ 40 歳、41 ～ 48 歳、49 ～ 56 歳の期 間
においてそれぞれ 9 日、16 日、30 日、16 日のリフレッシュ休暇を
取得可能

 238 名  213 名

ボランティア休暇
非営利団体、社会福祉団体等のボランティア活動の適用認定を受
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

  38 名   48 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

再雇用者 2 名
（登録者 53 名）

再雇用者 0 名
（登録者 1 名）

再雇用者 3 名
（登録者 52 名）

再雇用者 0 名
（登録者 1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。

　2014年度は、新たに導入された在宅勤務制度や時間単位有給休

　味の素（株）は、2015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※12015」

で、「WLBが実現しやすい企業」で2位に選ばれ、4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。

「WLBが実現しやすい企業」４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

関連制度の整備と活用
暇など、生産性向上と自立やライフプランの実現につながる制度の

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

69 味の素グループ サステナビリティレポート 2015



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。

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。

対象 開催頻度 協議会 主なテーマ

本部

年 1 回 春季労使交渉 ●ベースアップ、諸手当等の交渉

年４回 中央労使協議会（年１回社長出席）
●会社の中長期的な方向性について議論
●決算、事業概況、職場環境について議論

年１回 営業支部労使懇談会 ●営業部門の課題について議論

年 3 回 一般職新人事諸制度フォロー委員会 ●人事諸制度の課題について議論

年 2 回 海外諸課題検討会 ●海外出向者の課題について議論

年数回 「働く環境」に関する専門委員会 ●介護、諸手当等について議論

年数回 「働き方」に関する専門委員会 ●勤務制度等について議論

支部
年数回 支部労使協議会 ●支部ごとの職場環境の課題について議論

月 1 回 安全衛生委員会 ●安全・衛生管理について議論

■ 主な労使協議会とテーマ

国内味の素グループでの取り組み

人事・労務関連データ（2015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） 2,478 人 1,006 人 3,484 人 457 人

国内グループ会社 4,677人 1,227人 5,904 人 6,198 人

海外グループ会社 ※2 10,864 人 4,302 人 21,924 人 3,269 人

合計 18,019 人 6,535 人 31,312 人 9,924 人

退職者数 再雇用者数 ※6

定年 自己都合 ※5 定年後 自己都合後

味の素（株） 33 人 48 人 19 人 4 人

国内グループ会社 83 人 171人 145 人

海外グループ会社 4,276 人 ― ―

男性 女性 全体

日本
味の素（株） 969 人 79 人 1,048 人

グループ会社 1,307人 57 人 1,364 人

アジア 744 人 307人 1,051人

欧州（含むアフリカ） 227人 74 人 301人

米州 ― ― 728 人

合計 ― ― 4,492 人

人数

味の素（株） 112 人

国内グループ会社 248 人

海外グループ会社 4,379 人

人数 比率

味の素（株） 90 人 1.93%

国内グループ会社 206 人 1.91%

米州

22%
6,758人

欧州
（含むアフリカ）

8%
2,499人

海外法人役員の
現地従業員比率

40.4%

アジア

40%
12,667人

日本

30%
9,388人合計

  31,312人

■ 地域別基幹職数※3

■ 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

※3　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

※4　総労働時間および年次有給休暇取得率は基幹職含まず

※5　2014年４月～2015年３月自己都合退職者数（嘱託終了は含まず）
※6　2014年４月～2015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

※2　米州では男女別の数値を集計せず

平均
年齢

平均
勤続年数 総労働時間※4  年次有給※4

休暇取得率 離職率

味の素（株） 42.2 歳 18.7 年 1,996 時間 79.8% 1.4%

海外グループ会社 35.7 歳 8.7 年 ― ― ―

　また、ダイバーシティ&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。
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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）

味の素グループの労働災害の定義

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、従業員と事業所内で働くすべての

人たちが、安全で健康に業務が遂行できるように、災害および事故

のゼロを目標に、安全衛生教育や危険源（危険箇所）を特定・評価

し、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、2014-2016年度「味の素グループ防災お

よび労働安全衛生中期計画」を定めて取り組んでいます。

安全衛生のための中期計画の推進

■ 味の素グループ防災安全推進体制（2015年10月1日現在）
味の素（株）経営会議 防災安全会議

事務局：味の素（株）生産戦略部
　　　  環境・安全グループ

事務局：味の素（株）生産戦略部環境・安全グループ
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）

味の素物流（株）
味の素製薬（株）

味の素ゼネラルフーヅ（株）
企画・事業支援部門

食品事業本部

アミノサイエンス事業本部

味
の
素
（
株
）

「機械への巻き込まれ」による重大災害の撲滅

・「機械への巻き込まれ」危険源の特定とリスク低減策を実行する
   対象設備総点検の実施、設備安全化が未対応の設備への対策実施
   安全体感教育の徹底と継続　等
・海外包装系事業所における SMP（Safety Manegement Program）の運用継続

「転倒」による重大災害の撲滅
・発生源対策の実施（水・油・粉・凍結・原料などの漏れやこぼれによる転倒対策　等）
・2S（整理整頓）の徹底
・人的要因の低減（中高年齢労働者への運動機能低下抑制施策の実施　等）

「交通事故」による重大災害の撲滅

・地域の道路・交通事情を把握し、それに伴った防止策を検討し実行する
  シートベルト着用の徹底、オートバイ乗車時のヘルメット着用等
   車両点検整備の徹底
   国内営業車両における運転情報管理システムなどを活用した教育指導

■ 2014-2016年度の重点目標

●休業災害：業務に起因して受けた負傷により、翌日から１日以上休んだ災害のこと 

●不休業災害：業務に起因して受けた負傷で、休業を伴わない災害のこと                                                                  

●重大災害: 業務に起因して受けた「死亡災害」および、「休業災害(入院を伴う休業が４日以上)」

　　　　　　あるいは災害の結果手指を切断する等で「後遺症が残った」災害のこと
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■ 国内重大・休業災害度数率／被災者数

■ 転倒による被災者数

■ 巻き込まれによる被災者数

■ 巻き込まれ災害の作業別件数

■ 海外重大・休業災害度数率／被災者数

● 味の素グループ全体の災害被災者数は、前年度に比べ海外で改善が進み、減少しました。

● 国内味の素グループでは、休業災害被災者数は横ばいに推移しましたが、重大災害が2012年度並みに増加しました。

● 海外味の素グループでは、全事業所で休業災害度数率が改善しました。

2013年度に労働災害の多発事業所に対し強化策を実施した結果、労働災害が減少しました。

2014年度実績レビュー

　2014年度は、味の素グループの重要課題の一つである「機械への

巻き込まれ」による重大災害件数は増加しました。設備の洗浄作業

時や詰まり・汚れを除去しているときなど、生産における周辺作業時

に発生していました。回転機器の設備状態および洗浄等の作業の

観点で巻き込まれるおそれのある箇所の総点検を実施し、安全化

対策強化に取り組んでいます。

「機械への巻き込まれ」による重大・休業災害

人、（ ）は重大災害件数

2010 年 2011年 2012 年 2013 年 2014 年
国内 10（4） 4（0） 5（1） 5（1） 7（4）
海外 ※1 15 1 5 3 3（2）

※1　海外事業所は2013年度まで重大災害のみ、2014年度以降重大＋休業災害の件数を集計しています。

※2　海外事業所は2013年度まで重大災害のみ、2014年度以降重大＋休業災害の件数を集計しています。
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　2014年度の交通事故の発生状況は、国内では横ばいでした。

　国内グループ各社では運転者の個別データ（運転情報管理シス

テムや運転適性診断の結果）を活用した指導と定期的な安全意識

の喚起施策を実施。また、新入社員向けの運転技能向上施策もあ

わせて実施し、人身加害事故防止に取り組んでいます。

　2014年度は、国内味の素グループで「転倒」による災害が減少し

ました。国内では、2013年6月より中高年齢労働者の運動機能低下

抑制施策の取り組みとして、独自プログラム「転倒予防セミナー」を

開始しました。

　この研修では、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」（味の素健康保険組合推奨）を行います。研修参加者は、転倒

災害予防推進リーダーとして、職場で直接、転倒防止対策を指導、推

進する役割を担い、転倒災害ゼロに向けて取り組みを推進していま

す。2014度は2回開催し、57名が参加しました（累計約130名受講）。

「交通事故」による重大災害

「転倒」による重大・休業災害

件

2012 年 2013 年 2014 年

人身加害事故（国内）※3 15 21 21

人、（ ）は重大災害件数

2010 年 2011年 2012 年 2013 年 2014 年

国内 25（2） 27（3） 18（2） 16（0） 14（2）

海外 ※2 2 1 1 1 3（3）

※3　交通事故の人身加害事故は、国内味の素グループのみ集計しています。

転倒予防体操

■ 交通事故による災害件数
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労働慣行

　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

　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、

主に新製品の生産開始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。

安全アセスメントの実施

　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リスク

アセスメントおよび危険予知を行い、安全な作業を心がけています。

　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働災害防

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。

　味の素グループでは、防災安全推進本部長が防災安全上の懸念

（事故や災害が連続発生した等）があると判断した法人あるいは

事業所に対し、安全強化策を実施します。それに基づいて法人ある

いは事業所（以下指定事業所）は、課題を洗い出し、労働災害抑制

強化計画を作成し遂行します。防災安全推進事務局では、関係部門

による支援体制をつくり、PDCAサイクルがうまく回っているかとい

う視点で定期的に事業所へ行き、計画の進捗確認と教育、技術支

援等を行っています。

　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。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。さらに味

の素（株）国内事業所では、各事業所の強み（専門性）を活かした安

全スタッフによる相互監査を実施しています。また、監査を通じて、ス

タッフのさらなる知識のアップや好事例を学ぶ機会にもなっています。

安全・安定生産のための設備点検

新工場の安全点検

労働災害抑制強化への取り組み
安全監査・点検の実施

　アモイ・フード社は、労働災害が継続的に発生していたため、

安全強化策を立案して遂行しています。アモイ・フード社は、醤

油と冷凍食品の2工場を有する香港にある法人で、2006年に

味の素グループとなりました。旧法人と味の素グループの文化

が混在しており、安全衛生活動は困難を要しました。

　しかし、労働災害抑制に向け、トップ層の強い決意表明と行

動（職場巡視等）、安全・環境部の新設と同部による施策の推進、

小集団活動（無災害記録表彰制度導入）、安全体感研修、5S

の徹底と安全パトロールなど、様々な施策のPDCAサイクルを

現地主導で遂行しました。また、日本から関係部門によるマネジ

メントや、設備改善などの技術支援も行っています。今後もルー

ルを守る強い意志を持った従業員を育成する風土の醸成を進め

ていきます。

TOPICS

海外法人の災害抑制強化の取り組み
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労働慣行

　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法改正勉強会、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

従業員への労働安全衛生教育
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。

　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。

　味の素グループ各事業所では、様 な々安全体感訓練に取り組ん

でいます。

　2014年11月に味の素（株）東海事業所で「回転機械による巻き込

まれ災害」の体験訓練を実施しました。機械に巻き込まれたときの

力の強さ、巻き込まれる速さを体験し、回転機械の危険度を身に感

じました。

　設備や工場内の扉などに腕や指を巻き込まれ、挟まれたときの衝

撃を手や腕に見立てた発泡スチロールや軍手に入れた割り箸、ソー

セージを用いて、音で体験する研修を実施しています。

安全体感教育

機械に巻き込まれる力の強さ、状況を、様々な設備で疑似的に体感

味の素（株）東海事業所

味の素グループ各社

■ 味の素（株）が主催する味の素グループ共通の教育例（2014年度）

対象 教育名称 内容 受講者数

本部

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、1 回 / 年開催）
14（511）

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、2 日コース、各 2 回 / 年開催）

103（597）

転倒予防セミナー 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、２回 / 年開催） 57（127）

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回開催）

51（270）

安全体感教育 巻き込まれ災害、転倒災害、墜落災害など、味の素グループの基礎教育として多くの工場、国で実施 ー

海外 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
2014 年度は「従業員に安全意識を向上させ、自主的にルールを守る方法」をテーマにグループで
討議し、「安全の目的の明確化」「教育の改善」「注意しあう雰囲気の醸成」等を確認

ー

※1　KYT：危険予知訓練の略
※2　OHSAS（Occupantional Health and Safety Assesment 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

　西アフリカ味の素社で、2014年11月に安全講話を行いました。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｡

　国内では、味の素（株）東北支社で「認識の限界」と題した安全の

勉強会を実施しました。過去の経験や思い込み、目の前の問題に左

右されて正しい状況認識ができ

なくなることを体験し、そのよう

な人間の性質と向き合いながら

交通事故を防いだり身を守る心

構えについて考えました。

安全文化の教育

■ チーズを例にした安全活動の意義

（株）ギャバン関東工場味の素パッケージング（株）アモイ・フード社
機械への巻き込まれや工場内の扉への挟まれ体感研修

人、（ ）はのべ数
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労働慣行

　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「防災および労働安全衛生活動」への主な表彰（2014年度～2015年7月 受賞順）

　味の素冷凍食品（株）中部工場では、揚げ物など調理冷凍食品を製造するための揚げ

油用タンクやボイラー用の重油タンクを保有しています。危険物として工場内設備の適

正な管理および年2回製造技術グループおよび製造ラインで共同した油の漏えい時訓練

や空気呼吸器（ライフゼム）を使った訓練などを実施し、火災予防に努めていることが評

価されました。

危険物の適正な管理および災害予防の取り組みとして 
〜岐阜県危険物安全協会 優良事業所表彰〜

TOPICS

味の素冷凍食品（株）
中部工場 製造技術グループ長
大平 正芳

会社名 内容
味の素製薬（株）福島事業所 永年無火災表彰［（一社）福島県危険物安全協会連合会 会長］
味の素（株）東海事業所 労働衛生功績者表彰　「尾崎浩司（安全・環境部 安全衛生・防災グループ長（当時））」 ［（一社）四日市労働基準協会］
エース構内サービス（株）東海事業所 労働衛生優良事業場表彰　［（一社）四日市労働基準協会］
味の素ファインテクノ（株）群馬工場 群馬労働局長 奨励賞表彰　［群馬労働局］
中央エース物流（株） 全国トラックドライバー・コンテスト 神奈川県大会第3位　「桑原誠一（大黒低温営業所）」［（公社）全日本トラック協会］
味の素冷凍食品（株）中部工場 岐阜県危険物安全協会 優良事業所表彰　［（一社）岐阜県危険物安全協会］
東海エース物流（株） 功労者表彰　「新谷宣幸（三重営業所）」　［中部運輸局三重運輸支局］
東北エース物流（株） 感謝状（運転記録証明書および SD カードを安全対策に利用）　［自動車安全運転センター］

（株）ギャバン 関東工場 労働衛生優良事業場表彰［（一社）足利市労働基準協会］
味の素パッケージング（株）
工程サポート事業部 無事故表彰　［（一社）神奈川県トラック協会・（一社）タクシー協会・（一社）バス協会の連名］

関東エース物流（株） 平成 26 年度 事業用自動車事故防止コンクール 警察本部長表彰・運輸支局長表彰
［神奈川県警察・関東運輸局神奈川運輸支局］

味の素パッケージング（株）
関西工場 自転車安全利用推進優良企業　［大阪府警察本部交通課］

味の素ヘルシーサプライ（株）
高崎事業所 群馬労働局長 優良賞表彰　［群馬労働局］

クノール食品（株）川崎事業所 神奈川労働局長 奨励賞表彰　［神奈川労働局］

　味の素ファインテクノ（株）群馬工場では、コンピューターなどの電子機器用途に使用さ

れる層間絶縁用フィルム（ABF＝Ajinomoto Build-up Film）用ワニス※1を製造しています。

　当工場ではOHSAS 18001認証取得の取り組みと連動する形で、工場内の生産活動に

ついての各種危険要因（化学原料による薬傷、重量物運搬による腰痛、回転機器への挟

まれ、巻き込まれ等）を特定し、リスクアセスメント手法を用いたハード＆ソフト面での対策

を講じながらリスク低減と職場安全のレベルアップに取り組んでいます。

　こうした活動が評価され、2014年7月に群馬県内におけるリスクアセスメント運用モデル

職場として評価されました。

リスクアセスメント運用モデル職場として 〜群馬労働局長 奨励賞表彰〜

TOPICS

※1　ワニスとはフィルム化前の溶剤および液状樹脂と固形フィラーの混合物のことで塗料のようなもの

味の素ファインテクノ（株）
群馬工場  工場管理グループ
田村 昌弘

75 味の素グループ サステナビリティレポート 2015



労働慣行

　味の素ヘルシーサプライ（株）高崎事業所では2004年1月5日以降、2015年5月末現在、

2,833日無災害記録を継続しています。AED設置＆普通救命講習参加、KYTリーダー研修

を社員全員とコアパート社員まで拡大し浸透を図っています。また、2014年は、全従業員を

対象に損害保険会社講師による安全運転講習を実施し、交通事故の撲滅にも取り組んで

います。

　そのほか、安全週間には販社担当者によるフォークリフト安全講習、衛生週間には産業医

や保健師による衛生講話など、社内外を巻き込んだ活動に従業員一丸で取り組んだ安全衛

生活動が評価されました。

従業員一丸で取り組む安全・衛生活動として 〜群馬労働局長 優良賞表彰〜

TOPICS

表彰式の様子

　クノール食品（株）は、乾燥スープ、ソース類、レトルト製品の開発、技術研究、および乾燥スー

プの製造・充填包装をしています。

　OHSAS 18001（安全衛生マネジメントシステム）を認証取得し、その運用・維持向上のた

めに、内部監査員のスキルアップと養成を図っています。ヒヤリハット、職場安全点検、設備等

の新設・変更時に応じたリスクアセスメントの実施、やりにくい作業・挟まれ・巻き込まれ・転

倒危険箇所の抽出・改善に非正規社員を巻き込んだリスクアセスメントに取り組んでいます。

　日常の災害防止を図るために、KYT（危険予知訓練）を全員参加で①定常作業前、②非定

常作業前、③通勤時に実施するなど、災害模擬実験教育の取り組みがほかの模範と認めら

れ、評価されました。

全員参加による安全衛生活動 〜神奈川労働局長 奨励賞表彰〜

TOPICS

表彰式後の様子

　東海エース物流（株）では、味の素物流グループにおける東海地区の物流実業務を担って

います。東海エース物流（株）三重営業所の新谷宣幸は、長年にわたり自動車関係事業の

業務に精励したことが評価され、中部運輸局三重運輸支局より功労者表彰を受賞しました。

倉庫職班長として職員への指導・教育を積極的に行うとともに、社内のフォークリフト安全

運転指導員、危険予知訓練トレーナーの資格者として、全社的なフォークリフトの安全走行・

作業事故のない荷役作業の指導に日夜取り組んでいます。

フォークリフト安全運転指導者として 〜中部運輸局三重運輸支局 功労者表彰〜

TOPICS

東海エース物流（株） 三重営業所
新谷 宣幸

社内フォークリフト競技会で指導を行う様子
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労働慣行

災害情報共有システム

　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、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、各事業場建

屋の耐震診断や補強工事など、耐震・耐水害の対策を強化してきま

した。人命の尊重を最優先に、各社・各事業場が設定していた地震･

津波対策を大幅に見直し､新たな設備投資計画も作成しました。そ

の一例として、味の素（株）本社社屋についても、「耐震診断」を実

施し、その診断結果に基づいた天井、壁、避難通路（階段）、棚・

備品などの補強や固定を完了しています。

　東日本大震災で大きな被害を受けた味の素物流（株）川崎物流セ

ンター、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。

　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｡

　そして、これらの「地震・津波被害」を想定した計画をもとに、グ

ループ各社、各事業所において、その他の自然災害（風水害、火山

噴火被害など）やパンデミック、PM2.5などのリスク要因に対応した

ECP計画の適用拡大や応用も、検討が進められています。

　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。

　さらに2014年度から、各グループ会社、各事業場の被災状況を

迅速に収集、確認できるツール「災害情報共有システム」の運用を開

始しました。発災後、各拠点から速やかに報告される内容の重大度

により色別表示され、支援・復旧の重要性が高い事業場との連絡

が、より迅速かつ堅牢な形でできるようになりました。

防災対策の見直し 初動対応における連絡手段の堅牢化、複雑化

　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。

 P46　組織統治：リスクマネジメントの体制   参照

 P71　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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労働慣行

洪水に備えた土のうの設置

可燃性溶剤の取り扱いがある事業所での漏洩・引火に備える訓練

（左）ライフジャケット常備　（右）津波に備えた地域の防災訓練に参加

自然災害を想定して訓練

生産品目の特徴に合わせた訓練の実施

タイ味の素社

インドネシア味の素社

（株）かつお技術研究所（焼津）

（上）救急患者の救助訓練
（下）防災対策本部

（上）消防訓練
（下）訓練の様子を地域の方々に公開

アンモニア漏えいを想定した訓練

3事業所の訓練の様子

　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年度からは、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っています。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実施しています。今後も「企

業継続計画（ECP）」も包含した形での訓練を継続していきます。

味の素（株）川崎事業所 味の素（株）東海事業所 味の素（株）九州事業所
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労働慣行

　味の素（株）川崎事業所では、事業所内で発生した火災に備え、

自衛消防隊（以下、川崎消防隊）を組織し、消火設備の取り扱い

技術の維持、向上に取り組んでいます。川崎消防隊員24名は、

毎月テーマを決めて屋内消火栓を用いた消火操法だけでなく、消

火器、屋内消火栓、消防車両の操作など訓練を重ねています。

　2014年10月3日、川崎事業所消防協力会主催の「第16回川

崎消防用設備操作技術競技会」に出場し、川崎消防隊の代表

として参加した味の素コミュニケーションズ（株）保安警備グルー

プ菅野信行・高橋和之が屋内消火栓の部で準優勝しました。

迅速な消火のために―川崎消防隊の取り組み―

TOPICS

❶ 消火栓からホースを伸ばして

ホースの延長方法、注水時の姿勢、消火栓のバルブ操作、注水時の補助動作などで満点を獲得しました。

❷ 30m先の目標物まで全力疾走 ❸ 40秒以内に消火完了

5.4　   安全で働きやすい職場づくり
5.4.1　私たちは、一人ひとりの安全の確保に万全を尽くすとともに、私たちが安全で健康的に働くことのできる職場環境を維持し、改善します。また、災害や

事故・事件を予防し、適切に対処するため従業員の教育や装備などを含む社内体制を整備し、能率的で働きやすい職場環境の整備に努力します。

5.4.2　 私たちは、安全・衛生に関連する法令や規則を理解し、遵守します。

5.4.3　味の素グループ各社は、従業員が健やかに働けるように、健康状態を把握し、健康の維持・管理の取り組みを行います。また、感染症の予防や栄養状
態の改善など健康に関する教育を行います。

味の素グループ行動規範（抜粋）

　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、国内全従業員と産業医・保健師・看護師と

の面談を徹底しています。そして、健康診断結果はもとより、健康診

断結果としては表れにくい潜在的な心身の不調も見逃さずに、適切

な保健指導などを実施しています。さらに、過重労働による健康障

害の発生を未然に防止するために、時間外労働の削減に取り組むと

ともに、法定の基準よりもより安全な基準で、長時間労働を行った従

業員への医療スタッフによる面接指導を行い、従業員の健康確保を

心身を健康に保つためのヘルスケアの取り組み
図っています。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。

　メンタルヘルスケアに関しては、味の素（株）独自のプログラムであ

る、「メンタルヘルス回復プログラム」を導入しており、二度と発症や

休業をすることなく、いきいきと働ける状態が維持できることを目指

し、再発症の防止に積極的に取り組んでいます。

　さらに国内では、味の素（株）健康推進センターから味の素グルー

プ各社への健康管理業務の支援も行っています。

産業医9名、医療スタッフ（保健師・看護師）10名、
健康推進センター長・スタッフ8名

味の素（株）の健康推進体制
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