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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に向き合い解決するために、

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

行政やNPO・NGOなど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。

P125	 世界の様 な々地域課題を解決するために
P127	 「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
	 ●	味の素グループ各国法人・財団による活動

P135	 自然災害による被災地の支援活動
P140	 「Smile	Earth!」ひとも、地球も、笑顔に。
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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

「味の素『食と健康』国際協力ネットワークプログラム」（略称：
AIN プログラム）は食と栄養の改善につながる実践活動を
通じて、途上国のコミュニティにおける健康・生活の質の
向上を目指す国際協力プログラムです。

AINプログラムAIN P127～

味の素グループの従業員とその家族が、【食・環境・地域】の
課題に目を向け、考え、行動する、その自主的な活動を

「Smile Earth!」と称し、世界各地の事業所で様々な形で
取り組んでいます。

「Smile Earth!」活動SE P140

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P129～

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

P24

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
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ブラジル

P134
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グループ・グローバルでの取り組み

「味の素『食と健康』国際協力ネットワークプログラム」（略称：
AIN プログラム）は食と栄養の改善につながる実践活動を
通じて、途上国のコミュニティにおける健康・生活の質の
向上を目指す国際協力プログラムです。

AINプログラムAIN P127～

味の素グループの従業員とその家族が、【食・環境・地域】の
課題に目を向け、考え、行動する、その自主的な活動を

「Smile Earth!」と称し、世界各地の事業所で様々な形で
取り組んでいます。

「Smile Earth!」活動SE P140

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P129～

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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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

P24

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

P135

ブラジル

P134

126味の素グループ サステナビリティレポート 2015



コミュニティ

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を考えています。

　AIN※プログラムは、1999年以来2015年まで、14カ国において、

その土地の環境や食文化に根ざした75の住民参加型プロジェクトを

支援してきました。その受益者は14万人、支援総額は2億8千万円に

及びます。

　毎年「食・栄養」の改善を目指す案件を公募し、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選定されるプロジェクトは、

国内外のNGO/NPOや行政・教育機関を主体とし、味の素グループ

が教材の支援などを行っています。

　「栄養改善」は、2015年9月に国連総会で採択された2030年まで

の達成を目指す「持続可能な開発のためのグローバル目標」（SDGs）

においても重要課題として明示されています。AINではさらなる取り

組みとして、食・栄養を媒介として女性・少数民族のエンパワーメント

や教育の向上などにも寄与しています。健康な社会をつくるための栄

※　 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）

■  「持続可能な開発のためのグローバル目標」（SDGs）

開始年度 期間（年） 国名 プロジェクト名 実施団体

2013 3 カンボジア
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

特定非営利活動法人 幼い難民を考える会

2013 3 ベトナム 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

2013 3 バングラデシュ
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

2014 2 ペルー ペルークスコ県における低所得家庭のための健康改善事業 特定非営利活動法人 ADRA Japan

2014 3 マレーシア 食品加工を通じた漁村女性の生活改善（ペナン州） 特定非営利活動法人 パルシック

2014 3 カンボジア
コミュニティファクトリーにおける給食・栄養活動を通じた
最貧困家庭栄養改善プロジェクト

特定非営利活動法人 かものはしプロジェクト

2014 3 ベトナム ベトナム農村地域における母親の離乳食作り啓発支援事業 特定非営利活動法人 国際生命科学研究機構

2014 3 バングラデシュ バングラデシュ、フルバリヤ郡、栄養改善プロジェクト 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

2014 2 ミャンマー
ミャンマー貧農村部における栄養改善のための食品加工
技術プロジェクト

特定非営利活動法人 地球市民 ACTかながわ／ TPAK

2015 3 東ティモール
栄養失調児の減少を目的とした母親対象の栄養と食に
関する知識向上プログラムとその実践

特定非営利活動法人 東ティモール医療友の会

2015 3 カンボジア
プノンペン市貧困地区の母親主体のコミュニティ開発と
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

2015 2 中国 沙漠に効く“食”― マスコビーダックの開発普及 公益財団法 人 オイスカ

■ 2015年度支援中のプロジェクト

「AINプログラム」による途上国の栄養改善

AIN プログラムは他の多くの目標とも関連します（目標 3・4・5・6・17）

目標2：飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養状態の改善
を達成するとともに、持続可能な農業を推進する

養改善を通じた国際協力活動として、SDGsを視野に入れ、AINプロ

グラムをさらに進化させていきます。
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AINプログラム事例紹介

栄養改善セミナーを計60回以上行い、母親たちは入手可能
な食材を使って、栄養価が高くバランスのよい食事を家庭で
つくる方法を習得・実践するようになりました。

フードギャップが解消され、対象地域の栄養不良児の割合を
約1.4％削減することができました。

母親たちの栄養知識向上と、それを活かした調理による栄養改善

● 対象地域における食糧の確保
● 2 歳未満の子どもの栄養状態改善

● 保健衛生、栄養教育
● 住環境、識字計算教育
● 入手可能な食材を使った栄養価の高い食事の考案と調理実演指導
● 『子どもの家』にて児童への給食の提供　
● 料理イベント「ごはん祭り」の開催

● フードギャップ実態調査
  （1年のうち作物が採れず栄養不足になりがちな期間が半年に及ぶことが判明）
● 「栄養菜園」研修に約 1,000 世帯が参加。ほとんどが基準に適合
● ウサギ、烏骨鶏、豚等の家畜飼育
● 子どもたちとともに、身近な環境で採取可能な自然食材を調査
● 貧困女性に対するマイクロ・ファイナンスの推進

主な成果

主な成果

目的

目的

主な活動

主な活動

成功のポイント
低コストで自然環境に根ざした「栄
養菜園」の普及と行政のオーナー
シップ強化

「栄養菜園」の4条件
①多様性：常に4種類以上の作物が採れる
②Local variety：在来種の種を使う
③Biological Energy：生物的エネルギー使用
④Integrated farming：統合農法

成功のポイント
現地スタッフが、NGOや保健セ
ンターの協力のもとで研修を受
け、必要な知識や技術を習得

栄養改善セミナーの様子（2015 年 3 月）

（写真提供：一般社団法人 日本カトリック信徒宣教者会）

（写真提供：公益財団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）

栄養改善セミナー（2012 年 7 月）にて、
3 大栄養素について説明

コンポストづくり研修を受ける村人

『子どもの家』での給食の風景（月〜金曜）

栄養菜園の評価を行政、住民とともに行う

栄養改善セミナー（2014 年 1月）にて、
調理実習を実施

採れた野菜を持ち寄る村人

「ごはん祭り」（2015 年 2 月）での母親の
成果発表風景

自然食材に関する調査に参加する子どもたち

今後に向けて
コミュニテイ・ヘルス・ワーカーを養成し、彼らが対象地域
での母親に向けた栄養改善セミナーを自ら企画・実施するこ
とを目指し、本プロジェクト第二フェーズへとつなげていく。

今後に向けて
リーダー研修において当初より行政（農業農村開発省）を
巻き込むことで、今後の行政移管がスムーズに進むことが
期待される。

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

カンボジア
実施地域　プノンペン市郊外ステンミエンチャイ地区
　　　　　ルッセイ村第17地区

支援期間　2012〜2014年度

受益者数　539人実施団体：一般社団法人 日本カトリック信徒宣教者会

子どものための地場の栄養改善事業

ベトナム
実施地域　イェンバイ省バンチャン郡

支援期間　2012〜2014年度

受益者数　3,700人実施団体：公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン
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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

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。

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。2014
年度までに、43県で50の学校給食施設が完成し、10,000名を超える生
徒に活用されています。同財団では、2015年度以降もこのプロジェクトを
継続し、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年度からは、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。

タイ	 Thailand

新築された給食施設で給食を囲む生徒たち

プロジェクトのロゴ

子どもの栄養改善に向けて

改築前の給食施設 改築後

2014 年度までに 43 県で 50 の
学校給食施設が完成
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栄養調査手法を学生たちに解説 野菜スープとうま味調味料を使った官能評価体験

ベトナム国立栄養研究所に掲示されているVINEP のプレート

発表資料を作成する学生たち

ベトナム	 Vietnam

ベトナム味の素社による2期生へ奨学金授与
（左からハノイ医科大学第2期奨学生［10名］、ベトナム味の素社本橋弘治社長）

学生研修の座談会に参加した味の素（株）の管理栄養士（前列3名）、ハノイ医大教官および
味の素（株）関係者

※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」
※4 　国立国際医療研究センターが実施する「医療技術等国際展開推進事業」における研修

　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、2011年より
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。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」
がハノイ医科大学に開設され、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47名の第1期生を迎え、2014年には36名
の第2期生、2015年には63名の第3期生が入学しました。これまで毎年、
入学試験成績上位者10名にはベトナム味の素社より年間授業料相当の奨
学金が授与されています。

　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や専門課程での栄養生理学の講義も行っ
ています※2。さらに、重要なのは、卒業生が栄養士として社会で活躍できる
ような制度づくりです。まず、これまでの働きかけにより2015年10月、栄養
士の地位を定める規程（ジョブコード）が、ベトナム政府により施行されまし
た。これにより、栄養士を国が認定する職業とすることに成功し、公務員と
して就職するための素地ができました。
　今後は、栄養士の具体的な業務内容指針（ニュートリションスタンダード）
やライセンス制度の創設などを通じて、2017年までに、栄養士が働きやす
い各種制度を確立することを目指しています。

■ 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
　また、2014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）を実施し、日本の栄養制度や味の素グループで実施しているアミ
ノ酸・栄養分野での企業研究などの理解が高まるのと同時に、将来のベ
トナムでの栄養に関する活動や取り組みを考えるきっかけとなりました。
2015年には、2014年度と同様の研修企画に加えて、厚生労働省管轄下
の医療技術等国際展開推進事業※4を活用し、彼ら学生が卒業後に栄養
士となったときに必要な活動指針としてのニュートリションスタンダードの
創設に向けた日越での研修を実施する取り組みも合わせて進めています。
これらの取り組みを通して、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。
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　世界中の食通が集まる国フランスは、同時に欧州で最も日本食
に敏感な国でもあります。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2,000
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・高級志向がうかがえる
一方で、お好み焼き・ラーメン・餃子などの大衆料理も定着。最
近では和風洋食への関心も高まる中、多様な日本料理の世界を
理解しその技術や食材を日々 の食事に取り入れたいという人が増
えています。
　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、日本の多様な食を家庭でも味わっていただけるよ
う、素材のうま味を活かす基本調味料の使い方、だしの取り方か
ら、最新の日本食の傾向まで、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。

フランス	 France

被災地支援セミナー「三陸
の料理」のセミナー風景

食文化セミナーにおける「和食ってなに？」シリーズ料理実演

■ 多様で豊かな日本の食文化を欧州の人々に

食文化の継承・発展

ベトナム

　ベトナム味の素社は、2012年度から、教育訓練省、保健省ベトナム国立栄
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
で継続しています。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。
　2014年度はホーチミン市による“スクール・キッチン”のモデル建設を支
援したほか、ハノイ市・ハイフォン市でも本プロジェクトが開始されました。また、
献立づくりのための栄養計算ソフトウェアシステムの開発も進めています。こう
した取り組みを通じて、2016年度までに、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。

■ 学校給食プロジェクト

ダナン市での、給食メニュー
の導入促進を目的とする会議
の様子

モデルキッチン ハイフォン市での調査の様子

2012 年度 2013年度 2014 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

ホーチミン市
・ホーチミン市による“スクー

ル・キッチン”のモデル建
設に際しての設計や建設
費用の支援

・市内の学校および関連機関
に対する“スクール・キッチン”
導入に関する説明会の開催

ダナン市
・教育訓練省との協働により、

給食施設を持つ 20 校に対
し、給食メニューの導入促
進を目的とする会議の実施

ハイフォン市
・給食施設を持つ 96 校の

校長および副校長とプロ
ジェクト会議を開催

【ソフトウェア】
・ホーチミン市 17 地区の教

育訓練省のリーダーおよび
学校長と会議を開催。開発
中のソフトウェアに対する意
見を収集

取り組み内容

地域ごとにメニューブックを作成

❶ 主要都市における小学校給食メニューの標準化
❷ 調理設備改善のためのキッチンモデルの確立
❸ 栄養計算ソフトウェアシステムの開発と全国への普及

プロジェクトの主な内容

 P22　特集1：ベトナム全土にバランスのよい学校給食を普及するために、
　　　　日本の知見を活かす参照
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日本	 Japan

■ 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、世界中か
ら注目されてい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。2015年度中には1,000校、延べ77,000名を超える見込みです。
　「和食」文化がユネスコ無形文化遺産に登録されました。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。 だしの素材を観察している様子

　味の素グループは、2013年12月にユネスコの人類の無形文化遺産の代表一覧
表に記載された「和食―日本人の伝統的な食文化」の保護・継承に積極的に取
り組んでいます。
　2015年2月4日に設立された一般社団法人和食文化国民会議（以下「和食会
議」）には、設立時社員の一員となり、国内における唯一オフィシャルに認定された
団体が、無形文化遺産条約の精神に沿った保護・継承活動を展開できるよう支援
しています。
　「和食会議」は、調査・研究、普及・啓発、技・知恵の３部会の活動を開始しました。
　11月24日の「和食の日」を盛り上げるため、小学校の給食での「だし」体験、
うま味を含む五味体験の企画を進めています。

東京都港区で開催された第１回社員総会 (2015 年 4月)

■ 和食文化の保護・継承活動

 （一社）和食文化国民会議　http://washokujapan.jp/リンク

連日、多数の来場者でにぎわった試食ブース

■ 2015年ミラノ国際博覧会
　2015年5月に開催したミラノ国際博覧会（ミラノ万博）では、「地球に食料を、生命
にエネルギーを」をテーマに、世界各国・地域が食や環境をテーマとしたパビリオン
を展開する中、日本は「Harmonious Diversity －共存する多様性－」をテーマに出
展しました。味の素グループはこの日本館への協賛や、うま味や環境に関する情報
提供を通じて支援を行いました。
　加えて、会期中の7月にミラノ市内に置かれた「ジャパンサローネ」では、「PIAZZA 
AJINOMOTO」と題して、7月10日、シンポジウム「UMAMI SUMMIT in MILAN 
うま味を知る！料理は変わる！」を企画。7月11 〜 12日には、試食コーナーで、
パスタの本場イタリアの方々に、「簡単、おいしい、健康」を考えてアレンジした、
ギョーザ、焼きそば、ラーメン、和風パスタなどの“パスタ”メニューを体験していただ
きました。

試食ブースでは、「ほんだしR」や白だしを使ったパスタなどを提供  P16　特集1：日本で育まれた食文化の持つ価値を世界へ発信する参照

■ 「味の素グループうま味体験館」がオープン
　2015年5月、味の素（株）川崎事業所の創立100周年を機に、見学施設「味の
素グループうま味体験館」を同事業所の敷地内に新設しました。
　この施設では、これまで味の素グループが研究を進めてきたうま味やアミノ酸に
ついての科学的な情報を、楽しい体験を交えながらわかりやすく発信することを目
指します。また、うま味調味料「味の素R」の製造工程など、味の素グループの事
業活動を紹介するコンテンツを組み込み、今後充実を図ります。
　また、事業所周辺地域の待機児童の解消の一助となるよう、隣接地に認可保育
所を誘致するとともに、憩いの場となるカフェも建設しました。 「味の素グループうま味体験館」外観
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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

●公開シンポジウム・公開講座の開催

●「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

●食文化機関誌「vesta® (ヴェスタ)」他の出版・頒布事業

●食文化に関する文献や錦絵の収集と展示
食の文化シンポジウム2014「食と信仰のかかわり」
三重県との共同開催
食と信仰は、「生命や生活」をめぐって深くかかわりあっています。今回は伊勢市で、神嘗祭に
合わせて開催。参加者が食と信仰について食文化の視点に立って考えるシンポジウムとしました。

（2014年10月15日）

「食の文化フォーラム」開催
年間テーマ：「野生から家畜へ」
野生動物がどのように人間に飼われ役畜・食料として利用されるようになったのか、またそれ
が人類の生活にどういう影響を与えたのかを多方面の専門家により議論。
今年度はスピーカーとして秋篠宮殿下をお迎えし、多様な動物利用の在り方を野鶏と鶏の
事例からお話しいただきました。（2014年6月、9月、2015年3月の3回開催）

和食保護・継承活動としての研究支援
和食文化の保護・継承活動の一環として財団による研究支援として①郷土食保護継承
の方法、②学校給食を通した和食文化の保護継承の2点の切り口で実施中。

（2014年10月1日〜 2015年3月31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（小学校への学用品の寄付等）

小学校への学用品の寄付

スポーツ団体に対する助成事業

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）

●遠隔地に勤務する教員宿舎の建設支援

●従業員ボランティアプロジェクト（貧困児童への昼食提供）

●タイ北部・北東部の寒冷地域への支援（6 県 5 校の生徒と
13,000 人の地域住民へ 2,070 着のコート、11,988 枚の
ブランケットを提供）

貧困児童への昼食提供

タイ北部・北東部の寒冷地への支援

 P129　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

●各学校において「健康的な食習慣」の模範となる児童の育成

●健康・栄養に関するワークショップの開催
　（2014年度は75回開催し、2,444名が参加）

●栄養学専攻の学生への支援（奨学金）

●「ペルー味の素財団賞」（大学生を対象とした、文献検索促進
のためのコンテスト）の主催

児童が貧血予防のための鉄分豊富なメニューを提案（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

 P46　組織統治：リスクマネジメントの体制   参照  P77　労働慣行：自然災害に備え、人命を守るために   参照

結成式後に行われた救助訓練の様子

2015年7月、北アルプスの「パトロール隊」結成式で、
約30名の隊員の皆様と「アミノバイタルR」の効率
的な活用法について勉強会を開催

日本国内の災害
対象となった災害 寄付先 支援物資 個数

広島土砂災害 広島市安佐南区
「味の素 KK おかゆ」（白がゆ、梅、玉子、紅鮭） 計 447 個
「アミノバイタルR ゼリードリンク」 マルチエネルギーR 12 個
「アミノバイタルR ゼリードリンク」 リフレッシュチャージ 12 個

御岳山噴火 東京消防庁・自衛隊
「アミノバイタルR GOLD」

計 5,800 本
「アミノバイタルR アミノプロテイン」

平成 27 年 9 月
関東・東北豪雨

（被災者向け）
認定特定非営利活動法人
レスキューストックヤード

「味の素 KK おかゆ」（白がゆ） 13,608 個

「アミノバイタルR ゼリードリンク」 マルチエネルギーR 15,000 個

アクアソリタR（500ml） 24,000 本

（支援者向け）
陸上自衛隊・東京消防庁・警察

「アミノバイタルR GOLD」 ゼリードリンク 10,350 個
「アミノバイタルR パーフェクトエネルギー」 10,350 個

海外の災害
対象となった災害 支援金額
バヌアツ・サイクロン・パム 50 万円

いずれも、特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォームを通じた支援
ネパール中部地震 100 万円

■ 味の素（株）による、自然災害による被災地への緊急支援（2015年9月末までの実績）

TOPICS

支援者の活動を支える「アミノバイタルR」

■ 長野県山岳遭難防止対策協会とサプライヤー契約締結

■ 御岳山噴火での支援

　2015年7月、味の素（株）スポーツニュートリション部は、長野県

山岳遭難防止対策協会（遭対協）と「アミノバイタルR」のサプライ

ヤー契約を締結しました。この契約に基づき、遭対協管轄の15の

救助・パトロール組織に「アミノバイタルR」製品を提供しています。

　全国有数の登山エリアである長野県には、毎年約70万人もの

登山者が訪れており、2014年の山岳遭難発生件数は272件にの

ぼります。パトロール隊員・救助隊員は「安全登山のためのアミノ

酸摂取」の有効性を評価し、自身の体調管理や負担軽減のためだ

けでなく、救助した遭難者や、長時間の登山により負荷のかかった

登山客にアミノ酸を提供してきたことから、今回の契約締結に至り

ました。

　2014年9月の御岳山噴火は、戦後最悪の火山災害となりました。

味の素（株）スポーツニュートリション部は、過酷な状況で救援活動

を行う消防隊員・自衛隊員に対して「アミノバイタルR」を支援物資

として提供しました。

　この支援に対して、東京消防庁および自衛隊OB会「隊友会」か

ら感謝状が贈られ、味の素（株）の製品が救助の現場で役立てられ

「アミノバイタルR」は軽量で持ち運びやすく、活動を応援いただい
ているというお気持ちも伝わり、物心両面で大変支えられました。

東京消防庁からのコメント

たことを改めて実感することができました。
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相馬はらがま朝市クラブに新たに加わった仲間

スマイル直売友の会の皆様

2014年8月、福島県いわき市にて実施されたチン
ゲン菜の定植作業の様子

「ブレンディ東北器の絆ギャラリーカフェ」

■ 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）は、2011年度より「ギョーザ」製品

（4品種）の売上に対し1袋あたり1円を、支援金として東北地方の

農業復興支援を行っている団体に寄付するプロジェクトを実施し

ています。2014年度は、総額7,349,900円（2014年10月出荷分）

を、特定非営利活動法人「がんばろう福島、農業者等の会」に

寄付しました。4年間の寄付総額は、約8,000万円にのぼります。

　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、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。

　味の素ゼネラルフーヅ（株）は、2012年より〈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あてています。

2012年に立ち上げたこのプロジェクトは、2014年に修復から

復興活動へとシフトし、プロジェクトを展開しています。

　2014年は、6月に仙台市市民活動センターで支援した東北4

窯元の当主と「ブレンディ東北器のプロジェクト2014」立ち上

げ発表会を開催。また9月に六本木ヒルズにて「ブレンディ

東北器の絆ギャラリーカフェ」イベントを3日間開催しました。

　これからも継続的に東北から全国へ「器の絆」を広げる活

動を展開していきます。

　味の素（株）は、2011年度より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。2014年度は、以下の通りキャンペーンを実施し、福島

県・岩手県で復興に取り組む団体を支援しました。

● 「クノールR カップスープ」の売上（2014年8 〜 9月出荷分）の

一部（1箱につき1円／総額900万円）を「相

馬はらがま朝市クラブ」に寄付しました。こ

の寄付金により、UターンやIターンをした3名

の若者が雇用され、地元相双地区で獲れた

水産物を原料した加工品の商品開発や、販

売先の拡大に取り組んでいます。

● 「ほんだしR」の売上（2014年3 〜 4月出荷分）の一部（1箱に

つき1円／総額900万円）を岩手県野田村の「スマイル直売所友

の会」に寄付しました。この寄付金によって、加工場が設置され、

地元のお母さんたちにより地元の素材を使っ

たお弁当がつくられています。直売所で販売さ

れるとともに、仮設住宅や復興公営住宅への

配達も行い、地元の皆様に好評です。

東日本大震災の復興支援（1）
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　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」と名づ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

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

東日本大震災から4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

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。

支援者向け

東日本大震災の復興支援（2）

 東日本大震災に関する影響と取り組み
　http://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/earthquake/  リンク
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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

　「赤いエプロンプロジェクト」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、また、「仮設住宅がなくなるまで」の長期にわたる支援の継続を表明いただき、非常に感謝しています。
　味の素グループ東北応援「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」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お取り組みいただいております。加えて、「食
べるって楽しい！」プロジェクトによる産業支援、「絆ごはん」による地産地消の応援など、事業の特性を活かし“食”を通じて被災地
の経済の復興にもお取り組みいただき、このように継続的かつ多面的に被災地の復興を後押しする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４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7万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。

次世代が「東北の復興」を考える好機
　本校の報道委員会がパナソニック（株）「キッド・ウィットネス・ニュース」の映像制作プログラムに参加しているご縁で、このたび、
福島県いわき市の仮設住宅において開催された「健康・栄養セミナー」に、生徒とともに参加し、その模様を取材しました。
　震災から４年という時間の経過とともに「震災の風化」も懸念される中、生徒たちには「ふるさと」の現状、そして福島の復興に向
けての課題に向き合ってほしいと考えています。こうした中、今回の「キッド・ウィットネス・ニュース」と「赤いエプロンプロジェクト」と
の協働により、生徒たちが避難者の皆様とふれあう機会を持ち、その経験の中で「自分たちができること」は何かを考え、提案するに
至ったことは、大変貴重な経験になったと思います。
　今後の東北の復興を考える上では、次世代の育成が不可欠です。企業の皆様とも是非、こうした観点で教育現場との有機的な連
携を検討できれば幸いです。特に、今回のパナソニック（株）と味の素グループのように、企業間でそれぞれの得意分野を活用し協働す
るご提案は、生徒たちの成長の可能性をより一層高めるものであり、東北各地で第２弾・第３弾と事例が増えていくことを願っています。

「人と人とのつながり」への解決策に共感
　２０１４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、仙台地方裁判所での司法修習の経験もあったご縁で、宮城県亘理町にて開催された「健康・栄養セミ
ナー」にボランティアとして参加しました。
　参加して最も印象的だったのは、ご参加の方が互いに会話を楽しみながら、和やかに調理に臨んでいる様子でした。味の素グルー
プがこの３年あまりの間、この活動の継続を通じ、栄養面からの健康サポートのみならず、被災地域における新たなコミュニティづくり
にも寄与してきたことを実感しました。超高齢社会の課題が浮き彫りになる被災地域において、食品企業ならではの資源を活用し、
被災地域の「人と人とのつながり」にも解決策を提案できていることは、大変意義深いと考えます。
　今後は被災地域の本格的な復興が加速していきますが、この活動で築かれてきた各地の「新たなコミュニティ」が適切な形で続い
ていくよう、味の素グループの「食」と「栄養」を基点とした新たな提案に期待したいと思います。

宮城県知事　
村井	嘉浩	氏

福島県いわき市立
勿来第一中学校
報道委員会 顧問
教諭 亀岡	点	氏

さいたま地方裁判所　
川越支部 判事補　
島尻	大志	氏

参加人数（延べ）
24,061名
	 	
実施回数
1,474回
	
実施地域
3県47市町村
	
地域のパートナーの皆様
約300名とともに
	
従業員ボランティア参加人数（延べ）
1,419名

活動実績

いわき事務所開所式にて ※　活動実績：2015年8月末日現在
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　味の素（株）は、“食”を通じて被災地域の復興を支援するため“食卓からニッポンを元気に「食べるって楽しい！」”プロジェクトを実施してきました。

また、同東北支社では、「人とのつながり」、ふるさとを思い出す「おふくろの味」や「郷土の味（料理）」への想いを応援するため、「絆ごはん」活動を

行ってきました。2015年春から、この「食べるって楽しい！」プロジェクト、「絆ごはん」、「赤いエプロンプロジェクト」が一丸となって、「宮城県産地

魚市場協会」の活動を応援します！

　「宮城県産地魚市場協会」が行うのは、宮城県の消費者に地元

の豊かな水産資源と各地の魅力を再認識してもらうことにより、

宮城県産水産物の“地産地消”の活性化につなげる活動です。

　この活動は、宮城県庁の「みやぎ水産の日」の中核として位置

づけられています。宮城県の水産業・水産加工業の売上げ回復・

雇用の確保を実現し、地域資源に根ざした自立的な経済復興に貢

献することが目的となっています。

　今回、「食べるって楽しい！」プロジェクトでは、

２０１５年３月〜５月の「ほんだし®」（３品種）の

売上げ１箱につき１円を、この活動に寄付します。

　同時に「絆ごはん」では、宮城県庁と連携

して、スーパー等へ水産物の販売促進活動を

提案しています。

　そして、「赤いエプロンプロジェクト」では、「健

康・栄養セミナー」をはじめとするプロジェクトの活動を、「宮城県

産地魚市場協会」が行う産地競演イベントや市場まつり等におい

て実施し、栄養バランスに配慮したレシピを紹介する等、宮城県の

水産物を使用したメニューの喫食機会拡大に貢献していきます。

　水産業・水産加工業の復興には、「浜のかあちゃん」の力は欠かせません。

味の素グループでは、漁業を取り巻くコミュニティ活性化の推進者としても活躍

する漁協女性部との協働も模索しています。その試みの一つとして、「赤いエ

プロンプロジェクト」は2015年9月、宮城県行政とともに、宮城県漁協石巻

地区支所女性部が主催する「健康・栄養セミナー」を後援しました。地区の

住民約20名が参加。栄養についての情報を共有したほか、「水産の日」にち

なみ、旬のカツオを使った健康メニューを調理しました。

「宮城県産地魚市場協会」
「産地魚市場（さんちぎょしじょう）」とは、水産物の水揚げされる港に設置され
た魚市場。ここで調達された水産物が、築地市場に代表される「消費地魚市場」
に送られる。昭和49年に設置され、相互の連携調整や水産物の需給安定と
魚市場の健全な発展を図るための活動を行っている。

「食べるって楽しい！」		×		「絆ごはん」		×		「赤いエプロンプロジェクト」で

宮城県産水産物の“地産地消”を応援します！

宮城県の産地魚市場と消費地魚市場
「ほんだしR」120g箱

■ マーケティング・販売・CSR協働の産業復興支援

■ 「浜のかあちゃん」との協働の試み

東日本大震災の復興支援（3）
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味の素グループの従業員とその家族が、【食・地域・環境】の課題に目を向け、

その解決に貢献したいという想いを込めて、自主的に楽しく取り組む活動、

それが「Smile	Earth!」です。

2007年の開始から今年で9年目を迎え、世界中で様 な々活動を展開しています。

「Smile Earth!」ひとも、地球も、笑顔に。

世界の従業員9,624名が、
日頃の感謝の気持ちを込めて
事業所周辺の
清掃活動を行いました

働く仲間の自慢のレシピを本にしました
（味の素ノースアメリカ社、味の素ハートランド社、アメリカ味の素冷凍食品社）

フードロス削減に向けたアイデアコンテストを実施しました
（ポーランド味の素社）

夏休みの自由研究「お残しはあきまへんで！」プロジェクト

グループ3社が協同で、フード・ロ

スを防止するためのレシピブック

『Smile Earth! Ajinomoto North 

America Division Recipe Book』

を作成。従業員とその家族から寄

せられた50以上のレシピやアイデ

アを掲載しました。

フードロスに関する社内調査を実

施し、インフォグラフィックスを作

成。フードロス削減に向けてのア

イデアをみんなで出し合いました。

味の素（株）本社に勤める子育て

中の女性従業員を中心とした有志

メンバーがランチタイムに集合し、夏

休みの自由研究に使えるワークシー

ト集を作成。子どもたちからたくさ

んのオリジナル作品が届きました。

－ポーランド編－

－日本編－

－アメリカ編－

食・環境

地域

タイベトナム

ビエンホア工場・ロンタン工場では周辺地域の清掃と植樹を実施 カンペンペット工場では寺院で清掃とフェンス等の塗り直しを実施

 味の素グループ「Smile Earth！」　http://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/smileearth/  リンク
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