
味の素ベーカリー（株）が「静岡県知事褒賞」を受賞

● 人権専門委員会の設置 ● フードディフェンス監査や
　労働・人権に関する確認・提言

● 障がい者雇用の拡大

● 味の素みらい（株）設立

事業にかかわるすべての人の権利を大切にする

P67　人権課題を明確にし、認識を深める取り組み
● 人権への理解を深めるための継続的な対話
● 人権リスクの特定
● 人権方針の策定
● 人権推進体制の強化
● 従業員に対する人権教育・啓発活動
● 事業における人権への配慮

P70　職場における人権への配慮の取り組み
● 雇用における配慮

● 味の素グループ行動規範
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/

● 味の素（株）サプライヤーCSRガイドライン
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/supplier_csr_guidelines.html
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人権

2016年度の主な活動

味の素グループ サステナビリティデータブック 2017
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企業行動委員会

人権専門委員会 事務局：
グローバル人事部

●経営企画部 
●グローバル人事部
●法務部
●グローバルコミュニ

ケーション部

●グループ調達センター

●総務・リスク管理部
●食品統括部
●海外食品部
●アミノサイエンス 

統括部
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味の素グループは、「味の素グループミッション」や、「味の素グループWay」で掲げる「人を大切にする」を実践するとともに、

「味の素グループ行動規範」（以下、「行動規範」）の「人権」の項目で、近年社会がグローバル企業に求める幅広い人権課題に対する

味の素グループの方針を明確にし、取り組みを進めています。

人権課題を明確にし、認識を深める取り組み

人権への理解を深めるための継続的な対話

人権リスクの特定
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国連指導原則 報告フレームワーク 

実施要領 

日本語版 

2016年4月のダイアログの様子

食品業界において関連が深い人権リスク

労働関連の人権課題
●児童労働 
●不適切な労務管理（超過労働、賃金未払い、

不適切な労働安全衛生）                                                                  
●人身取引

水資源と人権
● 気候変動、人口増加等の影響による水スト

レス増大等の要因による周辺住民の健康へ
の悪影響

バリューチェーン別の潜在的人権リスク

研究開発 工場建設 調達 生産 販売・流通・消費

● 種子等の独占での不公正な
価格による生活水準の低下

● 先住民の権利侵害、先住民の
強制退去等の対立

● 工場周辺の環境悪化、水資源
の不足による健康被害

● 過酷な労働条件（長時間、
　給与未払い、不当解雇等）

● 劣悪な労働環境（安全衛生）

● 児童労働、強制労働（外国人
技能実習生も含む）

● 移民労働者に対する人権侵害

● サプライヤー工場における過
酷な労働条件

● 工場周辺の環境悪化、水資源
の不足による健康被害

● 異物混入等による顧客の健康
被害

● 異物混入等による顧客の健康
被害

● 子どもの肥満等の健康被害
（広告表現等）

　2016年4月、日本貿易振興機構（JETRO）アジア経済研究所 山田美和氏によるグローバ

ル人権に関する講演会と意見交換会を開催しました。講演では、「ビジネスと人権」に関する

最新動向とアジアにおける人権課題についてお話しいただき、その後の質疑応答では、アジ

アにおける具体的な人権リスクの事例やその対応の状況について意見交換しました。

　2016年6月、経済人コー円卓会議日本委員会と在タイ日系企業Marimo5の共催による、

タイにおけるステークホルダー・エンゲージメント・プログラムに参加しました。政府、NGO、タイ国

内企業やタイ進出日本企業などの様々な関係者が集まり、タイを中心とした労働・人権課題に

ついての意見交換を行いました。特に、ミャンマーをはじめ、カンボジア、ラオスからの移民労働

は、タイ経済の10％を占める重要な役割を担っているにもかかわらず、その家族も含め、労働・

人権問題を抱えていることを把握しました。

　2017年3月には、国連ビジネスと人権に関する指導原則の実践をミッションとする非営利

組織Shiftのシニアアドバイザー デビッド・コヴィック氏と意見交換を行いました。最近のグロー

バル人権の取り組み動向に関する情報交換や、国連指導原則の企業内における展開、特

に人権デューデリジェンスの実施にあたっての課題等について意見交換を行いました。

　味の素グループの人権デューデリジェンスの推進にあたって、まず味の素グループ全体の

リスクの把握のために、国・地域別の一般的な人権リスクの基礎調査を実施しました。その後、

食品業界特有の人権リスクを大まかに押さえながら、グローバル企業を中心に他社で顕在化

した人権リスクの具体的な事例を100件以上リスト化。バリューチェーンの各パートごとに整

理・分析し、当社グループの潜在的な人権リスクとしてまとめ、取り組むべき重要項目として明

確にしました。

　2016年8月には、SDGsを活用したマテリアリティ・マップの見直し作業の中で、人権関連の

有識者やNGOの方々にアンケートを実施し、優先すべき課題の見直し作業を行い、マップの

修正を行いました。

国連指導原則 報告フレームワーク
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/useful/
index.html

参照

味の素（株）は、日本での普及促進を目的に
「国連指導原則 報告フレームワーク」の
日本語訳を作成しました。
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食品業界において関連が深い人権リスク

人権課題を明確にし、認識を深める取り組み

　味の素（株）ではこれまで「行動規範」に基づいて、各部門で人権配慮を進めてきましたが、

2012年に、グローバル企業に求められる広範な人権課題への理解を各部門の担当者がより

一層深め、グループでの取り組み実態を把握するために、ISO26000をベースに各部門ヒアリ

ングを実施しました。その結果、重大な問題点がないことを確認しました。

　一方で、近年求められているグローバルな人権課題の要素をさらに盛り込んだ「行動規範」

への改定作業を進め、2014年8月より「人権」項目を新たに設定し、味の素グループにおける

人権への取り組み方針を明確にしました。

　さらに、バリューチェーンの責任における人権課題についても盛り込み、グローバル企業とし

ての人権への取り組みレベルの向上を進めています。サプライチェーンでは購買取引先に対

して働きかけ、協働して課題の解決を進めます。また消費者に対しては、人の生命と健康や環

境・生態系に大きくかかわりのある事業を行っているという自覚を持ち、安全性の高い製品を提

供し、広告・マーケティング活動においても適正・誠実な表現を心がけます。特に子どもに対す

るマーケティングでは、責任ある活動を行います。

　味の素（株）は2011年、それまでの人権啓発推進委員会を引き継ぎ、企業行動委員会の

下部組織として人権専門委員会を設置し、日本国内の人権を中心に取り組みを進めてきまし

た。その後の国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の採択以降、社会の企業に求める幅

広い人権への対応と国連指導原則の実践を図るため、2017年に人権専門委員会の機能を

強化しました。グローバル人事部を事務局とし、人権に関連する機能組織部門と事業部門を

集め、従来の国内人権課題に加え、グローバル人権課題に対する検討や啓発を進めていくと

ともに、人権デューデリジェンスによる人権マネジメントの推進機能を強化していきます。

　味の素グループでは、あらゆる差別やハラスメントを禁止した「行動規範」の国内外グループ

従業員への浸透活動を通じて、人権問題への理解を促進するとともに、豊かな人権感覚を身

につけた人財の育成を目的に、各社で人権啓発研修を行っています。

　味の素グループでは、毎年従業員（パート、派遣社員を含む）を対象に「AGP（行動規範）を考

える会」を実施し、職場における課題を取り上げ、解決を図っています。2016年度は、この機会

に特に「人権」をテーマにあげ、グループ会社のインターネットCMを題材に差別やハラスメント

について理解を深めました。本会は、2016年度末までに国内関係会社全社で実施しています。

　さらに、味の素（株）では、全従業員を対象にしたハラスメントのアンケートを継続して実施し

ており、これまでのアンケートで寄せられた意見・事例等をハラスメント事例集としてまとめ、全

従業員にフィードバック、全職場での職場点検を実施するなど、ハラスメントの防止に向けた

取り組みを推進しています。また、国内グループ共通の取り組みとして、12月の人権週間に先

立ち、味の素グループ従業員とその家族から、人権啓発標語を募集しています。2016年度は、

2,718名から4,086作品の応募がありました。今後も、人権意識の高い企業人の育成を目指

して、取り組みを進めていきます。

人権方針の策定

人権推進体制の強化

従業員に対する人権教育・啓発活動

■   人権推進体制

企業行動委員会

人権専門委員会 事務局：
グローバル人事部

●経営企画部 
●グローバル人事部
●法務部
●グローバルコミュニケー

ション部

●グループ調達センター

●総務・リスク管理部
●食品統括部
●海外食品部
●アミノサイエンス 

統括部

東京人権啓発企業連絡会に 
よる人権啓発標語

2016年度優秀賞作品

つらいのに　
つらいと言えない人がいる　　

気づいて声かけ　
支えよう 

（味の素パッケージング株式会社 
佐野ギフト工場 五十畑 和江）

味の素グループ 行動規範・方針類
味の素グループ行動規範

参照

組織統治 P53参照
内部通報制度「ホットライン」およびハラスメントに関する
相談窓口の設置
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 C o l u m n

味の素冷凍食品（株）では、サプライヤーにおける品質面等の通常の監査の中で、労

働・人権に関する項目を追加し、特にエビの養殖業におけるリスク管理を強化してい

ます。また2008年以降フードディフェンス※1に特化した監査を中国において優先的

に、日本やその他の国においても優先順位をつけて、全サプライヤーに対して継続的

に実施しています。このフードディフェンス監査においても、原材料サプライヤーの労

働・人権に関する監査をあわせて実施しています。

フードディフェンス監査とは、通常、危険物の意図的混入といったフード・テロを未然

に防止する目的で、ハード面のセキュリティを中心に監査するものです。また、それを

担保する労働者が、安全に働ける環境で仕事ができているか、経営者とのコミュニケー

ションがしっかりとれているか、人権を尊重されながら仕事ができているかといったソ

フト面での定期的な確認も行っています。「そこで働く人々がいきいきと仕事ができる

ことが品質の決め手である」との認識のもと、今後もフード・ディフェンス監査や労働・

人権に関する確認・提言を継続していきます。

フードディフェンス監査および労働・人権面の確認・提言

サプライヤーCSRガイドライン（抜粋）
Ⅱ 人権の尊重
お取引先の皆様には、国際社会の人権重視の流れに 
従い、従業員の人権を尊重し、尊厳を持って扱い、安全で
快適な職場環境を確保することをお願いします。
Ⅱ-1 強制的な労働の禁止
いかなる形態においても、強制された、または本人の意に 
反する労働を行わせない。
Ⅱ-2 児童労働の禁止
児童労働がもたらす弊害を理解し、就業の年齢に満た 
ない児童を雇用しない。

Ⅱ-3 差別の禁止
各国・地域の法令や文化を尊重し、人種、民族、国籍、 
宗教、信条、出身地、性別、年齢、身体障害などを理由に
雇用機会、採用、昇進、報酬などの処遇で差別をしない。
Ⅱ-4 非人道的扱い・ハラスメントの禁止
従業員の人権を尊重し、職場からセクシャルハラスメント

（性的嫌がらせ）、虐待、体罰、精神的強要、暴言などの 
パワーハラスメントを撤廃する。

Ⅱ-5 適切な賃金の支払い
最低賃金、超過勤務、法定給付を含むすべての賃金関
連法を遵守した上で、従業員に対し給与の支払いを行な
う。
Ⅱ-6 労働時間の適正管理
法定限度を超えないよう、従業員の労働時間・休日・休暇を
適切に管理する。
Ⅱ-7 従業員の団結権の尊重
労働環境や賃金水準等の労使間協議を実現する手段と
して従業員の団結権を尊重する。

人権課題を明確にし、認識を深める取り組み

　味の素グループでは、製品の製造からお客様にお届けするまで、バリューチェーン全体で、

人権を尊重した取り組みを進めています。新製品・新事業の立ち上げ時や新しい工場・事務

所の建設には、品質・環境など様々なアセスメントを実施し、人や地域社会への影響評価を行

うことで人権への配慮を進めています。

　また、サプライチェーンにおける人権配慮として、「直接購買する対象がその生産、流通にあ

たって児童労働、不法就労等の人権侵害にかかわるものでないことを確認」することを「味の

素グループ購買基本方針」に明記し、お取引先に人権尊重の協力を要請してきました。それを

明文化した「サプライヤーCSRガイドライン」を2013年度に味の素（株）で策定し、運用を開始

しました。このガイドラインは順次、国内外の味の素グループ各社に導入しています。

　また、「行動規範」においては、このガイドラインに掲載されている「人権、労働、環境、腐敗

防止など」に関する期待事項を明示し、協働して実践していくことを要請しています。

事業における人権への配慮

※1　フードディフェンス（食品防御）：食品への意図的な
異物の混入を防止する取り組み。原料調達から販
売までのすべての段階において、人為的に毒物な
どが混入されることのないように監視するもの

味の素グループ 行動規範・方針類
味の素（株）サプライヤー CSRガイドライン

参照

公正な事業慣行 P57-58参照
味の素グループの調達方針
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※2　1人以上の障がい者雇用義務がある従業員50人以上の 
味の素グループ主要28社

味の素グループは、グループの未来を担う人財を国や地域を超えて採用・育成し、すべての従業員に公平な能力開発・能力発揮の機会を提供

しています。また、「味の素グループWay」で掲げる「人を大切にする」を実践するとともに、「行動規範」に基づいて、職場での様々な人権配慮

の取り組みを進めています。

職場における人権への配慮の取り組み

　味の素（株）では、2006年4月より、60歳で定年退職する一般職、および基幹職の再雇用

希望者全員を対象としてシニア人財再雇用制度を運用しており、2016年度は、定年退職者

の約59％が同制度を活用して活躍しています。また、基幹職の多様なキャリア選択を支援す

るため、基幹職キャリア自律支援制度を制定し2014年4月から運用を開始しています。

　国内味の素グループ各社においても、2013年4月の「改正高年齢者雇用安定法」施行を

機にシニア人財再雇用制度を一部改定し、定年退職後の活躍を一層支援しています。

　2016年6月、味の素（株）の障がい者雇用率は1.95％で前年とほぼ同率です。味の素グ

ループ※2では2.07％となりました。グループ各社が障がい者雇用に積極的に取り組み、新た

に業務を見出し、障がい者が活躍できる場を創出してきた結果です。

　味の素（株）はこれまで毎年数名の身体障がい者を雇用し、ダイバーシティの推進に努めて

きましたが、さらに障がい者の活躍の場の拡大を目指し、障がい者雇用に特化した味の素みら

い（株）を2016年11月に設立し、2017年4月より業務を開始しました。味の素（株）の京浜地区

にある事業所の清掃やオフィス関連サポート業務を主な事業とし、4月現在11名（うち知的障

がい者9名）の社員を雇用しています。味の素みらい（株）では継続的に知的障がい者を中心

に雇用し、障がい者が働きがいを持ち、社会や味の素グループへの貢献を感じることができる

働きやすい会社を目指します。なお、味の素みらい（株）は2017年度に障害者雇用促進法に

定める特例子会社の認定を申請する予定です。

　味の素グループは、障がい者雇用の取り組みをさらに進め、これからも障がい者雇用を積極

的に拡大し、ダイバーシティを推進していきます。

雇用における配慮

■ シニア人財再雇用制度の運用

■ 障がい者雇用の拡大

冷凍パンおよび冷凍ベーカリー製品等の開発・販売を行う味の素ベーカリー（株）

では、障がい者を積極的に雇用しています。採用を担当する管理部門と、障がい

者が実際に働く製造部門で連携し、受け入れ体制を構築。2010年に1.70％だっ

た障がい者雇用率を2016年には3.76％まで向上させました。

この取り組みが評価され、2016年9月16日、「静岡県障害者雇用促進大会」にお

いて「静岡県知事褒賞」を受賞しました。

TOPICS

賞状を受け取る味の素ベーカリー（株）社長・宮本（右）

味の素ベーカリー（株）で障がい者雇用を促進
「静岡県知事褒賞」を受賞

この活動で
 受賞！

味の素グループ 行動規範・方針類
味の素グループ行動規範

参照

人財育成
http://www.ajinomoto.com/jp/recruit/fresh/education.
html

参照

労働慣行 P88参照
人事・労務データ
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https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/
https://www.ajinomoto.com/jp/recruit/fresh/education.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2017/roudou.pdf#page=18



