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健康なこころとからだ

体制

考え方

人財マネジメント

人財マネジメント体制 

味の素グループは、グループ全体最適視点での人事施策と、多様な強みを持つ従業員一人ひと
りが働きがいを実感して能力を発揮できる環境づくりを通して、個人と会社が共に成長し、イノ
ベーションを実現することを目指しています。

経営会議の下部機構として人財委員会を設置し、味の素グループの健全な成長を支えるための
人財育成に関わる事項を推進しています。

国・地域横断での「適所適財」
各国・地域の多様な人財を横断的に育成・登用し、人財の「適所適財」を実現するための共通基盤
として、「グローバル人財マネジメントシステム」を導入し、次世代経営・高度専門人財の育成を
加速させています。本システムは、基幹ポストと基幹人財を「視える化」する仕組み（ポジションマ
ネジメント、タレントマネジメント）から構成されます。
さらに、現在、国際間異動に関するグループ共通ルールの整備を進めています。「確かなグロー
バル・スペシャリティ・カンパニー」を支える、分厚く多様な人財層の形成を目指しています。

委員長 ： 最高経営責任者が指名した執行役員

委　員 ： 最高経営責任者および最高経営責任者の指名する執行役員

事務局 ： 人事部、グローバル人事部

人財委員会

グループ各社、地域、グローバルでの各レイヤーでビジネスを推進するリーダーの育成

味の素（株）経営会議

グローバル人事部 ： 主要グループ会社のタレントレビューをもとに各地域本部との連携を推進

グローバル人財マネジメントシステム
ポジションマネジメント（適所）
将来の事業戦略の実現のために組織に必要な職務を明確化する。それぞれの職務の要件とその職務を担うために必要
な人財の要件を決定する。

等級制度 職務グレードに基づく等級制度

評価制度 「味の素グループWay」に基づく行動評価と業績評価

報酬制度 グローバル報酬ポリシーを制定
　1.報酬プログラムは各国・地域の法令を順守していること
　2.職務・業績に対する報酬
　3.各国・地域の報酬市場水準に基づき競争力のある水準

タレントマネジメント（適財）
人財の発掘、育成を促進するために、上記職務・人財要件に照らし、適所に適財を任用、登用する。優秀人財の早期登用を
実現する。

人財委員会 ローカル、リージョンに人財委員会に相当する組織を設置

人財ポートフォリオ 業績評価、次世代リーダーシップ要件の2軸 
次世代リーダーシップ要件は、ローカル、リージョンが将来目指す姿から決定

サクセッションプラン ローカル、リージョンのキーポジションについて策定

育成プラン キータレントについてのプラン策定

GRI401-DMA
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共通の価値観とASVの浸透  
味の素グループの共通の価値観である「味の素グループWay」と、事業を通じて社会価値と経済
価値を共創する取り組みであるASVの浸透に向け、様々な活動を行っています。味の素グループ
全従業員がアクセス可能な「Our ASV」サイトではASVの取り組みの好事例や各種浸透プログ
ラムを紹介し、全従業員がタイムリーに情報共有できる環境を整えています。2018年は新たな
ASV浸透ツールとして個人のASV理解を深めるための「ASVダイアログワークマット」（2枚のマッ
トを使用した対話型セッション）、組織でASVを推進するための「ASVカードゲーム」を作成し、研修
等で活用しています。

▶ P1

▶ 統合報告書2019 
P56

従業員に対する正当な対応  
味の素グループでは、従業員の成長が会社の成長と社会への貢献につながるものと考えていま
す。従業員と会社の成長を同期化できるよう、味の素グループ各社は職場環境や人事制度、育成
プログラム等を整備し、従業員の自律的な成長を支援します。

給与と福利厚生  
味の素グループでは、企業の発展の中で、報酬を含めた労働条件水準の向上をグローバルレベ
ルで図っています。

体制

実績

GRI102-41
GRI402-DMA
GRI403-4

味の素（株）では、一般職（非管理職の正規従業員）の100%（全従業員の61.6％）が労働組合に加
入しています。従業員に著しい影響を及ぼす可能性のある重大な変更を行う際には、従業員およ
び従業員代表への通知を行うことを労働協約に定めています（最低通知期間については機密情
報のため非開示）。
また、労働協約で、安全衛生に関する諸規則の制定、教育訓練の実施や健康診断等について定め
ており、労使協力して職場の安全衛生水準の向上に努めています。なお、日本では法令に従い、拠
点ごとに労使ほぼ半数ずつで構成する安全衛生委員会を毎月1回開催し、労働災害の原因究明と
対策、疾病休業者の状況や法改正等の情報共有を行っています。

▶ 統合報告書2019 
P54

従業員の働きがいの向上

※ 会社の目指すゴールや目標を支持し、会社の持続的な成長に向けて、働きがいを実感して取り組んでいる従業員の割合

　 2017年度実績 2020年度目標

働きがいを実感している従業員の割合※ 　79% 80%+

労使関係  

味の素グループは、従業員の自律的成長を促す上で、特に一人ひとりの「働きがい」を重要視して
います。そのため、2年に一度実施する「エンゲージメントサーベイ」で従業員の「働きがい」を定量
的に測定し、課題把握、改善に向けたアクションを行い、PDCAサイクルを回しています。

エンゲージメントサーベイに基づく組織風土改革  

▶人事・労務データ

GRI102-16

▶人事・労務データ
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体制 味の素グループは、「ホットライン」を設け、電話、Eメール、FAX、手紙などの手段で、役員・従業員
（パート社員、派遣社員を含む）からの通報や相談を受け付けています。

ホットライン（内部通報制度）    

▶ P81
▶ 人事・労務データ

考え方

体制

GRI405-DMA
GRI406-DMA

性別、年齢、国籍、経験等によらず、従業員一人ひとりが
互いを尊重し合い活躍する会社と社会を目指し、味の素
グループでは個人のキャリアをつなぎ（働き方の多様
性）、活かす（キャリアの多様性）仕組みを整備するととも
に、多様性を受容する組織風土づくりを推進しています。
特に遅れているといわれる日本から具体的な取り組みを
進めています。

味の素（株）は、ダイバーシティ推進担当役員が主導する「ダイバーシティ推進タスクフォース」にて
（2019年7月より人事部門にて）一部グループ会社も含めた全社横断的な活動を企画・運営して
います。
また、女性人財の育成委員会を設置し、女性の登用計画およびキャリア形成に向けた具体的な支
援を行っています。

ダイバーシティ推進に向けた組織風土改革    

ダイバーシティ推進体制   

ダイバーシティの社内浸透ロゴ。LGBT Ally
（支援者）のアイコンとして使用されている6
色の虹をモチーフに、従業員一人ひとりが活
躍し、成長していく様を表現しています。

実績

実績

ダイバーシティ推進の2018年度実績 

従業員に対する人権教育・啓発活動   

経営役員の現地化比率

女性マネージャー比率（グループ全体）

　 2017年度実績 2018年度実績 2020年度目標

海外グループ会社役員総数 　178 　169 ー

現地役員数 　73 　65 ー

現地化比率 　41% 　38% 50%

　 2017年度実績 2018年度実績 2020年度目標

女性マネージャー比率 　22 ％ 23％　 20%

味の素グループは、あらゆる差別やハラスメントを禁止した「味の素グループポリシー」（AGP）の
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
を身に付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。
日本では、毎年、国内グループ従業員（パート、派遣社員を含む）を対象に「AGP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。さらに、AGPに関するアンケートの中で差
別およびハラスメントに関するアンケートを実施し、ハラスメントの実態把握と防止に取り組んで
います。

▶ 味の素グループポ
リシー（AGP）

▶ 人事・労務データ

GRI406-1

GRI405-DMA

GRI406-DMA
GRI412-2

GRI202-2
GRI405-1

（人）
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主な取り組みと外部評価
■ 女性活躍推進
● 味の素（株）で女性基幹職を対象にメンタープログラムを実施、18名が参加（役員が女性シニア

マネージャーのメンターとなりライン以外からの気付きを得る機会を提供）
● 味の素（株）で子どもがいる、またはこれから子どもを持ちたいと考える従業員とそのパート

ナーを対象とした仕事と家庭の両立支援セミナーを開催
● 2018年3月に開園した味の素（株）の事業所内保育園「アジパンダ®KIDS」を延べ15人の園児

が利用
● なでしこ銘柄※1に2年連続で選出

■ 障がい者の活躍推進
● 味の素（株）、特例子会社（味の素みらい（株））、グループ適用認定会社（（株）味の素コミュニケー

ションズ）の3社合計にて法定雇用率達成（2019年6月現在）
● 味の素みらい（株）において、知的障がい者を中心とした障がい者の継続的な雇用と障がい者が

働きがいをもって自立して働くことのできる環境づくりを推進
● 聴覚障がいのある従業員の集合会議への参加や在宅勤務を可能にする聴覚障がい者サポート

ツール（言葉を文字化するアプリ）を標準化

■ 風土改革
● 味の素（株）で営業部門のダイバーシティ研修を実施
●  日本 国内グ ル ープ 会 社 2 5 社 の 全 従 業 員を対 象にL G B T の 正しい 理 解を目的とした 

eラーニングを実施、約9,200名が受講
● 味の素（株）で人事部門を対象に、公平公正な評価や機会提供を促進し、組織における心理的安

全性を高めることを目的としたアンコンシャス・バイアス※2研修を実施、2020年度末までに味
の素（株）全従業員が受講予定

● 味の素グループ内でダイバーシティの取り組みを共有する「ダイバーシティ通信」を8本配信

※1 「なでしこ銘柄」とは、日本の経済産業省と東京証券取引所が共同して毎年「女性活躍推進」に優れた上場企業を、「中長期
の企業価値向上」を重視する投資家にとって魅力ある銘柄として選定し、投資および各社の取り組みの加速を促進してい
るもの。

※2 無意識の偏見。誰もが持っている自分自身が気付かずにいる偏った見方・考え方。
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実績 2018年度は特に働き方の高度化（フリーアドレス）の取り組みを進めました。効率的な働き方の浸
透に一定の成果があったことを踏まえ、今後は働き方の質を上げ、創造的な仕事にシフトすること
を目指し、社内の共通機能の集約化・標準化等を進めます。

日本でのダイバーシティ推進を加速すべく、味の素グループは、積極的に「働き方改革」に取り組
んでいます。味の素（株）では、2020年度までに「社内資料完全ペーパーレス、既存組織や分野の
枠を超えた働き方の推進」を通じて、「働き方の振る舞い（行動姿勢）」を変え、速く決めて速くやる
風土、よりイノベーションの萌芽を生む先進的な働き方の実現を目指しています。

「働き方改革」の実践にあたっては、事業内容や求める人財像に合わせて、グループ各社が独自に
重点目標を定めて取り組む一方、グループ全体でシナジーを創出すべく、2018年度より「味の素
グループ働き方改革推進会議」を開催しています。

■ 「先進的働き方」のありたい姿
● 働きがいと生きがいの両立を図る
● 性別・国籍・価値観等にかかわらず、多様な人財が活躍し、グローバルトップ10にふさわしい生産

性の高い「働き方」を実現している
● 継続的なイノベーションの創出

働き方改革    

働き方改革の取り組み    

2015年度（実績） 2016年度（実績） 2017年度（実績） 2018年度（実績） 2019年度

所定労働時間（1日） 7時間35分 7時間35分 7時間15分 7時間15分 7時間15分

年間平均総実労働時間 1,976時間 1,916時間 1,842時間 1,820時間 1,800時間（目標）

生産性向上※ − ー 107.5％ 109.8％ −

2020年度〜（目標）

年間平均総実労働時間 1,800時間

味の素（株）のロードマップ

国内グループ会社

※ 一人・時間当たり売上高（対2016年度）の割合

TOPIC
平成30年度「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰（輝くテレワーク賞）」『優秀賞』を受賞
味の素（株）は、厚生労働省が主催する「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰（輝くテレワーク賞）

において、テレワークの活用によってワーク・ライフ・バランスの実現を図っている企業・団体のうち、働

き方改革の取り組みが特に優秀と認められ、『優秀賞』を受賞しました。

▶ 外部からの評価・表彰
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