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　日本が持つ優れたソフトウェア、特に学校給食における児童栄養政策の知見を活かす取り組

みの一つとして、ベトナム味の素社は2012年度より、ベトナムで「学校給食プロジェクト」を推進し

ています。

　ベトナムでは、依然として学校給食が提供できない地域が多くあります。また、給食が提供され

ている都市部の小学校においても栄養バランスのとれた給食メニューをつくることが困難な状況

にあります。というのも、この国には栄養士という制度がなく、給食調理担当者にも十分な栄養に

関する知識がありません。教師や親たちも日常の食事に対する意識が十分ではありません。

　こうした状況を改善するために、日本式の学校給食システムが応用できると考え、教育訓練省、

保健省、その傘下にあるベトナム国立栄養研究所（NIN）、地域行政との連携による中期プロ

ジェクトを開始しました。

　初年度の2012年度は、ホーチミン市とダナン市で学校長や給食調理担当者、保健担当者、

保護者等と意見交換を行い、おいしくて栄養バランスのよい給食メニューの開発と試験導入を実

施しました。2013年度には、この二つの地域で、地域の食文化の特徴を活かしたメニューブックを

作成してメニューの標準化を図るとともに、児童向けの栄養教育教材も作成し、毎日の給食前に

食育の時間を導入しました。2014年度以降は、ベトナム北部にもこの活動を拡大するほか、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を独自に進めています。

　教育訓練省が本プロジェクトの全国展開を2015年度に正式に決定したことを受け、2016年

10月から栄養計算ソフトウェアの全省配布を開始し、ベトナム全土で栄養バランスのよい学校給

食が普及することを目指して、その普及活動を継続していきます。

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様々な取り組みを行っています。

世界各地の「食・栄養」分野の課題解決に向けて

ベトナム学校給食プロジェクト

地域ごとにメニューブックを作成。
写真はダナン版

笑顔が絶えないホーチミンでの小学校の給食風景。1校で児童
数が1,000人以上も珍しくない。衛生的で栄養があり、おいしく
温かい給食を統一的に提供するのは容易ではない

昼食前3分間、栄養についての授業が行われる。例えばニンジ
ンはなぜ体に良いかを教え、それを知った上でおいしいニンジ
ンのおかずが出ると、家でも同じ料理をねだるようになるという

ダナン市の学校関係者に対し、給食メニューの導入促進を目的
とする会議を開催

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

■    プロジェクトを展開する主な都市と2015年度の取り組み内容

● 市内１４地区の行政、校長、副校長とプロジェクト
会議を実施し最終メニューを確定

● 対象校にメニューブックを配布

プロジェクトメニューの調理がうまくできない調理担当
者向け料理セミナーを実施

● パイロット校のある２地域の行政、関係者とプロ
ジェクト会議を実施し意見収集

● 対象校にトライアル用のメニューブックを配布

複数の学校で給食のための予算を増額し、プロジェク
トメニューの採用率をアップ

ハイフォン市

ダナン市

ハノイ市

ホーチミン市
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世界各地の「食・栄養」分野の課題解決に向けて

ハノイ医大での栄養学シンポジウム（2015年度）

ベトナム味の素社による3期生への奨学金授与

ベトナムからの研修生・政府栄養関係者の
イノベーション研究所訪問

ベトナム研修でのワークショップ開催

　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、栄養士を養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8月、ハノイ医科大学、ベトナム国

立栄養研究所（NIN）の二者と、ベトナム国内における栄養士養成制度の設立を目的とし

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。そして、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。また、ベトナム味の素社からは、年間授業料相当の奨学金

が、2013年と2014年は各10名、2015年は14名の入学試験成績上位者に授与されていま

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。

　また、味の素（株）では、（独）国際協力機構（JICA）の事業※3を活用し、ハノイ医科大学の栄

養士養成課程で学ぶ学生を2014年に5名、2015年に7名、教官を2014年と2015年に各3

名を日本に招聘し、日本での栄養学研修（2週間）を実施しました※2。この研修により、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・栄養分野の研究などへの理解が高まるの

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。

　今後、最も重要なのは、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、第1に、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承認（同11月施行）されました。これにより、栄養士が公務員として就職

するための素地ができました。第2に、彼ら学生が卒業後に栄養士となったときに必要な活動

基準の創設です。これらを創設させるための取り組みとしては、2015年に、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、ベトナム栄養関係者8名の日本研修※5とベト

ナム三大都市（ハノイ、フエ、ホーチミンシティー）でのベトナム研修を実施しました。本ベトナム研

修では、日本の栄養制度の紹介とともに、栄養士養成のための教育制度やジョブコードに関す

る最新情報を多くの現場の栄養関係者に対して説明するワークショップを実施しました※6。

　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

栄養士を養成する教育制度・関連法制度が整備されることにより、病院・学校・大規模給食提

供施設等でのさらなる栄養環境の向上が期待できます。今後は、栄養士の養成制度とジョブ

コードのベトナム全土への展開と栄養士の具体的な業務内容指針であるニュートリションスタ

ンダード、ガイドラインやライセンス制度などの創設活動を通じて、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きます。

ベトナム栄養関連制度創設プロジェクト

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

ハノイ医大での栄養生理学の講義の様子

※1　VINEP：Vietnam Nutrition System Establishment Project

※2　（公社）日本栄養士会（JDA）、十文字学園女子大学や神奈川県立保健福祉大学（KUHS）等と協働

※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

※5　JDA、KUHS、京都府立大学（KPU）、京都大学医学部附属病院、同志社女子大学や京都女子大学等と協働

※6　NIN、JDA、KPU、バックマイ病院、フエ医科薬科大学やホーチミン市医科薬科大学、ホーチミン市栄養センター等と協働
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　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と

考えています。

　AIN※プログラムは、1999年以来2016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79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3

億1千万円に及びます（2016年8月31日現在）。

　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

の素グループが助成金のほか栄養改善のためのアドバイス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。

※　AIN：Ajinomoto International Network for Nutrition（味の素国際栄養改善ネットワーク）

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）

ペルー（リマ）：貧血予防に動物の血を固めた食材をダイス状に刻み、加えることで不足しがちな鉄分を 
補給した料理

バングラデシュ：離乳食を作る際に、ビタミン・ミネラル補給のために刻んで入れる緑黄色野菜

ペルー（クスコ）：インカ帝国から伝わる地場食材タルウィ（ルピナス科の豆）とユユチャ（淡水性藻類）
を使った高たんぱく、低カロリーなサラダ

ミャンマー：たんぱく質と野菜たっぷりメニュー。さらにうま味を効かせて減塩に

世界各地の「食・栄養」分野の課題解決に向けて

■「持続可能な開発のための
  グローバル目標」（SDGs）

■ 過去の栄養改善プログラムにより改善した食事事例

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
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AINプログラム事例紹介

協働による住民参加型学校給食の展開

大豆入り給食を喜んで食べる子どもたち

衛生のトレーニングを受けた調理員が大豆入りケチュリ（まぜ
ごはん）を調理

給食前に調理室横の手押しポンプで手を洗う子どもたち

目的

主な成果

成功のポイント

受益者数

主な活動

今後に向けて

実施団体：
実施地域：
支援期間：

日本・バングラデシュ文化交流会
ジェソール県シャシャ郡
2013年～2015年

住民参加によって持続可能となる学校給食モデルの構築

栄養バランスの良い大豆入り給食を用いて、住民が自立運営できる学校
給食モデルを始めた

住民とともに自立運営について考え、住民による実行委員会を結成した

約2,000人

● 住民が自立運営する学校給食モデルの構築と、対象児童への栄養
　バランスのとれた給食提供
● 学校給食実行委員会の組織と育成指導
● 学校給食実行委員となりうるメンバーへの意識づけワークショップ
● 学校菜園づくりと児童・教師による学校給食食材の栽培

学校給食モデル普及の準備として、学校給食運営マニュアルづくりを行う

バングラデシュ

世界各地の「食・栄養」分野の課題解決に向けて

開催年度 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（カンダール州）
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（クアンガイ省）
公益財団法人 プラン・インターナ
ショナル・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地域の協働による住民参加型学校給食の展開
（ジェソール県・ポンチョゴール県）

日本・バングラデシュ
文化交流会

2014 2 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（クスコ市）
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
（シェムリアップ州）

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 農村地域における母親の離乳食づくり支援事業（ハウザン省・ターイグエン省）
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 栄養改善プロジェクト（フルバリヤ郡）
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 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（南シャン州パオ族）
特定非営利法人 
地域市民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（ラウテン県・イリオマール準郡）

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 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（プノンペン市）
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（内モンゴル・アラシャン） 公益財団法人 オイスカ

2016 3 インド 学校給食を通して貧困村の栄養改善を行うプロジェクト（ビハール州ガヤ地区スジャータ村）チーム ピース チャレンジャー

2016 3 バングラデシュ 食物へのアクセス制限がある塩害地域の子どもの栄養改善プロジェクト
（クルナ管区バゲルハット県）

一般財団法人 
アライアンス・フォーラム財団

2016 3 バングラデシュ 思春期女子の栄養改善と健康改善プロジェクト（ジェソール県）
特定非営利活動法人 
アジア砒素ネットワーク

2016 3 ミャンマー 家庭菜園や小規模家畜飼育の普及を通した5歳未満児の栄養改善事業（エーヤワディ地区）
特定非営利活動法人 
CWS Japan

■  ■    2015、2016年度支援プロジェクト（2016年8月31日現在） 
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ペルー

特定非営利活動法人　ADRA Japan
クスコ県クスコ市
2014年～2015年

終了総会での運動の様子

食育ワークショップ

腹部周囲計測

クスコ県における低所得者家庭のための健康改善事業

目的

主な成果

成功のポイント

受益者数

主な活動

今後に向けて

実施団体：
実施地域：
支援期間：

受益者が健康的な栄養の摂取を行うようになる

過体重・肥満の人の割合が79.5%から77.5%に減少したほか、生活習慣病
発症のリスク指標である腹囲88cm以上の人の割合を66%から41%に大きく
減らすことができ、さらに体重を3kg以上減らすことのできた人は42%に及んだ

活動の継続性を高めるために、セミナーに参加する母親だけでなく家族や近
隣住民を巻き込み、生活改善の重要性を理解してもらい、グループでの実践
を推奨した

低所得家庭の女性150人とその家族

● 教育セッション、個別訪問、グループワークショップを通じた健康的な食事
　の調理方法、日常無理なく行うことのできる運動方法の指導
● BMI、腹部周囲径の計測、運動や健康的な食事の調理実践状況を確認
　するためのモニタリング活動

受益者同士での「健康的な食事のレシピの交換」や、運動サークルの発足な
ど、積極的な活動が見られ、今後もこのような自立発展的な活動の継続や拡
大が期待される

世界各地の「食・栄養」分野の課題解決に向けて

ミャンマー

薪オーブンによるドライバナナ加工実習

助成により完成した食品加工センター

ドライフルーツ、フライドベジタブルなどの加工食品

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

目的

主な成果

成功のポイント

受益者数

主な活動

今後に向けて

実施団体：
実施地域：
支援期間：

特定非営利活動法人　地球市民ACTかながわ/TPAK
南シャン州タウンジー郡ティハムスエ村、セングー村とその周辺地域
2014年～2015年

村人が食品加工技術を習得し、収穫物を保存食としながら冬期・農閑期の
栄養改善につなげる。加工品の販路が開拓されることで、収入が向上し安
定した生活が送れるようになる

食品加工センター建設により場が整備され、地域の健康課題を明確に捉え
ながら研修（国内・海外）を通して食品加工の技術やマーケティングを学び、
加工食品の製造・販売実現につなげることができた

村に委員会を設立し村人主体の活動としたことで、自律的な組織となり、持
続的に地域の栄養改善に貢献することができるようになった

約1,000人

● 食品加工開発委員会設立、健康課題調査実施、AIN食品加工センター
　建設
● タイならびに国内研修、研修報告会の実施
● 試作品製作、マーケティングリサーチ、販路開拓、販売

栄養改善に向けた新たなメニュー開発を行い、少数民族地域の健康増進と
収入向上につなげ、モデル村から他村地域への普及を促進していく
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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」、公開展示（錦絵等）の運営

　人間文化研究機構国文学研究資料館と協働し、当センターが所蔵する料理本等の古典

籍等および文明開化以降の食文化資料をデジタル化。2017年度以降一般公開予定。

● 公開シンポジウム・公開講座の開催

　食文化季刊誌「vesta®（ヴェスタ）」100号記念として「共食」をテーマにシンポジウムを開

催。食を通じた人のつながりを様々な角度から捉え、これからの社会における可能性を探った

（2015年10月24日）。

● 「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

　年間テーマ「採集から栽培へ」のもと、採集経済から農耕経済のへ変革における歩みを踏

まえ、今後の課題や方向性を議論した（2015年6月、9月、2016年3月の3回開催）。

● 食文化季刊誌「vesta® （ヴェスタ）」他の出版・頒布事業

● Webを通じた情報発信

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）

ブラジル味の素財団（所在地：ブラジル、設立：1999年）

主な活動
● 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）

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。

財団による活動

在日留学奨学生およびアセアン留学奨学生とともに、味の素
ナショナルトレーニングセンターにて

食の文化フォーラム

Web
（公財）味の素食の文化センター
http://www.syokubunka.or.jp/ 

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

日本

スポーツ団体に対する助成事業

ブラジル

124



味の素グループ サステナビリティデータブック 2016 コミュニティ 7

ペルー味の素財団（所在地：ペルー、設立：2003年）

主な活動
● 貧血および栄養不良の改善に関するプロジェクトの支援

● 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（2015年度は72回開催、2,685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

タイ味の素財団（所在地：タイ、設立：1976年）

主な活動
● 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（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（2県の生徒へ2,500着のコート、5,000枚のブランケッ

トを提供）

財団による活動

実績（2016年6月現在）
53県で60の学校給食施設が完成　12,500人を超える生徒が活用

基本合意の締結

従業員ボランティアプロジェクト

タイ北部・北東部の寒冷地への支援

ペルー

タイ

TOPICS

「Better Nutrition, Stronger Nation」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。2014年までに、43県で50の小学校の

学校給食施設が完成し、10,000人を超える生徒に活用されてきました。2015年

は、この学校給食施設の建設プロジェクトを5年間継続し、2019年度末までにさ

らに50の学校給食施設の建設を支援することについて、タイ教育省と基本合意

に至りました。これにより、2015年度は新たに10県で10の学校給食施設が完成

し、さらに2,500人を超える生徒が活用しています。加えて、2016年度においては、

学校給食施設の建設対象となった学校の教師や給食担当者に対する栄養教育

の実施も計画されています。

現地の学校における栄養アセスメント
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私たちは地球のどこでも、常に様々な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

対象となった災害 寄付先 支援金・義援金 支援物資 個数

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®」ゼリードリンク マルチエネルギー® 15,000 個

－ 「アクアソリタ®」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®」GOLD ゼリードリンク 10,350 個
「アミノバイタル®」パーフェクトエネルギー 10,350 個

平成28年
熊本地震

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 2,000万円 － －

日本赤十字社
「平成28年熊本地震災害義援金」 400万円 － －

農林水産省

－ 「味の素KKおかゆ」（白がゆ、梅） 54,000個

－ 「アミノバイタル®」ゼリードリンク マルチエネルギー® 30,240個

－ 「アクアソリタ®」500ml 12,000本

熊本市役所

－ 「味の素KKおかゆ」（白がゆ、梅、玉子） 4,860個

－ 「アミノバイタル®」ゼリードリンク マルチエネルギー® 6,000個

－ ＜ブレンディ＞ボトルコーヒー低糖900ml 12,000本

陸上自衛隊、熊本消防局、熊本県警 － 「アミノバイタル®」ゼリードリンク マルチエネルギー® 15,000個

対象となった災害 寄付先 支援金・義援金
ネパール中部地震 － 100 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
通じた支援インド南部タミル・ナド州

（州都チェンナイ）洪水
近隣市町村の学校への復旧物資支援 492,067インドルピー

タミル・ナド州政府州知事 復興基金 147,566インドルピー

味の素ゼネラルフーヅ社は、2016年5月から7月までの間に、9カ所の避難所や 

公民館などで、約3,000杯のコーヒーなどの提供を行いました。

特に、7月3日（日）「御船町スポーツセンター」（避難者250名）と7月9日（土） 

「益城町総合体育館」（避難者880名）では、ブルーエクスプレス号※で訪問し、避

難者の方々にコーヒーと和菓子を提供しました。

心の癒しにつながるコーヒーの提供は大好評で、御船町では540杯、益城町では

590杯のコーヒーなどを楽しんでいただきました。　　　　　　　 
※　九州エリアでコーヒー文化を活性化していくキャンペーンで使用しているキャラバンカー 

TOPICS

味の素ゼネラルフーヅ社、避難所等でコーヒー提供

ブルーエクスプレス号

味の素グループによる、自然災害による被災地への緊急支援

■ 海外の災害（2016年7月末までの実績）

■ 日本の災害（2016年7月末までの実績）
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　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（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。

　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。

　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。

パリと東北の震災被災地をむすぶ「おむすび」ワークショップを開催
　ヨーロッパ味の素社は、2011年から食を通じて被災地を応援する活動を続けています。今

年は、万国博覧会時に世界の樹木や動物を紹介するために設立されたアクリマタシオン公園

を会場に、来訪する家族連れを対象としてパリと東北の震災被災地をむすぶ「おむすび」ワー

クショップを開催しました。

　当日、飛び入り参加した家族連れ約60名の中には、日本を全く知らない子どもや、日本米に

一度も触ったことがないという参加者も多く、日本とフランスがユーラシア大陸を挟んで両端で

あることに驚いたり、料理人のデモンストレーションで簡単にご飯を握りおむすびをつくる様子

に感嘆したりしていました。しかし、東北の被災地で復興のために日々頑張っている子どもたち

の存在を知り、子どもも大人も一緒になり、助け合い笑い合いながら、真剣なまなざしでおむす

びづくりに取り組みました。最初は普通のおむすびから初め、手馴れてきたら表情を加えたキャ

ラクターおむすびを加え、最後はお弁当式に箱に入れてお持ち帰り。被災地の子どもたちに向

けて「フランスから皆のことを思っています！」「がんばってね」など、心のこもった励ましのメッセー

ジを残してくれました。このワークショップには、在仏福島県人会の遠藤会長もおむすびコーチ

として指導参加しました。

自然災害による被災地の支援活動

東日本大震災復興支援活動：味の素グループ各社の取り組み

■ 日本での取り組み：味の素（株）、味の素冷凍食品（株）、味の素ゼネラルフーヅ（株）

"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

東北に元気を！ 明日を耕すプロジェクト

AGF〈ブレンディ〉 器の絆プロジェクト

■ フランスでの取り組み：ヨーロッパ味の素社

Web
「食べるって楽しい！」プロジェクト
http://www.ajinomoto.co.jp/tbtn/

Web
東北に元気を！ 明日を耕すプロジェクト
https://corporate.ffa.ajinomoto.com/atp/

Web
ブレンディ 器の絆プロジェクト
http://www.agf.jp/tohoku/
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 「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」は、味の素グループ

が2011年10月から継続している東日本大震災の復興応

援活動です。岩手・宮城・福島の3県を中心に、地元の行

政、社会福祉協議会、食生活改善推進員協議会、NPO、

大学、仮設住宅の自治会等と連携し、仮設住宅の集会所

等で料理教室をはじめとする活動を実施しています。

　味の素（株）では、2011年7月に当プロジェクトの専任担当者を任命し、被災地域に派遣。現

地の行政、社会福祉協議会、大学、NPO等の関係者に、被災地域における「食」や「栄養」に

関する課題は何か、ヒアリングを行いました。その結果、仮設住宅のキッチンの狭さなどに起因す

る「料理離れ」により、栄養バランスが偏り、これに起因する健康課題が顕在化しているとの声

が寄せられました。また、仮設住宅という新たなコミュニティにおける住民同士の交流の希薄化

や、高齢者の孤立・引きこもりといった課題も挙げられました。

　そこで、味の素グループは、栄養バランスの良い食事を住民の方 と々「いっしょにつくって、いっ

しょに食べる」ことで、住民の方々の栄養課題を改善するとともに、新たなコミュニティを築くきっ

かけにしていただきたいと考えました。

　そして、2011年10月、地元の行政、社会福祉協議会、食生活改善推進員協議会、NPO、

大学、仮設住宅の自治会等を主催者とし、味の素グループは移動式調理台等の資材や栄養

バランスの良いレシピ等の知見を提供する形で、「移動式料理教室」の活動を開始しました。

❶ 参加型の調理会とすること

　当プロジェクトの目標のひとつは、料理づくりを通じて参加者がつながり、コミュニティ再生の

きっかけにしていただくことです。交流を深めるためには、食べるだけでなく「いっしょに料理をす

る」という体験が大切と考えました。また、塩分摂取量の多い東北地方において、メニューを通じ

て減塩を体感し日々の健康管理に努めていただきたいとも考えました。

❷ 料理教室の主催者は協働パートナーにすること

　行政やNPO、社会福祉協議会、食生活改善推進員協議会、仮設住宅の自治会など、地域

の社会課題に向き合っている方々が集いの場を提供し、そこに住民を導くことで、両者の結び

つきがより親密になると考え、この形式を取っています。また、企業の単独開催だと（単発的な）

イベントのような形になり、継続した活動につながり難いことも考慮しました。こうした「地域の社

会課題に向き合っている方々」のことを、「協働パートナー」とお呼びしています。

❸ 料理教室のテーマは、協働パートナーに決めていただくこと

　当プロジェクトの料理教室のテーマは、各地の課題に対応して変えています。例えば男性の

引きこもりが深刻な課題であれば、男性対象の料理教室を開催しています。そして、こうしたテー

マは必ず「協働パートナー」の皆さんに考えていただいています。各地の課題は「協働パート

ナー」の皆さんが一番、よくおわかりであり、その声をよくお聞きしながら進めていくのが重要であ

ると考えています。

自然災害による被災地の支援活動

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

■ 協働パートナー主体の活動

■ プロジェクトの始まり

社会福祉
協議会

市町村役場
など現地行政

・NPO
・仮設支援員

・管理栄養士
・看護師
・保健師

大学

食生活改善
推進員協議会

味の素グループ
・グループの知見活用
・ボランティア

仮設住宅
（一部借上住宅・在宅）

協働パートナーとの関係性（概念図）
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❶「人脈」

　味の素グループはこの活動を通じて、社会福祉協議会や食生活改善推進員協議会の皆

さんと出会うことができました。こうした皆さんは震災前から地域に密着し、社会課題や栄養課

題に向き合ってこられた方々です。当プロジェクト推進を通じて、こうした方 と々出会い、「地域ご

との社会課題は何か」、「その課題に対応するため、企業としてどのようなお手伝いをさせてい

ただくことができるか」を、学ばせていただいています。

　この学びの中で、企業がすべき社会貢献活動は、必ずしも「物資」や「お金」の提供だけで

ないことがわかりました。むしろ求められていることは、企業が、「地域ごとの社会課題」をこうした

方 と々同じ目線で見つめ、この課題に対し、企業ごとの本業・得意技をもって解決策を提案す

ることでした。

　味の素グループの場合は、それが『「食」と「栄養」』であり、「移動式料理教室」という解決策

を提案しています。これが、当プロジェクトの本質です。

❷ 従業員の学びの場

  『「食」と「栄養」』による被災地支援は、ボランティアとして参画するグループ従業員が、「味

の素グループの一員であることの誇り」を再認識させていただく場にもなっています。

　ボランティア参加経験者からは『「食」がいのちの基本であることを実感した』といった声がよ

く聞かれます。また、研究者や財務部門の担当者など、普段、なかなか生活者と接点が持てな

い従業員からも『被災地域の皆様から、「ありがとう」と声をかけていただいた。食品企業の一員

としての使命を思った。』といった声が挙がります。

　味の素グループのミッションは「“食”と“健康”そして、明日のよりよい生活に貢献」することで

すが、従業員がこのことを実感する場として貴重な機会をいただいています。

❸ 書籍の発刊を通じた、知見の共有

　当プロジェクトは、（株）小学館を通じ、「復興ごはん」という書籍を2016年5月に出版しまし

た。この書籍は、東北の地で私たちの「協働パートナー」として、ともに歩んでくださった皆さんの

「声」を通じて、災害復興期における「食のチカラ」を伝えるものです。

　当プロジェクトは、「仮設住宅がなくなり、復興の足取りが確かなものになるまで」活動を続け

ることを宣言しています。

　復興が少しずつ進む今、東北の地では、「仮設住宅」から「災害公営住宅」への移転も進ん

でいます。そして、「災害公営住宅」という、また新しいコミュニティにおける人と人とのつながり

の課題も、顕在化しています。

　当プロジェクトは今、こうした課題に対しても、移動式料理教室を通じて「いっしょにつくって、

いっしょに食べる」という解決策を提案しています。

■ プロジェクトの成果

■ 今後の展望

参加人数（延べ）
32,010名
  
実施回数
2,085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）
1,951名

活動実績

※　活動実績：2016年8月末日現在

「復興ごはん」書籍紹介サイトURL（小学館サイト内）
https://shogakukan.co.jp/books/09388485

自然災害による被災地の支援活動
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自然災害による被災地の支援活動

2016年7月21日、味の素社・西井孝明社長は、福島県庁、宮城県庁、岩手県庁を訪

問し、味の素グループが行っている東北応援の活動を報告しました。同時に、「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」が編集した「食」

のチカラを紹介する書籍『復興ごはん』の県内図書館へ寄贈を報告しました。

福島県では、西井社長は次のように述べました。「先ほど福島県桑折町で「ふれ

あいの赤いエプロンプロジェクト」の健康・栄養セミナー（料理教室）に参加しま

した。私自身、本活動への参加は今回が5度目です。調理が始まるとにぎやかにな

り、食事の時間には参加者同士が打ち解けているのを目の当たりにし、『食』が築

く絆の強さをあらためて感じました。」内堀福島県知事からは、「心の復興には食

が最も効果的。みんなで料理を作り、味わうことは根源的な幸せにつながる」との

感謝のお言葉をいただきました。

西井社長は、宮城県では県庁が推進する「みやぎ水産の日」に地域と連携した水

産業の復興応援の活動を、岩手県では「いわて減塩・適塩の日」に地域と連携し

た減塩の取り組み等をそれぞれ報告しました。

「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」から支社・支店の営業活動に至るまで、

私たち味の素グループの社会・地域との価値共創とASV推進の取り組みについ

て、地域行政のトップの皆さんのご理解をより深めていただくとともにさらなる連

携強化を確認し合いました。

TOPICS

福島県、宮城県、岩手県に復興応援活動と、
各地域との価値共創の取り組みを報告

岩手・宮城・福島の公立図書館へ書籍「復興ごはん」を寄贈

　「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」を通じたの日々の地道

な活動の結果、味の素グループは、行政をはじめとした現地パートナーからの信頼を獲得する

ことができました。この信頼が、行政と協働で「地域課題を本業で解決する」という新たなビジ

ネスモデル構築へ発展しつつあります。

　一例として、宮城県庁とは、「宮城県水産業復興支援」という共通テーマのもと、小売店に

おける宮城県水産物と味の素社商品との協働販促（宮城県内における「地産地消」の応

援）や、事業所給食における宮城県水産物と味の素社商品を使用したメニューの提供（神奈

川県川崎市における「地産他消」の応援）等の事業上の成果につながっています。

　今後もこうした協働を模索しながら、本業を通じた産業復興という側面でも東北の復興を応

援していきます。

マーケティング・販売・CSR協働の産業復興応援
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自然災害による被災地の支援活動

「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。

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（総額900

万円）を、宮城県産
さん

地
ち

魚
ぎょ

市
し

場
じょう

協会の

活動に寄付しました。

宮城県庁と連携して、水産物の販売

促進活動を提案。これまで銀ザケ、

スルメイカなどを宮城県の量販店を

中心に7企業で展開しています。

宮城県内で開催する「健康・栄養セ

ミナー」において、「みやぎ水産の日」

のテーマ食材を使った栄養バランス

に配慮したレシピを紹介しています。

「宮城県産地魚市場協会」が行うのは、

宮城県の消費者の皆様に地元の豊か

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。

█ 産地魚市場
　 消費地魚市場

宮城県の産地魚市場と
消費地魚市場  宮城県公式ウェブサイトより

味の素（株）は「赤いエプロンプロジェクト」を起点に

売上げの一部を寄付

家庭用事業部

「食べるって楽しい！」
 東北支社

「絆ごはん」 赤いエプロンプロジェクト

地元量販店との協働 水産物のレシピを開発

宮城県水産業の復興を応援しています！

“地産地消”を応援！
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自然災害による被災地の支援活動

川崎事業所の食堂で「みやぎ水産の日」！

宮城県漁協石巻地区「浜のかあちゃん」との協働

 地産“他”消を応援！

2016年5月からは、味の素（株）川崎事業所食堂で、毎月の「みやぎ水産の日」に、宮城県水産物を使ったメニューの提供

を開始しました。この取り組みは、味の素（株）の業務用営業部門（東京支社外食第3グループ）が中心となって進めてい

ます。事業所給食の運営を行うのは、味の素（株）の業務用製品のお取引先。ここで、宮城県産水産物と当社製品を使

用したメニューを提供することにより、お取引先と味の素（株）が一体となって宮城県水産業の復興を後押ししています！

水産業・水産加工業の復興には、漁業を取り巻くコミュニティ活性化の推進者として活躍する漁協女性部、「浜の

かあちゃん」の力が欠かせません。「赤いエプロンプロジェクト」では、「浜のかあちゃん」との協働の試みの一つとして、

2015年9月、宮城県とともに、宮城県漁協石巻地区支所女性部の主催する「健康・栄養セミナー」を後援しました。

「健康・栄養セミナー」では、魚メニューの提案時にロコモ予防の

知見も共有し、魚を食べることの重要性をアピールしています。

●ロコモティブシンドロームの予防には、運動とたんぱく質が大事です！たんぱく質の吸収
を促進するビタミンDは、マグロ、サンマ、アジ、キノコ類などに多く含まれています。

地区の住民約20名が参加し、栄養に関するレクチャーを受けた
ほか、「水産の日」にちなみ、旬のカツオを使って調理を行いました。

地域の水産業の復興はもちろん、食育など、
これからの世代に「魚育」文化を
つなげることに取り組んでいます！

魚には良質なたんぱく質が  
 多く含まれています！

「みやぎ水産の日」とは、県内で獲れるおいしい水産物

や、水産加工品を、県民の皆様にもっともっと知ってもら

い、食べてもらうために、宮城県が制定しました。震災から

の復興を図るため、県内水産物の消費拡大を目指します。

「みやぎ水産の日」とは？

 旬の水産物を使い
「健康・栄養セミナー」を行っています。

「ロコモ予防」の普及活動。
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