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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

貧困撲滅を目指した母子栄養改善

　ベトナムでは農村部を中心に、必要な栄養素が欠乏し、低身長・低体重の課題を抱える

子どもが少なくありません。一方で都市部では中流層が増加し、肥満・過体重の子どもが増

加しています。一つの国の子どもたちの間で、栄養不良の二重負荷（Double Burden of 

Malnutrition）が起きています。

　そこでベトナム味の素社は、2012年より「学校給食プロジェクト」を開始。教育訓練省や保

健省などの中央行政、全国63省の地方行政とともに、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活動を続けてきました。

　このプロジェクトの目的は、学校給食の質を向上し、生徒の健康と栄養改善につなげること

です。まず最初に、地域別の献立のメニューブックと食育教材を4都市において開発・配布しま

した。そして、給食のオペレーションや衛生管理レベルを向上させるため、モデルキッチンをホー

チミン市の一校に設置し、それを他の学校関係者に見学してもらうことで他校への普及を図っ

ています。次に、栄養バランスメニューを組み立てるためのソフトウェアを開発しました。これは

2017年1月より、教育訓練省が全国の調理施設を有する小学校4,061校に対し使用を推奨

し始めており、2017年3月現在、全国の1,022校で既に導入されています。このプロジェクトに

はベトナム国立栄養研究所（NIN）より栄養の側面から支援・協力を得ています。

　妊娠期から子どもが2歳の誕生日を迎えるまでの「最初の1,000日」に栄養が不足すると成

長不良が起こり、5歳までの死亡率が高まるだけでなく、知能の低下も招くといわれています。つ

まり、乳幼児期の栄養問題は、将来にわたり取り返しのつかない影響を及ぼすのです。

　味の素グループは、政府機関や大学、国際NGO、企業等の様々なパートナーとともに2009

年より、離乳期の子どもの栄養改善を目指すプロジェクトをガーナで推進。離乳食の栄養バラン

スを強化するアミノ酸入りサプリメント「KOKO Plus」の開発・製造・販売を実現してきました。

　2017年4月、味の素（株）が設立した味の素ファンデーションが公益財団法人として認定取

得しました。ガーナ栄養改善プロジェクトをはじめとする食を通じた社会貢献活動やソーシャルビ

ジネスは、今後味の素ファンデーションへ移管し活動を継続します。

特集1 P21-22参照
ベトナム全土で、栄養バランスのよい学校給食の普及を
目指す～ベトナム・学校給食プロジェクト～

特集1 P23参照
貧困撲滅を目指した栄養不良の解消

コミュニティ P143参照
財団による活動

プロジェクトの主な内容

❶ 4主要都市における学校給食メニュー
ブックと食育教材の開発・配布

❷ キッチンモデルの設置（ホーチミン市）

❸ 栄養バランスのとれたメニュー作成ソ
フトの開発と全国への普及

ガーナでは、主に生後6カ月以降の離乳期の栄養不足が原因で、2歳児の約30％が低身長

 

■ 子どもの発育を決める「最初の1,000日間」の栄養

ガーナの離乳食であるコーンのお粥“koko”は、エネルギーやタンパク質、微量栄養素が不足
している。「KOKO Plus」を加えることで、不足栄養素を補うことができる
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世界各地の「食・栄養」分野の課題解決に向けて

ベトナム栄養関連制度創設プロジェクト

　2009年、味の素（株）イノベーション研究所は、ベトナム国立栄養研究所と共同で、ベトナ

ム国民の栄養に関する共同研究を実施しました。その結果、ベトナムには栄養の専門家が極

めて少なく栄養に関する調査経験が不足しており、正しい栄養知識が国民に伝えられていな

いことがわかり、栄養や衛生管理に関する正しい知識を持った人財を育成する必要があるとい

う課題が明らかになりました。

　この課題を解決するために、味の素（株）では、日本の栄養学の教育手法や管理栄養士の

国家資格が参考になると考え、ベトナム政府の複数の省庁に働きかけを行いました。

　2010年時点で、ベトナムには国民の栄養や疾病実態に基づく国レベルの栄養改善計画

や指針がなく、病院等の医療現場では症状に応じた食事療法や栄養指導も行われていませ

んでした。また、国内の大学には栄養学を学ぶ学部・講座が存在しないことも課題でした。

　そこで、味の素（株）は保健省や教育訓練省、医科大学のキーパーソンを日本に招き、日本

の栄養学の教育現場や、行政・病院で活躍する管理栄養士の姿を紹介し、ベトナム国内で

栄養の専門家を育成するための体制づくりに着手しました。

　そして2011年、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）」をスタートさせました。

　2012年8月、味の素（株）はハノイ医科大学、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、同年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

学に開設されました。

　同年11月に、同国初の栄養士養成制度の設置が教育訓練省より認可されたことを受け、

2013年9月、ハノイ医科大学に4年制の栄養学学士課程を開設。47名の第1期生を迎え、以

後、毎年約50名の学生が入学しています。

　ベトナム味の素社は課程開設当初から、毎年10名程度の入学試験成績上位者に対し

て、年間授業料相当の奨学金を授与しています。また、ベトナム味の素社および味の素（株）

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、専門課程での栄養生理

学の講義も行っています※2。

　2014年には、（独）国際協力機構（JICA）の事業※3への申請が認定され、味の素（株）が、

ハノイ医科大学の栄養士養成課程で学ぶ学生を日本に招聘して、2014年と2015年に2週

間の栄養学研修を実施しました※2。

　こうした取り組みを重ねた結果、2017年8月、ベトナム初の栄養学士43名がハノイ医科大

学を卒業し、病院や企業、行政などへの就職が始まっています。

■ 栄養の専門家を育てるために、ベトナム行政に働きかけ

■ 栄養に関する専門教育の場づくりをサポート

※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」

ハノイ医科大学栄養士養成課程の1期生卒業式  
（2017年8月）

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

ベトナムからの研修生・イノベーション研究所での実習

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
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 C o l u m n

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、

2015～16年度は新たに18県で20の学校給食施設が完成し、さらに5,000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も実施しました。2017～18年度はタイ教育省が進める緊急

支援対象学校の整備計画に賛同し、各年20の小学校に学校給食施設を建設、2016

年から始めた教師への栄養教育も回数を6回／年に増やし、プロジェクトを拡充します。

「Better Nutrition, Stronger Nation」プロジェクト

世界各地の「食・栄養」分野の課題解決に向けて

実績（2017年6月現在）
61県で70の学校給食施設が完成　15,000人を超える生徒が活用

基本合意の締結 教師らへの栄養教育セミナー

■ これまでの給食施設寄付実績

　味の素（株）は、ベトナムで育成した栄養士が社会で活躍できる体制づくりも進めてきまし

た。行政への働きかけにより、2015年10月に、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され、同年11月より施行。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。

　また、栄養士の活動基準を創設するため、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、2015年にベトナムの栄養関係者8名の日本研修※5の実施と、ハノイ、フ

エ、ホーチミン市でのVINEPワークショップ※6を開催。2016年には中部のフーイエン省にて、

味の素（株）がベトナム保健省をサポートし、第4回VINEPワークショップ※7を開催しました。

　今後は、大学や短大に栄養士の養成制度をベトナム全土に展開するとともに、栄養士の

業務内容指針となるニュートリションスタンダードやガイドライン、ライセンス制度などの創設活

動を行い、栄養士が働きやすい環境の確立を目指していきます。

　これらの活動を通じて、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で、国内

の栄養環境が向上し、ベトナム国民の健康レベルが改善することが期待されます。

■ ベトナム全土で栄養士が活躍することを願って

※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
※7　ベトナム保健省、NIN、JDA、フーイエン医科大学

フーイエンでの第4回VINEPワークショップの開催
（右上）登壇する保健省副大臣

特集1 P22参照
栄養情報を“正しく”伝えることのできる栄養士の養成
と地位認定の制度創設をサポート
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世界各地の「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
　味の素「食と健康」国際協力支援プログラム（AINプログラム）は、「食と栄養分野の国際協

力」の現地活動支援を通して、開発途上国の人々の生活の質の向上を目指す助成プログラム

です。1999年以来、2016年までに14カ国において、NPO/NGO等の団体へ支援を行ってき

ました。その総額は約3億円に及びます。2016年8月に「一般財団法人味の素ファンデーショ

ン」を設立し、AINプログラム活動を移管しました。同財団は2017年4月に公益財団法人の認

定を取得、さらにその活動地域を拡大していきます。

　「栄養改善」はSDGs（持続可能な開発目標）においても重要課題の一つ（目標２）とされて

おり、AINプログラムではこの国際目標に呼応し、社会的インパクトをもつプロジェクトを推進し

ます。

■ 2016年度活動中および2017年度より開始するプロジェクト
開催年度 期間（年） 国名 プロジェクト名 実施団体

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） パルシック
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・タイグエン省） 国際生命科学研究機構

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）

かものはしプロジェクト

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） ワールド・ビジョン・ジャパン
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） オイスカ
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） 日本カトリック信徒宣教者会

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）

東ティモール医療友の会

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）

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） アジア砒素ネットワーク

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 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）CWS Japan
2017 3 カンボジア 健康・栄養のための行動変容を促すライフスキルトレーニング展開事業 かものはしプロジェクト
2017 3 ラオス 農村部食生活改善プロジェクト ISAPH
2017 3 ネパール 標高2,000mのネパール大秘境・コタン郡を食で豊かに！YouMe Khajaプロジェクト YouMe Nepal
2017 3 ケニア コミュニティで育む幼児の成長および栄養改善事業 HANDS

インド、ガヤ市スジャータ村で、
うれしそうに生まれて初めての身体測定を受ける子ども

ミャンマーの洪水頻発地帯エーヤワディー地区で食事と栄養状態の
ベースライン調査を実施

バングラデシュで新設されたコミュニティハウスに集まった
栄養ボランティア

東ティモールで開催した栄養セミナーに集まった子どもたち

カンボジアの貧困地区で栄養バランスのとれた食事をとる子どもたち

バングラデシュのジェソールで、学んだ栄養の知識を自らの言葉で村
民に伝える思春期女性

Web
AINプログラムとは
http://www.theajinomotofoundation.org/about/
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世界各地の「食・栄養」分野の課題解決に向けて

AINプログラム事例紹介

※1 当団体が独自開発した「女性たちの生きる力指標」における最終年度6月-12月の評価結果
比較

農村地域における母親の離乳食づくり支援事業

 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

ベトナム

カンボジア

活動主体
特定非営利活動法人 国際生命科学研究機構（ILSI Japan）
ベトナム国立栄養研究所

期間 2014年4月～2017年3月

活動地域 ベトナム北部山岳地方ハウザン省・タイグエン省の計10コミューン

活動／アウトプット

① 300人超のビレッジ・ヘルス・ワーカー育成を通じて乳幼児を持つ母
親に対し栄養・食品衛生改善のプログラムを実施した結果、衛生的
で栄養バランスに優れた離乳食をつくることができるようになった

② ベトナム国立栄養研究所の協力のもと、フリップチャートなど、利用し
やすくわかりやすい教材を作成、活用したことが決め手になった

成果（アウトカム・インパクト）
① 6カ月～2歳未満の成長不良児の割合が20.1％から5.3%に減少

② 多様性ある離乳食を摂る子どもが66%から85%に上昇

活動主体 認定NPO法人かものはしプロジェクト

期間 2014年4月～2017年3月

活動地域 カンボジア国シェムリアップ州ソトニコム地区

活動／アウトプット

① 三食食品群をもとにしたモデル献立を50種類以上考案し、給食とし
て3年間で587回、平均157名に提供（計92,000食）

② 栄養知識テストの実施、平均点が13.5点/15と高得点に

③食日記学習・メニュートレーニング学習等のトレーニング手法開発

成果（アウトカム・インパクト）

① 工房で働く女性たちの年間一人あたりの病欠日数が年平均4.5日か
ら2.5日に半減

② 家庭の食事内容が改善した女性が60%以上、家庭の献立決定時
の着眼点に変化があった女性が93%

③ 工房で働く「女性たちの生きる力指標」※1が6カ月で平均25%改善
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　「栄養改善」は、2015年9月に国連総会で採択され2030年までの達成を目指す「持続可

能な開発目標（SDGs）」においても重要課題として明示されています。こうした社会課題を企

業単独で解決することは難しく、国・地域行政や非営利団体など、国際社会、地域社会と連携

して解決に当たることがより重要です。 

　味の素（株）は、食を通じた持続的な「栄養改善」への貢献を目指して、味の素ファンデー

ションを設立しました。従来、当社は日本の被災地復興応援などの社会貢献活動や低所得

国・地域の栄養改善事業にも取り組んできましたが、国・地域行政や非営利団体など、国際社

会、地域社会との連携を深め、将来にわたり食を通じた社会貢献活動やソーシャルビジネスの

持続性を高めるため、それらの活動は味の素ファンデーションが承継します。 

　今後、味の素（株）は、事業を通じて社会課題の解決に貢献するとともに、食を通じた栄養

改善の貢献を目指す財団のサポートを通じて世界各国の人々の「健康なこころとからだ」の実

現を目指します。

（所在地：日本、2016年8月に一般社団法人として設立、2017年4月に公益財団法人として

認定）

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

Web
（公財）味の素ファンデーション
http://www.theajinomotofoundation.org

参照
プレスリリース（2017年4月3日）
https://www.ajinomoto.com/jp/presscenter/
press/detail/2017_04_03.html

日本

■ 社会とともに、食を通じた持続的な栄養改善への貢献を目指して
 ～公益財団法人 味の素ファンデーション設立～

■「持続可能な開発目標」（SDGs）

■（公財）味の素ファンデーションが取り組む4つの事業

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

公益財団法人 味の素ファンデーション

食と栄養支援事業 低所得国栄養改善事業

栄養士制度創設事業 被災地復興応援事業

（AINプログラム：途上国の食と栄養を改善するNPO助成事業） （ガーナの乳幼児の離乳期に不足しがちな栄養を補助する
食品「KOKO Plus」を用いたソーシャルビジネス）

（ベトナム政府との栄養士制度創設支援など） （東北復興応援 ふれあいの「赤いエプロン
プロジェクト」健康・栄養セミナーなど）

開発途上国の「食と栄養」の改善を目
的とした現地活動支援を通して、開発途
上国の人々の生活の質の向上を目指す
団体に対し、資金の助成および継続的
な事業推進に向けたサポートを行うプロ
グラムです。

地元の食生活に適した栄養食品の研
究、開発、製造、販売および栄養
に関する知識の普及を通じて、対
象国の母子の栄養改善に貢献。

栄養学教育を受けた学士が栄養士とし
て職権を認められ、教育現場（学校、保
健所等）や職場（病院、大規模給食施設
等）に適正に配属される制度を確立し、
高所得国で提供されているような栄養教
育、栄養バランスが適正な食事メニュー
の開発・提供などを通じて、対象国の国
民の衛生と健康向上に貢献。

地 域ごとに行 政 、社 会 福 祉 協議 会 、
NPO法人などの非営利団体と連携を図
り、その地域のニーズに応じて、移動式
調理台を用いた参加型の健康・栄養セミ
ナーの開催をサポート。
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主な活動

主な活動

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江戸時代の料理本

300冊の食文化資料をデジタル化終了。2017年5月公開。

● 公開シンポジウムの開催

　・ 人間文化研究機構との共催シンポジウム「和食文化の多様化」を開催。地域により様々で

あり、また常に変化し続けてきた「和食文化」について、活発な議論が展開された（2016年10

月15日）。

　・ 食の文化シンポジウム「栽培化と家畜化～食べていくための人類の選択」開催。人間の食

料獲得の経緯をふりかえりつつ、近代以降の食料獲得に関わる課題を動物・植物にも目を

向け未来の道筋を探る内容となった（2016年11月26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「甘みの文化」のもと、「甘み」が人類の食文化に対して持つ意味を、様々な角度

から捉え直す機会となった（2016年6月、9月、2017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

タイ味の素財団（所在地：タイ、設立：1976年）

財団による活動

（所在地：日本、（財）鈴木奨学会として1957年設立、2005年名称変更、
2012年公益財団法人認定）

● 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）

● 「Better Nutrition, Stronger Nation」プロジェクト（地方の小学校への食堂建物への寄

付、教師への栄養指導）

● 理工学系専攻の学生と有名大学の学生への支援（奨学金）

● 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、11,500枚のブランケッ

トを提供）

● 地域健康センターの建設、改築支援

● 大学生のボランティアキャンプ支援（教育施設の建設支援）

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

Web
（公財）味の素奨学会
http://ajischolarship.com/

人間文化研究機構共催シンポジウム
パネルディスカッション風景

タイ北部・北東部の寒冷地域への支援

タイ

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
グループうま味体験館」にて
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主な活動

主な活動

ペルー味の素財団（所在地：ペルー、設立：2003年）

ブラジル味の素財団（所在地：ブラジル、設立：1999年）

● 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（2016年度は60回開催、2,310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

● 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）

● 「ブラジル味の素財団研究賞」の主催による、「うま味」「5つの基本味」をテーマとした研究

助成

● 従業員ボランティアプログラムの実施

正しい食生活を広めるための児童向け栄養教育

ペルー

ブラジル

スポーツ団体に対する助成事業

TOPICS

財団による活動

2016年度の活動実績
❶ 学用品の寄付 

ペンやノートなど8,500を超える学用品を5,000人以上の子どもに配布
❷ 食料品と衛生用品の寄付 

4トンに及ぶ食料品と20,000個の衛生用品を10,000人以上の人に配布
❸ 栄養、健康、うま味に関する情報提供のイベントの実施 

約1,000人のボランティアが37のイベントを実施し、約25,000人が参加

ブラジル味の素財団のボランティアプログラム “Social Game” 

ブラジル味の素財団では、2015年より、ボランティア活動を通じて地域の社会的

課題の解決に向けて従業員が積極的にかかわっていくことを目的に、「AJIBEM」

と名付けたボランティアプログラムを立ち上げました。このプログラムの特徴は、

グループ活動であること、そして地域のコミュニティや従業員以外のボランティア

を巻き込みながら、自ら寄付を集め、イベントを実施することです。

AJIBEMの立ち上げにあたって、従業員のボランティア精神醸成のためにスタート

したのが“Social Game”です。これは、3つのテーマに基づくコンペ形式で各グ

ループが切磋琢磨するとともに、それ以外のテーマにもボランティア活動を広げて

いく取り組みです。

第2回目の実施となった2016年度は、11チーム、132人のボランティアが参加し、そ

れぞれのチームが3つのテーマでボランティア活動を実施しました。

AJIBEMに参加することで、自らの行動の結果とその意義を実感する従業員が増

え、年度の活動終了後もボランティア活動を継続するチームもあるなど、着実に活

動が定着・拡大しつつあります。

子どもたち向けのリサイクルワークショップ

食料品と衛生用品の寄付
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 C o l u m n

味の素（株）九州支社は、2017年4月2日に熊本県益城町で開催されたイベント

「第2回つながる広場」にて「丸鶏がらスープの水餃子」を提供しました。

このイベントは、一般社団法人よか隊ネット熊本が熊本県内各地のみなし仮設

住宅※1にお住まいの被災者の交流促進や生活支援を目的として開催しているも

のです。九州支社は、九州各県で味の素グループファンづくりを促進するために

継続してきた「ファンファンファン活動」のノウハウをフル活用し、すべて熊本県

産の野菜をたっぷり使った「丸鶏がらスープの水餃子」を調理・提供しました。

当日のイベントには557人の方が参加されました。

味の素（株）では、2016年度、「使い慣れない仮設住宅のキッチンでは調理する

気持ちになれない」等の声に対応し、仮設住宅の限られたスペースでも簡単に調

理できる5品のレシピをまとめた小冊子「楽チ～ンレシピ」を作成し、熊本県内約

5,700世帯の皆様にお届けしました。

被災地の「声」に耳を傾け、復興の応援を継続中

■ 誰でも簡単に作れるレシピを提供

※1　自治体の借り上げる「みなし仮設住宅」は、一見しただけではそこに被災された方がいるかがわからないため、
 支援の手が届きにくく、熊本地震の被災者支援の課題の一つになっています。

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

平成29年7月
九州北部豪雨

特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム 500万円 － －

特定非営利活動法人
全国災害ボランティア支援団体ネットワーク － 「アクアソリタ®」500ml 2,400本

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
■ 日本の災害（2017年8月末までの実績）

イベントに参加した
味の素（株）のスタッフ

丸鶏がらスープの水餃子

「楽チ～ンレシピ」
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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一つは、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、この形式をとっています。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）
37,485名
  
実施回数（延べ）
2,452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）
2,219名

活動実績

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

※　活動実績：2017年3月末日現在。「延べ」は2011年10月
からの累計

自然災害による被災地の支援活動

　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。

"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R」 器の絆プロジェクト

「ふれあいの赤いエプロンプロジェクト」は、2017年度より、
（公財）味の素ファンデーションに移管されました。

味の素AGF（株）は、2012年より「ブレンディR」 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。
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