
事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

■ 一人ひとりの成長を支える人財育成の取り組み

■ 全年代別キャリア研修の開催

キャリア開発支援

　味の素グループは、従業員自らがキャリアプランを描き、その実現に向けて努力し、成果を最

大化することが会社の持続的成長にとって不可欠と考えています。一人ひとりの成長を支える

ために、様々な研修プログラムやキャリア支援プログラムを提供しています。

　味の素グループは、地域横断型の部門別研修や階層別研修など様々な研修プログラムを

用意し、世界中で働くグループ従業員の人財育成に取り組んでいます。

　味の素（株）では、従業員が自ら思い描くキャリアを実現できるよう、従業員の成長の段階と

目的に合わせた3段階のプログラム「階層別プログラム（新人研修、フォローアップ研修、昇格

研修など）」「選択型プログラム（クリティカルシンキング研修などの選択型研修や通信教育、

e-learning、マネジメントスクール通学など）」「グローバル&グループプログラム（次世代経営

人財と次世代高度専門人財および各部門リーダー候補人財の育成プログラムと外部派遣

型プログラムなど）」を用意し、それぞれ活用を進めています。

　個人の価値観・働き方が多様化する中、味の素（株）では、一人ひとりが自分の強みや価値

観、特性をよく理解し、ありたい姿（目標やビジョン）を描いて、その実現に向けて自ら行動し、成

長することを後押ししています。「働きがいのある会社」と「一人ひとりの自律的成長」の両輪を

達成するために、社内、社外で自らのキャリア開発について考える場を増やす取り組みを行っ

ています。2015年度より年代別のキャリア研修を整え、各人が節目をつくって考える機会を設

けているほか、新入社員のキャリア研修や、新任基幹職へのキャリア開発講座なども導入して

います。

キャリア開発支援～自律的キャリア開発の促進～

自律的キャリア開発の考え方

■ 味の素（株）人財育成プログラム

階層別プログラム

役割や年次で求められる標準的な力を知る

▶ 基幹職向け研修

▶ 一般職向け研修

気づき

選択型プログラム

「コアとなる能力」「ビジネススキル」の中でより高めたい力を磨く

▶ 集合型研修：オンライン研修

▶ 「通信教育」「eラーニング」ビジネススキル学習補助、キャリア研修

充 実

● コンプライアンス、法務関連
● 労働安全衛生教育
● 環境教育
● 品質保証教育

部門別研修の例

● 営業関連
● マーケティング関連
● 知的財産・商標関連

グローバル＆グループプログラム
「味の素グループWay」を高いレベルで発揮し、
より高い視座・広い視野を持ち、力を発揮する

▶ グローバルリーダー育成プログラム
    （味の素グループアカデミー）

▶ リージョナルリーダー育成プログラム

▶ 外部派遣型プログラム

さらなる
ステップアップ

全従業員に配布しているキャリアデザインハンドブック
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　味の素（株）は、2014年度にキャリア選択の拡大を図るため「基幹職自律支援制度」として

早期退職優遇制度、転進支援制度※1を導入しました。2016年度より適用年齢を早め、早期

退職制度は47歳から、転進支援制度は54歳から利用可能にしました。

　また、定年退職後のシニア再雇用制度に、「組織・職務貢献評価」を導入し、やりがいを持っ

て働ける仕組みを拡充しています。

■ キャリア自律推進に向けての制度面の充実

キャリア開発支援／健康経営

50代のキャリア研修の様子

※1 再就職支援サービスおよび転進支援休暇

■ トータルキャリアサポートMAP
個別相談先輩従業員に対する支援 メンター研修

従業員の自己キャリア開発

30代 40代 50代専門性確立期 キャリアルート確立期 ライフ・キャリア移行期 定年／再雇用

【2】30代キャリア研修 【3】40代キャリア研修
 基幹職
 一般職

【4】50代（基）キャリア研修
 フォロー面談
 マネープラン

【5】ライフプランセミナー（年金基金）

【6】退職者説明会（進路選択）

【8】女性基幹職
 コーチング研修【7】食品メーカー合同若手女性キャリア研修

インナーキャリアカウンセラー養成講座

従業員に対する支援
能力開発支援
集合研修

Web通信講座
キャリア相談

カウンセリング制度

キャリア開発面談
開発シート手引書
（2015年10月～）

公募制度 基幹職キャリア自律支援制度
・転進支援制度など

基幹職研修ミドルマネジメント研修上司に対する支援

入社 基礎訓練期

【1】新人研修
 キャリア講座
 フォロー研修

選択型研修 リーダー研修

　味の素グループは、従業員の働きがいを高め、従業員個人と会社が共に成長するために従

業員の健康が最も重要な基盤の一つであると考えています。そこで、従業員のこころとからだ

の健康を維持・増進できる職場環境づくりに努めています。その一環として、2018年5月に「味

の素グループ健康宣言」を策定しました。今後、従業員のセルフ・ケアを支援する新たな健康

施策（Ａ-Health Solution）を展開していきます。

健康経営

「健康経営」に関する考え方

味の素グループ 健康宣言

味の素グループは、創業時より「おいしく食べて健康づくり」という志を共有し、今日まで各国で様々な事業を展開してまいりました。

味の素グループは事業を通じて、世界の食と健康、そして明日のよりよい生活に最大限貢献できるよう、

「人財に関するグループポリシー」に則り、社員のこころとからだの健康を維持・増進できる職場環境づくりを推進します。

社員は、「健康なこころとからだ」の維持・増進を実践することで、ASVを通じた価値創造ストーリーの実現を目指します。
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■ 「A-Health Solution」の概要

健康経営

　従業員のこころとからだの健康を維持・増進するためには、従業員の健康に対するリテラ

シーおよびセルフ・ケア能力を高めることが重要です。

　味の素（株）では、個人の健康状態の可視化やスマホアプリを用いた健康アドバイスを

2018年8月より開始しました。味の素グループ各社では健康増進責任者を順次任命して各社

の事情に即した施策を実施していきます。

■「A-Health Solution」の仕組み

総合健康マネジメントシステム
<健保組合>

遷移して閲覧

My Health上で閲覧

勤務管理システム
<人事部>

総合健康管理支援システム
<健康推進センター>

健康アドバイス

My Health

食事データ

アンケート回答

カラダかわるNavi（（株）L&C）
ライフスタイル入力
（食事・運動・睡眠・ストレス）

受診履歴・治療費

食堂精算システム

健診結果、保健指導情報、就労・残業情報、
ストレスチェック結果、ライフスタイル、アンケート結果

　味の素（株）は、健康は従業員が自分自身で守るものである、すなわち、「セルフ・ケア」という

考え方を核に従業員の健康維持・増進の取り組みを推進しています。新入社員、中堅社員、

基幹職など、それぞれの立場により健康管理の観点は異なるため、産業医による階層別研修

を実施しています。新任基幹職や中堅社員には、自らの健康管理だけではなく、部下や同僚の

心身の不調を感じ取ることの大切さなどを啓発しています。

　この従業員によるセルフ・ケアを、産業医9名、保健スタッフ12名を擁する健康推進センター

にて支援しています。同センターから国内味の素グループ各社に対する健康管理業務の支援

も行っています。

　また、目指すべき方向性がぶれることなく、従業員が混乱せず健康増進、治療、回復に専念

でき、「セルフ・ケア」に努めることができるよう、職場（上司）、医療スタッフ（産業医・保健師）、人

事部門の役割の棲み分けを明確化し、それぞれがそれぞれの役割を逸脱せずに判断すること

を徹底しています。

■ 味の素（株）の健康推進体制

■ 三者の役割分担

■ 味の素（株）の健康推進体制

健康推進センター

職場（上司）
日々の仕事ぶりから判断

医療スタッフ
医学的見地から判断

人事部門
総合的に判断

産業医 9人

保健師・看護師（正社員） 12人

本社 大阪川崎 東海東京 九州

本人
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　味の素（株）では、最低でも年1回、健康推進センターの医療スタッフが日本で勤務する全て

の従業員と面談を行うことを徹底しています。そして、健康診断結果としては表れにくい潜在的

な心身の不調も見逃さないよう、適切な保健指導などを実施しています。さらに、過重労働によ

る健康障害の発生を未然に防止するために、法定の基準よりもさらに厳しい基準で、長時間

労働を行った従業員への医療スタッフによる面接指導を行い、従業員の健康維持を図ってい

ます。海外勤務者については、海外で毎年受診する健康診断のデータを医療スタッフがチェッ

クし、健康維持に関するフォローを行うほか、帯同家族の健康相談にも対応し、アドバイスがで

きる体制を整えています。

　味の素（株）は、独自の「メンタルヘルス回復プログラム」を導入しています。休業中の従業員

が自身の性格、価値観を十分な期間をかけて客観的に見直すとともに、元の職場への復職を

前提としたシミュレーションを繰り返しトレーニングすることで、単に傷んだこころを治すだけではな

く、「傷みにくいこころ」をつくります。従業員が二度と休業に至らずに、いきいきと働ける状態を

維持できるよう、今後も積極的に取り組んでいます。

■ 全ての不調発見の入り口となる「全員面談」

■ 再発率ゼロを目標とした「メンタルヘルス回復プログラム」

健康経営

 C o l u m n

　2017年度の定期健康診断後の面談の際、味の素

（株）本社でトライアルとして健康冊子「上手に食べて

健康づくり」を配布しました。本冊子では、日本の厚生労

働省、文部科学省、農林水産省などが発表している健

康・栄養に関する課題や方針から年代別の健康課題や

リスクを取り上げ、それに対する食と栄養に関する情報

提供や、「さあ、にぎやかにいただく※1」で毎日の栄養バラ

ンスのチェックを推奨しています。健康への関心が高ま

る面談後に読んでもらうことで、食生活を見直すきっかけ

とし、将来のリスクへの気づきなど「セルフ・ケア」に有効

活用してもらうことを目的としています。

従業員向け健康冊子「上手に食べて健康づくり」

10の食品群の覚え方は

「さあ、にぎやかにいただく」
主 食

や

など

※野菜は淡色野菜、緑黄色野菜を含みます。
※海藻はきのこ類を含みます。

※「さあ、にぎやかにいただく」は、東京都健康長寿医療セ
ンター研究所が開発した食品摂取の多様性スコアを構
成する10の食品群の頭文字をとったもので、ロコモチャレ
ンジ！推進協議会が考案した合言葉です。

＋ に

＝魚 ＝油 ＝肉 ＝牛乳・
　乳製品

＝野菜 ＝海藻

＝イモ ＝卵 ＝大豆 ＝果物

さ あ に ぎ や か

い た だ く

※1 東京都健康長寿医療センター研究所が開発した食品摂取の多様性スコアを構成する10の食品群の頭文字から
とったもので、ロコモチャレンジ ！ 推進協議会が考案した合言葉です。

■ 「メンタルヘルス回復プログラム」
ステージⅤ
復職期

ステージⅣ
治癒出社期

ステージⅢ
シミュレーション期

ステージⅠ　症状改善期

ステージⅡb
自分軸構築期

ステージⅡa
性格確認期

　味の素（株）は、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業

として、経済産業省および東京証券取引所より「健康経営銘柄2018」に、2017年に引き続

き選定されました。国内上場企業約3,600社の中から従業員の健康増進に積極的に取り組

む企業500社を「ホワイト企業」として認定する「健康経営優良法人～ホワイト500～」にも引

き続き認定されました。

■ 「健康経営銘柄2018」に認定
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