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労働慣行

味の素グループのアプローチ

味の素グループポリシー

労働安全衛生

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

　味の素グループでは、グローバルで約34,000人の従業員が日々多様な業務にあたってい

ます。その一瞬一瞬に、労働災害や交通事故など思わぬ災害に遭う可能性や、自然災害に

見舞われる可能性が潜んでいます。味の素グループは、労働安全衛生を企業活動の最も重

要な基盤の一つと捉え、「労働安全衛生に関するグループポリシー」を制定しています。そのポ

リシーに基づき、従業員と事業所内で働くすべての人たちが安全で健康に業務が遂行できる

よう、労働災害および事故ゼロを目標に、安全衛生教育や危険源（危険箇所）を特定・評価し、

その低減・除去などを推進しています。

■ 基本原則

■ 関連するマテリアリティと事業活動の影響範囲

6. 人財育成と従業員の安全確保　

 6.1 私たちは、雇用の機会の提供に努め、従業員の多様性、人格、個性を尊重した能力開発・能力発揮の機会を提供するよう努めます。

 6.2 私たちは、グローバルな視点をもち、チームワークを重視し、創造性と開拓者精神を発揮し、グループの発展に貢献するよう努めます。

 6.3 私たちは、企業の継続的発展を通じて、一人ひとりの充実した生活と社会の繁栄に貢献します。
  そのために、私たち一人ひとりが自己研鑽に努めます。

 6.4 私たちは、働きがいの向上と高い生産性を実現できる職場風土を目指します。

 6.5 私たちは、各国・地域での法令や文化を尊重し、いかなる関係者に対しても、
  人種、民族、国籍、宗教、信条、出身地、性別、年齢、障がい、LGBT等を理由とする差別行為を行いません。

 6.6 私たちは、オープンなコミュニケーションを通じて、差別やいやがらせのない、お互いの人間性を尊重する明るい職場を目指します。

 6.7 私たちは、人間性尊重を基本とし、労働安全衛生を企業活動の最も重要な基盤のひとつとします。

関連するグループポリシー

労働安全衛生に関するグループポリシー

人財に関するグループポリシー

マテリアリティ
サプライチェーン 原料サプライヤー 味の素グループ

（開発・生産・物流）
流通・ユーザー・

生活者

◆職場の労働安全衛生 ○
味の素グループのマテリアリティP9

参照

https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/occupational_safety_and_health_policies.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/human_resources_policy.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2018/SDB2018_P9-10.pdf
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労働安全衛生の2018年度目標

労働安全衛生マネジメント

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

　2017年度の機械への巻き込まれ災害の増加を受け、2018年度は、「機械への巻き込まれ

災害の防止」を最重点テーマとしています。また、2017年度に続き、転倒・腰痛災害予防につ

いても、設備面、作業面、身体能力面の観点から総合的に取り組んでいます。

　なお、労働安全衛生マネジメントシステムを、OHSAS18001から2018年3月に発行された

ISO45001に切り替えます。ISO45001の各社、各事業所への導入を推進し、各拠点での

PDCAサイクル運用強化により、労働安全衛生活動のレベルアップを図ります。

　味の素グループは、経営会議を頂点とする労働安全衛生推進体制を定め、グループ共通

の計画に従ってアセスメントや教育、監査、設備の点検など、事故・災害の撲滅・未然防止に

向けたマネジメントを行っています。運用にあたっては、それぞれISO45001などの労働安全衛

生マネジメントシステムを活用し、PDCAサイクルを回しています。

■ 推進体制

重点目標 施策

機械への巻き込まれ
災害の防止

1. ハード面
  （1）新規の食品加工用機械、包装機器の設計・製作時における
 メーカーへの安全対策要求の推進
  （2）保護カバーを外して行う作業などに対するハード対策の検討と推進
2. ソフト面
  保護カバーを外して行う作業での機械の停止など、基本の再徹底のためのソフト対策・教育

転倒・腰痛災害の防止
1. 設備面、作業面、身体能力維持と教育の各観点からの防止の推進
2. 自動化や補助ロボット導入の推進
3. 腰痛予防セミナーの開催

ISO45001の導入推進 労働安全衛生マネジメントシステム（ISO45001）の認証取得と運用推進

味の素（株）経営会議

労働安全衛生会議

グループ会社

アミノサイエンス
事業本部 食品事業本部 グローバル

コーポレート本部
コーポレート
サービス本部

【事務局】
　　◦環境・安全・基盤マネジメント部
　　◦人事部

防災安全推進本部
【事務局】環境・安全・基盤マネジメント部労働安全衛生に関する

グループポリシー、規程、
計画の決定とレビュー

年2回開催

■ 味の素グループ労働安全衛生マネジメント運用体制

■ 2018年度の重点目標

労働安全衛生 ＞ マネジメントアプローチ
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　味の素グループは、労働災害を未然に防止する仕組みとして、主に新製品の生産開始、増

産、製造工程の変更、新規物質の試作、建築物・構造物・設備の建設または撤去時の計画段

階で労働安全衛生アセスメントを実施しています。過去の災害事例を教訓とした対策や順法を

中心とした事前確認のほか、新工場の稼働時などには、現地で実際に人の配置や動線などの

安全点検を実施し、確実に安全な操業を開始できるかを確認しています。また、各生産系事業

所においては、様々な日常作業に潜む災害のリスクを洗い出し、災害の重みをあらかじめ評価し

て対策を検討・実施することで、災害の未然防止に活かすリスクアセスメントを実施しています。

　味の素グループは、各社・事業所ごとに労働安全衛生マネジメントシステムに基づいた内部

監査を実施し、事故災害や法令違反の未然防止に努めています。グループ内で大きな事故・

災害が発生した場合は、味の素（株）として緊急の安全監査を実施し、発生の原因や対策な

どを現地で確認し、同種の災害の再発防止を図っています。また、国内の一部の事業所では、

労働安全衛生コンサルタントや第三者機関を活用した安全点検を実施するなどし、安全衛生

活動に社外の目を取り入れた活動を行っています。味の素（株）の事業所では、各事業所の強

み（専門性）を活かした安全スタッフによる相互監査を実施しています。また、監査を通じて、ス

タッフのさらなる知識レベルの向上や好事例の共有を図っています。

　2017年度は、重大災害が発生した事業所を中心に、防災安全推進事務局が日本国内

の4事業所、東南アジアおよび中国の８事業所の安全監査を実施しました。トップマネジメント

の方針確認、災害事案の原因究明と是正措置およびその横展開の状況、小集団活動や教

育・訓練の状況などを確認し、現地の災害抑制の取り組みを強化すべく、指導や助言を行いま

した。

　工場で使用している設備は、常に安全で安定した生産ができる状態にあることが必要です。

そのためには、定期的なメンテナンスや法定点検を実施することが重要です。

　味の素グループでは、従業員が日常的に使用する設備を自らの手でメンテナンスを行い、大

切に扱っています。味の素グループには、1年を通して24時間操業している工場が多く、そのよ

うな工場では、生産をすべて停止し、従業員や専門家が集中して法定点検を行う場合もありま

す。メンテナンスは非定常作業となり危険を伴うことがあるため、作業前や工程の立ち上げ時

はしっかりとリスクアセスメントおよび危険予知を行い、安全な作業を心がけています。また、設

備の安全対策を進めるため、安全対策費用の明確化を図っています。

■ 労働安全衛生アセスメントの実施

■ 安全監査・点検の実施

■ 安全・安定生産のための設備点検

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

■ 労働安全衛生アセスメント項目

1. 法令順守

2. 可燃物 有機溶剤、粉塵
（ふんじん）爆発など

3. 危険有害 
物質 酸・アルカリなど

4. 電気設備 配電盤、配線など

5. 建築物・ 
土地 耐震、耐火など

6. 大型設備・
重量物の 
移動

転倒、落下などへの
対策

7. 回転機器、
駆動機器

安全装置 
（カバーなど）

8. 交通 車両と作業者の 
通行区分など

9. その他の 
危害要因

酸欠、高温など 
転倒・腰痛リスクなど

労働安全衛生 ＞ マネジメントアプローチ
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　味の素グループでは、防災安全推進本部長が安全衛生上の懸念（事故や災害が連続発

生する、マネジメントが機能していないなど）があると判断した事業所を特別安全管理指導事

業所（以下、指定事業所）に指定し、安全強化の指導を実施しています。指定事業所は、指導

に基づいて課題を洗い出し、労働災害抑制強化計画を作成・遂行します。また、防災安全推

進事務局が、関係部門による支援体制をつくり、PDCAサイクルがうまく回っているかという視

点で定期的に指定事業所を訪問し、計画の進捗確認や教育・技術支援などを行っています。

　新立地に建設された工場や、M&Aで新たに味の素グループになった会社の工場などに対

し、安全確保に向けた支援を実施しています。特に新立地の工場では、ほとんどの従業員が

新規採用であり、組織もゼロからの組み立てとなるため、味の素グループで定めている方針や

労働災害防止計画に沿ったマネジメント、「ゼロ災工場」を目指した運営がなされるよう、関係

組織と連携しながら安全指導やフォローアップを進めています。

■ 労働災害抑制強化の取り組み

■ 新工場の安全確保に向けた取り組み

労働安全衛生報告の対象組織

「労働安全衛生」パートでは、「労働安全衛生規程」に基づく労働安全衛生規程適用会社180事業所（2017年度報告に比べ12事業所増加、3事業所減少）を対象と
しており、この範囲での集計は、連結財務会計制度上の味の素グループ※1全体の労働安全衛生に関する実績を代表する内容です。

※1 味の素（株）、連結子会社および持分法適用会社

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

 C o l u m n

「日本一安全な工場」を目指す、味の素ベーカリー（株）の労働災害抑制
強化の取り組み
　味の素ベーカリー（株）は、2015年度、2016年度と重大災害が続けて発生したことを受

け、「日本一安全な工場を目指す」という経営層の強い意志のもと、2016年度より全従

業員が一丸となった「プロジェクト・ゼロ」に取り組んでいます。本プロジェクトで重点

的に取り組んでいるのは、「設備的な不具合を徹底的になくすこと」および「全従業員の

意識を高め、安全第一とする風土を根付かせること」です。

　設備対策においては、多額の設備投資を要したり、安全性を確保する反面作業性を損

なったりすることもある中、従業員や施工業者と知恵を出し合い改善を実施しました。従

業員の意識改革においては、事務局や管理監督者が本気で従業員と向き合い、徹底して

教育・訓練を行いました。例えば、夜勤専門の従業員には夜中の避難訓練を実施し、1日

3時間勤務のパート社員にも4時間のKYT（危険予知教育）を実施しました。ほかにも体

感訓練、非常停止ボタンを押す訓練などきめ細かく訓練を行いました。また、改善の取り

組みが実感できるように、改善箇所の見える化に努めました。

　これらの結果、全従業員の安全意識が高まり、2016年9月から無災害を継続すること

ができ、静岡労働局長から無災害記録証を授与されました。また、2017年度の品質クレー

ムの発生件数は過去最少となりました。これからも、従業員全員で安全第一の社内風土

を作り、「日本一安全で働きやすい工場」を目指します。

夜間避難訓練

体感訓練

労働安全衛生 ＞ マネジメントアプローチ
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従業員の安全のために

労働安全衛生活動

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

　味の素グループ従業員の休業災害・重大災害被災者数は、2016年度の135人に対し、

2017年度は133人とほぼ横ばいでした。日本国内では大幅に減少した一方（44人→24人）、

海外では増加（91人→109人）しました。ただし、死亡災害または身体機能の著しい障害が残

る重大な災害はありませんでした。

　日本国内で減少したのは主に転倒災害で、これは転倒防止セミナー実施など重点施策を

継続したことによります。海外で増加した一因として、M&Aにより新たに味の素グループ入りし

た会社や事業が増えたことが挙げられます。主に「機械への巻き込まれ災害」および「切れ・こ

すれによる重大災害」が増加しました。

　2017年度は、海外の事業所において、工事業者の作業員が作業中の事故で死亡する災

害が１件発生しました。今後、従業員に限らず、事業所内で働く全ての労働者に対し、労働災

害防止の取り組みを強化していきます。

　2015年度より、設備の洗浄作業時、詰まり・汚れの除去時、メンテナンス時など、生産の周

辺作業時に巻き込まれるおそれのある箇所について、安全対策ガイドライン（安全カバー取り

付けなどのハード面を中心にした味の素グループ独自のガイドライン）に基づき災害防止に取

り組んできました。しかしながら、2017年度の「機械への巻き込まれ」による被災者数10人（前

年5人）、そのうち重大災害は8人（前年1人）とそれぞれ前年に比べて増加しました。

　十分な設備対策ができていなかったことや、作業手順書（SOP）で定められた基本動作（機

械の電源停止後に保護カバーを外して行う作業）が実行されていなかったことなどが発生原

因でした。災害発生事業所では、設備対策をはじめとした安全対策を速やかに実施し、改善を

図りました。また、国内外のグループ会社にも周辺作業における同種の巻き込まれ災害防止

に向け、安全対策の周知徹底を図っています。

■ 「機械への巻き込まれ」による重大・休業災害

※1 2017年度から味の素フーズ・ノースアメリカ社（旧味の素
ウィンザー社）、キュクレ食品社（現イスタンブール味の素食
品社）の実績が加わりました。

※2 海外事業所は、2013年度まで重大災害のみ、2014年度
以降重大+休業災害の人数を集計しています。

（単位 ： 人 、（ ）は重大災害人数）

■ 国内重大・休業災害度数率／
  被災者数

■ 巻き込まれによる被災者数

■ 巻き込まれ災害の作業別構成比
（2013～2017年度累計）

■ 海外重大・休業災害度数率／
  被災者数※1
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味の素グループの労働災害の定義
・休業災害: 業務に起因して受けた負傷により、翌日から1

日以上休んだ災害のこと
・不休業災害: 業務に起因して受けた負傷で、休業を伴わ
ない災害のこと

・重大災害: 業務に起因して受けた「死亡災害」「休業災
害(入院を伴う休業が4日以上)」あるいは、災害の結果手
指を切断するなどで「後遺症が残った災害」のこと

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

国内 1（1） 6（4） 2（1） 2（1） 1（1）

   海外※2 3 3（2） 3（2） 3（0） 9（7）

従業員の安全のために
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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

　2015年度に国内で「転倒」による労働災害が増加したことを踏まえ、2016年度以降、手す

りの設置や通路のスロープ設置などの設備面の改善をはじめ、味の素グループ転倒予防体操

（加齢に伴う身体能力低下の実態を自己診断し、その結果に基づき身体能力を維持する体

操（味の素健康保険組合推奨））の推進や体感教育の実施など、各事業所で様々な施策を

実施しています。2017年度は、転倒予防対策をより推進するために、国内グループ会社の基

幹職、係長などを対象にした転倒予防対策セミナーを2回実施しました。継続的に様々な施策

を行った結果、「転倒」による重大災害および休業災害の被災者数は、2016年度の24人に

対し2017年度は14人に減少しました。

　一方、海外では「転倒」による休業災害（休業以上）が増加しており、「転倒・腰痛防止ガイド

ライン」を制定する予定です。

　2015年度に国内で「無理な動作などによる腰痛」災害が増加したことを踏まえ、2016年度

以降、朝礼での「作業前の予防体操」の実施、作業治具を使った重量物の運搬、腰痛リスク

の安全体感教育の実施、OWAS法（Ovako Working Posture Analysing System）を用

いた作業姿勢の評価などを行い、労働災害の削減に取り組んでいます。その結果、腰痛によ

る休業災害の被災者数は、2016年度の6人に対して2017年度は3人に減少しました。引き続

き、ハード対策も含めた作業改善に努めます。

■ 「腰痛」による重大・休業災害

■ 「転倒」による重大・休業災害

（単位 ： 人 、（ ）は重大災害人数）

（単位 ： 人 、（ ）は重大災害人数）

※1 海外事業所は、2013年度まで重大災害のみ、2014年度
以降重大災害および休業災害の人数を集計しています。

※2 国内グループ会社のみ集計しています。

転倒予防体感教育（AGF鈴鹿（株）)

狭い場所でもできる腰痛予防体操（味の素パッケージング（株））

腰痛リスクの安全体感教育で正しい姿勢を学ぶ（AGF鈴鹿（株）） 自動搬送ロボット（味の素パッケージング（株））

転倒予防体感教育（AGF鈴鹿（株））

■ 転倒による被災者数

■ 「腰痛」による被災者数

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

国内 8（0） 6（2） 18（5） 14（2） 6（3）

   海外※1 1 13（3） 13（0） 6（1） 9（1）

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

国内※2 5（0） １（0） 8（0） 6（0） 3（0）

従業員の安全のために
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　交通事故による通勤重大災害被災者数は、2016年度の9人に対し2017年度は19人に

増加しました。増加したのは全て海外で（5人→16人）、主に中国でのバイク、電動自転車、自

転車での事故によります。交通事情に課題がある中、安全教育やヘルメット着用の徹底など

を繰り返し実施し、従業員の意識アップに努めています。

　日本における営業車による人身加害事故は、2013年度より導入した運転情報管理システ

ム、運転適性診断を活用した指導、定期的な安全意識の喚起施策により、2015年度以降

減少しています。2018年7月までに全営業車にGPS機能付きドライブレコーダーを導入し、運

転者全員の運転状況を見える化し、事故防止に努めています。

■ 「交通事故」による重大災害

5Sトレーニング（ベトナム味の素社）

■ 交通事故（人身加害事故）による被災者数

2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

国内※2 21 21 9 4 3

労働安全衛生活動

　従業員一人ひとりの安全を守るためには、日常的な教育・訓練が重要です。味の素グルー

プでは、基幹職を対象とした安全衛生セミナーや製造現場リーダーを対象とした職長能力向

上セミナーなどを継続して実施しています。さらにグループ会社それぞれの業態に合わせ、独自

の安全教育ビデオを使った入職時の安全教育や、各設備の特徴に合わせた安全体感教育

など、幅広い教育を実施しています。

■ 従業員への労働安全衛生教育

※2 国内グループ会社のみ集計しています。

（単位 ： 人）

TOPICS

　味の素（株）川崎事業所は「転倒、腰痛労働災害防止の取り組み」について、中央労働

災害防止協会※1主催の2017年度全国産業安全衛生大会で発表しました。また、この取り

組みは厚生労働省発行の「企業における従業員の健康保持増進等に配慮した職場づく

りのための取組事例集」でも紹介されました。

※1 日本の厚生労働大臣が労働災害防止団体法に基づき、事業主の自主的な労働災害防止活動の促進を通じて安全衛生
の向上を図り、労働災害を絶滅することを目的に、1964年に設立された公益目的の法人 全国産業安全衛生大会での発表

従業員の安全のために
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　味の素グループ各事業所では、様々な安全体感訓練に取り組んでいます。その効果を高め

るべく、国内グループ会社を対象に、VR（バーチャルリアリティ）技術を活用した「機械への巻

き込まれ」やフォークリフトによる事故、災害などの体験研修の検討を開始しており、2018年度

よりテスト導入の予定です。

■ 安全体感教育

※1 OHSAS（Occupational Health and Safety Assesment Series） ： 労働安全衛生マネジメントに関する国際的な標準規格

■ 2017年度の国内グループ会社の教育
（単位 ： 人、（ ）は延べ数）

教育名称 プログラムの内容 対象者 受講者数

経営幹部のための
安全衛生セミナー

企業における安全衛生推進と、経営者として必要な安全衛生の知識（安全配慮義務など）の
習得を目的とした研修（1日コース／1回開催） : 2010年度開始

基幹職 55（372）

OHSAS※1内部監査員
養成講習会

労働安全衛生マネジメントシステムのPDCAを内側からチェックし、経営への改善提言できる人
財を養成する講習（2日コース／1回開催） : 2009年度開始（2日コースは2013年度開始）

リーダー層 23（664）

安全管理者能力
向上セミナー

安全管理者の業務に従事している者に対する能力向上指針に基づく研修（1日コース／1回
開催） : 2016年度開始

安全管理者 14（34）

職長能力向上セミナー
職長の業務に従事している者に対する能力向上指針に基づく研修（1日コース／1回開催）: 

2016年度開始
職長 25（49）

化学物質を取り扱う人の
ための基礎セミナー

化学物質管理基礎知識（法改正内容、化学物質RA、SDS活用、GHS表示などの管理）の復
習と、化学物質管理・安全衛生管理者としての指導能力向上のための研修（1日コース／1回
開催） : 2015年度開始

化学物質監督者 23（88）

転倒予防セミナー
転倒のメカニズムを理解し、身体機能低下の防止、自職場に合わせた設備、作業面での対策
と実践を促進するための研修（1日コース／2回開催） : 2017年度開始

基幹職、係長 43（43）

VR体験会（味の素グループ安全担当者）

全国産業安全衛生大会での発表

従業員の安全のために
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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

　味の素グループでは、それぞれの地域や業態に応じた防災訓練を行っています。国内では、

各事業所での独自の訓練のほか、グループ全体で毎年9月に「味の素グループ総合ECP訓

練」を実施しています。これは、グループ各社・各事業所からの安否情報や被害状況を味の素

グループ地域対策本部が集約・集計し、必要に応じて対応の指示などを行うものです。

　味の素グループは、自然災害の予測やその被害想定に関する情報を日常的に収集し、随

時、建屋や生産設備等における安全の確認、対策の実施、訓練内容の見直しなどを行ってい

ます。国内では、地震や水害などに関する国や地方自治体の被害想定情報などをもとに、各

事業所建屋の耐震診断や補強工事など、耐震・耐水害の対策を強化し、人命の尊重を最優

先に、地震・津波対策を逐次設備投資計画に反映しています。

　また、大規模災害対応力を強化するために、大規模自然災害対策本部の第2拠点や支援

拠点の整備・訓練なども行っています。2015年度には、東京の対策本部、大阪の支援拠点

が、共に機能不全となった場合にその役割を代替する第2支援拠点の機能を、九州に整備し

ました。2017年度には、対策本部の第2拠点を川崎に設置し、衛星電話を開設して非常時に

活用できるよう整備を進めました。2016年度、2017年度の両年においては、南海トラフ大地

震を想定した訓練を実施しました。

　従業員の安否や被災状況を早期に確認・把握するために、味の素（株）では「安否確認シ

ステム」を2006年より導入し、随時最適なシステムに更新しています。グループ各社でも同様

のシステムの導入を進めており、これらを活用した訓練を定期的に行っています。

　大地震被災地では、ライフラインが途切れたり、通信網が断絶されたりするおそれがあります。

そこで、味の素（株）では、「衛星電話」を国内主要拠点や役員宅へ配備し、連絡フローを構築

して定期的な訓練を実施しています。

　また、夜間・休日などの被災を想定した「緊急連絡訓練」も定期的に実施しています。2014

年度にグループ各社、各事業所の被災状況を迅速に収集、確認できるWebシステム「災害

情報共有システム」の運用を開始し、発災後、各拠点から速やかに報告がなされる体制を構築

しています。2017年度には本部員が出先にいて、本部にすぐ参集できない場合を想定し、「災

害情報共有システム」を場所を問わず確認でき、システムへの情報集約ができる仕組みを構

築しました。

■ 防災訓練の実施

■ 防災対策の見直し

■ 初動対応における連絡手段の多重化

災害発生後すぐにグループ防災対策本部を立ち上げ、各地の
被災状況を集約する

防災対策本部 消火放水訓練 火災訓練

味の素（株）川崎事業所 味の素（株）九州事業所 インドネシア味の素社

味の素グループポリシー
労働安全衛生に関するグループポリシー

参照

リスクマネジメント
組織統治 P136参照

自然災害に備え、人命を守るために

https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/pdf/2018/SDB2018_P133-142.pdf#page=4
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/index.html
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/occupational_safety_and_health_policies.html



