
事業活動を通じて社会課題の解決に貢献し、味の素グループが持続的に成長するためには、
グローバルで強固なガバナンス基盤を有する「組織」への進化、イノベーションの源泉となる多様な「人財」の獲得と育成、
一人ひとりの活躍を実現する「働き方」の整備が必要です。
それらは「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」を実現するための原動力となります。
個人と会社の成長が同期し、将来にわたって競争力を発揮できる環境を整えるために、味の素グループは変革を続けていきます。

事業活動の基盤

■ 味の素グループの事業規模

事業展開エリア

35の国・地域

生産工場

123工場

製品展開エリア

130超の国・地域

欧州・アフリカ

日本

米州

アジア

3,450名
13

9,213名
44

7,684名
23

14,105名
43

売上高 1,147億円

売上高 5,223億円
売上高 2,391億円

売上高 2,739億円

売上高

1兆1502億円

日本食品
33％

海外食品
40％

ライフ
サポート
12％

ヘルスケア
9％

その他
6％

拠点数：2018年4月1日現在　従業員数：2018年3月31日現在　売上高：2018年3月期

従業員数

34,452名
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労働慣行

味の素グループポリシー

人財

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

　味の素グループは、地球的な視野にたち、“食”と“健康”、そして明日のよりよい生活に貢献す

るために、最も大切なものは従業員であると考えています。グローバルで約34,000人いる多様

な人財が、適所適財で能力を発揮することが、社会価値の創出と会社の成長につながります。

　そのためには、性別、年齢、国籍などに加えて、異なる経験や価値観を持つ人財が不可欠で

あり、ダイバーシティを推進することでイノベーションが起きやすい環境づくりに努めています。

■ 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。

味の素グループのマテリアリティ　P7

参照
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

◆従業員のダイバーシティ ○

◆従業員の能力開発 ○

味の素グループのアプローチ

関連するグループポリシー

人財に関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
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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

目標値（グループ全体）

目標値（グループ全体）

「性別、年齢、国籍、経験などによらず、従業員一人ひとりが互いに尊重し活躍する会社」の実現

エンゲージメントサーベイで
グループ全従業員の働きがいの測定

● 300人の次世代グローバル経営・高度専門人財の育成

● 人事諸制度改定などによる女性マネージャーの

　 内部昇格向上と積極キャリア採用

● 専門人財の積極キャリア採用

● 課題の把握と改善に向けた

　 アクションプランの検討・実行

● 従業員の心身の健康増進

■ 経営役員の現地化比率

■ 働きがいを実感している
  従業員の割合※1

■ 自らのこころとからだが
  健康だと感じている
  従業員の割合※2

■ 女性マネージャー比率

2016年度実績

2016年度実績

2017年度実績

2017年度実績 2017年度実績

2017年度実績

2020年度目標

2020年度目標

2020年度目標

43％

19％

41％

79％ 76％

22％

50％

80％

20％

※1 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仕事に取り組んでいる従業員の割合
※2 会社が従業員の健康に配慮しており、自身も仕事と生活のバランスを保ちながらいきいきと仕事ができていると実感している従業員の割合

分厚く多様な人財層の形成

従業員一人ひとりの働きがいの向上

人財＞マネジメントアプローチ

「人財・働き方」の2020年度目標

グローバル標準の１日7時間労働を前提としたフレキシビリティのある働き方と、多様なライフスタイルの支援

働き方改革の推進（日本）

目標値

2020年度～
グループ全体目標

1,800時間

2016年度実績
味の素（株）

2017年度実績
（同左）

2018年度目標
（同左）

1,916時間 1,842時間 1,800時間

■ 年間平均総実労働時間
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　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の推進を目的として、

経営会議の下部機構として人財委員会を設置しています。原則として四半期に1回開催して

います。

　「人を求めてやまず、人を活かす」という味の素グループのDNAを体現し、従業員個人と会社

が共に成長することがグループ全体でASVを進化させるための源泉でもあると考えています。

ASV・グローバル成長ビジョンの実現

個人と会社の成長の同期化を通じたイノベーションの実現

個人の
成長

会社の
成長

WIN-WIN

心身の健康
Health & Well-being

（健康経営）

味の素グループの
DNA

人を求めてやまず、
人を活かす
（ダイバーシティ）

自律的成長

多様な人財の共創 働きがいの実感

一人ひとりの
自律的成長の実現

健康経営を
通じた従業員の
健康増進の実現

多様な人財の
共創による

イノベーションの実現

働きがいと
生産性を向上する
職場環境の実現

■ 推進体制

■ グローバル人財マネジメントの基本方針

委員会：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で構成
委員長：最高経営責任者が指名した執行役員
任務： 1.味の素グループの健全な成長を支えるグループの基幹人財
   （経営人財およびリーダー人財）の育成に関する事項
 2.職務グレードがGEM※11およびGEM2のポジションの認定に関する事項
 3.多様な人財層の形成に向けた女性や外国籍社員の育成に関する事項
事務局：人事部、グローバル人事部

人財委員会

個社、地域、グローバルの各レイヤーでビジネスを推進するリーダーの育成

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

人財マネジメント

味の素（株）経営会議

地域本部/主要グループ会社のタレントレビューとの連携を推進

※1  GEM:事業部門長、人事・財務部長、国内外グループ会社
のトップクラス

人財＞マネジメントアプローチ
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　「グローバル人財マネジメントシステム」とは、各国・地域の味の素グループ企業に所属して

いる多様な人財を横断的に育成・登用し、人財の「適所適財」を実現することを目的とした人

財マネジメントに関する共通基盤です。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。

　「グローバル人財マネジメントシステム」の導入により、次世代経営・高度専門人財の育成

を加速させています。多様なタレントからなる分厚い人財層をつくり、グローバル・スペシャリティ・

カンパニーを支えていきます。

　味の素グループは、従来、内部通報制度として「ホットライン」を設け、電話、Eメール、FAX、

手紙など複数の手段で役員・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

付けてきました。

　2016年12月に日本の消費者庁が公表した「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制

度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」および現行ホットラインの活用実態を

踏まえ、窓口の整備と通報ルートの複線化を行い、2018年5月より運用を開始しました。

■ グローバルレベルで人財の「適所適財」を実現する仕組み

■ グローバル人財マネジメントシステム

■ ホットライン（内部通報制度）の拡充と運営強化

人事・労務データの対象組織

「労働慣行」パートの人事・労務データ編では、2018年3月末現在の味の素（株）および連結子会社（国内35社、海外64社）における人事・労務データを
報告しています。

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

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※1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の策定

育成プラン キータレントについてのプラン策定

組織統治 > マネジメントアプローチ　P46

参照

※1 味の素グループWay:味の素グループ共通の価値観、仕事をする上での考え方、姿勢（新しい価値の創造／開拓者精神／社会への貢献／人を大切にする）

人財＞マネジメントアプローチ
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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

味の素グループのマテリアリティ P7

参照
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 ○
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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
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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、新工場の稼動時などには、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
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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

■ 労働安全衛生アセスメント項目

 C o l u m n

　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教育を実施しました。他にも体感訓練、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受賞しました。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。

「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

夜間避難訓練

体感訓練
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人権

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

味の素グループのアプローチ

味の素グループポリシー

　味の素グループは、サステナブルな成長を実現し、社会からいっそう必要とされる存在となり、

人類の健やかな生活へ貢献していく上で、すべての事業活動が人権尊重を前提に成り立っ

ているものであることを認識しています。

　味の素グループは、「世界人権宣言」、「労働における基本的原則及び権利に関するILO

宣言とそのフォローアップ」、「国連グローバル・コンパクト」を含めた国際的な人権基準を支持

しています。グループのすべての役員・従業員に対し、国際的に認められた人権を尊重し、事

業活動を行う国・地域の国際的人権義務、関連する法令の順守を徹底しています。

■ 基本原則

5. 人権の取り組み　

 5.1 私たちは、国際的に認められた人権を理解し、人権に関する国際行動規範を尊重した事業活動を行います。

 5.2 私たちは、広くステークホルダーと協力し、自らが人権侵害に加担することがないよう努めます。

 5.3 私たちは、労働における基本的原則および権利である、（a）結社の自由および団体交渉権の効果的な承認、
   （b）あらゆる形態の強制労働の禁止、（c）児童労働の実効的な廃止、（d）雇用および職業における差別の排除、を尊重します。

関連するグループポリシー

■ 関連するマテリアリティと事業活動の影響範囲

人権尊重に関するグループポリシー

味の素グループのマテリアリティP7

参照
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

●不足栄養 ○ ○

●過剰栄養 ○ ○

●児童労働・強制労働 ○ ○ ○

◆職場の労働安全衛生 ○

◆従業員のダイバーシティ ○

　責任あるマーケティング ○ ○

国連グローバル・コンパクトの支持
https://www.ajinomoto.com/jp/activity/csr/gc/

参照
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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

人権マネジメント体制

　味の素グループは、2017年に人権専門委員会の機能を強化し、社会の企業に求める幅

広い人権への対応と国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の実践を推進しています。人

権に関連する機能部門と事業部門で構成する人権専門委員会では、従来の日本における

人権課題に加え、グローバル人権課題に対する検討や啓発を進めるとともに、人権デューディ

リジェンスによる人権マネジメントの仕組みを構築中です。

　2018年度は、味の素グループにとっての「人権への負の影響の特定、分析、評価」を実施

し、次なる「適切な対処のための行動」へと着実につなげていきます。

■ 推進体制

■ 人権マネジメント体制

企業行動委員会

人権専門委員会 事務局：人事部

●経営企画部 
●人事部
●法務部
●広報部

●グループ調達センター
●総務・リスク管理部
●食品統括部
●海外食品部

人権尊重に関するグループポリシー

人権侵害の是正

情報開示

人権リスク評価

● 潜在的人権リスクの特定

● 人権への影響度分析・評価

通報システム

● 社内ホットライン

● サプライヤーホットラインの設置

トレーサビリティの整備

課題対処計画

● 対処プログラムの策定

● 人権教育・啓発

■ 人権マネジメントの仕組み

マネジメントアプローチ
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　味の素グループは、従来、内部通報制度として「ホットライン」を設け、電話、E-メール、FAX、

手紙など複数の手段で役員・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

付けてきました。

　2016年12月に日本の消費者庁が公表した「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制

度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」、および現行ホットラインの活用実態を

踏まえ、窓口の整備と通報ルートの複線化を行い、2018年5月より運用を開始しました。

　また、2018年6月に「サプライヤーホットライン」を設置しました。取引先からの通報窓口を開

設し、味の素グループ役員・従業員の法令違反や「味の素グループポリシー」（AGP）逸脱の

疑いのある行為の早期発見と是正を図ります。将来的にはサプライチェーンにおける人権・環

境問題などを発見する手段の一つとして活用します。

■ ホットライン（内部通報制度）の拡充と運営強化

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

従業員に対する人権教育・啓発活動

　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つ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。

　味の素グループでは、毎年従業員（パート、派遣社員を含む）を対象に「AGP（行動規範）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、味の素（株）では、全従業員を対象にしたハラスメントのアンケートを継続して実施し

ており、これまでのアンケートで寄せられた意見・事例などをハラスメント事例集としてまとめ、全

従業員へのフィードバック、全職場での点検を実施するなど、ハラスメントの防止に向けた取り

組みを推進しています。

■ 人権意識の浸透

マネジメントアプローチ

組織統治 > マネジメントアプローチ　P46

参照
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味の素グループポリシー

組織統治

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

　「味の素グループポリシー」（AGP）は、Our Philosophyを支える基盤であり、味の素グルー

プ各社およびそこで働く役員・従業員一人ひとりが順守すべき考え方と行動の在り方を示すと

同時に、誠実に順守することをすべてのステークホルダーに約束するものです。

　AGPは、11項からなる基本原則と、これに紐づく一連のグループポリシーで構成されます。

AGPは日・英でWeb公開（https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/）しており、

順次、味の素グループが事業を展開する国・地域の全22言語※1に翻訳される予定です。

AGPは、2018年7月1日現在の味の素（株）および連結子会社（国内34社、海外88社）を対象に適用しています。

■ AGP適用対象組織

※1　アラビア語、ベンガル語、ミャンマー語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、英語、フィリピノ語、オランダ（フラマン）語、フランス
語、ドイツ語、インドネシア語、日本語、クメール語、韓国語、マレーシア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、タイ語、
トルコ語、ベトナム語（英語表記アルファベット順）

味の素グループWay

味の素グループポリシー（AGP）

味の素
グループミッション
（Mission）

味の素
グループビジョン
（Vision）

Ajinomoto Group 
Shared Value（Value）

Our Philosophy
コーポレートメッセージ

Eat Well, Live Well.

■ グループポリシーインデックス

基本原則（項目） 関連するグループポリシー

1. 栄養改善の取り組み ● 栄養
● 製品アクセシビリティ

2. 安全で高品質な
商品・サービスの提供

● 品質
● 食の安全・安心
● 製品表示
● マーケティングコミュニケーション

3. 地球環境とサステナビリティ
（持続可能性）への貢献 ● 環境

4. 公正で透明な取引 ● 調達
● サプライヤー取引
● 贈賄防止
● 政治的活動および政治献金

5. 人権の取り組み ● 人権尊重

基本原則（項目） 関連するグループポリシー

6. 人財育成と従業員の安全確保 ● 人財
● 労働安全衛生

7. コミュニティとともに ● 地域活性化

8. ステークホルダーへの責任 ● グローバル・タックス
● ステークホルダーとの情報共有

9. 会社資産・情報の保護・管理 ● 情報セキュリティ
● プライバシー
● 知的財産

10. 公私のけじめ －

11. 適切なガバナンスの構築と運用 ● ガバナンス
● リスクマネジメント
● 不正および流用防止
● 内部通報

　味の素グループは、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図り、株主をはじめ顧客・従業

員・地域社会などのステークホルダーとの良好な関係を築くことで、持続的な成長と中長期的

な企業価値の向上、「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」の実現を目指しています。

　2016年より、グローバルガバナンスの強化を目的に「グローバル・ポリシー・インデックス」を

作成し各種ポリシー類を整備してきましたが、2018年7月にこれまでの「味の素グループ行動

規範」と統合した「味の素グループポリシー」（AGP）を制定しました。AGPは、（一社）日本経

済団体連合会（経団連）の「企業行動憲章」（2017年11月改定）の内容を反映しています。

味の素グループのアプローチ
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企業統治の体制

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

* 社外取締役および監査役は①のみ

参照
コーポレート・ガバナンス報告書 
https://www.ajinomoto.com/jp/ir/strategy/ 
corp_gov.html
統合報告書2018 
https://www.ajinomoto.com/jp/aboutus/
integrated_report/

■ コーポレート・ガバナンス体制

■ コーポレート・ガバナンス体制早見表

監査役会
会計監査人および内部監査部門と連携して
取締役の職務執行を監査

役員等指名諮問委員会
3名の社外取締役を含む4名の取締役で構
成され、取締役会の諮問を受け、取締役候
補者と役付取締役・代表取締役の選定案を
審議し、結果を取締役会に答申

取締役会
重要な業務執行を決定し、取締役および 
執行役員の職務執行を監督

役員等報酬諮問委員会
3名の社外取締役を含む4名の取締役および
1名の役付執行役員で構成され、取締役会
の諮問を受け、取締役・執行役員などの報酬
案を審議し、結果を取締役会に答申

経営会議
会社の経営に関する基本的方針について協議
し、会社の業務執行に関する重要事項を決定

コーポレート・ガバナンス委員会
3名の社外取締役を含む5名の取締役および
1名の社外監査役で構成され、取締役会の
諮問を受け、ガバナンスに関する事項を審議
し、結果を取締役会に答申

主な項目 内容

機関設計の形態 監査役会設置会社

取締役の人数（うち社外取締役） 9名（3名）

監査役の人数（うち社外監査役） 5名（3名）

取締役会の開催回数（2017年度） 
（社外取締役の平均出席率）
（社外監査役の平均出席率）

17回 
（96%）
（98%）

監査役会の開催回数（2017年度） 
（社外監査役の平均出席率）

14回 
（100%）

取締役の任期 2年

執行役員制度の採用 有

取締役会の任意委員会
役員等指名諮問委員会
役員等報酬諮問委員会
コーポレート・ガバナンス委員会

役員などの報酬制度* ①月額報酬、②短期業績連動報酬、
③中期業績連動型株式報酬

監査法人 EY新日本有限責任監査法人

マネジメントアプローチ

【業務執行】

【監査】 【経営・監督】

株主総会

監査

監督

報告・事前審査

報告

リスク管理

内部統制

答申

連携

会計監査人

監査部

経営リスク委員会
企業行動委員会

投融資・事業審査委員会
企業提携等審議会

監査役会

監査役室

取締役会

役員等報酬諮問委員会

役員等指名諮問委員会

コーポレート・ガバナンス委員会

最高経営責任者 

（取締役社長）

グローバルコーポレート本部

地域本部 関係会社

食品事業本部

経営会議

関係会社

アミノサイエンス事業本部

コーポレートサービス本部

関係会社 関係会社 関係会社 関係会社 関係会社 関係会社 関係会社
監督 監督 監督

　　　権限委譲・統括
（任される現場）

（統率するHQ）

　　　権限委譲・統括

経営の意思決定
権限委譲

取締役の選解任監査役の選解任会計監査人の選解任

選解任議
案の決定

連携
補助

味の素グループ サステナビリティデータブック 2018 組織統治 45



　味の素グループは、従来、内部通報制度として「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

てきました。

　2016年12月に日本の消費者庁が公表した「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制

度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」および現行ホットラインの活用実態を

踏まえ、窓口の整備と通報ルートの複線化を行い、2018年5月より運用を開始しました。

概要 レビュー

1. 通報ラインの拡充（複線化）

　下記（1）～（3）の設置により、通報件数の増加を図ります。

（1）自社内の窓口に加え、グループで共有する社外窓口を設置

（2） 役員の直接関与する内容の通報窓口として監査役ホットラインを設置

（3） 海外のグループ会社従業員から直接現地語でWeb通報が可能な仕

組みを順次開設

2. サプライヤーホットラインの設置

取引先からの通報窓口を開設し、味の素グループ役員・従業員の法令違

反やAGP逸脱の疑いのある行為の早期発見と是正を図ります。将来的に

はサプライチェーンにおける人権・環境問題などを発見する手段の一つとし

て活用します。

ホットラインの内容は、匿名化した情報として四半期に一度、企業

行動委員会より経営会議および取締役会に報告しています。

味の素（株）従業員 グループ会社
従業員など

各社ホットライン担当総務・リスク管理部ホットライン担当 総務・リスク管理部
ホットライン担当監査役

各社ホットライン

味の素グループホットライン

社内窓口
社外窓口

（国内／海外※）
※現地語でWeb通報

サプライヤー
ホットライン

取引先

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

ホットライン（内部通報制度）の拡充と運営強化

■ 内部通報窓口の整備と通報ルートの複線化

監査役ホットライン
経営が関与する問題に限定

　味の素（株）および一部の国内グループ会社では、ハラスメントの専用相談窓口として社内

に担当者を配置するとともに、社外窓口を設置しています。

■ ハラスメントに関する相談窓口の設置

33

14

14
1

1

2

10

8

13

内側：2016年度
（計69件）
外側：2017年度
（計71件）

※通報1件当たり、複数の
　案件に関するケースあり

6
5

3

2

28

■ 人権・ハラスメント

■ 雇用・就労

■ 品質・環境

■ 不正

■ マナー・モラル

■ 適正な業務遂行

■ その他

新設のホットライン（外部委託）

マネジメントアプローチ
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