
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

■ 公益財団法人味の素ファンデーション （所在地 ： 日本、設立 ： 2016年）

日本

　味の素ファンデーションは、2016年8月に味の素（株）が一般財団法人として設立しました。

2017年4月1日に同財団が公益財団法人として認定されたのを機に、味の素（株）は食を通じ

た社会貢献活動やソーシャルビジネスを同財団へ移管しました。同財団は、健康な営みの基

盤となる食と栄養に関する4つの事業を通じて、国内外のコミュニティの持続可能な自立、社

会課題解決に向けた貢献を目指しています。

　味の素グループは、世界4カ国に設立した財団を通じて「食・栄養」分野を中心に、それぞれ

のニーズに合った活動を実施しています。

主な活動

● AINプログラム（食と栄養支援事業） 

開発途上国や住民の健康と生活の質の向上を目指したNPOのプロジェクトに、資金助

成するプログラム

● ガーナ栄養改善プロジェクト（低所得国栄養改善事業） 

持続可能な活動の仕組みの確立を通して、離乳期の子どもの栄養不良の問題を様々な

パートナーと共に解決するプロジェクト

● ベトナム栄養制度創設支援プロジェクト 

栄養士の育成、国民の衛生状態・健康改善の貢献に関わる制度の創設を支援するプロ

ジェクト

● 被災地復興応援事業 

地域ごとに行政、社会福祉協議会、NPOなどの非営利団体と連携を図り、当該地域の

ニーズに応じて運営する、移動式調理台を用いた健康・栄養セミナー

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

Web

消費者課題・コミュニティP25参照
栄養不足の解消を目指して

財団による活動

消費者課題・コミュニティ

社会との協働

 C o l u m n

　2011年、栄養課題の深刻化・複雑化に対処できる正しい栄養知識を持ち、それ

を伝えることのできる人材を養成することを目的に、ベトナム国立栄養研究所（NIN）

と味の素（株）がVINEPを立ち上げました。その成果として、2012年に教育訓練省

が4年制の栄養学課程設置を承認し、翌年にはハノイ医科大学に栄養コースが開

講しました。そして2017年には同国初の「栄養士」が43名誕生しました。VINEPは同

年4月に（公財）味の素ファンデーションに移管され、“正しい”栄養知識の普及に向

けた制度の確立を目指して、現在も進行中です。

開発途上国の衛生状態・健康改善に貢献する栄養制度の創設をサポート
～日越の官民学協同 ベトナム栄養関連制度創設プロジェクト（VINEP）※1～

※1 Vietnam Nutrition-system Establishment Project
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財団による活動

 C o l u m n

　開発途上国において、特に食、栄養、健康に改善すべき課題を抱える地域の住民に

対する貢献を趣旨として、優れた着目点や実践能力を有し、支援や問題解決に向けた

事業を実施するNPOなどの団体に対し、資金の助成および持続的な事業推進のため

のノウハウをサポートするプログラムです。

　1999年から延べ14カ国80団体を超える住民参加型プロジェクトを支援しています

（延べ受益者数約15万人／総額約3億円）。

AINプログラム

AINプログラム
http://www.theajinomotofoundation.org/about/

Web

支援事業例  

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

活動主体：（特非）かものはしプロジェクト

支援期間：2017-2019年

カンボジア

標高2,000mのネパールの大秘境・コタン郡を食で豊かに！

YouMe Khajaプロジェクト

活動主体：NPO法人YouMe Nepal

支援期間：2017-2019年

ネパール

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

活動主体：チームピースチャレンジャー

支援期間：2016-2018年

インド

思春期女子の栄養改善と健康推進プロジェクト

活動主体：（特非）アジア砒素ネットワーク

支援期間：2017-2019年

バングラデシュ

プノンペン市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

活動主体：（一社）日本カトリック信徒宣教者会

支援期間：2015-2017年

カンボジア
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財団による活動

● 食の専門図書館「食の文化ライブラリー」、展示室の運営

　・ 保有する錦絵、貴重書などから日本の食文化をコンパクトに紹介する「食文化展示室」を 

　リニューアル公開（2018年7月）。

● 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「江戸書物から読み解く庶民の食べ物と生 

　活」を開催。当時の知恵を専門家が解説（2018年1月19日）。

　・  食の文化シンポジウム「甘味の世界」を開催。対象者を若手研究者、学生などテーマに 

   関心のある方とし、専門的な視点で活発な質疑を実施（2017年8月5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「においの時代」のもと、「フレーバーの機能」「香りと食生活」「食品と開発」 

   の3回を通じ、においの科学的アプローチによる人類の食文化に対する影響を討論 

   （2017年6月、9月、2018年3月）。

● 食文化季刊誌「vesta（ヴェスタ）」ほかの出版・頒布

● Webを通じた情報発信（2018年4月リニューアル）

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

Web

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

● 奨学金給与

　・ 大学院在籍在日留学生、毎年5～6名に対し、2年間の奨学金を給与。

　・ 渡日前アセアン留学生向け奨学金、アセアン地域5カ国とロシアから、東京大学など6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に奨学金 

   を貸与。

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

 の寄付、教師への栄養指導、指導後の改善状況のモニタリング）

● 理工学系専攻の貧困家庭出身学生への支援（奨学金）

● 食品、栄養関連の優秀研究者の表彰

● 遠隔地の学校への教員用住宅の寄付

（公財）味の素奨学会
http://ajischolarship.com/

Web

在日留学奨学生およびアセアン留学奨学生とともに、
「和食」調理実習体験

タイ北部・北東部の寒冷地域への支援

■ 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）

■ 公益財団法人 味の素奨学会 （所在地 ： 日本、設立 ： 1957年）

■ タイ味の素財団 （所在地 ： タイ、設立 : 1976年）

主な活動

主な活動

主な活動

タイ
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財団による活動

 C o l u m n

　タイ味の素財団では、2010年、タイ味の素社の創業50周年を

記念して「50の学校給食施設 建設プロジェクト」を開始しまし

た。2014年までに、43県で50の小学校の給食施設が完成し、

10,000人を超える生徒に活用されました。2015年には、本プロ

ジェクトの5年間継続、2019年度末までにさらに50校の給食施設

について建設支援することで、タイ教育省と基本合意に至りまし

た。加えて、2017年にはさらに20の緊急支援学校を対象に本プ

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

活動実績（2018年 6月現在）

67県で90校の給食施設が完成
（18,000人を超える生徒が活用）

ロジェクトを拡大しました。2018年6月現在、67県で90校の給食

施設が完成し、18,000人を超える生徒が活用しています。

　このほか、2016年度から、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を開始しました。2017

年度からはマヒドン大学の栄養研究所、ラジャマンガラ大学の協

力を得て教育内容を拡充させ、60校から284名の教師、給食担

当者が本プログラムに参加しています。

教師らへの栄養教育セミナー

給食施設の贈呈式

マヒドン大学より派遣された講師

「50の学校給食施設建設プロジェクト」

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

■ これまでの給食施設寄付実績
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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

財団による活動

● 健康・栄養に関するワークショップの開催（2017年度26回開催、958名参加）

● 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

● 障がいのある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など）

●「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

● 料理学校における若者向けの栄養とうま味の授業の実施

● 従業員ボランティアプログラムの実施 （2017年度743名参加）

2017年度の「ペルー味の素財団賞」授与式

小学校への学用品の寄付

主な活動

主な活動

ペルー

ブラジル

■ 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）
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