
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

生産工場数

123工場

製品展開エリア

130超の国・地域

欧州・アフリカ

日本

3,450名
13

9,213名
44

売上高 1,147億円

売上高 5,223億円

米州
7,684名
23

売上高 2,391億円

アジア
14,105名
43

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人の多様な

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。

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

味の素グループのマテリアリティP9
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

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。

　多様な強みを持つ従業員一人ひとりが働きがいを実感して能力を発揮し、従業員個人と会

社が共に成長することが、ASV向上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  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

※1 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

ホットライン（内部通報制度）の拡充と運営強化

組織統治 P135参照

用語定義

人事・労務データ参照
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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

　味の素グループは、ダイバーシティ推進にあたり、国・地域横断での人財の適所適財の実現

に取り組んでいます。「ポジションマネジメント」の一環として、2017年度末までに国内外主要グ

ループ会社の基幹ポストを特定し、その職務要件を明確にしました。

　また、「タレントマネジメント」の柱の一つである基幹人財の育成プラン策定については、新た

に「味の素グループアカデミー」として教育体系を整備しました。分厚く多様なグローバル人財

層の形成を推進し、指標のひとつとして経営役員の現地化比率を2020年度に50％とすること

を目指しています。

　味の素グループの共通の価値観の浸透に向け、これまでに「味の素グループWayセッショ

ン」や「ASVセッション」を実施しました。前者は2011～2015年度に、後者は2015～2017年

度に実施し、それぞれグループ全従業員が受講完了しました。

　今後は、新しく味の素グループに加わった従業員向けのものをはじめ、新たなASV浸透ツー

ルを活用して、研修を実施していきます。

■ グローバル人財の育成・登用

■ 共通の価値観の浸透

2016年度実績 2017年度実績 2020年度目標
海外グループ会社役員総数 180 178 －

現地役員数 79 73 －

現地化比率 44% 41% 50%

多様な人財の活躍推進

ダイバーシティの推進～多様性を受容する組織風土の醸成～

■ 経営役員の現地化比率

年間10回程度実施（90分／回）

2015年度末完了味の素（株）

「味の素グループWay」
セッション

「ASV」セッション

2011～2015年度 2015～2017年度

国内グループ

海外グループ

3,500人受講

4,000人受講

14,500人受講

2017年9月末完了

2017年末完了

多様な人財の活躍推進

ASV STORIES 2018

参照

味の素グループの目指す姿
https://www.ajinomoto.com/jp/aboutus/vision/

参照

味の素グループは、革新性のあるASVの取り組みを表彰する
「ASVアワード」を2016年度に開始しました。

（単位 ： 人）

労働慣行 P115-118参照

人事・労務データ
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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

　個人の経験、メディアの情報、企業独自の慣習や風土がアンコンシャス・バイアス（無意識

の偏見：自分自身が気付かずに持つ偏った見方・考え方）となり、ダイバーシティの推進を阻害

するといわれています。2018年3月、味の素（株）は経営会議メンバーを対象にアンコンシャス・

バイアス研修を実施しました。研修後の感想や決意は社内報やビデオメッセージでグループ

従業員に配信されました。　

　従業員一人ひとりが多様な視点の意見を受け入れ合う、イノベーションが起きやすい環境

づくりの一環として、2018年度以降、本研修を味の素（株）全従業員に実施する予定です。

　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を尊重し合い活躍する会社

と社会を目指し、味の素グループでは個人のキャリアをつなぎ（働き方の多様性）、活かす（キャ

リアの多様性）仕組みを整備するとともに、多様性を受容する組織風土づくりを推進していま

す。特に遅れているといわれる日本から具体的な取り組みを進めています。

　味の素グループでは、グローバル成長を牽引する「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」の体系的な育成プログラムとして、2018年度より「味

の素グループアカデミー」を開講しています。

　「次世代経営人財」には、年齢、階層別でなく、従事している職務グレードをもとに次のステッ

プに向けたプログラムを提供しています。各プログラムでは、「未来への洞察」「リーダーシップ

の内省と強化」「ビジネスリテラシーの確立」「味の素グループビジョンの実践」に焦点を当て、

グローバルリーダーシップの強化を図っています。

　また、「次世代高度専門人財」および「部門リーダー候補人財」には、専門性を強化するプ

ログラムの提供を予定しており、2019年度以降、各部門・グループ会社のニーズを踏まえて展

開します。

■ アンコンシャス・バイアス研修の実施

■ グローバル人財育成プログラム「味の素グループアカデミー」

研修名 目的 対象人数 開催頻度・研修期間 プログラム

Global Leaders 

Seminar（GLS）

広い視野で将来の動向を洞
察し、味の素グループビジョン
に基づくリーダーシップの強化

対象  味の素（株）事業部門次長職、 

グループ会社役員、事業部長職
人数  25名前後

年1回 8日間
最先端の知を学ぶ、社内ケーススタディ、経営
陣とのパネルディスカッション、アクションラーニ
ングを通した経営陣への提言

Future Leaders 

Seminar（FLS）

リーダーとしてのあり方を確立
し、未来の事業を推進できる
リーダーシップの強化

対象  課長職、部長職
人数  25名前後

年1回 10日間
最先端の知を学ぶ、社内ケーススタディ、コー
チングセッションを通した自己認知の深化

Leadership & 

Literacy Seminar

（LLS）

リーダーとしての深い自己認知
と将来に向けた基盤（視点・ビ
ジネス基礎知識）の強化

対象  一般職総括・新任課長職
人数  20名前後

年1回 10日間
リーダーシップの内省、キャリアデザイン、社内
外講師の講演を通したASV理解の深化、ビジ
ネスリテラシー

ダイバーシティ推進に向けた組織風土改革

■ 「味の素グループアカデミー」の主なプログラム

多様な人財の活躍推進

経営会議メンバーの研修の様子
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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

多様な人財の活躍推進

　ダイバーシティ推進にあたり、日本における女性の登用は喫緊の課題です。味の素グルー

プは、2022年までに誰もが活躍できる会社となること、その過程で“日本で最も女性も活躍す

る会社”となることを目指し、従業員が多様な視点や強みを活かしてキャリアをつなげられるよう、

環境づくりを進めています。

　味の素グループにおいて相対的に低い日本の女性マネージャー比率を引き上げるには、女

性の登用計画およびキャリア形成に向けた具体的な支援策が必要と考え、味の素（株）は

2017年10月に女性人財の育成委員会を設置しました。

　今後、当該委員会が関連部門と連携しながら、人財要件に対する女性従業員のポテンシャ

ルと、一人ひとりが持つ専門性や特別なスキル（経験・語学・資格）などを把握し、計画的な育

成を行い、継続的で着実な登用につなげていきます。

　また、育成プログラムのひとつとしてメンター制度を導入し、直属の上司以外のメンターによ

る多面的な育成を行います。

1. 味の素（株）
　味の素（株）は2017年度の「なでしこ銘柄※1」に選定されました。「どこでもオフィス」や「コア

タイムなしフレックスタイム」をはじめとする、「全社的な環境・ルールの整備」の評価項目が同

業種の選定企業の中でトップでした。

■ 味の素グループにおける女性活躍推進

■ 女性人財の育成委員会設置

■ 女性活躍推進に関する社外評価

2016年度 2017年度 2020年度目標

人数 比率 人数 比率 比率

日本 160 7% 165 7% －

味の素グループ総数 862 19% 1,060 22% 20%

誰もが活躍できる、働きやすい環境の実現

■ 味の素グループの女性マネージャー人数・比率

※1 「なでしこ銘柄」とは、日本の経済産業省と東京証券取引所が共同して毎年「女性活躍推進」に優れた上場企業を「中長期の企業価
値向上」を重視する投資家にとり魅力ある銘柄として選定し、投資および各社の取り組みの加速を促進しているものです。

　ダイバーシティ推進の取り組みを味の素グループ内で共有する仕組みとして、「ダイバーシ

ティ通信」を2018年5月より約2年間配信します。国内外のダイバーシティを推進する取り組み

事例や人財を紹介・共有することで、多様性を受容する組織風土の醸成を進めていきます。

■ 「ダイバーシティ通信」の配信

ダイバーシティの社内浸透ロゴを作りました。LGBT Ally（支援
者）のアイコンとして使用されている6色の虹をモチーフに、従業
員一人ひとりが活躍し、成長していく様を表現しています。

労働慣行 P115-118参照
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1． 仕事と家庭の両立支援セミナー
　味の素（株）は、子どもがいる、またはこれから子どもを持ちたいと考える従業員とそのパート

ナーを対象に、仕事と生活の両立支援セミナーを実施しています。育児・家事を家庭内で協力

することの重要性を学び、家庭という「チーム」でどのように仕事と生活をマネジメントするかを

パートナーと一緒に考える機会を提供しています。

2． 営業部門のダイバーシティ研修　
　味の素（株）は、営業部門においてダイバーシティ研修を2017年12月より開始しました。外

勤業務という性質上、ライフイベントとの両立が難しい傾向があることから、男性も女性もいき

いきと働くことができる環境づくりとして、2018年度末までに外勤・内勤にかかわらず営業部門

の全従業員が受講する予定です。

　子どもを育てながら働く従業員が、仕事と家庭を両立でき安心してキャリアを継続できる環

境づくりを目的として、2018年3月１日、川崎事業所に味の素（株）として初めてとなる事業所内

保育所「アジパンダ®KIDS」を開設しました。

　“食”と“健康”をコンセプトに、定員19名の小規模施設ながら自主調理ができるフルスペック

のキッチンを設け、昼食とおやつは栄養士が施設内で調理を行っています。子どもたちが食と

健康への興味を深めることができるよう、ライブキッチンをイメージし、保育室から調理室内が見

える大きな窓を設置しました。

2． 味の素AGF（株）
　味の素AGF（株）は、2017年4月に「えるぼし（3段階目）※1」、2017年12月に「プラチナくるみ

ん※2」の認定を取得しました。日本の食品企業で「プラチナくるみん」と「えるぼし」最上位の3段

階目の両方の認定を受けたのは、味の素AGF（株）が初めてとなります。

■ 社内研修、セミナーの実施

■ 事業所内保育所「アジパンダ®KIDS」の開設

多様な人財の活躍推進

※1 「えるぼし（3段階目）」とは、厚生労働大臣が女性活躍推進
法に基づく行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女
性の活躍推進に関する取り組みの実施状況が一定の基
準を満たした企業を認定するもの。全5項目の評価項目に
ついて基準を全て満たすと、最上位の3段階目の認定とな
ります。

※2 「くるみん」は、厚生労働大臣が次世代育成支援対策推進
法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、
計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業が
申請を行うことによって「子育てサポート企業」として認定さ
れます。さらに相当程度両立支援の制度導入や利用が進
み、高い水準の取り組みを行っている企業を「プラチナくる
みん」として認定し、継続的な取り組みを促進しています。

味の素AGF（株）ニュースリリース
http://www.agf.co.jp/company/news/2018-01-24-
853.html

参照
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　味の素（株）では、介護、育児、配偶者の転勤にかかわらず従業員が働き続けられるよう、希

望勤務地を申告できるオープンで公平な「エリア申告制度」を導入しています。

　また、ライフイベントと両立しながらキャリアを継続できるよう、従来の育児休職、看護休職に

加え、配偶者転勤帯同と不妊治療を事由とする休職制度を導入し、これらを「WLB休職制度」

として一つにまとめました。

　2018年3月に「マーケティングコミュニケーションに関するグループポリシー」および「人財に

関するグループポリシー」を改定し、LGBTに関する差別の禁止を明確にしました。また、味の素

（株）では2018年度の新卒採用において、エントリーシートの性別欄については男女以外を

選択できるよう変更し、採用面接担当者向けのガイドに配慮事項として追記しました。

　2018年度は、まだ理解の進んでいない日本国内のグループ従業員全員を対象に、LGBT

研修を実施する予定です。

　味の素（株）は、2006年より、60歳で定年退職する一般職および基幹職の希望者全員を

対象とするシニア人財再雇用制度を運用しており、2017年度は定年退職者の約45%が同

制度を活用して活躍しています。また、2014年度より、基幹職の多様なキャリア選択を支援す

る基幹職キャリア自律支援制度を運用しています。

　国内のグループ各社においてもシニア人財再雇用制度を導入しており、定年退職者の活

躍を支援しています。

　味の素（株）は、これまで毎年数名の身体障がい者を雇用してきましたが、障がい者の活躍

の場の拡大を目指し、障がい者雇用に特化した味の素みらい（株）を設立し、2017年4月に業

務を開始しました。味の素（株）の京浜地区にある事業所の清掃やオフィス関連サポート業務

を主な事業とし、2018年4月現在11名（うち知的障がい者9名）の従業員が活躍しています。

今後も同社にて継続的に知的障がい者を中心に雇用し、障がい者が働きがいを持ち、社会

や味の素グループへの貢献を感じることができる働きやすい場の提供を目指します。

　2018年6月現在、味の素（株）の障がい者雇用率は1.95%で前年とほぼ同率ですが、味の

素（株）、特例子会社（味の素みらい（株））およびグループ適用認定会社（（株）味の素コミュニ

ケーションズ）の3社計では2.20%となります。また、日本国内のグループ会社計※1では2.21%

（対前年0.14%増）となりました。

　味の素グループは、障がい者雇用の取り組みをさらに進め、ダイバーシティを推進していきま

す。

■ エリア申告制度とWLB（ワークライフバランス）休職の新設

■ LGBTへの対応

■ シニア人財再雇用制度の運用

■ 障がい者雇用の拡大

多様な人財の活躍推進

人財に関するグループポリシー
参照

※1 常用労働者が45.5人以上の味の素グループ主要23社 

および味の素みらい（株）
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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

　従業員の自律的成長を促す上で味の素グループが特に重要視しているのが一人ひとりの

働きがいです。働きがいと生きがいを強く感じ、モチベーションを高く能動的に働くことが、個人

のキャリア形成と会社の成長、ひいては企業価値向上につながると考えています。「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を定量的に測定し、課題把握、改善に向けた

アクションと、PDCAサイクルを回します。

　2017年10月に味の素グループ約100社の全従業員約33,000人を対象に第１回「エン

ゲージメントサーベイ」を実施しました。その結果、「持続可能なエンゲージメント（働きがい）」に

ついての好意的回答を示すスコアは79%、「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」は76%でした。

　2018年度は、サーベイの結果を踏まえ、組織ごとにアクションプランを検討・実行し、2019年

10月実施予定の次回エンゲージメントサーベイではスコアの向上を目指します。

グループ約100社 従業員約29,000名（回答率87%）

働きがいを実感している
従業員の割合

79%

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

76%

■ 2017年度「エンゲージメントサーベイ」の結果

従業員一人ひとりの働きがいの測定～「エンゲージメントサーベイ」～

多様な人財の活躍推進

FY2017 FY2018 FY2019
（10月） （10月）
第1回実施

結果分析
改善アクション、フォロー 第2回実施

働きがいを実感している
従業員の割合
（グループ全体） 80%

・ 顧客志向
・ 直属上司
・ 意思決定
・ コミュニケーション
人財・キャリア育成・ 
 

・ 持続可能なエンゲージメント
・ ASV
・ 多様性
・ 健康・ウェルビーイング
・ ゴール・目標
・ リーダーシップ
・ イノベーション
・権限委譲

・業績評価
・報酬・福利厚生
・誠実性・倫理性

 

 

FY2020 目標

参考／エンゲージメントサーベイ項目

2017年度 回答
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2015年度 2016年度 2017年度 2018年度目標 2020年度目標

所定労働時間（1日） 7時間35分 7時間35分 7時間15分 7時間15分 7時間

年間平均総実労働時間 1,976時間 1,916時間 1,842時間 1,800時間 1,750時間

生産性向上※1 － － 107.5% 115.2% －

■ 味の素（株）のロードマップ

2016年度

ゼロベースの働き方改革

マネジメント改革
（経営主導）

ワークスタイル改革
（各自が取り組む）

所定労働時間20分短縮
● ICT環境の整備
● ペーパーレス化
● どこでもオフィス（テレワーク）の推進

2018年度～

業務の標準化（AI、ICTなどの活用）

働き方の高度化（フリーアドレス）

グループ会社への波及

…
…
…
…

2017年度

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（株）では、2016年度からゼロベースでの「働き方改革」のためのマネジメント改革およびワークスタイル改革に取り組んでいます。2017

年度は、所定労働時間を20分短縮し、フレキシブルに働ける環境の整備を行いました。2018年度からは、さらに業務の効率化や働き方の高度化

の取り組みを進め、「働き方改革」をグループ各社へと横展開していきます。

■ ゼロベースでの「働き方改革」

2017年度までの主な施策

働き方改革

　「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」として多様な人財が活躍する会社を目指す

中、特に遅れている日本でのダイバーシティ推進を加速すべく、味の素グループは、積極的に

「働き方改革」に取り組んでいます。グローバル標準である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を志向し、多様なライフスタイルを応援しています。

今までの経緯

2008年度　「味の素グループWLB（ワークライフバランス）ビジョン」の策定

2009年度　再雇用制度の導入

2010年度　育短勤務の利用期間拡大（小学校3年生末まで）、育児休職15日分の有給化

2012年度　職場主体によるWLB向上の取り組み開始

2013年度　「Work＠A～味の素流働き方改革～」の立ち上げ

2014年度　コアタイムなしフレックスタイム・時間単位有給休暇・テレワーク（在宅勤務制度など）の導入

2017年度　どこでもオフィス導入、休職制度の拡充、エリア申告制度の導入

働き方改革

「働き方改革」の考え方

※1 一人・時間当たり売上高（対2016

年度）の割合
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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

　抜本的に働き方を改革するには、これまでの延長線上ではなく、経営主導で全社の仕組み

やルールを変える必要があります。経営の重要テーマとして「働き方改革」を取り上げ、組織横

断のプロジェクトとして「働き方改革」を推進しています。

● 会議改革

　味の素（株）経営会議などの役員会議をペーパーレスにしました。社内の標準会議時間帯

を9時から16時と定めているほか、金曜午後は会議を設定しないことを原則としています。「どこ

でもオフィス」と併せ、Web会議の積極的な活用を促進しています。

● メール改革

　メール処理に要する時間が膨大との課題認識から、公文書などの一斉配信文書を掲示板

化しました。これにより、2017年度の一斉配信メールが前年より73％削減されました。

　残業を前提とした働き方から脱却するためには、一人ひとりの働き方やくらし方の意識を変え

る必要があります。味の素（株）では、家族と過ごす時間の充実や自己研鑽に充てる時間を創

出し、WLBを向上させつつ生産性を最大化することを目的に、働く時間や場所を問わずフレキ

シブルに働くことができる環境の整備を進めています。

● どこでもオフィス

　顔を合わせないと仕事ができないという既成概念を打破し、テレワークの実施場所や利用

回数の上限を大幅に緩和した「どこでもオフィス」を2017年4月より全従業員を対象に導入し

ています。

● 所定労働時間20分の短縮

　2017年4月より1日の所定労働時間を20分短縮し、7時間15分としました。2020年度までに

はさらに15分短縮し、グローバル標準である1日7時間労働を目指します。

● 始終業時刻の大幅な前倒し

　コアタイムなしフレックスタイムを前提とし、基本となる始終業時刻を大幅に前倒ししました。

例えば、本社では終業時刻を16時30分とし、加えてノー残業デーと定めた毎週水曜日は17時

に消灯しています。

■ マネジメント改革

■ ワークスタイル改革

働き方改革

　グローバル食品企業トップ10クラスにふさわしい「生産性」「創造性」の実現に向けた施策

として、味の素（株）およびいくつかの日本国内グループ会社と共同で基幹システムの更新を

行い、グループ横断で業務の標準化を進めていきます。

　また、近年のAI活用や先端ICT技術を積極的に導入し、事務作業の効率化や、生産・物流

の作業を自動化するなど、より付加価値の高い働き方への変革を加速していきます。

■ 業務の標準化・自動化

2018年度以降の施策
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  「働き方改革」のコンセプトはグループ内で共有していますが、その実践にあたっては、事業

内容や求める人財像に合わせて、グループ各社が独自に重点目標を定めて取り組んでいます。

2018年度より「味の素グループ働き方改革推進会議」を開催し、日本国内グループ全体でシ

ナジーを創出していきます。

■ 日本国内グループ会社への「働き方改革」の波及

働き方改革

テレワークの取り組みで、「第18回テレワーク推進賞 会長賞」受賞

　「テレワーク推進賞」は、ICTを活用して場所や時間にとらわれ

ない柔軟な働き方を可能とする「テレワーク」の普及促進を目的に、

（一社）日本テレワーク協会が2000年より実施している表彰事業

です。第18回を迎えた今年度は、「働き方改革が創造する活気あ

ふれる社会を目指して」をテーマとしてテレワーク実践事例と促進

事例が審査された結果、味の素（株）の「どこでもオフィス」が評価さ

れ、「会長賞」を受賞しました。

TOPICS

　「より質的な改革」の実現に向けて、ペーパーレス、フリーアドレスを拡大します。味の素（株）

本社では経営会議以外でもペーパーレスを進めるほか、全フロアをフリーアドレス化します。　

■ 働き方の高度化
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■ 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

味の素グループ サステナビリティデータブック 2018 労働慣行 114



味の素グループ サステナビリティデータブック 2018 労働慣行 115

■ 味の素グループ従業員数  
2017年度 2016年度 2015年度

合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
味の素グループ ： 総数 44,606 - - 43,001 - - 44,500 - -

従業員 34,452 24,550 9,902 32,734 23,607 9,127 33,295 24,259 9,036
基幹職 4,921 3,861 1,060 4,488 3,626 862 4,803 4,003 800
一般職 29,460 20,639 8,821 28,170 19,931 8,239 28,419 20,208 8,211
嘱託 71 50 21 76 50 26 73 48 25

臨時従業員 10,154 - - 10,267 - - 11,205 - -

日本 15,059 - - 15,595 - - 16,986 - -

従業員 9,213 6,999 2,214 9,450 7,281 2,169 10,425 8,042 2,383
基幹職 2,221 2,056 165 2,278 2,118 160 2,692 2,527 165
一般職 6,921 4,893 2,028 7,096 5,113 1,983 7,660 5,467 2,193
嘱託 71 50 21 76 50 26 73 48 25

臨時従業員 5,846 - - 6,145 - - 6,561 - -

味の素（株） 3,896 2,614 1,282 3,898 2,623 1,275 3,912 2,633 1,279
従業員 3,464 2,429 1,035 3,459 2,449 1,010 3,477 2,473 1,004

基幹職 1,071 974 97 1,078 985 93 1,090 1,004 86

一般職 2,322 1,405 917 2,305 1,414 891 2,314 1,421 893

嘱託 71 50 21 76 50 26 73 48 25

臨時従業員 432 185 247 439 174 265 435 160 275

国内グループ会社 11,163 - - 11,697 - - 13,074 - -

従業員 5,749 4,570 1,179 5,991 4,832 1,159 6,948 5,569 1,379

基幹職 1,150 1,082 68 1,200 1,133 67 1,602 1,523 79

一般職 4,599 3,488 1,111 4,791 3,699 1,092 5,346 4,046 1,300

臨時従業員 5,414 - - 5,706 - - 6,126 - -

海外 29,547 - - 27,406 - - 27,514 - -

従業員 25,239 17,551 7,688 23,284 16,326 6,958 22,870 16,217 6,653
基幹職 2,700 1,805 895 2,210 1,508 702 2,111 1,476 635
一般職 22,539 15,746 6,793 21,074 14,818 6,256 20,759 14,741 6,018

臨時従業員 4,308 - - 4,122 - - 4,644 - -

アジア 17,880 - - 17,269 - - 17,489 - -

従業員 14,105 9,772 4,333 13,571 9,404 4,167 13,292 9,274 4,018

基幹職 1,532 981 551 1,153 820 333 1,106 764 342

一般職 12,573 8,791 3,782 12,418 8,584 3,834 12,186 8,510 3,676

臨時従業員 3,775 - - 3,698 - - 4,197 - -

欧州・アフリカ 3,899 - - 2,887 - - 2,897 - -

従業員 3,450 2,437 1,013 2,479 1,931 548 2,468 1,961 507

基幹職 393 282 111 308 223 85 298 215 83

一般職 3,057 2,155 902 2,171 1,708 463 2,170 1,746 424

臨時従業員 449 - - 408 - - 429 - -

米州 7,768 - - 7,250 - - 7,128 - -

従業員 7,684 5,342 2,342 7,234 4,991 2,243 7,110 4,982 2,128

基幹職 775 542 233 749 465 284 707 497 210

一般職 6,909 4,800 2,109 6,485 4,526 1,959 6,403 4,485 1,918

臨時従業員 84 - - 16 - - 18 - -

■ 経営役員の現地化比率 （単位：人）

2017年度 2016年度 2015年度

海外グループ会社役員 ： 総数 178 180 187

現地役員数 73 79 78

現地化比率 41% 44% 42%

（単位：人）

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

人事・労務データ

人事・労務データ
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日本
31％

アジア
40％

欧州・
アフリカ
7％

米州
21％

2015年度

日本
29％

アジア
41％

欧州・
アフリカ
8％

米州
22％

2016年度

日本
27％

アジア
41％

欧州・
アフリカ
10％

米州
22％

2017年度

■ 地域別従業員比率 

■ 味の素グループ従業員比率
2017年度 2016年度 2015年度

合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
味の素グループ ： 総数 100% - - 100% - - 100% - -

従業員 77% (71%) (29%) 76% （72%） （28%） 75% (73%) (27%)
基幹職 11% (78%) (22%) 10% （81%） （19%） 11% (84%) (16%)
一般職 66% (70%) (30%) 66% （71%） （29%） 64% (71%) (29%)
嘱託 0% (70%) (30%) 0% （66%） （34%） 0% (66%) (34%)

臨時従業員 23% - - 24% - - 25% - -

日本 100% - - 100% - - 100% - -

従業員 61% (76%) (24%) 61% （77%） （23%） 61% （77%） （23%）
基幹職 15% (93%) (7%) 15% （93%） （7%） 16% （94%） （6%）
一般職 46% (71%) (29%) 46% （72%） （28%） 45% （71%） （29%）
嘱託 0% (70%) (30%) 0% （66%） （34%） 0% （66%） （34%）

臨時従業員 39% - - 39% - - 39% - -

味の素（株） 100% (67%) (33%) 100% （67%） （33%） 100% （67%） （33%）
従業員 89% (70%) (30%) 89% （71%） （29%） 89% （71%） （29%）

基幹職 27% (91%) (9%) 28% （91%） （9%） 28% （92%） （8%）
一般職 60% (61%) (39%) 59% （61%） （39%） 59% （61%） （39%）
嘱託 2% (70%) (30%) 2% （66%） （34%） 2% （66%） （34%）

臨時従業員 11% (43%) (57%) 11% （40%） （60%） 11% （37%） （63%）
国内グループ会社 100% - - 100% - - 100% - -

従業員 52% (79%) (21%) 51% （81%） （19%） 53% （80%） （20%）
基幹職 10% (94%) (6%) 10% （94%） （6%） 12% （95%） （5%）
一般職 41% (76%) (24%) 41% （77%） （23%） 41% （76%） （24%）

臨時従業員 48% - - 49% - - 47% - -

海外 100% - - 100% - - 100% - -

従業員 85% (70%) (30%) 85% （70%） （30%） 83% (71%) (29%)
基幹職 9% (67%) (33%) 8% （68%） （32%） 8% (70%) (30%)
一般職 76% (70%) (30%) 77% （70%） （30%） 75% (71%) (29%)

臨時従業員 15% - - 15% - - 17% - -

アジア 100% - - 100% - - 100% - -

従業員 79% (69%) (31%) 79% （69%） （31%） 76% （70%） （30%）
基幹職 9% (64%) (36%) 7% （71%） （29%） 6% （69%） （31%）
一般職 70% (70%) (30%) 72% （69%） （31%） 70% （70%） （30%）

臨時従業員 21% - - 21% - - 24% - -

欧州・アフリカ 100% - - 100% - - 100% - -

従業員 88% (71%) (29%) 86% （78%） （22%） 85% （79%） （21%）
基幹職 10% (72%) (28%) 11% （72%） （28%） 10% （72%） （28%）
一般職 78% (70%) (30%) 75% （79%） （21%） 75% （80%） （20%）

臨時従業員 12% - - 14% - - 15% - -

米州 100% - - 100% - - 100% - -

従業員 99% (70%) (30%) 100% （69%） （31%） 100% (70%) (30%)

基幹職 10% (70%) (30%) 10% （62%） （38%） 10% (70%) (30%)

一般職 89% (69%) (31%) 89% （70%） （30%） 90% (70%) (30%)

臨時従業員 1% - - 0% - - 0% - -

（ ）内は男女比

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

人事・労務データ
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■ 採用者数・定着率  
2017年度 2016年度 2015年度

合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
採用者数 ： 総数（新卒+キャリア） 6,882 - - 7,072 - - 5,365 - -

日本 384 - - 356 - - 376 - -

味の素（株） 119 66 53 107 75 32 66 45 21

新卒 85 45 40 64 42 22 55 35 20

キャリア 34 21 13 43 33 10 11 10 1

基幹職 9 7 2 6 5 1 3 3 0

一般職 25 14 11 37 28 9 8 7 1

国内グループ会社 265 - - 249 - - 310 - -

海外 6,498 - - 6,716 - - 4,989 - -

アジア 4,662 - - 4,558 - - 4,061 - -

欧州・アフリカ 376 - - 189 - - 184 - -

米州 1,460 - - 1,969 - - 744 - -

＜参考＞定着率（3年後）新卒 

味の素（株） 95.7% 97.9% 90.9% 95.0% 93.5% 100.0% 97.8% 96.4% 100.0%

■ 退職者数・離職率・再雇用   
2017年度 2016年度 2015年度

合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
退職者数 ： 総数 6,867 - - 7,674 - - 5,469 - -

日本 352 - - 422 - - 416 - -

定年 151 - - 154 - - 161 - -

自己都合 201 - - 268 - - 255 - -

味の素（株） 99 82 17 118 89 29 83 58 25

定年 51 46 5 60 48 12 44 33 11

自己都合 48 36 12 58 41 17 39 25 14

国内グループ会社 253 - - 304 - - 333 - -

定年 100 - - 94 - - 117 - -

自己都合 153 - - 210 - - 216 - -

海外 自己都合、他 6,515 - - 7,252 - - 5,053 - -

離職率※1

味の素（株） 1.2% 1.2% 1.1% 1.6% 1.6% 1.7% 1.1% 1.0% 1.4%
再雇用※2

日本 145 - - 164 - - 157 - -

味の素（株） 28 - - 35 - - 23 - -

再雇用制度利用 4 0 4 4 0 4 0 0 4

シニア（定年後） 24 - - 31 - - 23 - -

国内グループ会社※3 117 - - 129 - - 134 - -

＜参考 ： 再雇用制度登録者数：味の素（株）＞
登録者数 47 3 44 52 2 50 52 2 50

新規登録者数 7 1 6 7 0 7 11 1 10

■ 障がい者雇用【国内のみ】
2018年6月1日時点※4 2017年6月1日時点 2016年6月1日時点

雇用者数 （人）
日本 333.5 305 328

味の素（株） 90 88 90
国内グループ会社 243.5 217 238

比率
日本 2.21% 2.07% 2.12%

味の素（株） 1.95% 1.91% 1.93%
国内グループ会社 2.33% 2.14% 2.12%

※4 障がい者雇用の国内グループ会社は、国内連結子会社30社のうち、常用労働者が45.5人以上の会社23社と特例子会社（味の素みらい（株））が対象。

※1 自己都合退職者のみ対象
※2 国内のみ
※3 国内グループ会社の合算値

（単位：人）

（単位：人）

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

人事・労務データ
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■ 従業員の状況  
2017年度 2016年度 2015年度

合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
平均年齢 （歳）

日本
味の素（株） 43.1 44 41.1 43.0 43.7 40.9 42.6 43.4 40.4

国内グループ会社 42.6 - - 41.2 - - 41.7 - -

海外 36.7 - - 36.6 - - 36.2 - -

平均勤続年数 （年）

日本
味の素（株） 19.6 20.2 17.9 19.4 20.0 17.8 19.1 19.8 17.3

国内グループ会社 13.2 - - 13.9 - - 13.9 - -

海外 8.9 - - 8.9 - - 8.8 - -

平均年間給与※1 （千円）
味の素（株） 9,458 - - 9,525 - - 9,512 - -

■ 労働時間、ワークライフバランス（WLB）関連制度の活用・利用状況【味の素（株）のみ】 
2017年度 2016年度 2015年度

合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性
労働時間

総実労働時間 （時間） 1,827 - - 1,889 - - 1,947 - -

平均法定外労働時間（時間） 54 - - 126 - - 166 - -

平均有給休暇取得日数 （日） 16.9 - - 17.4 - - 16.7 - -

有給休暇取得率 87.0% - - 89.2% - - 85.6% - -

WLB　育児休職制度
取得・利用者数 （人）

育児休職 149 27 122 157 32 125 123 10 113

育児短時間勤務 157 0 157 182 0 182 164 1 163

子供看護休暇 25 2 23 39 3 36 38 3 35

取得率
育児休職 - 21.3% 100.0% - 25.5% 100.0% - 6.6% 100.0%

育休取得日数平均 （日） - 16 288 - 27 332 - 14 262

復職率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

WLB　その他関連制度
取得・利用者数 （人）

看護休暇 14 5 9 14 5 9 10 6 4

看護休職 1 0 1 0 0 0 1 0 1

看護短時間勤務 1 0 1 1 0 1 1 0 1

有給休暇積立保存制度 85 32 53 104 41 63 83 27 56

在宅勤務制度※2 - - - - - - 133 69 64

リフレッシュ休暇 142 - - 155 - - 181 - -

ボランティア休暇 42 - - 55 - - 57 - -

※1 従業員（嘱託を除く）の平均値

※2 2014年10月に導入

■ 教育【味の素（株）のみ】
2017年度 2016年度 2015年度

年間教育研修費用 （百万円） 511 504 470

■ 安全衛生【味の素（株）のみ】
2017年度 2016年度 2015年度

メンタルヘルス休職者数 （人） 45 31 34

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

人事・労務データ
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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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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

　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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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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自然災害に備え、人命を守るために

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


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、社会から一層必要とされる存在となり、人

類の健やかな生活に貢献していく上で、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

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

味の素グループのマテリアリティP9
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付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

ホットライン（内部通報制度）の拡充と運営強化
組織統治 P135参照
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人権課題の把握

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

人権課題の把握

人権デュー・ディリジェンス本格実施に向けた、食品業界における潜在的な課題の特定

　味の素グループは、人権に負の影響を及ぼすリスクの把握を目的に2014年度に国・地域

別の基礎調査を実施しました。その後、食品業界特有の人権関連課題や各地で顕在化した

リスクの事例をもとに、当社グループがバリューチェーン全体において取り組むべき重要項目

を整理・分析しました。

　さらに、2017年10月に「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき「人権尊重に関

するグループポリシー」を制定し、味の素グループが人権尊重の責任を果たすために、人権

デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、これを継続的に実施することを明確化しました。そして、

食品業界における潜在的人権課題のうち、グループ全体に関わりの深いものを人権重要課

題としてまとめました。

　 重 要 課 題の特 定にあたっては、世 界 的なリスク調 査・分 析 機 関であるV e r i s k 

Maplecroft社の人権リスクデータベースに基づき、一般的に事業と関連の深い10の人権

課題について、事業領域別・国別に顕著な影響評価の定量調査を実施しました。その結果、

味の素グループが展開している事業領域の業界リスクとしては全体的に中～低レベルであり、

最も優先すべき潜在的な人権課題は食品業界における「労働安全衛生」「強制労働」「児

童労働」であることが特定されました。このうち、「労働安全衛生」は多くの国で、「強制労働」

「児童労働」は特にタイ、ブラジルで課題が大きいことがわかりました。

　食品業界についてはさらにデスク調査※1を行い、潜在的な人権課題と関わりの深いバ

リューチェーンおよびステークホルダーの特定を行いました。その結果、バリューチェーン全体に

「労働安全衛生」の課題があり得ることがわかりました。また、「調達」「生産」において「児童

労働」「強制労働」の取り組みが重要とされました。一般的に食品業界が影響を及ぼす可能

性があるステークホルダーとしては、労働者、消費者、地域コミュニティが挙げられました。

　今後は、人権への影響度分析・評価を味の素グループの事業の中で確認することにより、

具体的な計画への落とし込みを進めていきます。

労働者 消費者 地域コミュニティ

低賃金、長時間労働、結社の自由や団体交渉の制限
など労働者の権利保護が十分でないことによる影響を
受ける可能性がある。

【特に配慮すべきステークホルダー】
移民労働者、女性、子ども

高糖分・高カロリー食品に代表される不健康な食品に
より、健康への影響を受ける可能性がある。

【特に配慮すべきステークホルダー】
子ども

農産物の生産から製品の廃棄・リサイクルに至るまで
生計に関わるような影響を受ける可能性がある。

【特に配慮すべきステークホルダー】
女性、子ども、先住民

※1 現地調査ではなく、世界人権宣言の基本的人権30項目や
ILOの中核的労働基準をもとに調査員が業界内のリスク
情報分析を行うもの。

■ 食品業界が影響を及ぼす可能性があるステークホルダー
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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

人権課題の把握

 C o l u m n

　国内外で外国人技能実習生制度に関連した人権侵害の報道がなされているこ

とから、味の素グループ内でこの制度を活用した外国人労働者の労働実態に関す

る調査を2017年度に実施しました。具体的には、サプライチェーン工場監査の実績

を持つ第三者機関を起用し、実習生を受け入れているグループ会社３社（味の素

ベーカリー（株）、エースベーカリー（株）、デリカエース（株））を対象に、フィリピン、ベト

ナム、インドネシア、ミャンマーからの実習生125名の労働実態調査および実習生へ

の母国語によるヒアリングを実施しました。その結果、特段の問題は発見されず、実

習生たちの日本での生活についても満足度が高いことを確認できました。

　味の素グループは、今後も外国人技能実習生制度の趣旨に適合した運用を行

います。

国内グループ会社における外国人技能実習生労働実態調査

　2017年9月に当団体で3社のサプライチェーン工場監査を実施しました。軽微な指摘事項はあった

ものの、グローバル食品企業として、労働環境・条件の向上に取り組む姿勢に感銘を受けました。

　引き続き本活動を推進することで、日本企業をリードする存在となることを期待しています。

VOICE

一般社団法人ザ・グローバル・アライアンス・フォー・サステイナブル・サプライチェーン
理事

和田 征樹氏
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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

※1 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 コーポレート・ガバナンス P41-49

■ 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 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
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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1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※1）
※1 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）

※2 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

■ ホットラインへの通報件数※2

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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委 員  長：経営企画部を担当する経営会議主務者

副委員長：委員長の指名する役付執行役員

事務局長：経営企画部長

委　　員：下記単位組織の長があらかじめ指名する基幹職各1名 

 　経営企画部、財務・経理部、法務部、生産戦略部、情報企画部、総務・リスク管理部

事  務  局：経営企画部、総務・リスク管理部

リスクマネジメント

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

　味の素グループは、2002年に「リスクマネジメント委員会」を設置し、リスクの事前予防を基

本に、事故や事件などの危機が発生した際の対応力強化に取り組んできました。

　2014年に「リスクマネジメント委員会」の下部機関として「経営リスク検討小委員会」を設置

し、大きくかつ急速に変化しつつある、グローバルな政治・経済・社会情勢など事業を取り巻く

マクロ環境を考慮し、ボトムアップ方式では捕捉しきれない、組織横断的に管理すべきリスクを

評価し、経営会議に答申してきました。

　2017年10月、組織横断的に重大なリスクを評価・管理するとともに、危機発生時にタイム

リーかつ適切に対応することを目的に経営直轄の委員会を再編成し、前者のリスクマネジメン

トは「経営リスク委員会」、後者の危機管理は「企業行動委員会」が担う体制に移行しました。

　戦略的なリスクマネジメントの推進により、味の素グループをリスクに強い体質にし、企業価

値の向上を図ることを目的に、組織横断的に管理する「全社重要リスク」の特定と対応の進

捗をチェック・管理するとともに、組織単位での自律的なリスクマネジメントを推進しています。

　2018年度は、組織横断的に管理する「全社重要リスク」を以下の通り12項目リストアップし、

これらのリスクへの対応の進捗をチェック・管理しています。

■ 推進体制

■ 重大リスクの特定と対策

■ 推進体制

リスクマネジメントと危機管理

●1 不安定な世界情勢

●2 不十分なガバナンス

●3 競合とのグローバル競争

●4 水リスク

●5 各国・地域の環境規制リスク

●6 脱炭素の取り組み遅延リスク

●7 廃棄物削減・リサイクル取り組み遅延

●8 社会・環境面での調達リスク

●9 生活者メガトレンド変化への 
不十分な対応

●10 ICT技術革新への対応遅延

●11 ICTマネジメント体制整備遅延

●12 ICTインフラ整備遅延

答申

経営リスク委員会
味
の
素（
株
）経
営
会
議

リスクマネジメントと危機管理

参照
統合報告書2018　重要リスクと対策 P51
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総本部
全社的対応の指揮、

危機からの復旧およびそのための機動的な判断

指揮

地域をまたがる危機、または他地域もしくはグループ全体に影

響をおよぼすおそれがある危機が発生した場合、最高経営責

任者の判断で総本部を設置

地域対策本部

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

　各単位組織およびグループ各社にリスク責任者（単位組織長または法人長）とリスク担当

者を置き、自律的にPDCAを回すリスクマネジメントを徹底し、ボトムアップ方式で積み上げたリ

スクを集計・分析することで、グループ全体のリスクの傾向を捉えています。

　2018年度は、①品質トラブルを中心とした「製品・生産・物流リスク」、②現場での事故、災

害等の「事故リスク」、③営業秘密漏洩等の「情報管理リスク」、④各国法令対応などの「リー

ガル・リスク」、⑤各国・地域での様々な労務法令、慣行などに由来する「労務リスク」を味の素

グループの5大リスクと捉えています。

　味の素グループでは、平常時からソフト・ハード両面での危機対策を講じるとともに、危機が

発生した場合に迅速に対応し、影響を極小化するための活動体制を整備しています。緊急時

の対応は、①「人身の安全」、②「社会」、③「事業」の優先順位付けをしています。

　2017年8月に策定した「味の素グループ危機管理規程」で定める重大危機が発生した場

合は、情報の一元管理と統制を行うことにより、現場が迅速で必要な対応に専念でき、必要な

サポートを受けられる危機体制を敷きます。

■ 組織単位のリスクマネジメント

■ 危機管理体制

危機管理

■ 1. 海外（韓国、台湾を除く）で危機が発生した場合 ■ 2. 日本、韓国、台湾で危機が発生した場合

総本部
全社的対応の指揮、

危機からの復旧およびそのための機動的な判断

指揮

地域をまたがる危機、または特定地域で発生した危機でも他

地域もしくはグループ全体に影響を及ぼすおそれがある場合、

最高経営責任者の判断で総本部を設置

（セーフティ危機以外の危機）

企業行動委員会
委員長が設置

当該危機への対応

（セーフティ危機）

危機管理部門を管掌する
コーポレートサービス本部

副本部長が設置

当該危機への対応

下部機構として「初動隊」
および「支援隊」を置く

地域対策本部
危機発生時に

地域本部長が設置

危機（セキュリティ、
セーフティ、コンプライア

ンス）への対応

支援本部
企業行動委員会
委員長が必要と

判断したときに設置

日本における
支援活動の実行支援

連絡

リスクマネジメントと危機管理
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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

分類 Ⅰ．セキュリティ Ⅱ．セーフティ Ⅲ．コンプライアンス

定義
特定の個人や集団が意図的に起こす破壊行
為や暴力行為など、人命に係る問題の発生

意図せずに起きる災害や事故など、地域社会
を含む人命に係る問題の発生

意図の有無とは関係なく、コンプライアンス上
の大きな社会問題の発生

事象

1. 誘拐
2. 施設・設備への侵入・破壊行為
3. テロ（無差別・標的型の対人暴力行為）
4. 暴動（政治的・経済的・社会的・宗教的）
5. クーデター・内戦

1. 自然災害（地震、洪水、津波、台風、 
 火山噴火など）
2. 感染症の流行（鳥インフルエンザ、 
 エボラ出血熱など）
3. 労働災害／通勤災害（飛行機・ 
 自動車など交通事故を含む）
4. 設備の大規模事故 （火災、爆発）

1. 法令違反（国際ルール、地域慣習を含む）
2. 不祥事（不正、犯罪を含む）
3. 宗教問題（Halal、Kosherを含む）

　大規模災害などの危機が発生した場合に備え、味の素グループではECPのフレームや対策

本部のインフラを整備してきました。2017年度はさらにこれを進化させ、夜間・休日や出張時にお

ける危機発生において、対策本部員がすぐ本部に駆け付けられない状況を想定し、必要な情

報を社外でも確認できる仕組みの整備を開始しました。また、日本国内で業務に就くすべての役

員に最終判断責任者の代行順位を付け、責任者不在の状況が起こらないようにしています。

■ 企業継続計画（ECP : Enterprise Continuity Plan）の策定

リスクマネジメントと危機管理／コンプライアンス

　味の素グループは、コンプライアンス意識の向上および「味の素グループポリシー」（AGP）

の浸透により、風通しの良い企業風土を醸成するとともに危機などに強い企業体質を構築す

ることで、経営基盤を強化し、企業価値の向上を図る取り組みを推進しています。

　味の素（株）は、AGPの浸透とAGPに則った企業活動が行われているかをチェックする機関

として、企業行動委員会を設置し、グループ全体のコンプライアンス意識の向上を推進してい

ます。また、国内外の主要なグループ会社も企業行動委員会を設置し、AGPを周知徹底する

とともに、各国・地域、各社の実情に合わせた取り組みを推進しています。

■ 企業行動委員会の役割

事務局※2（総務・リスク管理部）　※2 リスクマネジメント委員会事務局と兼務　

ホットライン窓口

）
示
指
・
告
報
（

の
味

素

議
会
営
経）
株
（

味の素
グループ各社
（窓口：企業行動
委員会事務局）

味の素（株）
各事業所

（窓口：総務人事
担当部門）

企業行動委員会

1997年5月設置
2018年 7月現在

ミッション　  コンプライアンス意識の向上および AGPの浸透により風通しの良い企業風土を醸成するとともに、
危機などに強い企業体質を構築することで、味の素グループの経営基盤を強化し、企業価値の向上に資する

   

構成　委員長：最高経営責任者の指名する経営会議の構成員（現在：専務執行役員）
    副委員長：委員長の指名する役付執行役員（現在：常務執行役員）

委員：●監査部長 総務・リスク管理部長 経営企画部長 人事部長 法務部長 グローバルコミュニケーション部長 
食品統括部長 海外食品部長 営業企画部長 アミノサイエンス統括部長

●委員長が指名する
●生産に関する事項を行う単位組織の長1名
●研究・開発に関する事項を行う単位組織の長1名

●労働組合の代表1名
●その他委員長が指名する者若干名（現在：お客様相談室長、グループ調達センター・グループ長）

開催　3カ月に１度

コンプライアンス

■「味の素グループ危機管理規程」で定める重大危機

■ 推進体制
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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

　AGPおよび内部通報制度の認知・理解向上に向けた2018年度の教育、啓発活動は以

下の通りです。

1.コンプライアンス研修  

日本国内の味の素グループの基幹職を対象としたコンプライアンス研修（6回／年、例年

年間約400名が参加）をはじめ、新入社員、昇格者、階層別の教育・研修を実施しています。

2.啓発ポスター  

毎年計12言語で作成しているもので、味の素グループ全従業員のコンプライアンス意識

の向上に活用しています。

3. コンプライアンス啓発メッセージ  

パソコン立ち上げ時に自動的に「啓発メッセージ」が配信される仕組みを国内グループ会

社に展開し、コンプライアンスに関わる注意喚起を日々行っています。

■ 従業員へのコンプライアンス教育

■ 「考える会」「AGP意識アン
ケート」のAGP推進活動にお
ける位置付け

　味の素（株）では、1998年より、企業行動委員会の委員が各職場に出向き、職場でのコン

プライアンスに関する課題提起を直接従業員から聞く場として「味の素グループ行動規範職

場検討会」（現在の「AGPを考える会」、以下「考える会」）を開催しています。2017年度は、計

30回開催、297名が参加しました。国内グループ各社においても毎年継続して同様の会を開

催しています。

　「考える会」での議論の概要は、企業行動委員を通じて組織長へ、参加者を通じて各職場

へそれぞれフィードバックされます。同時に社内イントラネットにも掲載し、従業員全員が閲覧で

きます。「考える会」で提起されたコンプライアンス課題のうち、全社レベルで取り組むべき課題

については、企業行動委員会で報告・議論され、具体的なAGP浸透施策やコンプライアンス

推進活動に反映しています。2017年度の「考える会」では、「働き方改革」を通じて得られた成

果およびコンプライアンスに関わる課題を中心に議論しました。今後もAGP浸透の中心的な

活動として、継続的に実施します。

　味の素（株）および国内グループ会社の全従業員を対象として毎年11月に「AGP意識アン

ケート」を実施し、AGPの認知度・理解度の定点観測を行うとともに、各社・各職場におけるコ

ンプライアンス課題の把握に活用しています（2017年度は約13,000名が回答）。

　アンケート結果は、企業行動委員会へ報告の上、グループ会社へフィードバックし、従業員

が社内イントラネットで要旨を閲覧できるようにしています。また、顕在化したコンプライアンス課

題については、該当職場と連携して個別に対応を図ります。

■ 「AGPを考える会」の開催

■ 「味の素グループポリシー」（AGP）に関する意識調査

「AGPを考える会」の様子

各人事総務部門との
打ち合わせを実施
単位組織ごとに活動
計画策定

P

「考える会」「AGP意
識アンケート」

各職場での「AGP」
活動の状況や課題に
ついて確認

C

次年度活動計画策定

課題を踏まえた全体
の「AGP」浸透活動
計画を策定

A
ラインマネジメント
による「AGP」推進
活動

D

コンプライアンス

「味の素グループポリシー」（AGP）の浸透によるコンプライアンス意識の向上

2017年度啓発ポスター
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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

サイバーセキュリティの確保と個人情報管理

　味の素グループは、サイバーセキュリティを重大リスクと定義し、お客様の情報および、会社

の機密情報を厳密に取り扱うとともに、「情報セキュリティに関するグループポリシー」とこれに

紐づく情報セキュリティ規程、各種の基準、ガイドラインを策定し、サイバーセキュリティの確保

に全社を挙げて取り組んでいます。また、IoT機器からの情報漏洩や外部からの侵入リスクに

備え、IoTネットワークガイドラインの策定および2018年度中のグループ会社への適用を検討

しています。

　一方、昨今、急速に進化するICT技術に対応し、情報および情報システムにおける味の素

グループの管理・運用ルールとして2018年4月に「 IT管理運用規程」を制定し、国内外のグ

ループ各社へ周知しました。

グループ全体のセキュリティ管理体制強化に向け、CSIRT※1体制構築の検討を開始していま

す。

※1 コンピュータセキュリティインシデントに対処するための組織
の総称

※2 個人情報管理者
【選任】

単位組織長が組織内基幹職より選任、
情報企画部に申請登録

【役割】
1. 単位組織内の個人情報関連業務の監督 

 （ルール順守、適正確保）
2. 業務委託先の業務監査と監査結果に基づく 

 委託先としての適正評価
3. 単位組織内の個人情報取り扱いに関する教育

■ サイバーセキュリティの基本方針

■ 情報セキュリティの管理体制

サイバーセキュリティの確保と個人情報管理

情報セキュリティ担当役員

情報企画部 CSIRT

単位組織

個人情報管理者※2 情報担当基幹職

企
画
・
監
理

実
行
体
制

　セキュリティ教育として新入社員、管理者向けに集合研修を実施しています。また、「情報取

扱ガイドブック（改訂 ： 電子版）」を公開し、味の素（株）全従業員に対するセキュリティ教育の一

環として周知徹底するとともに、その内容の理解度テストを全従業員に対して実施しています。

　また、情報セキュリティリスクに対する取り組みの一環として、味の素（株）では、役員、従業員

を対象とした標的型メール攻撃対応訓練を2016年度より実施していますが、2017年度より

国内の味の素グループメール利用会社へ対象を拡大し、訓練を実施しています。

■ 情報セキュリティ教育

参照
情報セキュリティに関するグループポリシー

1. 味の素グループの事業・営業部門のラインマネージャー対象 ： 3回実施、計240名受講

2. 味の素グループの生産・研究開発部門のラインマネージャー対象 ： 3回実施、計250名受講

3. 味の素（株）新入社員対象 ： 85名受講

4. 全従業員へのe-learningによる理解度テスト ： 国内グループ会社へ展開中、海外にも拡張予定

■ 主な研修実績（2017年度）

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 140

https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/information_security_policy.html


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（株）および国内グループ会社に展開している標準パソコンへ人工知能を活用した

振る舞い検知システムを導入し、不正の検知を徹底しています。味の素（株）から開始し、国内

4社に導入、順次拡大中です。

　また、国内外グループ会社のWebサイトを対象に、年1回、外部サービスを活用したセキュリ

ティ診断を実施し、継続的な脆弱性対策を講じています。さらに、営業秘密漏洩防止に向けて、

海外グループ会社へのアセスメントを開始しました。

　味の素グループは、お客様情報などお預かりしている個人情報を安全に管理するため、ルー

ルと手順を明確にし、これを関係者に周知することにより、組織的な業務管理を実践しています。

個人情報に関わる社内ルールとしては、「情報セキュリティ規程」に紐づく「個人情報取扱ガイ

ドライン」を設け、具体的な手続きを明確に定義しています。このガイドラインは、ISO27001（情

報セキュリティマネジメントシステム）の考え方に基づいて作成されています。

　味の素（株）では、制定したルールを新入社員・管理職・営業関係など階層・職種別の研修で

周知しています。また、業務を外部委託する場合においても、同等の管理レベルを維持するた

め、委託先の業務・システム状況に関するアセスメントを実施しています。管理している個人情

報は「個人情報管理データベース」で全社的に一元管理し、安全の確保に努めています。

　味の素（株）では、お客様からお預かりするキャンペーンやアンケートなどの個人情報の収集

にあたり、各組織長の責任のもと、個人情報管理者を選任し、個人情報の収集、保管から廃棄

までの管理を行う責任者と担当者、収集した個人情報にアクセスして利用する可能性がある

関係者を明確化して、お客様の個人情報をより厳格に管理する体制を構築しています。

　さらに、「個人情報保護法」の改正（2017年5月施行）を受け、味の素（株）の社内規程およ

び取扱ガイドラインの改定を行い、各組織の個人情報管理者に対する定期的な教育を推進

しています。EU一般データ保護規制（GDPR ： General Data Protection Regulation／

2018年5月施行）への対応準備も進めています。

■ 機密情報の流出防止に向けた継続的な取り組み

■ 個人情報管理の徹底

サイバーセキュリティの確保と個人情報管理

■ セキュリティ点検

　味の素（株）では毎年定期的に全職場セキュリティ点検を実施しています。主な点検項目は

IT機器や機密情報、個人情報の管理状況など、情報取り扱いの基本的事項です。外部クラ

ウド・サービスの利用および管理状況についても、毎年チェックしています。
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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

　味の素グループは、CSRの推進にあたって、社外の声を大切にしています。「味の素グルー

プミッション」の実現に向け、2005年から2010年にかけて社外有識者にCSR戦略に関する

全般的なご意見をいただきながら、具体的な取り組みテーマを「21世紀の人類社会の課題」

（健康なこころとからだ／食資源／地球持続性）に絞り込み、事業活動を通じて社会へ貢

献する戦略的CSRとして取り組みを進めてきました。2011年以降は、海外の有識者も含め、

個別テーマごとの対話を通じてグローバル視点を入れるとともに、課題の掘り下げを行ったり、

2015年9月に国連で採択されたSDGsを参照しながら、アンケートやヒアリングを通じてマテリ

アリティや活動内容の見直しを行ったりしています。

　味の素グループは、ASVを中長期にわたるビジョン実現のための企業戦略の骨子として、グ

ループ全体への浸透を図っています。17-19中計では、国際的合意のSDGsやパリ協定で採

択されたイニシアティブと整合した非財務目標を設定し、数値化を目指しながらPDCA管理を進

めています。

　一方、CSRマネジメント推進にあたり、「味の素グループポリシー」（AGP）や関連社内規定

に基づき、ISO9001、ISO14001などを骨格とするマネジメントシステムを構築し、そのプロセス

の適正化を確保しながら運用しています。CSRに関する情報開示においては、2012年度から

ISO26000を、さらに17-19中計からGRI（Global Reporting Initiative）、SASB（米国サステ

ナビリティ会計基準審議会）などを参考にしながら、投資家をはじめとするステークホルダーの期

待に応えるべく取り組んでいます。 

　こうした取り組みを推進する組織として、グループ全体の方針策定・企画立案やステークホル

ダーとのコミュニケーションを味の素（株）のグローバルコミュニケーション部と広報部が担い、総

務・リスク管理部、人事部、グループ調達センター、環境・安全・基盤マネジメント部、品質保証部

などの各機能部門が連携しています。

■ 社外有識者の声を活動に活かす

■ ASVを通じたCSRマネジメントの仕組み

CSRマネジメント

ＣＳＲマネジメント

参照
味の素グループのASVおよび統合目標設定までの歩み 
https://www.ajinomoto.com/jp/ir/esg/ 
asv_history.html

味の素（株）経営会議 CSR関連機能部門

事業部門 グループ会社

グローバル
コミュニケーション部／

広報部

総務・リスク管理部

人事部

グループ調達センター

環境・安全・基盤
マネジメント部

品質保証部

■ CSRマネジメント推進体制

参照

重要課題の特定プロセス P8
ステークホルダーとの対話・連携 P11-14
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