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4人に1人が65歳以上という“超高齢社会”を迎えたわが国で

こうしたなか、私たち日清医療食品は、医療・福祉関連施設に

は今、医療費をはじめとした社会保障費の増大をいかに抑

特化したヘルスケアフードサービスのリーディングカンパニーと

制していくかが大きな社会課題となっています。

して、高度な専門性と人への思いやりを併せ持つ人材育成に

一方で、医療機関や介護・福祉関連施設では人材が不足し

注力しながら、全国各地で事業を展開。患者様の快復や、福祉

●会社名

日清 医 療 食 品 株 式 会 社

ており、医療や介護サービスの質を高めながら、いかに多く

関連施設に入所されている皆様のQOL向上を
「食」の面から

●会社設立

1972年9月25日

のニーズに多様かつ専門的な知識・ノウハウをもって対応し

支えるとともに、
「食べるよろこび」
を提供しています。

●資本金

100,000,000円

ていくかが重要であると考えます。

日清医療食品は、
これからも患者様や高齢者の皆様のよろこ

● 社員数

42,426名（2015年1月現在）

びを自分たちのよろこびとして、誇りと責任を持って日々の課題

● 主要取引先

全国各地の病院・医院
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
保育所 など

●関連会社

ワタキューセイモア株式会社 他

COMPANY PROFILE

と向かい合い、一つひとつのサービスに活かしていきます。
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TOP MESSAGE

ヘルスケアフードの明日を考える

日清医療食品グループ会社および
ワタキューグループのご紹介

『心』のこもった食事サービスを通じて

ワタキューグループは、医 療・福 祉 現 場における包 括 委 託サービス・セイモアシステムと、
それを支える約 8 3 , 0 0 0 名の社員で医 療 、福 祉 、健 康 分 野を専 門 的かつ総 合 的にサポートします。

日本の医療・福祉の発展と充 実に
貢献します

株式会社
アグリック

一冨士
フードサービス
株式会社

リッチフィールド
栗原株式会社

1986年に厚生省（現 厚生労働省）より「病院における給食業務一部委
託について」の通達が出され、日清医療食品が本格的に給食受託業務

ヘルスケアフードの明日を考える

株式会社
日京クリエイト

を開始してから30年の月日が経とうとしています。
その間、急速に進む少子高齢化や税制改革・社会保障制度の改変、東

経営スローガン

日本 大 震 災からの復 興という大きな課 題に直 面し、いよいよ激しい変
革の時代を迎えております。私たちワタキューグループ ※をとりまく環境も大きく変化し、日清医療食品が手がける
「食事サービス」分野においても制度改正やニーズの多様化など、企業としての変革が常に求められています。
ヘルスケアフードサービスの明日を考える
私たち日清医療食品には、ヘルスケアフードサービスのリーディングカンパニーとして、安全・安心であることはも

株式会社
アイコー
メディカル

「ヘルスケアフードのオンリーワン企業として、
食を通じて日本の医療福祉サービスの
質の向上に貢献する。」

株式会社
現代けんこう
出版
NI
マネジメント
株式会社

株式会社
高南メディカル

つくば医療食
研究機構
株式会社

給食業務

ちろん、
『心』のこもった食事サービスを、365日欠かすことなく提供し続けるという社会的使命があります。そして
常に先を見据え、時代の変化にすばやく対応し、より良い社会の実現に向けて医療・福祉業界をリードしていく
ことが経営者としての私の進むべき道であると考えています。また変革の時代であるからこそ、創業時の原点である
「感謝の気持ちと謙虚な姿勢」を忘れずに、時代の変化を冷静に見つめていきたいと考えます。
「企業は人なり」と言われるように、私どもは、高い志を共有し、社会的使命を十分に理解した社員を育てていく

古久根建設
株式会社

医療・福祉施設の
設計・施工
施設開設の
コンサルティング

ことが最重要課題であると考え、ワタキューグループ独自の教育システムである「一心館」の開館など、さまざまな
医療・福祉現場における包括委託サービス「セイモアシステム」を中核とするワタキューグループは、2015年、グ
よう、そしてその総力をもって日本の医療・福祉の発展と充実に寄与していくよう、これからも挑戦し続けたいと思
います。

売店・
喫茶運営

ワタキューセイモア
株式会社

設備管理・
保守管理

株式会社
メディカル・
プラネット

リネン
管理業務
洗濯
管理業務

感染性
廃棄物処理
管理

人材教育に力を入れてまいりました。
ループ全体で83,000人の社員を数えるに至っております。社員の皆さんが誇りと使命感を持って働くことができる

設備品・
用品の販売

メンテナンス付き
リースシステム

（FM：ファシリティ・
マネジメント）

2015年2月

清掃業務

ホテル・レストラン
向けの
リネンサプライ

総合
物品管理
（SPD）

中央材料室業務
（洗浄・滅菌・
物品供給）

株式会社
フロンティア

院外調剤薬局事業
在宅用福祉用具の
レンタル・販売

医療・福祉系人材紹介・
派遣事業・医療関連業務

日清医療食品株式会社

綿久リネン
株式会社

手術室補助業務

（清掃・消毒・補助）

代表取締役会長兼社長
※日清医療食品はワタキューグループの一員です。
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日清 医 療 食 品 の 事 業と C S R

医療・福祉関連施設の皆様をはじめ、

日 清 医 療 食 品 は 、5 つ の 視 点 で C S R 活 動 を 推 進しています。

健康を願う多くの人々に、安全・安心な食事サービスを
「安全･安心な食」をお届けするために

1日3食・365日欠かすことなく、

仕入れ商品の安全 ･ 安心

食のよろこびとともに提供し続ける。

１

― それが日清医療食品のCSR（企業の責任）です。

行 政

地球環境

視点

「食の安全･安心」を脅かす事故が相次ぐなか、食品に対

厨房での安全・安心
食材の品質管理体制をどんなに整備しても、実際に調

する人々の意識は高まる一方です。日清医療食品は、食

理を担うご契約先事業所での衛生管理が確実に実行

のなかでも最も安全･安心が求められる医療・福祉向け

されなければ、食の安全･安心への責任は果たせませ

の食事を提供する企業として、食材の仕入れ段階から厳

ん。そこで日清医療食品は、ご契約先事業所の衛生管

しいチェックの仕組みを構築しています。

理活動を全社でサポートする体制を確立しています。

地域社会

三度の食事を365日、
お客様

コンサルタント
（サービスの設計・運営管理）

欠かすことなくお届けするために

お取引先様

視点
共同研究開発

態に陥ってもお客様の命をつなぐ「食事」をお届けするために、震災の教訓を活かした地震対策マニュアルを
定めるとともに、災害訓練を実施しています。

発注

メニュー作成
戦略的アウトソーシング
【サービス改善・コスト管理】

2

東日本大震災の経験から、日清医療食品では、事業継続のための施策を強化し続けています。どんな非常事

日清医療食品

メーカー
商社

食材

健康維持・QOL向上を「食のよろこび」とともに

食材

病院
福祉施設
保育施設

地域
小売業者

視点

3

日清医療食品が食事サービスを提供する医療・福祉・保育施設では、施設を利用される一人ひとりの体調や
健康を考えた専門的なメニューが求められます。また同時に、食事本来のおいしさや豊かさも決しておろそか
にすることはできません。日清医療食品は、健康維持やQOLを向上させる「一人ひとりにふさわしい食事」を
提供し続けています。

食材・調理供給

業界の同業他社

社員

より多くの人々の「健康な食生活」を実現するために

株 主

「お客様の信頼と満足を得る 心のこもった食事サービスを提供する」―。
日清医療食品は、毎日の食事サービスを医療機関や介護・福祉関連施設に提供し続けることで、

視点

計画的な治療活動、効率的な事業運営の手助けをしています。

4

超高齢社会を背景に在宅療養や予防医療へのニーズが高まる一方で、国の「病院・施設から在宅へ」という政
策のもと、自宅で療養する人々が増加しています。また、ライフスタイルの多様化や女性の社会進出により、ご家
庭での調理時間の短縮化ニーズが高まっています。こうしたなか、日清医療食品では、
「栄養バランスのとれた、お
いしく、食べやすい食事を、家庭で手軽に楽しみたい」という人々のニーズに応えるために、2012年4月、医療・福
祉施設で培ったノウハウを活かした食事を自宅までお届けする新規事業「食宅便」を開始しました。

食事サービスの提供にあたっては、食材の仕入れ段階から配膳まで一貫した品質管理体制を構築。
安全･安心な食事を提供することはもちろん、患者様や入所者の皆様一人ひとりの健康維持・快復、

プロフェッショナル人材を育成するために

QOL向上に向けた栄養バランスのとれた食事を、季節感などの食べる楽しみとともに提供するよう努めています。
さらに2012年4月からは、培ってきた栄養管理、品質管理、献立の豊富さなどのノウハウを活かして、
自宅で過ごす方々に食事をお届けする「食宅便」を開始しています。
日清医療食品は、これからも事業を支える多様なステークホルダーの皆様とともに
社会の持続的な成長を実現する取り組みを推進していきます。
6

視点

5

医療・福祉施設における食事サービスには、おいしい食事を提供するという役割のみならず、食事を召し上がる
皆様一人ひとりの「健康」や「人生」を支えるという役割も含まれています。こうした考えのもと、日清医療食品
は栄養士や調理師の育成にあたり、高度な専門知識・スキルと、高い使命感・倫理観を兼ね備えた、プロフェッ
ショナルとして自立できる人材づくりを重視しています。
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仕入れ商品の安全･安心

仕入れ商品の選定からご契約先事業所に
届けるまで安全･安心を徹底する

１

仕組みとルールを強化し続けています。

視点

「安全･安心な食」を
お届けするために

安全を見る「眼」を養い、

なか、工場監査についてもメーカー様の品

し、
「日清医療食品の食事なら安心して食べ

社会から信頼される企業に

質・安全のご担当者様と対等なやり取りが

ることができる」という確固たるブランドを築

できる知識がないと、ただの工場見学で終

き、社会から信頼され、また同業他社の見

食品管理課を開設して6年、工場監査を本

わってしまいます。そこで当社では、各種の

本になるような企業を目指していきたいと思

格化して約5年ほど経過しました。年間のク

研修に「食品安全教育」を取り入れること

います。

レーム数、
発生率は着実に下がっていますが、

はもちろん、食品管理課に所属する監査員

安全･安心の取り組みは、マニュアルや仕組

全員がFSSC22000※など食品安全の国際認

みを作ってそれで終わるものではありません。

証規格についての知識を修得することを目

重要なことは、私たち社員一人ひとりの安全

指しています。

※FSSC22000
Food Safety System Certiﬁcation 22000
食品安全マネジメントシステム規格の1つ。全世界で活用され
ており、日本でも認証取得企業が増えている。

日清医療食品は、食のなかでも最も安全･安心が求められる医療・福祉向

を見る「眼」を養っていくこと。食品は種類が

これからも業界のリーダーとして一層の自

けの食事を全国規模で提供する企業として、その責任の重大さを認識し、

多く、製造技術の進歩も急速です。こうした

覚を深めながら活動のレベルアップに挑戦

食材の仕入れ段階から厳しいチェックの仕組みを構築しています。

すべてのプロセスを

給食を営んでいる企業以上の厳しいルー

料、栄養成分、添加物などの商品情報を確

自分たちの目で確認する

ル・規程や安全文化を率先して策定・醸

認、試食も行い、候補を絞り込んでいきます。

成していかなければならない社会的責任

当社における食 品の安 全 管 理をお話

があります。

次に、当部門が実際にメーカー様の工場
を訪問する「工場監査」を実施します。これ

Vo i ce

株式会社ヤヨイサンフーズ様

製品開発から品質管理まで、

は、新商品の仕入れを検討する際には必ず、

日清医療食品様との取引で得た

度と事 故を起こさない」という決 意を込

また既存商品に対しても3年に一度のペー

転 売 事 件 」と「メラミン混 入 粉ミルク事

“気づき”が大きな財産となっています。

め、安全管理の専門部署として「食品管

スで実施しているもので、食品安全の国際

件」に巻き込まれ、社会から大きな批判

理課」を設置するとともに、仕入れ段階か

的な管理手法である「HACCP」の考え方を

を浴びました。その根底には、製造物責

ら工場での製造プロセス、厨房での作業

取り入れて作成した約150項目におよぶ「基

任を法律どおりに受け止め、責任者であ

まで、すべて自分たちの目で見て安全･安

しするうえで避けては通れない事 故があ

こうした反省と自覚のもと、当社は「二

ります。2008年 秋、当社は「 事 故 米 不 正

事を提供する私たちは、食品小売や産業

全社体制のうち、仕入れ段階での主な取
り組みを紹介します。
食品の安全を確保するためには、入口で
管理することがとても重要であり、当社では
商品の調達・購買を担当するバイヤーが食
品管理課と連携してチェックする仕組みを設
けています。具体的には、バイヤーから申請
された新しい商品については、食品管理課
が仕様書やラベルなどに記載されている原材

料への異物混入を厳しくチェックするに留

残っているかなどの書類監査も行い、工場ご
とにAからDまでの4段階で評価しています。
また、製造プロセスをチェックする工場監
査と同時に、残留農薬など「商品」としての

繁 尾 昌彦
しげお

まさひこ

開発のお話をいただいたのは2003年のこと

を打たれる想いがしたものです。お陰様で、

まらず、外装袋を工場内に入れる折、粘着

でした。ムース食とは、咀 嚼や嚥 下の機能

市場からの反応は非常に良く、現在は他社

ローラーでホコリを取り除くようアドバイス

が衰えた方でも安全に食事ができるよう、

も追随するようになっています。今後、さら

をいただいたのです。こうしたご指摘は、現

ペースト状にした食材を柔らかく固めたも

に競争は厳しくなるでしょうが、先行企業と

場スタッフに“気づき”をもたらし、その後、さ

のです。当時、高齢化の進展を背景に、各

して蓄積したノウハウを活かして、ブロッコ

まざまな工夫が生まれるきっかけとなりまし

社がさまざまなムース食を提供し始めてい

リーやレンコンなど食材の形状を立体的に

た。また、改善の成果を他工場とも共有す

ましたが、食材の味わいや食感が失われた

再現した「3Dムース」を提案するなど、市

ることで、全社的な品質管理のレベルアップ

そしゃく

えんげ

様

安全性をチェックする「自主検査」も外部の

見た目にも味気ないものが多く、その評判

場に潜在するニーズを見据えたラインアッ

にもつながっています。今後も日清医療食品

検査機関に委託して実施しています。また、

は芳しくありませんでした。
「食材本来の風

プ強化を図っていきたいと考えています。

様との連携から多くの着想を得るとともに、

東日本大震災発生後からは米の放射性物

味やカタチを保ったムース食を」とのご要

質検査を強化しています。

望を伺ったときには、正直、実現できるか

さらに、これらのチェックに加えて、当社
では物流拠点での商品保管状況を確認する
「物流監査」や、ご契約先事業所からのク
レームなどについてメーカー様と改善策を協
ています。

商品統括部 食品管理課 主任

けんたろう

着目されるという、異物混入対策でした。原

議する「品質協議会」などの取り組みを進め

商品統括本部

かわちだ

きましょう」というお言葉までいただき、胸

として文書化されているか、製造記録として

両面から安全性をチェック

りゅうじ

したものだから、一緒に世の中に広めてい

適切な製造方法や手順が規程やマニュアル

難な方に全国規模で医療･福祉向けの食

いけだ

第1課

日清医療食品様から「ムース食」の共同

してきました。

「製造プロセス」と「仕様」の

河 千田 健 太郎

様

準チェック表」に沿って製造プロセスすべて

プリング調査のみに留まっていた当社の
が低下している患者様や咀 嚼・嚥 下が困

まさと

池 田 竜司

落ちる”思いをしたのが、原料の外装袋にも

を評価しています。また、安全性を担保する

えんげ

たかだ

様

営業本部
首都圏営業部

ください。多くの皆さんに役に立つよう開発

心を確認、徹底する全社的な体制を構築

そしゃく

髙田 真人

営業本部
営業統括部長代行

医療・介護現場のニーズを
踏まえて

るメーカー様を信頼して最終商品のサン
安全意識の不十分さがありました。体力

営業本部
首都圏営業部長

それらをより良い商品づくりに活かすことで、

どうか不安でしたが、
「高齢の利用者様に

いただいた知見を
全社で共有

とって食事は数少ない楽しみ。ただ栄養が

当社は学校給食づくりを原点としており、企

取れればよいというのではなく、目でも楽し

業風土として安全・安心へのこだわりを受け

め、おいしく味わってもらえるものにしたい」

継いできました。各工場とも品質管理には万

という日清医療食品様の信念に共感し、開

全を期してはいるものの、多くの工場を視察

発スタッフ総動員で知恵を出し合い、1年が

されている日清医療食品様から客観的なご

かりでなんとか完成にこぎつけました。その

指摘をいただける「工場監査」は、レベルアッ

なお、全社的な調達のみならず、地域性

間、日清医療食品様には、現場の声を踏ま

プの貴重な機会となっています。現在ムース

のある食材や牛乳や豆腐など日配品と呼ば

えたアドバイスをはじめ、きめ細かなご支援

食を生産している九州工場では、生産ライン

れる商品の仕入れである「ローカルバイイン

をいただきました。完成後には「当社に供

の立ち上げから、きめ細かなご指摘、ご提案

グ」においても工場監査など同様の仕組み

給するだけでなく、ヤヨイさんでも販売して

をいただきました。なかでも“目からウロコが

お返ししていきたいと思っています。

「Soft Food（ やわらか食）で豊かな生活（Life）を」
との想いを込めたヤヨイサンフーズの「SOFLI（ソフ
リ）」シリーズ

を構築しています。
8
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仕入れプロセス

メーカー様

ご契約先事業所

プレゼン

社員
仕入れ
候補商品

要望
提案

提案

担当バイヤー

問題があれば

試食/商品情報の確認

仕入れ中止
改善依頼

工場

仕入れ商品

工場監査
HACCP、ISO9001を取り入れた自主基準に基づく監査
トレーサビリティの確認

倉庫

物流

定期検査

物流監査

定期検査

物流監査

ご契約先事業所

要望をふまえて…

品質協議会

試食／商品情報確認

工場監査 【工程監査】

【書類監査】

メーカー様から提案があった商品やご契約先事業所

仕入れ候補商品を製造している工場を対象に工場

「書類監査」では、マニュアルや規程などの文書、製

患者様や入所者の皆様、お客様、ご契約先事業所

のニーズに沿った商品を、バイヤーが「当社にふさわ

監査を行います。工場監査は大きく「工程監査」と

造記録などの書類をチェックします。監査の結果はA

などからのクレームを年度ごとに集計・分析したうえ

しいものかどうか」―飲み込みやすいか、柔らかい

「書類監査」に分かれており、
「工程監査」では工場

からDまでの4段階で評価し、AからCランクの工場に

で、
「品質協議会」を開催。仕入先の営業・品質管

か、などを基準に商品を絞り込み、食品管理課に仕

内に立ち入り、荷受けから配送までの全工程を「基

ついては、必要に応じた改善案を1ヵ月以内に頂戴で

理担当者と直接対話しながら情報を共有。商品の

入れを申請。食品管理課は、仕様書やラベルなどに

準チェック表」を活用してチェックするとともに工程

きるよう要請しています。また、Dランクの工場とは取

記載されている原材料、栄養成分、添加物、生産地

担当者と対話しながら管理状態を確認していきます。

引を行いません。

品質改善に向けて共に取り組んでいます。
安全性の確認のため、外部の検査機関で年間約

商品の品質・安全性は、運送や保管段階の温度・湿

などの商品情報を確認し、試食します。候補となる商

500検体の定期検査を実施しています。残留農薬

度推移などによっても大きく変化します。そこで「物流

品情報はすべて商品データベースに入力し、万一、原

検査のほか、米については放射性物質検査も実施

管理課」が、物流委託会社に対して「物流監査」を実

材料由来の問題が発生した場合でも迅速なトレース

しています。

施しています。全国の倉庫・中継点を巡回しながら食

バックができるようにしています。

材の扱いや温度管理体制などをチェックしています。

野菜の自社生産への取り組み

お米の安全・安心への取り組み

～パプリカ農園との協働体制に向けて～

〜放射性物質検査について〜

宮城県栗原市から安全・安心を届けたい。

2011年3月に東日本大震災が発生して

当社では、より安心してお食事を召し上

以降、ご契約先事業所で使用する米

がっていただけるように米のサンプリン

の放射性物質検査を実施しています。

グ検査を実施しています。2014年度は

2014年9月30日、日本国内では数少ないパプリカの栽培農園を経

足、技術継承の停滞など、早期解決が必要な課題が山積していま

営する「リッチフィールド栗原（株）」が日清医療食品のグループに

す。また農園においても、安全・安心な食を供給し続けるためには、

食品の放射性物質基準値は厚生労

54種類の玄米について検査を実施し、

仲間入りしました。パプリカの年間収穫量は約300トンを想定、その

さまざまな企業、農業団体などとの協働が不可欠な要素となってい

働省が定めており、各都道府県に対

放射性物質は検出されませんでした。

うち約100トンを当社で使用する予定です。

ます。当社は、
「食」に携わる担い手として、今後も農業生産現場と

して、検査計画や検査の実施を通知

手を取り合い、さまざまな協力体制を構築しながら日本の農業や地

しています。検査結果についても厚生

一貫して取り組んできた日清医療食品は、中期経営計画の仕入れ

域社会に貢献していく考えです。

労働省が取りまとめて公表しています。

戦略として「野菜の自社生産」を掲げています。農園のグループ入

近い将来、全ご契約先事業所に向けて「心」を込めて育てたパプリ

基準値を超えた食品は食品衛生法に

りは、その第一歩となる取り組みです。

カをお届けいたします。ぜひ色鮮やかに実ったパプリカを楽しみに

基づき回収･廃棄されるため、一般に

一方で、日本の農業は農業従事者の高齢化、次世代の担い手不

お待ちください。

流通している食品は安全と言えます。

「安全・安心」で、かつ安定供給が可能な食事サービスの提供に

10

仕入れ

放射性物質検査装置

11

厨房での安全･安心

本社

支店

施設の皆様とともに、

１

衛生管理
インストラクター

お届けするために

事業所総点検表

実際に調理を担う厨房の衛生管理活動を、

フィードバック

衛生インスペクター

本社や支店が連携して

管理マニュアル」は最新の法令などを踏まえ

衛生管理委員会
事業所衛生点検

衛生点検」を実施しています。
新規のご契約先事業所は、この衛生点

厳しく安全管理された食材を、医療・福

のこと、当社の衛生管理のノウハウを盛り込

検を原則実施することにしており、加えて

祉施設などの患者様や入所者の皆様に「食

みながら、ご契約先事業所での運用に合わ

全国に5,238ヵ所（2014年12月末現在）あ

事サービス」として安心して召し上がってい

せた“より分かりやすい内容”としています
（最

るご契約先事業所についても、地域的な

ただく

終改訂2014年10月）
。

バランスを踏まえて衛生点検を実施して

お届けすることです。
この役割を果たすために、衛生管理室で
は、食中毒などの防止に向け、厚生労働省

N's 衛生管理マニュアル

衛生活動推進ポスター

います。また、衛生点検の際には、食中毒

き役割は、ご契約先事業所の衛生管理を通
じて、“安全・安心な食事”を皆様に確実に

評価

衛生委員

日清医療食品は、食中毒事故を発生させないために、

て改訂を重ねており、法令遵守はもちろん

。私たち衛生管理室の果たすべ

社員

セルフチェック

サポートする体制を確立しています。

厨房での衛生管理をサポート

報告

衛生管理ノウハウを蓄積しています。

視点

「安全･安心な食」を

ご契約先事業所

衛生管理のレベル向上へ、本社、
支店、ご契約先事業所が連携

を防ぐために調理器具などの洗浄度を測

「衛生管理委員会」で情報共有していま

ています。具体的には、全国各地の取り組

く社内のイントラネット上に「衛生管理室サ

る
「ATP拭き取り検査」や細菌の有無を確

す。また、委員会で出された改善の指針な

みや評価については、衛生管理インストラク

イト」を立ち上げて、衛生のあれこれについ

どは、衛生委員が各ご契約先事業所を巡

ター会議などで随時アドバイスを行い、改善

ての疑問を解決することができる「FAQコー

回して直接伝えるようにしています。

意識の確認および情報共有を行っています。

ナー」を設け、随時更新を行っています。ま

これによって、いい意味での競争意識が働

た、衛生活動を推進するツールとして、各種

もちろん、マニュアルを配布するだけで

通知「大量調理施設衛生管理マニュアル」

衛生を保つことはできません。そこで当社

をベースにHACCP手法を取り入れた「N's衛

では2002年から、専門教育を受けた本社

生管理マニュアル」という独自のマニュアル

衛生管理室の衛生インスペクターが各ご

を作成し、各ご契約先事業所で働く当社社

契約先事業所を訪ね、衛生状況を実地で

員に対して配布、指導しています。
「N's衛生

調査、聞き取りしながら確認する
「事業所

評価の透明性を高めて
社員の意識を向上

き、ご契約先事業所で働く当社社員が一体

ポスター、ガイドラインなどについても整備し

となって評価を高めていこうという雰囲気が

ています。
食の安全･安心へのニーズは高まる一方

生まれています。

本社、支店、ご契約先事業所など組織間

医療機関や福祉施設はそれぞれに衛生

です。当社は、これからも組織的な連携と人

の連携の仕組みをつくる一方で、各ご契約

環境が異なります。社員の意識が高まったこ

が学び合う環境整備を両輪に、さらなる衛

先事業所で働く当社社員がお互いに学びな

とで、衛生管理に関するさまざまな疑問・要

生管理のレベル向上に努めていきます。

がら切磋琢磨していけるような仕組みもつくっ

望が生じるようになりました。それに応えるべ

認する
「スタンプ検査」など、科学的な視
点での検査も同時に実施しています。
こうした本 社 側からの働きかけととも
に、ご契約先事業所においても月1回以上、
衛生管理室 衛生管理課

蒲 生 健 一郎
がもう

けんいちろう

「Nʼs衛生管理マニュアル」の運用状況を
確認するために、
「事業所総点検表」を用

新たな調理システムや配送方法に応じた
衛生管理の仕組みを構築しています

※調理
（クック）
した食品を急速冷却
（チル）
し、食事
時間に合わせて再加熱し提供する調理システム。
冷凍保存のような食品の劣化がなく、味と栄養分
を損なわずに数日間の保存が可能。

近年増加傾向にある新調理システムについ

理場所を1ヵ所に集約し、各関連施設へ配

による定期的な細菌検査を実施することで、

ても、当社では、ご契約先事業所のご要望

安全な食事が提供できる仕組みをご提案し

送するといった方式のご要望が増えつつあ

に応じて“クックチル※を活用した新調理シス

ています。

ります。このようなご要望についても、安心

テム”を導入しています。これらについても、

また、高齢者施設が提供するサービスが多

してお食事を召し上がっていただけるよう、

契約先事業所のセルフチェックの結果は、

衛生的かつ安全な食事サービスを提供で

様化するなか、食事サービスについても合

安全性の検証を行い、ルール化を進めてい

きるよう教育・研修のサポートを実施するほ

理化が求められています。複数の施設や厨

ます。

それぞれ支店に集められ、衛生管理イン

か、衛生管理室内に配置されている検査室

房を保有するご契約先事業所のなかでも調

いた
「セルフチェック」をご契約先のお客様
の協力のもとで実施しています。
さらに、本社が行う衛生点検の評価、ご

ストラクターや衛生委員などで構成される
12
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全国規模で医療・福祉・保育施設の

非常用備蓄品を備えた物流倉庫

食事サービスを提供するために、
視点

2

三度の食事を365日、
欠かすことなく
お届けするために

非常用備蓄品
・備蓄用水
（2リットル）
・使い捨て蓋付椀
・カセットコンロ
・カセットボンベ
・食品用ラップフィルム
・ガソリン缶
・プラスチックコップ
・先割れスプーン
・簡易トイレ
など

事業継続計画を強化しました。
日清医療食品は、お客様の命をつなぐ「食事」をお届けするために、
地震対策マニュアルを定めるとともに、災害訓練を実施するなど
事業継続のための施策を強化し続けています。

420×297

岩手県紫波郡

1

Ⅲ. 対応概要
地震が発生したら以下の順番で行動しましょう。
業務時間内

編］

1
大きなゆれを感じたら、身の安全を確保し、
※やけどの危険がある場合は
ゆれがおさまってから火元を消しましょう

詳細は

5p

1

3

4
火元を消す

宮城県仙台市

社員の
安否確認

②避難が必要でない場合はインフラの確認

負傷もしくは意識を失っている人がいる場合は以下を確認し、

沖縄県浦添市

医療関係者の指示に従いましょう。
①出血の有無

近隣の交通情報）

詳細は

8p

衣服で隠れた場所が出血していることもありますので気を付けましょう。

②意識があるか

ヘルスケアフード
サービスセンター米子

肩をかなり強めにたたいて、名前などを耳元で問いかけてみましょう。

③呼吸をしているか
顔や手のひらを、負傷者の鼻と口に近づけてみましょう。

支店（SV）
に状況を報告しましょう。※
お客様に被害状況の報告と食事提供の
相談をしましょう。
震度6弱未満の場合でも以下の場合は状況を
報告しましょう。
①被害が発生した場合
②支店（本社）から連絡があった場合
※安否確認システムを活用して報告

持出禁止

3

①避難が必要な場合は避難

■負傷者の確認
ゆれがおさまったら
インフラを確認しましょう
（電気・ガス・水道・厨房機器・通信網・

4

身の安全の確保
（避難経路の確保）

5 災害無線・お客様からの情報等で被害状況を確認し

詳細は

7p

営業本部
受託管理部 受託業務課 係長

2

震災発生

※事前に消火器の場所、使い方、使用の可否について
確認しておきましょう

事業所用

やまかわ

■避難場所・避難経路の確保

周囲を確認して二次災害を防止しましょう

マニュアル

山川 恭 一

※やけどの危険がある場合は
ゆれがおさまってから火元を消しましょう

火元を消しましょう

2

地震対策

初動期 業務時間内

大きなゆれを感じたら、
身の安全を確保し、
火元を消しましょう

※業務時間外は13p参照

初動期︵震災発生直後︶ 業務時間内

初動期︵震災発生直後︶ 業務時間内

地震が発生したら
［ 初動期

北海道小樽市

④脈の有無
けいどうみゃく

首筋の頚動脈で確かめましょう。

⑤顔色の確認
詳細は

11p

顔色が蒼白の場合はショック状態、紅潮していたら中毒の疑いがあります。

⑥手足の骨折の有無
意識がはっきりしている場合は、自力で手足が動くかを確かめましょう。

4

ヘルスケアフード
サービスセンター岩槻

長野県上高井郡

5

地震対策マニュアル（厨房用）

きょういち

埼玉県越谷市
大阪府高槻市

ヘルスケアフード
サービスセンター九州

愛知県小牧市

神奈川県川崎市

広島県東広島市

福岡県福岡市

愛媛県新居浜市

ヘルスケアフード
サービスセンター名古屋
熊本県上益城郡

地震対策マニュアル（本社・支店用）

東日本大震災を踏まえて
BCP ※強化に着手

状況のなか、支援したくてもできない拠点が

全国のサービス拠点の事業継続に

あったのです。

向けて、４つの施策を強化推進

そこで、こうした問題を抜本的に解決する

非常用備蓄品を備えた倉庫
指定倉庫
配送センター

非常用備蓄倉庫の設置

当社は、医療・福祉・保育施設向けに全

ために、副社長が委員長となり、さまざまな

国規模で食事サービスを提供しています。そ

部署の担当者が参加する「災害対策委員

んな当社が自然災害あるいはその他の危機

会」を立ち上げ、1年かけてマニュアルの全

を設置しています。ライフラインが寸断された

東日本大震災の際、物資の被災地への搬

発生により事業が停止するようなことになれ

面改訂に取り組みました。その成果として完

場合でもすべてのサービス地域でスムーズに

送方法に課題を残したことから、陸路が寸断

ば、サービスを受けるユーザーの皆様の命

成したのが現在の「地震対策マニュアル」で

食事提供ができるよう、非常用品や消耗品を

されても物資運搬ができるよう、ヘリコプター

に関わる事態となってしまいます。どんな非

す。今後、震度6弱以上の地震発生時には、

備蓄しています。

運用会社2社と非常時対応契約を締結してい

常事態に陥っても確実に食事サービスを提

このマニュアルに沿って本社・支店・ご契約

供し続けること、それが私たちの最も大きな

先事業所が連携しながらの対策が実施され

社会的責任だと考えています。

ます。

ところが、2011年3月に発生した東日本大
震災では、予期しない事態が起こりました。
準備していた「危機対応マニュアル
（2010年

3

全国13 ヵ所の倉庫に「非常用備蓄倉庫」

2

災害時献立の考案

（Business continuity planning、BCP）

4

食材については、大規模な震災時には
MCA無線機

かかるという教訓を踏まえて、火や水を使

本大震災では固定電話や携帯電話が不通

備蓄することをお客様に提案しています。

を用意し、ご契約事業所への備蓄を進め

の連絡が寸断されてしまいました。そこで、

調理法や賞味期限など多くの制約がある

てきました。これからもお客様への提案を

全国の支店にMCA無線を導入するとともに

を供給できたところもありましたが、広大な

なかで栄養を整えた献立を成立させるの

継続し、危機対応の強化を図りたいと考え

大容量の蓄電池を配備しました。また、被

地域が被災しており、ガソリンも電気もない

は難しく、試行錯誤の連続でしたが、当社

ています。

災状況を素早く確認するため、ご契約先事

物流拠点から被災地の拠点に迅速に食材

万一、事業活動が中断しても早期に機能の再開・復旧が可能
おく計画。

有効性確認を行っています。

通信手段についても強化しました。東日
になり、社員間や支店・ご契約先事業所間

となるよう、平常時から事業継続について戦略的に準備して

認システム」を導入し、年2回以上システムの

通信手段の強化

の長年の経験・ノウハウを活かした非常食

地震などの災害および企業にとっての重大なリスク発生時に、

業所責任者の携帯電話を利用した「安否確

ます。

非常用備蓄倉庫

発生から本格的な支援開始まで3日程度
※事業継続計画

ヘリコプター運用会社との契約締結

わずに食べられる「災害時献立」を3日分

策定）
」に沿って近隣のご契約先事業所や

14

1

セントラルキッチン

ヘリコプター運用会社と非常時対応契約を締結
（ヘリ格納場所：東京、仙台、名古屋、大阪）

15

災害時献立 （献立内容については変更となる可能性があります）

エネルギー
たんぱく質
脂質
食塩相当量

昼

夕

昼

213kcal
6.7g
5.9g
0.5g

風 化 を防ぎ、ノウハウを蓄 積 する
「災害訓練」を継続していく
現在は、地震対策マニュアルに基づいて、
本社と支店、ご契約先事業所、そしてお客
様が連携する災害訓練を定期的に実施して
います。訓練を積み重ねることで震災の記憶

夕

朝

・レトルト粥
1P
・ツナフレーク
（ライトツナフレーク油漬） 20g
・野菜ジュース190ml
1本
エネルギー
たんぱく質
脂質
食塩相当量

1P
1切れ
40g

昼

260kcal
10.7g
5.1g
0.5g

・レトルト粥
・焼鳥
（塩）
65g
・ふりかけ
（しそ）
エネルギー
たんぱく質
脂質
食塩相当量

3

228kcal
6.7g
1.7g
0.6g

・レトルト粥
・さばの味噌煮
・みつ豆
エネルギー
たんぱく質
脂質
食塩相当量

1P
1尾
1個

1P
20g
1本

・レトルト粥
・かつお味つけ
・野菜ジュース190ml
エネルギー
たんぱく質
脂質
食塩相当量

257kcal
11.0g
4.3g
1.3g

・レトルト粥
・さんまの蒲焼
・ふりかけ
（かつお）
エネルギー
たんぱく質
脂質
食塩相当量

朝

238kcal
9.3g
2.4g
0.5g

・レトルト粥
1P
・焼鳥
（たれ）
65g
1缶
・コンポート
（みかん缶） 40g
エネルギー
たんぱく質
脂質
食塩相当量

2

日目

朝

・レトルト粥
1P
・ツナフレーク
（ライトツナフレーク油漬） 20g
・野菜ジュース190ml
1本

日目

日目

1

パンデミックに備えて

・レトルト粥
・さんまの蒲焼
・フルーツカクテル
エネルギー
たんぱく質
脂質
食塩相当量

1P
1缶
1個

227kcal
12.8g
4.8g
1.2g

食材を輸送するなどの対応を行いました。

夕

エネルギー
たんぱく質
脂質
食塩相当量

不備・改善点を抽出しながら拠点間の連携
開催される災害対策委員会で共有すること
で全社的な地震対策のレベルアップを図って
います。

大雨や台風など
地震以外の災害への対応
地震以外の災害によって食事提供が危ぶ
まれることもあり、そのような事態への備えも
必要になります。これまで台風、水害時には
備蓄用水をご契約事業所に供給し、利用者
様には非常食を提供、2014年2月の雪害時

1P
1尾
40g

234kcal
6.3g
5.4g
0.3g

・レトルト粥
・とりそぼろ
・ふりかけ
（のりたま）

1P
45g
1個

219kcal
9.1g
4.8g
0.8g

す。今後も全国の仲間とともに、トップ企業と

当社では、2009年の新型インフルエンザ

中、交通機関の発達などから、致死率の高

の流行以降、危機管理の一環として感染

できる体制を整備・強化していくとともに、

い感染症などが短期間に地球全体に蔓延

症対策の整備に取り組んでいます。スタッ

政府行動計画に合わせた対応ができるよう

し、パンデミック
（感染症などの爆発的流

フの3割が感染により出勤できない状況を

体制を整えていきます。

行）
が起こる危険性が高まっています。企業

想定し、少人数でも調理可能な簡素化（調

においても、職場で集団感染が発生した場

理済み）
メニューを2週間分用意しているほ

合など業務遂行に大きな影響が生じる可

か、サージカルマスク
（主に医療現場で用

能性があり、感染症対策は重要な課題と

いられる衛生用マスク）や消毒液を備蓄す

なっています。

ることで緊急事態に備えています。今後も、

社会福祉法人くにみ会 くにみ園様

Vo i ce

（山梨県南巨摩郡富士川町）

大雪で交通手段が絶たれるなか、
泊まり込みの対応により、

栄養士

いつものように食事を提供いただきました。

えんどう

「車が動かないので
歩いて向かいます」

園長

遠藤 小枝
さえ

様

青木 茂

あおき しげる

様

任感の強さは変わらず、大きな感銘を受け

皆様にはその間、いつもと変わらぬ食事を、

ました。

いつもと変わらぬ笑顔で提供していただけ
たおかげで、入居者の皆さんも不安を感じ

2014年2月の豪雪は各地に深刻な被害をも

マニュアルや具体的な施策の整備・強化

しての責任を果たし、お客様から「日清医療

たらしましたが、山梨県でも14日の夜から

はもちろんですが、私たちの事業ではサービ

食品に任せれば安心」と評価いただけるよ

15日の未明にかけて1メートルを超える記

スを提供する施設の条件・状況が一つひと

う、個別ケースの情報共有など危機管理対

録的な積雪となりました。標高375mの高

降雪が峠を越えても坂道は雪に覆われたま

FAXしたところ、早々にご丁寧なお電話をい

策の強化に取り組んでいきたいと思います。

台にある当園を訪れるには、急峻なつづら

まで、車が通れるようになるまで数日を要

ただき、感謝の想いをさらに深めたもので

折れの坂を上る必要がありますが、この道

するものと思われました。すると今度は、自

す。その一方で、中部支店や本社の皆さん

が雪に埋もれて“陸の孤島”となってしまい

宅待機されていた厨房スタッフが、会社や

はヘリコプターを使った食事輸送を手配さ

つ異なるため、危機管理については現場ス
タッフの柔軟な対応が極めて重要になりま

の風化を防ぎ、またマニュアルの運用面での
ノウハウを蓄積しています。そして、定期的に

238kcal
9.3g
2.4g
0.5g

パンデミック発生時においても事業を継続

世界的な人口の増加、都市への人口集

いつもと変わらない食事と
笑顔に感謝

ることなく過ごせました。こうした献身的な
努力に謝すべく、社長様宛に御礼の文書を

ました。日清医療食品様には、普段から早

仲間と連絡を取り合って食材を調達した上

れるなど、組織としてもしっかりとした対策

番、遅番の二交代制で調理師さんに通っ

で、
「泊りがけで向かいます」とおっしゃるの

を講じていただけました。

ていただいていますが、14日の積雪が予想

です。時間をかけて往復するよりも泊まった

以上に多かったため、翌朝の早番の方は、

方が確実というわけですが、いつもトラック

とても来られないだろうと思っていたとこ

で新鮮な食材を運んでくれる業者さんが来

にも機能するかどうかを検証するため、定

ろ、深夜に「車が動かないので歩いて行き

られないこともあり、非常に助かったと同時

期的に災害訓練を実施しています。

ます」と電話がありました。
「施設の夜勤の

に、その臨機応変さに感心しました。結局、

2012年には静岡県伊東市で、2013年には

者もいるし、非常食も用意しているので無

交通網の復旧には21日までかかりましたが、

理されないよう」とお伝えしましたが、
「そう

支店スタッフの方々には、雪の中徒歩で食

いうわけにはまいりません」と、13時間ほど

材を運んでいただき、また厨房スタッフの

ヘリコプターを使用した災害訓練を実施
東日本大震災での出来事を踏まえて2012
年4月に全面改訂したマニュアルが非常時

和歌山県田辺市で訓練を実施し、災害対

ヘリコプターでの積み下ろし

策委員会の設置や安否確認システムの稼

かけて辿り着かれました。疲労困憊な様子

動、MCA無線による状況把握などの手順

を見て、朝食や昼食に際しては「食事制限

を確認したほか、ヘリコプターを活用した

のある方以外は簡単な食事で済ませましょ

備蓄倉庫から被災地への支援物資の搬

う」と提案しましたが、やはり「そうはいき

送、被災地で食事を提供するまでの一連
の流れを実地で確認しました。

そしゃく

ません」と、咀 嚼困難な方のためにお粥を
ランタンの明かりで調理

つくっていただくなど、緊急時においても責

には孤立した地域にへリコプターで流動食と
16

17

健康状態に応じた

するようにしています。また、低栄養、摂食
えんげ

嚥下等栄養上の問題がある方には、食の面

「一人ひとりにふさわしい食事」の
視点

3

健康維持・QOL向上を
「食のよろこび」とともに

提供する」ためのメニューづくり

提供に努めています。

知ってほしい
保育所での取り組み

医療・福祉・保育施設など、

ります。また、食文化は地域ごとに異なり、
慣れ親しんだ食事をおいしく召しあがってい

商品開発会議

「川上から川下まで」を合い言葉に
お客様に満足していただける食事サービスを目指して、さまざまな立場の方々の声
を大切にし、仕入れ商品の選定に活かしています。
具体的には、半年に一度、お客様や実際に商品を使用する社員、メーカー様が参

保育所では、子どもたちに「大勢で食べる

加する「商品開発会議」を開催し、既存商品へのご要望や改善点などを共有する

多様な施設に食事サービスを提供する日清医療食品は

楽しさ」を体感してもらうことを基本に、
「食

機会を設けています。メーカー様からの提案に対しては、食感やサイズ、規格への

健康維持やQOLを向上させる

育」という観点を加え、季節感のある食材

意見をインストラクターを中心に出し合っています。今後も、
「食の川上から川下ま

提供を心がけています。また、好き嫌いなく、

で」というフードサプライチェーン全体を見渡しながら、よりよい食事サービスの提

子どもたちの成長段階に応じた食を提供す

供を目指していきます。

るために、食材の切り方、サイズや形を変え

また、ご契約先事業所で日々食事提供に関わってい

るなどの工夫をしています。アレルギー対策

る社員からの「こんな商品があったらいいな」とい

については、入社時、全員に知識を付与す

う声を集める仕組み「Nʼｓ POST-A」を2010年に

るほか、ご契約先事業所ごとに定期的な勉

構築し、良いアイデアを出した社員を1位から

当社の栄養士の、また企業としての真価が

援しています。NST活動とは、医療スタッフが

問われるところです。

チームを組み、低栄養の患者様の栄養改善
を通じて早期快復を目指す取り組みで、当

医療、福祉、保育施設では、健康状態に
応じた「一人ひとりにふさわしい食事」があ

からの支援を積極的に行っています。

大勢の仲間と食べる楽しさを

「一人ひとりにふさわしい食事」を考え続けています。

「一人ひとりに最適な食事を

［QOL向上への具体的活動］

早期快復を支援するために
医療施設での取り組み

ただくためには、地域やご契約先事業所ごと

医療施設では、食事は治療の一環であ

に献立を工夫する必要があります。こうした

り、病状や療養・快復期間に応じた栄養管

考えをもとに、当社では、全国統一メニュー

理を徹底することがメニュー開発の基本とな

のようなものは用意せず、食材の栄養価など

ります。また、高齢化が進むなか、食事を口
そしゃく

社では、患者様がどれだけ栄養摂取できて
いるかなど喫食状況を個別に解析し、病院
の栄養士さんをサポートしています。

強会などを推進しています。

意欲ある人材が成長できる

介護・福祉施設での取り組み

当社の商品開発会議から生まれたヒット
商品「きざみにんじん」。作業の効率化・
省力化を実現しています。

環境づくりを
これら当社の食事サービスを根底で支えて

食を通じたコミュニティ空間を演出

3位まで表彰しています。現場で働く社員の声は、
より良い商品開発の大きな力となっています。

いるのが、献立づくりの要となる人材です。
現在、当社には業界最多となる約9,000名
の管理栄養士・栄養士と調理師約10,000名
が勤務しており、一人ひとりの創意と知恵の

の情報は全社で共有しつつ、地域ごとに献

に入れて咀嚼、飲み込むことが困難な患者

長期間の入所が前提となる介護・福祉施

立を工夫し、多様なニーズに応えるよう努め

蓄積が当社の誇る膨大なメニューを支えてい

様も増えており、当社ではその対策として独

設では、毎日楽しく食べていただくというこ

ています。もちろん、完全な個別対応は困難

ます。今後も意欲ある人材がプロフェッショナ

自にムース食など新しい形の食事の開発・

とを重視し、季節を感じる食材や地域の食

です。個々のニーズに対応しながら、いかに

ルとして自立できる育成環境、職場環境を整

提供を進めています。

材の活用、季節行事・イベントに対応したメ

備していくことで、お客様や患者様一人ひと

病態や栄養価、彩りや季節感等を考慮した

医療機関のNST
（Nutrition Support Team

ニューやバイキング形式によるおやつの提

バランスの良い献立を提案できるか、そこが

りの満足度向上と企業としての成長を目指し

＝栄養サポートチーム）活動も積極的に支

供、そば打ちの実演など、食の楽しさを演出

ていきます。

ムース食

食材そのものの魅力を楽しめる「ムース食」
医療・福祉施設向けの食事サービスとして「ムース食」を開発し、2004年から提供
そしゃく

えんげ

しています。これは、咀嚼や嚥下などの機能が衰えた方でも安全に食事できるよう、
ペースト状にした食材を柔らかく固めたものです。食材の
原形をとどめないミキサー食やきざみ食などとは異な
り、食材本来の風味やカタチを保っているため、目で
も楽しめ、おいしく味わっていただけると、高い評価を
いただいています。

［献立のポイント］
メッセージカードとランチョンマット

日々の食事に彩りと喜びを
病院や施設での行事食や誕生祝い

医療施設で
○管理栄養士・栄養士が一人
ひとりの症状に応じた献立を
作成。
○施設側のご担当者と連携し
ながら効果的な食事を提供。

保育所で

に、イラストレーターの藤島つとむ氏

○バランスのとれた豊富な
メニューの提供。

○子どもたちの成長に合わせた、栄養
バランスにふさわしい食事を提供。

がデザインしたオリジナルのメッセー
ジカードとランチョンマットを活用して

○行事食やイベント食を通じて
日々の生活にアクセントを。

○みんなで食べる楽しさや食材への関
心を高める食育活動への取り組み。

ンの一部をリニューアル。食事をされ

介護・福祉施設で

七草粥

お正月

ハロウィン

お月見

こどもの日

敬老の日と誕生日

います。2014年1月には、これらデザイ
る皆様に、より楽しい時間、季節を感
じていただけるよう工夫しました。
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食事サービスで培ったノウハウを活かして
より多くのお客様に、日清医療食品ならではの
視点

4

より多くの人々の
「健康な食生活」を
実現するために

栄養とおいしさにこだわった
「食」を提供していきます。
日清医療食品は、在宅療養や予防医療ニーズの高まりを背景に、
「栄養バランスのとれた、おいしく、食べやすい食事」を
自宅でも手軽に楽しみたいという人々のニーズに応えるために、2012年4月、
食事を自宅までお届けする新規事業「食宅便」を開始しました。

医療・福祉施設で培ったノウハウを

成長は、当社が培ってきたノウハウが、療養

人口密集地に拠点を設け、その周辺エリア

成長市場へ

者だけでなく「健康的で安全な、おいしい食

のみにサービスを展開する企業が多いなか、

事を求めるすべての人々」のQOL向上に寄与

全国規模で事業展開してきた当社は、
「栄養

わが国では近年、
「病院・施設から在宅

できるという成長機会に通じています。そこ

バランスの取れたおいしい食事」を求めるお

へ」という政策のもと、自宅で療養する人々

でブランド名を「食宅便」とし、2012年4月に

客様が、全国の至るところに存在することを

が増えています。こうしたなか、日清医療食

提供を開始しました。

知っていました。そうした市場を当初から見
据えて、地域を限定せずご要望にお応えして

品では、業界のリーダーとして医療・福祉
施設だけでなく、在宅療養者向けにも食事

後発ながらもトップブランドの

きたことが「食宅便」の成功につながったと

サービスを提供していくべきと考え、
「在宅

一角へと成長

考えます。

配食サービス」の事業化調査を実施。その
結果、市場が想像以上に急拡大しているこ
とがわかりました。
その背景には、在宅療養者だけでなく、
老人世帯や独身者、単身赴任者の増加、女

また、これは早期に全国展開できた理由

市場の拡大とともに多くの企業が参入す

でもありますが、冷凍食品ゆえの利便性が

るなか、
「食宅便」は後発ながらも確かな存

挙げられます。チルド食品と違って保存が可

在感を発揮し、今では業界でも五指に数え

能で、どんなタイミング、どんな頻度で食べて

られるまでに成長しています。

も良いというフレキシブルさが、お客様にとっ

性の社会進出など、多様なライフスタイルに

その要因の一つに、全国のあらゆる地域

て大きなメリットとなっています。もっとも、

よるニーズがありました。在宅配食市場の急

ニーズに対応してきたことが挙げられます。

冷凍食品に対する一般的なマイナスイメー
ジを払拭するのは大変ですが、それゆえ逆
に「冷凍食品なのになぜこんなにおいしいの
か」という印象が強く残るようです。
これらに加えて、栄養バランスとおいしさ
豊富さなどが差別化要因となり、他社サー
ビスから乗り換えられるケースも非常に多く、
今では月間 50万食を超えるまでになって
います。

さらなる成長を牽引する
「ケアシリーズ」
市場からの高評価を受けて、当社はこの
3年間、ラインアップを強化し続けてきまし
た。そのなかでも、成長の牽引役となってい
るのが、医療・福祉施設で培ってきた栄養
管理や献立のノウハウを活かした「ケアシ
リーズ」です。塩分制限やカロリー制限を
必要とする療養者はもちろん、生活習慣病
の予防・改善にも寄与するこのシリーズは、
社会全体での健康ニーズの高まりを受け、
2014年上半期で出荷量が3.5倍に増えるほ
どの急成長を見せています。
塩分やカロリーを抑えた食事は「味気な

限が必要な方が医療機関の栄養士とコ

にお伝えするために、テレビCMや新聞広

ミュニケーションを取りながら、日々の食

告、Webサイトなどを活用しています。こ

事を振り返ることができるツールとなるよ

れらに加えて、2014年4月からは、食事マ

う編集しています。季節ごとの栄養豊富な

ネジメントノート
「おいしい日和」を隔月で

食材を用いたレシピやカロリー早見表な

発行。ヘルスケアフードサービスを通じて

ど、健康増進に役立つコンテンツを充実

培った信頼関係を活かし、全国の医療機

させるいっぽう、読者からの声も積極的に

関を通じて毎号10万部を無料配布してい

募り、双方向的なコミュニケーションツー

ます。この冊子は、
「毎日の栄養管理に役

ルとしても役立てています。

立つ健康管理手帳」をめざして、食事制

制約のなかでもおいしい食事を楽しんでい
ただけるよう、40年以上にわたって努力を
続けています。
「ケアシリーズ」には、仕入れ

Vo i ce

から食材加工、調理工程に至るまで、培っ
てきた知恵やノウハウをすべて投入。労力も
時間もたっぷり注ぎ込み、
「減塩食なのにこ
んなにおいしい！」との評価をいただいてい
ます。
「食宅便」は提供開始から3年を経て、当
社の「第2の柱」となる事業に成長していま

齋藤 政人

す。今後も日清医療食品ならではの「価値」

まさと

当社は、
「食宅便」の魅力を多くの方々

い」と思われがちですが、当社は、こうした

営業本部
在宅配食サービス部 課長
さいとう

「食宅便」の価値を、
より多くの方々に知っていただくために

を提供することで、このサービスをさらに成
長させ、より多くの人々の「豊かな食」への
ニーズにお応えしていきたいと思います。

お 客 様 から 寄 せら れた 声

の両立、食材やメニューのバリエーションの

ケアシリーズ カロリーケア1600コース「鯵（アジ）の柚子南蛮」

● 主人が脳出血で倒れ、リハビリ中ですが、私の仕事中にヘルパーさん

に食宅便を昼食として出してもらっています。味も本人の好みに合い、
何よりヘルシーなので、本当に助かっています。配達も敏速でありがた
いです。
（60代女性）

● 退職後、年金生活の夫婦にとって食費は厳しい出費です。栄養を考え

るとあまり手抜きができません。食宅便を知り、ためしに７食分を注文
しました。メニューが豊富で栄養やカロリーなどとても良く考えられてい
て、価格も安く、家計に大いに助かっています。
（ 60代女性）

● 妻が出産のため里帰りするので、その間に健康によいお弁当をというこ

とで手配してくれました。おいしくいただいています。冷凍保存ができ食
べたいときに食べられるのが良いです。
（30代男性）

● 簡単包装で手がかからず、助かります。品数も多く味付けもしっかりと

しているのに、カロリーが少なめなので、娘が喜んでいます。今回は主
婦の私が旅行のため注文しましたが、日ごろのストック品として常備し
たいので、また注文したいと思います。
（40代女性）

ブランドロゴ
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イベント食

医療・福祉施設の食事を担う

チーフ会議でのグループディスカッション

調理実習

栄養士・調理師のスキルと
視点

5

心を育んでいます。

プロフェッショナル
人材を育成するために

日清医療食品は、栄養士や調理師の育成にあたって、

回転寿司

「専門的なスキル」と「寄り添う心」の両面からの成長を重視。
全社共通の研修プログラムに加え、支店独自の取り組みを通じて、
地域ごと、現場ごとの課題を見据えた人材育成を実践しています。

福岡支店筑後エリアでの

中部支店チーフ会議での
たい焼き

事業活動の基盤となる“人づくり”

ウハウを習得するための研修を段階的に実

支店ごとに特色ある研修を実施

施するとともに、国家資格である管理栄養士
医療施設の患者様の快復や、福祉施設に
入所されている皆様のQOL向上を「食」の面
から支える―当社がこうした使命を果たして
いけるかどうかは、医療・福祉施設など事業
の“最前線”で、365日絶えることなく食事サー
ビスの提供を担い続ける、栄養士や調理師
の働きにかかっています。こうした認識のも
と、当社では栄養士や調理師の育成を事業
活動における重要基盤と位置づけ、そのため
の体制づくりに注力しています。
まず、全社共通のプログラムとして、栄養
士、調理師それぞれのキャリアアップにつな
がる研修体系を整備しています。栄養士に対

らではのレシピ習得に取り組んでいます。
また、当支店では長期入院・入所の皆様

の資格取得をバックアップしており、当社の

当社は全国規模で事業を展開しています

のためにバラエティに富む食事を楽しんでい

管理栄養士国家試験の合格率は60.1％（第

が、提供する食事は全国均一ではなく、地

ただけるよう、回転寿司や手打ちそば、チョコ

28回国試実績）
と、全国平均の48.9％を大き

域ごとの風土や食文化を踏まえた献立を工

レートフォンデュ、たい焼き、たこ焼きといった

く上回っています。調理師に対しては、調理

夫しています。このため、社員研修の内容も

「イベント食」を積極的に提案しています。こ

スキルの向上に加えて、医療・福祉施設に

全国共通ではなく、本社が作成したカリキュ

のようなイベント食の提供にあたっては、通

特化した食事サービスについての専門知識

ラムやスケジュールをもとに、各支店のインス

常の食事とは異なる調理ノウハウが必要にな

を身につけるためのカリキュラムを段階的に

トラクターが地域の勤務実態を踏まえて実

りますが、外部の専門職人に頼ることなく、

実施しています。また、研修の内容は、医療

施。加えて、支店独自の研修も積極的に企

日々、患者様や入所されている皆様と接して

現場や介護現場のニーズを踏まえて常に見

画しています。

いる社員自ら調理できるようになるような社内

直しており、例えば私が担当する名古屋支

例えば、私たち名古屋支店では、セントラ

店では、アレルギー患者の増加や対象の広

ルキッチンのテストキッチンを活用して調理

がりを踏まえて「アレルギー研修」を強化し

研修を開催しています。高齢のため食べ物を

ています。

咀嚼・飲み込む機能が衰えた方を対象とし

研修プログラムを設計実施しています。

社 員同 士 のコミュニケーションを

きを置いています。栄養士や調理師には、

重視した研修

医師や看護師、介護士など、施設スタッフ
の方々との密接な連携が求められるだけで

各研修の現場では、知識の習得と並んで
社員同士のグループディスカッションを重視
しています。社員一人ひとりが現場で直面
する課題を共有し、全員で思索することで、
課題解決へ自ら考え行動する力を培うとと
もに、他人の悩みや苦しみに共感できる感
受性を養うことを目的としています。また、
一人で悩みを抱えている社員に安心感をも

なく、食事をご提供する患者様や入居者様
の気持ちに寄り添った献立づくりや調理を
実践するには、相手を思いやる気持ちを育
むことが必要不可欠だからです。当社は、こ
うした豊かな人間性を育むことこそ、ご提供
する食事サービスの質を高め、ひいては患
者様や入居者様の満足感につながっていく
と考えています。

たらし、仕事に対するモチベーションを高め
る役割もあります。
グループディスカッションに限らず、当社

そしゃく

では研修全体を通じ、人としての成長に重

えんげ

た嚥下食のつくり方など、医療・福祉施設な

しては、実務の現場で求められるスキル・ノ

調理師会

グループディスカッション

Vo i ce
名古屋支店
管理部 企画課
管理栄養士
教育インストラクター

大宮 光代
おおみや

みつよ

栄養士のキャリアステップ例
栄養士・
管理栄養士

チーフ

FCC
（フード・コスト・
コントローラー）

栄養管理
インストラクター

志を持ってがんばります！！

これからも栄養士と連携を深めながら

栄養士・
管理栄養士

チーフ

栄養管理
インストラクター

スーパーバイザー

調理師

調理師

調理主任

チーフ

チーフ

調理技術
インストラクター

調理技術
インストラクター

スーパーバイザー

より良い食事を提供して

仙台支店
病院勤務

齊藤 和泉
さいとう

調理師のキャリアステップ例
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心を大切に、

いずみ

いきたいと思います。

さん

【2年目栄養士研修受講者】

北東北支店
老人福祉施設勤務

内田 里 子
うちだ

さとこ

さん

【2年目調理師研修受講者】

日々の業務のなかでは、食事が「サービス」であるということ

今回の研修を通して、自分の勤める施設の特徴を深く理解すること、そして

をつい忘れてしまうこともありますが、研修のおかげで私たち

施設を利用される方一人ひとりに合った食事を提供することの大切さを学

の本来の目的である「食を通じて食べる人に幸福を提供す

びました。例えば、糖尿病の方は投薬の関係で配膳時間が遅れると命に関

る」という考え方や、一食一食に思いを込めることの重要性

わることもあること、カリウム制限されている方に間違って生野菜を提供して

を再確認できました。そんな自分たちの仕事ぶりをお互いが

しまえば、死に至るおそれもあること。改めて自分が携わっている仕事はお

学び合い、現場全体があるべき方向に向かっていけるように

客様の命を預かっているのだと再認識できました。これからも栄養士と連携

していきたいと思います。

を深めながらより良い食事を提供していきたいと思います。
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士を
栄養
手
若
とした
中心

ヘルスケアフードサービスの専門企業として
「感謝の気持ちと謙虚な姿勢」で接する

「全国料理コンテスト」で若手社員を育成
1997年度から栄養士、調理師を対象とした「全国料理コンテスト」を

人材の育成を目指しています。

実施しています。その目的は厨房で働く社員の献立作成における提案
力や調理技術、プレゼンテーション力など、ヘルスケアフードサービ
スの専門家としての技術の向上、また支店間の交流を通じたノウハウ
や情報の共有です。コンテストでは、身近な食材を利用して、日常的な

日清医療食品は、医療・福祉を「食」で支えるという志と、

「食」についていかにサプライズを感じていただけるかを支店のチーム

ヘルスケアフードサービスの専門企業にふさわしい

ごとに競い合っています。2014年8月には12回目となる全国料理コンテ

専門知識やスキルを併せ持つ社員の育成を目指して

ストを開催し、全国から入社2年目の若手栄養士を含む48名
（16チー

教育体制の充実を図っています。

ム）
が参加して、課題となった「健康教室で提案する弁当」と「野菜
を使ったおやつ」づくりに挑戦しました。優勝した横浜支店は、ロコモ

優勝した横浜支店の選手の皆さん

ティブシンドローム
（運動器症候群）予防健康教室を想定。不足しが
ちなカルシウムと抗酸化物質の上手な摂り方を説明するプレゼンテー

グループ合同で新入社員研修を実施

ションでは、参加者各々のキャラクターを使い分けた分かりやすい内

総合職の育成方針

ワタキューグループ研修センター
「一心館」は、ワタキューグループ

容で、観客をぐいぐい引き込みました。

お客様にご満足いただける食事サービスを提供するためには、社員

の社是「心」のもと、何事にも「感謝の気持ちと謙虚な姿勢」で接す

一人ひとりがいきいきと仕事をし、成果を上げていくことが大切です。

る人材の育成を目指して2011年4月に京都にオープンした社員教育の

当社では、そのために次の3つの要素を重視して人材を育成していま

場です。2012年度からは、ワタキューグループ基本方針の徹底、グルー

す。1つは、各自の業務をスムーズに遂行するスキルを高めること。2つ

プの協働体制の土台形成を目的として、グループ会社合同で総合職

めは、自己実現のために明確な意欲をもつこと。3つめは、周囲との協

の新入社員研修を1年間にわたって実施しています。2013年度は第2

働や、ワタキューグループの一員としての価値観を確立すること。こうし

期生となる30名を全国の職場に送り出しました。研修ではグループ各

た認識やスキルを向上していけるよう、社員個々の役割や業務の成熟

社の垣根を超えて、同期の絆を深めながら、ワタキューグループ社員と

度に合わせて「階層別」
「職種別」のプログラムを実施しています。

コンテストの様子

しての礼儀、ビジネスマナーや業務スキルなど、社会人基礎力の習得
だけでなく、グループ各社の業務理解を深めるとともに、富士山清掃、
施設でのボランティア実習を通してグループの生業である社会への貢
献を体感しました。

社員の「伝える力」を高めるために

工 夫を
凝らした
プレゼン
テーシ
ョンも
見 物で
す

医療・福祉業界を取り巻く事業環境が厳しくなり、今まで以上に提
案力が求められるなか、自社の特徴あるサービスをお客さまに「伝える
力」を高めることは年々重要となっています。そこで、日清医療食品と
ワタキューセイモアは、２社合同で企画した「ワタキューグループ プ
レゼンテーションコンテスト」を開催。2014年度は「一般急性期病院
における総合アウトソーシングの提案」をテーマに、それぞれの地域
予選を勝ち抜いてきた10チームが、その力を競い合いました。
コンテスト作品例
横浜支店

北関東支店

仙台支店

健康教室で
提案する弁当

野菜を使った
おやつ

富士山清掃
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研修風景

プレゼンテーション風景
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社員 とともに
多様な人材が働きやすい職場環境づくり
日清医療食品は、会社と社員がともに持続的に成長できるよう、国籍や人種、性別、年齢、
信条、障がいの有無などに関わることなく、多様な人材に能力や実績に応じた活躍機会を
提供するよう努めています。また、社員が安心して、やりがいをもっていきいきと仕事をするた
めの職場環境づくりや各種制度の整備に努めています。

多様性の尊重

バースデーカードの配布

障がい者雇用

当社は、多様な社員一人ひとりが働きやすく、働きがいをもって活躍で

当社では毎年、全社員の誕生日にお祝いと日頃業務に励んでいただい

「障がいのある人もない人も、お互いに特別区別されることなく、社会

きる職場環境づくりを目指しています。そのために、すべての人が固有

ている感謝の気持ちを込めて、社長からのメッセージと図書カードを

生活をともにするのが正常なことであり、本来の望ましい姿である」と

に持つ文化、国籍、信条、人種、言語、宗教、性別、年齢や考え方の

同封したバースデーカードを自宅へ送っています。社員に喜んでもらえ

いう考え方、その見地に根ざした運動・施策を「ノーマライゼーショ

ワタキューグループ基本方針の要となる「感謝の気持ち

多様性を尊重するとともに、社員自らが考え、一人ひとりが改善意欲

るよう、毎年デザインを変えています。

ン」と呼びます。当社ではこのような理念に基づき、障がいのある方の

と謙虚な姿勢」を大事にし、誰もが思いやりを持ち、真

をもって自発的に行動を起こせる職場環境の整備・組織文化の醸成

雇用に努めるとともに、誰もが快適に働くことができる環境づくりを目

に勤めて良かったと思える会社となるために、2014年度か

に努めています。

指して、一部のご契約先事業所やセントラルキッチン、本社などで職

ら「ありがとうの『心』運動」を実施しています。これは、

場体験の受け入れなどを実施しています。

日々の業務のなかで感じた周囲の社員やお客様、関係者

障がい者雇用数（名）

診断の受診を促すことはもちろん、メンタルヘルスに関する冊子を配

599
557

553

1.93

2008年度

2009年度

2010年度

強化を図っています。ノロウイルスなどが流行する時期には、社内報
での注意喚起のほか、全社員とその家族を対象とした冊子「家族み

500

2014年度のバースデーカード

1.90

2011年度

1.99

2012年度

募集し、会議や社内報を通じて公開することで、お互いの
仕事に対する使命感や日々の努力、モチベーションなどを
再確認する取り組みです。各拠点から250通を超える応募
がありました。

629

2.11

600

タルヘルスに関わる総合相談窓口を新たに設置するなど、仕組みの

2.5

667
2.11

布し、セルフチェックができる体制を整えています。また、社員のメン

んなでノロウイルス・インフルエンザをノックアウト大作戦」を発刊。

障がい者雇用率（％）
703

700

当社は、社員が心身ともに健康に業務を遂行できるよう、定期健康

「ありがとうの『心』運動」

の方々に対する感謝・感動・喜びのエピソードを社員から

障がい者雇用数・雇用率

健康管理

lose Up

2.03
2.0

2013年度

1.5

社員の家族にも読んでいただけるよう、漫画風の読み物としました。
そのほか、職場で起こりがちな骨折や捻挫、打撲などの事故を防止
するため、労働災害に関する啓発ポスターを作成して全ご契約先事
業所に配布したほか、労働安全をテーマに研修を実施しています。

Vo i ce

一社員から社長への
バースデーカードのお礼状が届きました

本日、仕事を終えて帰宅しましたら Happy Birthday のカードが届い
ていました！なんというサプライズ！ 本当に驚きました。家族の誰に
もまだお祝いを言ってもらわないうちに社長からいただけるなんて。
実は今日もいつもどおりに仕事へ行きましたら、チーフと調理の方にお
祝いのジュースとあんパンをいただきました。私の誕生日を覚えてい
てくれるなんて…と心から感激しているところへの帰宅後のメッセージ

ノックアウト大作戦

名古屋支店では、総務部に2名の障がいをもつ方が働いています。その一人、2014年春に入
社した上野大成さん
（19歳）
は、脳性麻痺によって左手と下半身が不自由なため、電動車いす
を使用しています。業務内容は、主にパソコンを利用した庶務業務で、事業所の車両管理や
安否確認システムへの登録、通勤距離の調査などを行っています。当初は不慣れなため、な
かなかスムーズに業務を遂行できませんでしたが、
「日々の訓練やまわりの人のアドバイスに

本当にうれしくて、これからも、もっともっと一生懸命仕事をさせてい

よって、できる業務が徐々に増えてきました」とのこと。
「仕事の全体の流れをイメージしながら

ただこうと強く心に誓いました。本当にありがとうございました！

より効率的に業務を進めていきたいです。プライベートでは、車の運転免許を取得して行動範

一社員より

26

（名古屋支店／上野大成さん）

だったので、つい筆を取った次第です。

社長さんへ

メンタルヘルスセルフケアマニュアル

「車両管理などの庶務業務を担当しています」

囲を広げたいですね」と、公私両面での充実を目標に掲げてくれました。

労災防止ポスター
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地球環境 とともに
地球にやさしい会社を目指して
日清医療食品は、次世代の人々に美しい地球環境というバトンをつなぐために、一人ひとりの環
境意識を高めるとともに、身近な取り組みから継続的に環境負荷を低減していくことを基本方針
として環境活動を推進しています。また、新たな設備投資においては、環境負荷の低減を目標の
一つに掲げて投資計画を策定。営業車へのハイブリッドカーの採用や、テレビ会議システムの利
用による、移動によって発生するCO 2排出量の削減、食品リサイクルなどを実施しています。
エコ推進委員会

エネルギー使用量削減計画

環境負荷の軽減に向けて

当社では、2011年に改訂省エネ法により「特定事業者」の認定を受けました。エネルギー削減を目指し、同年にエコ推進委員会を発足。5ヵ年間で

当社はエネルギー使用量の削減とともに、テレビ会議システムやハイブリッドカーなどの導入によりCO2排出量を削減し、低炭素社会を目指す「Fun to

エネルギー使用量およびCO2排出量を5％削減することを目標に活動しています。エネルギー構成割合では、セントラルキッチンが約７割を占めている

Share」に賛同しています。

ため、エネルギー使用量の多い４ヵ所のセントラルキッチンでの削減に重点をおいています。

当社全体でのエネルギー使用量の推移

2011年から使用エネルギーの可視化に注力するとともに、全社を上げ

ての省エネルギー化を推進。本社・支店においてはクールビズ期間を
設け空調の設定や照明の照度を落とすことでエネルギー削減に取り
組み、セントラルキッチンではエコ推進委員会を立ち上げ、エネルギー

各拠点でのエネルギー使用量の推移
0.8

KL（単位）

セントラルキッチンでの原単位推移
（※原単位は1食あたりの電気使用量（kWh））

エネルギー使用量の高いセントラルキッチンでは、業務の見直し

0.2

1.2

0.8

行っています。

食品リサイクルについて

2010

2011

2012

2013 （年度）

原単位 （単位）

岩 槻
名古屋
米 子
九 州

100
300

100
0

12
％
2010
12
％
2010

22
％

0.6

32
％

2011
22
％

32
2012
％

2011

2012

総ハイブリッドカー数
総営業車数
41
％

41
％
2013 （年）

2013 （年）

テレビ会議システム使用により想定されるCO2削減量の推移

CO2 削減量累計

0.4

2010

2011

2012

2013 （年）

※原単位は1食あたりの電気使用量
（kWh）

■ 事業所での廃油のリサイクル

調理の際に出る食品廃棄物等を、契約している養豚所に年間約72t

使用済食用油をバイオディーゼル燃料にリサイクル。現在約200ヵ所の

購入いただき、食品廃棄物をチョッパー処理し、流動食形態にして

ご契約先事業所にて実施しています。

（tCO 2）
5000

（tCO2）
1000
600

使用時間

（ 時間）
700

500

CO2 削減量累計
3000

800
400

2000

600
200

1000

400
0

想定される CO 2 削減量

4000

800

0.2

の移動を減らし、移動により発生するCO 2 排出量の削減を目指してい
ます。

ハイブリッドカー移行により想定されるCO2削減量の推移

2010

2011

2012

2013 （年）

※2015年10月には5 ヵ所目となる「ヘルスケアフードサービスセンター京都」が完成し

200
※算出はメンテナンスから月間の走行距離を出した上で、変更前、変更後の車種の1km

ます。

走行辺りのCO 2排出量の差異を記載。

0
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総ハイブリッドカー数
総営業車数

（tCO2）
1000

■「ヘルスケアフードサービスセンター名古屋」における食品リサイクル

100％を飼料として使用していただいています。

当社では、テレビ会議システムを推進することで、会議にともなう社員

0
200

※

た環境に配慮した機材への移行などを実施することで、エネルギー使

燥機の使用効率を上げるため使用時間の変更や使用方法の変更を

するよう努めています。営業車両については順次ハイブリッドカーへの

200
400

セントラルキッチンでの原単位推移

（チューニング）
や、外気温や日照時間による空調の設定の変更、ま

使用量の高いスチームコンベクションオーブンの省エネ運用、食器乾

全国に16の支店、16の営業所、4つのセントラルキッチンを有している

（台）
300
500

0.4

1.0

用に関わる原単位の削減を目指しています。具体的には、エネルギー

当社では、新規で製品を購入する際、省エネ性の優れた製品を購入

400
ハイブリ
ッドカー導入台数推移

啓蒙活動を実施しています。これらの結果、2010年から3年でCO2排出
量を約7割削減しました。

テレビ会議システムの利用

（台）
500
移行を実施し
ています。

0.6

使用の適正化による年１％以上の削減を目標としました。当社ホーム
ページや社内報を活用し、エコ推進委員会による取り組みについての

ハイブリッドカーへの移行

2010

2011

0

300

100
2010

2011

2012

0
2013 （年）

※テレビ会議システムを使用せずに支店⇔本社間を移動した際に発生する交通機関使
用によるCO 2から、テレビ会議システムを使用した際に発生するCO 2の差を削減量として

2012

2013 （年）

います。
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地域社会 とともに
社会貢献活動
全国に16の支店、16の営業所、4つのセントラルキッチンを擁し、5,238ヵ所
（2014年12月末現在）
のご契約
先事業所でお客様に食事サービスをお届けしている日清医療食品にとって、地域社会の発展、共存共栄は
企業としての存在意義にも関わる何よりも重視すべき事柄です。こうした考えをもとに、日清医療食品は「良
き企業市民」を目指して、事業を通じた社会への貢献に注力するとともに、
「食」に関わる知見やノウハウを
もつ人材など、経営資源を活かしたさまざまな社会貢献活動に継続的に取り組んでいます。

地域雇用の創出への取り組み

献血活動を通じて復興支援や森林保全に貢献

地域ごとの採用数

「多様化するサービスへの対応」施策として、2013年から新卒採用

有資格者

倍増計画をうち立て、全国16 ヵ所の支店で多くの社員を受け入れ
ています。2014年4月には全国で1,575名の新入社員が入社し、北海

夫を凝らしています。

日から15日の約2週間を「献血強化週間」とし、日本赤十字社と共同
で「献血活動で東北支援を！」キャンペーンを実施しました。
北海道［238人］

4人

関 西［195人］

121人

このキャンペーンは、お一人のご来場につき当社より5円を寄付金とし
て計上、その総額を東北の復興支援活動に役立てていただこうとい
うものです。積極的な呼びかけのかいもあって、全国で1,483名の社

192人

117人

3人

中 国［94人］
16人

の感謝の想いを込めて、献血活動に注力しています。2014年は、9月1

137人

先事業所で活躍しており、そのスケールは地域の雇用拡大に一定の
師、高卒で入社した社員の教育を強化していくために、さまざまな工

社会貢献の一環として、また重要な取引先である医療機関の皆様へ

50人

東 北［141人］

道から沖縄まで、全国に5,238 ヵ所（2014年12月末現在）
あるご契約
貢献を果たしています。それぞれの拠点では、新卒の栄養士や調理

5人

無資格者

関 東［378人］

78人

員が来場し、うち957名が献血に参加しました。また森林保全活動へ
の意識を喚起できるよう、来場者には、“ひのき”の間伐材を利用した
「香り板」を配布しました。今後も全社規模で協力を呼びかけるとと
もに、社会貢献に対する意識啓発につなげていきます。

358人

九州・沖縄［268人］

20人

240人
28人
※地域は支店所在地による区分けとしました

北海道
支店

四 国［50人］

中 部［211人］
194人

39人
11人

高卒社員の技術向上を目指す
北海道支店管理部

17人

「食 」をテーマにした活動
ご契約先事業所のご意向を踏まえ、
「食育」および食に関する地域住
民の方々へのサポートもお手伝いしています。

中部
支店

食育

社会福祉法人健輝会 げんき夢保育園

沖縄
支店

治療食に関する取り組み

医療法人 清心会 徳山クリニック

2014年度、北海道支店では前年より2.5倍となる200名以上の新入社員を受け入れました。高卒社

山梨県中巨摩郡昭和町にある「社会福祉法人健輝会 げんき夢保育園」

沖縄県浦添市にある「医療法人 清心会 徳山クリニック」は、人工透析を

員を多数採用した背景には、調理師資格を備えた調理技術のスペシャリストを育成するという目的

では、日々の「食育」に力を入れています。ご契約先事業所の方とともに当社

行う血液浄化センターを運用しています。同クリニックでは、提供する治療

の他に、日清医療食品の厨房業務の基本から食事サービスまで業務の全般を広く習得し、将来的

の社員が1週間に一度ずつ各クラスを回り、箸の持ち方や三角食べ、食品群

食をご家庭でも作ることができるよう、調理実習を行っています。募集後すぐ

には当社の顧客サービスの前線に立ちリーダーとして貢献していただく人材を創出することを目的

分け
（3歳）
、玉ねぎの皮むき
（1歳）
など年齢に合った食育を実施しています。

に定員に達する大人気の調理実習をお手伝いすることは、患者様の手助け

としています。そこで、高卒で入社した社員のスキルアップを目指し、
「料理コンテスト」をはじめとす

夏祭りや運動会、クリスマス会などの大きな行事には、うどん打ちなどの「食

になるとともに、社員の貴重な勉強の場にもなっています。

る実務に即した研修にも力を注いでいます。

育」を取り入れ、園児の心と身体を育てる一員として参加しています。

2014年10月30日、北海道支店で行われた「料理コンテスト」では、入社から半年経ち、それぞれ
の職場で腕を磨きながら各地域の予選を勝ちあがってきた14名が、盛り付けや衛生に関して当社
のマニュアルに準じて作業できるかどうかを競い合いました。おかゆを均一に盛ることができるか、
お味噌汁をきれいに盛り付けることができるか、生野菜や缶詰製品の取り扱いが正しくなされてい
るかなど、実務に必要な知識とスキルを確認する機会となりました。
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C S R マネジメント
日清医療食品は、コーポレートガバナンスとコンプライアンスの体制強化、
人権尊重の風土づくりをCSR経営の基盤と位置づけ、さまざまな取り組みを推進しています。

コーポレートガバナンス

コンプライアンスの徹底

■コーポレートガバナンスの強化

「コンプライアンス
（Compliance）
」は、一般には「法令遵守」
「企業順法」という意味で

ワタキューグループ基本方針と、社是である「心」に則り、ステークホルダーの皆様の「心」を尊重し、
「企業の公正性・透明性の向上」
「意思決定プ
ロセスの徹底」
「コンプライアンスの徹底」の3つをテーマにコーポレートガバナンスの強化に努めています。

用いられていますが、現在の企業を取り巻く社会環境は「法令さえ守っていればよい」
という姿勢では信頼や共感を得ることはできません。とりわけ、当社は業界のトップシェ
ア企業、リーディングカンパニーであることから、他社に比べて高い水準の倫理的行動
が求められていると考えています。
こうした認識をもとに、当社では「コンプライアンス」を、単に当社の業務遂行に直接関

［企業統治体制］

係する法令を遵守するだけではなく、会社の諸活動に関わる法令や当社の基本方針、

株主総会
選任
解任

定款・規程・社内ルール、さらには広く社会規範も含めた「規範の遵守」と位置付けて
います。そして、
「やってはいけないことをやらない」
「やるべきことをしっかりやる」などに

選任・報酬の同意
会計監査相当性の判断

選任
解任

付議

連携・情報共有・報告

取締役会

連携
意見交換
報告

選任
解任
監督

報告

付議
報告

指示

キューグループ基本方針」
「四つの約束」を基本にコン
プライアンスの徹底に努めています。
また、
「コンプライアンス憲章」を定め、嘱託社員や派
遣・パート社員を含めた全社員を対象にガイドブック
の配布や研修を実施しています。

報告

代表取締役
指揮
指示

法 律 アドバイザ ー

内部監査

指示

報告

報告等

取締役会

報告
提言

コンプライアンス委員会
賞罰委員会
リスク管理委員会
連携
報告

総務部コンプライアンス課
・
コンプライアンス相談窓口

指示
報告等

本社
各本部
各部室

指示
相談等

指示
相談等

事案発生時に
懲戒等を審議

賞罰委員会

（社長）

相談
通報

業務執行部門

監査役会
報告等

報告

経営会議

株主総会

報告

報告
提言

助言

な関係を保ち、持続的に成長していくために、
「ワタ

［コンプライアンス体制］

会計監査人

監査役会

相談

事業に関わる多様なステークホルダーの皆様と健全

ついて、日常業務として遂行できるよう、実例をあげながら研修を実施しています。

報告

内部統制室

■基本となる考え方

コンプライアンス
委員会

コンプライアンスの
向上徹底のための
重要方針・施策を決定

総務部
コンプライアンス課
（事務局）

事業所

に、役員が委員長を務める「コンプライアンス委員会」
協議決定、役員・幹部社員への教育指導などを実施
しています。また、社員に対する教育・研修プログラム
についても各部門が年間計画を立案し、実施していま
す。

指示
相談等

内部監査部門では、これら法令等遵守体制の監査な
どを通じて必要な改善を継続的に行っています。

内部通報制度
社員が日々の業務遂行において、コンプライアンス上の
問題事象の発生や発生のおそれがあることを認識した

指示・相談等

統制・指揮

「コンプライアンス憲章」及び関連する各規程類をもと
を定期的に開催して、法令遵守に関する重要事項の

支店

周知

■コンプライアンス推進体制

本社各部室、各支店に下記を配置
コンプライアンス推進責任者：部室長・支店長
コンプライアンス推進担当者：責任者の指名

際に通報・相談する「内部通報制度」を設けています。
運用にあたっては、情報の取り扱いに厳重を期すことは
もちろん、通報によって社員が不利益な取り扱いとなら
ないことを規程類に明文化し、徹底しています。
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人権の尊重とCSR意識啓発
■人権の尊重
当社は、職場における人権意識の啓発に努めるとともに、雇用および処遇における

QOLの根幹である「食」を

差別や個人の尊厳を傷つける行為を禁止するなど、差別のない明るい社会の実現

担うという責任

を目指しています。その一環として、2008年からは「セクシュアルハラスメント防止
規程」を運用しています。また、お客様の増加や商品ラインアップの拡充に伴って

当社は、医療・福祉の現場を総合的に

サービスの担い手である
「人」の育成を重視
病院・福祉施設に向けて、そして在宅と

の意義を社内外に伝えることで、社員が誇

題に対して、ステークホルダーの皆様のご

りと使命感を持って仕事に取り組むことが

要望にお応えし、医療・福祉に密着した事

できる環境を築く

業特性を発展させることが “持続可能な社

これらはワタキューグ

いう新しいフィールドに向けて、
「心」のこ

ループの基本方針にある「勤めて良かった」

「食事サービス」を担っています。超高齢

もった食事サービスを提供し続けるために

と思える会社にするということにもつながり

れぞれに相談窓口を設置し、運用に際しては、相談・通報者のプライバシーを厳守

社会を迎えたわが国において、医療・福祉

は、サービスの担い手である社員の「心」

ます。

し、相談・通報内容が第三者に漏洩することがないよう努めています。

の充実は重要な社会課題であり、その解

が問われます。そこで重要になるのが、社員

決に寄与する事業を展開するという意味で

一人ひとりの心に、当社の一員としての誇り

は、グループの事業活動そのものがCSRを

や使命感を育んでいくことです。

サプライチェーンが広がっていることから、お取引先様の人権にも配慮するよう努め
ています。さらに、万一問題が生じた時や問題を未然に防ぐために、社内・社外そ

サポートするワタキューグループのなかで、

果たすものと言えるでしょう。なかでも、当

こうした考えのもと、当社は自らの事業

社が担っている「食」は、患者様や要介護

の社会的意義や責任について、また環境へ

者様のQOL（クオリティ・オブ・ライフ＝生

の配慮や地域貢献といったCSR活動につい

ており、2015年1月には80号を数えます。

活の質）向上を支える根幹であり、高品質

て、社内外に積極的に情報発信しています。

この冊子では、全社の取り組みや方針を発信するのは

できめ細やかな食事サービスを365日絶える

皆様にご覧いただいている当社のCSR報告

もちろん、北海道から沖縄までの全国各支店の動向

ことなく提供し続けることが、当社のCSRの

書「コミュニケーションレポート」の編集・

や社員紹介などが掲載され、参加型コミュニケー

根幹であり、社会的使命であると考えてい

発行も、その重要な一環です。私が委員

ションツールとして社員に浸透しています。ま

ます。

長を務める「CSR報告書作成委員会」は、

■社内報を通じたCSR意識啓発
社内でのコミュニケーションを深めるためのツールとして、2001年秋に社内報「悠
翔」を創刊。以来、4万2千人の社員すべてに配布することを大原則に隔月で発行し

た、全社員に配布するという特性を活かし、
毎号、コンプライアンスなどCSRに関する情報
を発信することで、社員の意識啓発に役立てて
います。

近年では、予防医療ニーズの高まりや在

各部署から社内横断的に集めており、メン

宅療養の拡大などを背景に、医療・福祉

バーは本レポートの編集を通じて、当社の

に関わる課題がさらに複雑化・高度化して

CSR活動の実態や、その根底にある意義を

います。その一方で、ライフスタイルの多様

深く理解するとともに、各職場に持ち帰って

化や女性の社会進出などにより、食事のあ

浸透させる役割を担っています。

り方にも大きな変化が生じています。こうし

社内報を通じたCSR情報の発信、日本赤十

心な、おいしい食事を求めるすべての人々」

字社と連携した献血キャンペーン、ありがと

のご要望に応えるため、在宅向けの配食

うの「心」運動など、さまざまな活動を通じ

- CSR報告書編集後記 -

サービス「食宅便」を2012年にスタートし

て、社会貢献に対する意識向上に努めてい

はじめに、CSR報告書作成にあたり取材にご協力いただいた「くにみ園」様、
「株式会社ヤヨイサンフー

ました。医療・福祉施設向けサービスに続

ます。

皆様に、心より厚く御礼申し上げます。また、本報告書を手にとり、お読みいただいた皆様に、深く感謝申
し上げます。
当社のCSR活動の根幹にはワタキューグループの基本方針と四つの約束があります。
「感謝」と「謙虚」な姿勢を忘れず、つねに「お客様には仕事をさせていただいている」
、
「仕入先には売っ
ていただいている」
、
「協力企業の方には仕事をしていただいている」
、
「会社の皆さんには働いていただい
ている」という思いを持つことこそ社会貢献の始まりではないかと考えています。

く「第二の柱」と位置づけるこのサービスに
より、当社はより多くのお客様のご要望に
お応えするとともに、より多様な社会課題の
解決に貢献していきます。

今後もこうした考えのもと、人を育て、会
社を育て、社会に対する責任を果たし続け

刻々と変化し多様化する社会情勢や課

ていきます。

事業活動そのものが
CSRであるという認識のもと、
心のこもったサービスの担い手となる、
使命感と誇りを持った
人材育成に努めてまいります。

これに加えて、コンプライアンス啓発や、

た環境変化を見据えて、当社は「安全・安

ズ」様、
「CSR報告書作成委員会」のメンバー並びに本報告書制作にご協力いただいた全ての関係者の

会の実現”への貢献であると考えます。

取締役
総務本部 総務本部長
CSR報告書作成委員会委員長

乳井 真一
にゅうい

しんいち

社会に対する責任を
果たし続けるために
事業を通じたCSRを果たし続けること、そ

このCSR報告書が皆様と日清医療食品との架け橋となり、より多くの方に当社の考えを知っていただけれ
ば幸いです。
最後に本CSR報告書はISO26000に沿って構成しました。わかりやすく、読みやすい報告書を目指してい
ます。
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