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AINプログラム
食と栄養改善NGO助成

KOKO Plus
(ガーナ/離乳期の栄養改善事業）

公益財団法人味の素ファンデーションの４事業とSDGs

VINEP
栄養制度創設プロジェクト
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ＡＳＶ： Ajinomoto group Shared Value

社会価値

Economic

Value

共通価値
の創造

経済価値

学校給食

味の素グループの技
術、ノウハウを生か
す: 
（美味しく栄養のある料
理を簡便に作れる調味
料、メニュー集、栄養の
ノウハウ）、ＮＩＮとのネッ
トワーク。

日本の経験・資産
を世界に活かす
（学校給食制度、
栄養士制度、
日本栄養士会

とのネットワーク等）

VINEP

（ＴＡＦ）：食と栄養の改善に継続的に寄与
（味の素グループ）：社会価値と企業価値の向上（ASV)

2017年設立



2017 味の素グループ栄養ポリシー制定
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日越交流史

• ８Ｃ：遣唐使 阿倍仲麻呂帰国時漂流
（安南都護府＠ハノイ）、一時滞在

• 14C陶磁器、九州にて発見
• 16-17C：御朱印船で交易。ダナン、ホイアン
等に日本町。
日本から ベトナムから

• 1940：日本軍仏印進駐
• 1945：ベトナム独立戦争。元日本兵600人が
参加。ベトナム陸軍士官学校を創設しベトミン士官養成。

1986：8人の元日本兵がベトナム政府より表彰

• 2011：ベトナム栄養制度創設プロジェクト（ＶＩＮＥＰ）開始
• 2012：ベトナム学校給食プロジェクト（ＳＭＰ）開始

銀・青銅・銅・・
砂糖・香辛料・
沈香・絹
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ベトナムと日本： （地理・人口・経済）

ベトナム 日本

面積（万km2） 33 38

南北距離（km) 1777
（ハノイ-ホーチミン）

2060
（札幌―福岡）

人口（百万人） 90(2013) 127(2013)

高齢者比率 6%（2005)

20%（2040)

22%（2005)

35%(2040)

GDP p.c.(2013)
（2018予想成長率）

$1,523
（6.3%)

$46,895（x30）

（0.65%）
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アジア各国の人口推移予想

２０４０年：人口逆転
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ベトナム：食の特徴と栄養課題

• 一汁三菜：日本と類似
• コメ主食（400g vs. 120g p.c.)栄養課題
• うま味/発酵調味料
（魚醬・エビ醬、”Ａｊｉ Ngon”）

• 箸を使う過食防ぐ
• 地域毎の味付け

• 北部：塩味
• 中部：辛味
• 南部：甘み

• 野菜消費量は多くない


現代ベトナムの栄養課題：

“Double Burden of 
Malnutrition”
低栄養と生活習慣病の混在

8



ベトナム学校給食プロジェクト（ＳＭＰ）１

• 地域の食文化に合わせた8週間分のメニュー

ブック・食育冊子・ポスターを作成、４都市の教
育委員会で採用
【北部：塩味、中部：辛味、南部：甘み】

• 日本の学校給食を模し一汁三菜＋果物
• ベトナム味の素社の商品各種使用

• 国立栄養研究所（ＮＩＮ/保健省）による
栄養バランス保証

• 教育訓練省より全小学校への奨励通達

• 冊子からアプリへ。更なる展開
どこでもフレキシブルに活用可。
受注、E-Commerce、保育園用、一般用へ

ハイフォン
メニューブックの中身

ハノイダナン

小学校の教室用 栄養ポスター

ホーチミン

模倣不可能なレベルへ（日本でも不可能）
ソフトウェア公開営業マンによる学校指導
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ベトナム学校給食プロジェクト（ＳＭＰ）２

給食調理人と調理上のポイント指導、課題
ヒアリング

学校関係者プロジェクト説明会 一週間分メニューの試作

ハイフォン市の給食ホーチミン市の給食

導
入
ま
で

導
入
後
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Ajinomoto 
Vietnam

Ministry of 

Education and 

Training

2016 : Menu software & Education poster  

National 

Inst. of 

Nutrition 

63 

Cities/Provinces’ 

Education and 

Training 

Departments

Elementary schools
(2,236 schools apply 

until Oct, 2017 nationwide)

2012: Healthy menus
& Education book

2014 :Japanese Model Kitchen

(2012-2016: HCM, Danang, Haiphong, Hanoi)

School Meal Project

Menu software

& Nutrition 

education

poster

Menu book

& Nutrition 

Education 

book

( 2016: Nationwide)

Dietary education before lunch time Donated “Japanese Model Kitchen” Nourishing meal!Creating  new menus by meal survey 



日本の学校給食
• 「教育」の一環
• 歴史：

• 終戦直後、都会の食料事情は劣悪、
しかし軽視され、餓死者も

• 1946：進駐米軍、ＬＡＲＡ物資緊急輸入、
公平分配を指示（フーバー大統領）

• 日本政府、当初「学校給食は不可能」
GHQ行政官サムス大佐の尽力で
1946学校給食開始

• 1947栄養士法
• 1948ＣＡＲＥ支援
• 1952完全給食開始（小麦粉、鯨肉）
• 1954学校給食法
• 2002健康増進法
• 2005食育基本法

 経済大国化
 世界一長寿

＜１９５０年＞８大都市の小学校でパンとおかずの
給食が始まる。５２年には全国に拡大

1. 栄養摂取・健康増進
2. 食への判断力、食習慣
3. 社交性と協同の精神
4. 自然と環境保全を理解
5. 勤労を重んずる
6. 伝統食文化への理解
7. 生産・流通・消費を理解

学校給食の目的（2008改正)

学校給食により著しく
体格向上した子供たち
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日本の「栄養学」と栄養士

★日本の栄養学の父：佐伯矩（1876-1959)★
• 1918：「営養」から「栄養」へ変更を文部省に建言
• 1920：国立栄養研究所設立建議、初代所長に
• 1923：関東大震災の際、被災者給食献立作り、
被災児童の栄養状態を改善

• 1924：世界初の栄養士養成校「佐伯栄養専門学
校」設立、26年、栄養士15名誕生

• 1937:栄養とおいしさを両立させる「七分搗き米」
を推奨、法定標準米に

• 国際連盟保健部の要請で欧米
にて講演

• 1947：栄養士法制定（国の認定資格）
• 1962：管理栄養士
• 2000：登録制から免許制

さいき ただす

生化学は大学で研究されるべきだが、
栄養学は研究だけでなく一般の人々の
健康増進のための実践学問、「社会性
のある学問」でなければならない」

当時世界でも唯一の思想：

１９２６

21年
かかった
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VINEP： ３段階戦略

Step I:
Establishment 
of a Nutrition 

Education 
System

Step III:
Nationwide 

expansion of 
Nutrition 
Education 
System

2015～：Advocacy through 
workshops and symposium

Step 1：

栄養教育制度
の確立

Step 2：

栄養関連
法規の整備

Step 3：
栄養教育の
全国展開

✔ 2013: 
1st Bachelor course 
for dietitian (HMU)

✔2017: 
1st graduation of 44 
students (HMU)

病院・学校・コミュニティ

 2015: 栄養士ジョブコード制定

進行中:  
Nutrition Standard（教育＆業務ガイド
ライン）の策定に向けた活動

2011

NINとマスタープラ
ン合意
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VINEP Step1 成果
2012年： 4年制栄養学士コース設立（ハノイ医科大）

が教育訓練省により認可、
2013年： 開校.
2017年：第一期生43名卒業

（ベトナム初の「栄養士」誕生）

連携： 日本栄養士会・十文字学園女子大学・神奈川県立保健福祉大学
ＪＩＣＡ 2014-15「民間技術普及促進事業」
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ジョブ
コード

３グレードの
職務コード

VINEP Step2
2015 Oct.： 保健省・内務省により栄養士ジョブコード制定 2017:

・保健省主催ワークショップ
（ハノイ・ダナン）

・日本におけるNutrition 
Standard研修

＠京都女子大・京大病院・金沢学院大

ＮＩＮ・保健省に於いてベトナム
版N.S.を策定の
予定

国立国際医療研究センターが主体となって
実施する厚生労働省より委託された
「平成29年医療技術等国際展開推進事業」
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VINEP Step3
２０１６～ ベトナム全土への栄養学教育の拡大

1, 2013: Hanoi medical university (Hanoi), 4-year course in IPMPH
2, 2016: Thang long University (Hanoi), 4-year course in Nutrition department

3, 2017: Hanoi University of Public Health (Hanoi), 4-year course, recruitment start
4, 2017: Thanh Dong University (Hai Duong), 4-and 2-year course, recruitment start

２０１７～新卒募集開始
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Topics of VINEP-2017(8)

In 2017(8): First 4-years nutritional bachelor course students graduated 
from HMU on 21st August, 2017.

1) They became the first Dietitian (Level III) in Vietnam
2) They have been getting jobs at governmental offices, hospitals, private sectors, 
etc.

国立栄養研究所 食品栄養研修センター

ＪＩＣＡ「民間技術普及促進事業」2014-15
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2017年11月：第五回ＶＩＮＥＰワークショップ （ハノイ）

ティエン保健大臣

梅田大使

国立国際医療研究センターが主体となって実施する
厚生労働省より委託された
「平成29年医療技術等国際展開推進事業」
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日本政府・国際社会の動きに呼応し、来るべき
「国際栄養の3年」に寄与

製品開発力 （KOKO Plus等)
メニュー開発力 （ベトナムＳＭＰ）
現地ネットワーク力
政府、ＮＧＯ，市民社会組織との連携
アカデミア・ネットワーク
メディア・オピニオンリーダーネットワーク

継続的貢献のために、
・教育
・制度支援（ルール形成）

（内閣官房 健康・医療戦略室作成資料より） ポイント

2020 N4G 栄養サミット ＠東京
2021 世界栄養会議（ＩＣＮ） ＠東京
2022 アジア栄養士会議 ＠日本
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