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農業法人における

CSR に関する

ガイドライン
農業の経営環境の変化は、一層厳しさを増し、国内外の
情勢変化や農業政策動向も踏まえた機敏な対応を求め
られています。また、食の安全への意識が高まる中で、
生産に携わる企業の不正について責任が問われる事件が
続いています。

第 1 章……………………企業を取り巻く情勢等

第 2 章………………………………農業法人を取り巻く情勢等

第 3 章………………………………………農業法人が果たすべき役割

第 4 章………………………………………………………主要関係法令の概要

本書では、
農業法人における CSR とは何か、
そのポイントについての解説と先進的な農業経営の取組み事例、
さらには関係法令を整理するとともにチェックシートによる自己診断が可能となっています。別冊「実践
CSR Q&A」と併せて、取組みを始めたい農業法人に向けた CSR の入門書です。

編集・発行

社団法人日本農業法人協会
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第

１章

企業を取り巻く情勢等

1

企業の今日的特徴と課題

2000 年代に入り、世界的な金融危機、地球温
暖化による気候変動、雇用不安などが大きな社会
問題となり、これまでの利益を追い求める企業の
あり方が問われています。その背景には、グロー
バル経済化が一層進展し、世界中がつながってき
たため、企業の与える影響力が大きくなったこと
があります。このため、これまでは主として経済

企業の役割の拡張
基本となる企業責任

拡大した社会的責任

＊法の遵守

＊積極的な情報開示

＊有用な製品・サー

＊経営倫理の再確認
＊自然環境への配慮

ビスの提供

＊誠実な顧客対応

＊収益の追求と株主

＊働きやすい環境

配当

的責任を担ってきた企業に、環境や社会に対する

＊雇用の創出

責任が求められるようになってきました。

＊納税

＊従業員の自己実現

拡大

＊地域社会への貢献

たとえば、自動車会社には排気ガスの CO2 削
減が求められ、食品会社には食の安全が求められ

批判されます。食材の産地偽装や使い回しをして

ています。こうした社会からの要請は、環境規制

いた企業が経営破綻に追い込まれた例は記憶に新

や安全基準といったように徐々に強制力を持った

しいところです。

法的な規範になってきていますが、現在は法令さ

しかし逆に、こうした社会の変化を先取りした

え守っていればよいという時代ではありません。

企業は、評価を得て事業を発展させるチャンスに

社会の変化のスピードが速く、また世界中がつな

なります。環境先進企業、都合の悪いことを隠さ

がっているため、規制は後追い的なものとなって

ず誠実な対応をする企業、従業員や地域から信頼

現実に追いつかないからです。

される企業などには、良い人材も集まります。

またネット社会の発展により、消費者や従業

規模の大小に関係なく、人・自然・社会にとっ

員、市民団体などが情報を得るとともに、発信力

て必要なことは何か、事業によってそれらに悪影

を持ったのも大きな変化です。規模の大小や経営

響を与えていないかを常に考え、社会・環境に配

状況に関係なく、環境を汚染したり、消費者をご

慮しながら利益を上げていく「社会的な価値と企

まかしたり、社員を酷使したりするような企業は

業利益を両立する経営」が求められているのです。

2

るのか、という根源的な問いに対する答えです。

2

求められる企業像
（経営を発展・持続する
ためには何が必要か）

時代に合わせてこれを見直し、社員とも価値観を
しっかり共有することが、企業と社会の長期的信
頼関係の基礎となります。
次に、社会の変化を察知するセンスが必要で
す。いまは市場の競争ルールが大きく変わりつつ
ある過渡期です。利益を上げればよかった時代か

変化の激しい時代において事業を長く続けてい

ら、社会の役に立つ企業が求められる時代に移り

くために、とくに大切になるのが自社の経営の

つつあります。一時的な利益より、
「役に立つこ

「軸」をしっかり持つことです。利益を出さなけ

と」が長期的な利益の源泉になるでしょう。

れば経営は行き詰まりますが、軸がなければ短期

そのためには、社会（＝消費者や取引先、従業

的な利益に振り回され、羅針盤のない船のように

員、地域の人々などの企業を取り巻く関係者）が

方向を見失ってしまいます。

何を求めているのかを感じ取ることが大切です。

経営の神様と称される松下幸之助は、
「世の

直接対話を重ねることにより、互いを理解し、と

為、人の為になり、ひいては自分の為になるとい

もに良い企業、良い社会を創っていく姿勢が求め

うことをやったら、必ず成就します」という言葉

られます。会社の論理から、社会の論理へ。社会

を残しています。つまり世の中の役に立つことこ

から必要とされ、社員が誇りを持てる企業へ。社

そ、本来の商売の基本なのです。

会と企業の持続可能な Win-Win 関係が求められ

企業の多くは社是・社訓などの企業理念を持っ

ているのです。

ています。これは自社が何のために社会に存在す
【求められる企業像：５つのキーワード】

いま求められる日本の経営の原点
近江商人の三方よし
「売り手よし、買い手よし、世間よし」

金銭の支払
感謝と支持

買い手

売り手

商品の提供
お役立ち

信 頼
世間
松下幸之助の言葉
「世の為、人の為になり、ひいては自分の為に
なるということをやったら、必ず成就します」

① 信頼─法令以上の理念・規範
② 調和─収益と社会・環境への配慮のバランス
③ 品格─社員が誇りを持てること
④ 共生─社会・環境課題への積極的な関わり
⑤ 未来─将来の世代に対する責任

3

企業の社会的責任（CSR）
とは何か

「企業の社会的責任」と聞くと、偽装などの企業
の不祥事や過去の公害問題などが思い浮かびます

取引は当事者だけでなく、世の中のためになる
ものでなければならない、というのが商売の基本

が、横文字の CSR（Corporate Social Responsibility の略）は、まだ一般に馴染みが薄い言葉で
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CSR の５つの基本分野

「社会との共生」が CSR の目指す姿

企 業
消費者・
消費者グループ

⑤ 地域社会

地域住民
NGO/NPO

取引先
調達元
競合他社

④ 職場

自然環境

金融機関

③ 環境

株主
投資家

② マーケット

行政・自治体

①ガバナンス

基本的 CSR
事業プロセスへの
社会・環境配慮の
組込み

CSR の基盤
CSR を支える
体制と仕組み

従業員
派遣社員
求職者

す。
「責任」というと義務的な印象を受けますが、

源・省エネルギー、自然環境保全等が含ま

CSR を一言で表すと「社会との共生」が当ては

れます。環境への対応により経費抑制や、

まります。企業を取り巻くさまざまな関係者（＝

環境対応製品・サービスの開発にもつなが

ステークホルダー）と良好な関係を築き、経済面

ります。

だけでなく、社会・環境に配慮した企業を目指す

（４）職場には雇用の多様性、社員の人権擁護、

のが CSR 経営です。
「人々が幸せに暮らせる社会

能力開発、ワークライフバランス等が含ま

をつくるための経営スタイル」と言い換えてもい

れます。働く意欲を高めると同時に、家庭

いでしょう。コンプライアンス（法令遵守）や社

や地域社会への貢献も大切になります。

会貢献活動はその一部ですが、CSR はもっと幅

（５）地域社会に対しては、雇用や納税などの経

広い概念です。

済的貢献とともに、地域との交流や事業の

CSR の対象領域を分類すると、
「ガバナンス」

強みを活かした積極的関与が求められま

「マーケット」
「環境」
「職場」
「地域社会」の５つ

す。企業も社員も地元から愛着を持たれる

の基本分野に分けられます。

ことが重要です。

（１）ガバナンスは CSR を支える体制や基盤で
す。主として理念、企業倫理、意思決定プ
ロセス、情報開示などが含まれます。一般
に「企業統治」と訳されますが、簡単に言
えば透明な経営であり、ステークホルダー
の要請・期待に応えて企業に対する信頼を

4

なぜ CSR が必要か

高めていくことです。
（２）マーケットには主に、消費者の安全・安心

CSR の根本は「持続可能な社会」をつくるこ

や、誠実な対応、公正な取引等が含まれま

とです。これには地球環境の持続性と人間社会の

す。ネット社会の発展により、消費者の立

持続性が含まれます。地球や社会が存続できなけ

場が強くなってきました。

れば当然企業も続きませんが、近年の気候変動に

（３）環境にはたとえば気候変動への対応、省資

4

よる自然災害や、貧困、食糧問題、少子高齢化な

「持続可能な社会」を目指す CSR 経営

CSR に取り組むことによる効果
CSR への取組み

持続可能な社会

＊社会の要請・期待に応える

企業理念

＊本業に社会・環境配慮を組み込む

●価値創造型 CSR

＊持続可能な社会づくりに貢献する

・経営の価値観に基づく事業の展開
・企業の存在意義の具現化
・社会課題の解決に貢献するビジネス

●社会整備型 CSR

企業が獲得する財産

・コンプライアンス対応
・問題やリスクへの対処型

＊関わる人々からの長期的な信頼
＊社会・環境の変化に対する適応力
＊存在を期待されるブランド力

どは、地球・社会の危機がただならぬ状況である

むことにより、企業としても３つのメリットが得

ことを警告しています。このため、国や自治体、

られます。

NGO/NPO などの市民団体だけでなく、営利目

第一に、社会からの長期的な信頼が得られま

的の企業にも規模や業種、地域などに応じた責任

す。自社に関わるさまざまな利害関係者（ステー

を担うことが求められてきました。

クホルダー）の共感を呼ぶ取組みは、信頼の獲得

国際規格 ISO でも、組織の社会的責任（Social

につながります。

Responsibility）規格が議論され、2010 年に発効

二つ目は、変化への適応力の涵養です。社会は

の予定です。自分の利益だけを考えるのではな

常に変化しています。CSR で社会・環境へのセ

く、視野を広く持って、社会との調和を考えた事

ンスを高めた企業は、リスクを察知しチャンスを

業のあり方に転換していくことが大事です。もは

とらえることができます。

や単に取り組むか否かではなく、どのように取り
組むかが問題なのです。
CSR にはリスク対応の側面と価値創造の機会
という側面があります。CSR に前向きに取り組

最後は多くの人々に評価されることにより、将
来にわたって存続を期待されることです。企業ブ
ランドが確立され、従業員には働きがいがあり、
地域社会の誇りになります。
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第

2章

農業法人を取り巻く情勢等

1

られています。生産者の情報が正しく公表される

農業法人を取り巻く情勢

ことは、経営に関わるすべての人々への信頼につ
ながります。また、社会が安全と考える水準が高
度化している現代において、認証制度の活用や情
報提供のあり方など、生産者は時代のニーズを正

近年、農業の経営環境は一層厳しさが増してい
ます。農家には、食糧自給率の低下、肥料・飼料

しく理解し、誠実に対応することが求められてい
ます。

といった農業資材等の高騰など国内外の情勢変化

一方、近年の環境保全に対する社会の意識が高

を見据えたうえで、農業政策の動向も踏まえた機

まる中、生産者は、適地適作や必要最小限の環境

敏な対応をとることが求められています。

負荷、人々に癒しを与える景観保全に配慮するな

とくに、食の安全への意識が高まる中で食品に

ど、自然環境との共存に向けた取組みを進め、か

携わる企業の不正について責任が問われる事件が

つ天候に左右されながらも強い経営体質を目指す

続き、メディアからの注目が高まっています。農

ことが不可欠となっています。

業法人も一企業として社会的責任のあり方が問わ
れる時代を迎えています。

さらに、近年の消費者においては、農畜産物の
生産過程や旬を知らないことによって、間違った

経営者には、経営理念や安全対策を従業員のみ

調理方法や好き嫌いが多いという、食と農の断絶

ならず、流通業者や生活者等へ伝える努力が求め

が強まっています。こうした中で、生産者が行う

圃場管理についての打合せ

食農教育活動への取組み

6

「食」と「農」の距離を縮める取組みに対して期

た組織的な取組みが不可欠です。これらの取組み

待が高まりつつあります。なかでも、農業者自身

は、経営のリスク・コミュニケーションや根拠に

の手による、農業体験を重視した食農融和活動を

基づいた農畜産物生産の証明など、経営に関わる

行うことにより、次世代を担う子供たちに対して

人たちとの信頼関係の構築に結びついています。

あるべき農業の姿、農の本質を示していくことが

（２）マーケット：ネットワーク化・市場への対

期待されています。

応

このような多くの課題に向き合い、経営者自ら

取引先の多様化や要求の高度化によって、他の

が経営における社会的責任を明確化し、それに基

農業法人や流通会社、販売会社等との連携・協業

づく活動を目指すことが必要です。

化への取組みが進んでいます。とくに、一社単独
では難しい研究活動や広域的な生産供給、ブラン
ド管理、販売などを分業化させることで、経営資

2

源の効率的な配分を実現しています。これらの取

先進的な農業法人の取組み

組みは、品質基準の明確化などの生産・技術面
や、取引先との交渉力の向上といった販売面、さ
らにはブランドの確立に現れています。

農業法人の中には、すでに前述の「必要な取組
み」を実践している先進的な経営体があります。
ここではその経営体において行われている事例に
基づいて、
「企業の社会的責任」の５つの基本分
野に対応した取組みの事例を紹介します。
（１）ガバナンス：認証制度への取組み
企業経営における各種認証制度の活用は、農業
経営においても重要性が注目されています。認証
取得には、目的、作業手順・社内基準の明文化、
マニュアルの運用・順守など、経営トップを含め
直売店の取組み

従業員と CSR の実践

加工販売の取組み
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（３）環境：環境保全への取組み

で、経済危機の影響を受けて農業の雇用に社会の

農業では、すでに環境保全への取組みが実践さ

注目が集まっています。先進的な経営体において

れています。たとえば、土壌や地下水に対する配

は、継続的な労働力を確保するため、雇用条件な

慮として、低農薬・無農薬栽培の推進、土壌分析

どの労働環境が整備されています。また、経営の

に基づく適正な施肥を実践する取組みが行われて

核となる後継者育成や社員の能力を高めるための

います。また、食品や農業生産に伴う残渣を利用

支援を行うなど、経営体質を強化しています。

した飼料や肥料の生産や、畜産糞尿による堆肥生
産、廃油リサイクルの実行など、再生された資源
を利用する循環型農業の取組みが実践されていま
す。このほか、農業分野における CO2 の排出削
減へ向けた「カーボンフットプリント」などの取
組みが進められています。これらの取組みに磨き
をかけて、さらなる環境負荷の低減や資源の有効
活用を目指しています。
（４）職場：人材育成
担い手の高齢化や後継者不足が懸念される中
社員ミーティング

（５）地域社会：地域社会への貢献
地域から支持される経営を目指して、直売所や
農業体験、消費者交流など食農融和活動への取組
みが行われています。子供だけでなく大人にも、
農業経営者の思いや農業の実態に触れ、自らが食
物を育てることに関わった喜びを知ってもらうこ
とで、生活者の食卓と、農畜産物が育まれる畑や
田んぼとの距離を縮めています。また、自然環境

8

畜産糞尿堆肥化への取組み

に順応した棚田など、伝統的な農業は、経済合理

資源リサイクルへの取組み

食農教育活動への取組み

性に乏しい条件不利地でありながら、有効な土地
利用を実現しています。さらに、このような地域
の景観は、時として人々に癒しの空間を提供して
います。

里山保全への取組み
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農業法人が果たすべき役割

1

しては、積極的に開示します。

農業法人の CSR

❸ リスク対応の徹底

農業法人経営の持続可能性に係るリスクを把握

し、重大なリスク要因に対しては適切な手立てを
講じます。また、リスクとその対応シナリオを定

農業法人は、自然の摂理、生命の連鎖の中で操
業する業態が持つ特殊性を深く認識し、信念を
持って以下の多角的な責任を果たすことで、農業

期的に見直し、最新のリスク対応を徹底します。

❹ 協力会社や取引先と一体の CSR 推進

協力会社や取引先とは CSR で求められる項目

法人のみならず、自然環境、消費者および地域に

に準拠すべく協議を続け、必要な支援を提供し、

とって持続可能な経営を行うことを確約します。

生産、物流、消費における信頼性を確保します。

1.1 ガバナンスに関して果たすべき CSR

❺ 経営努力の継続

「技術・サービス・情報が農業の領域を超えて

農産物を自然と社会に持続可能な方法で提供す

融合し、新たな農業を創造する」とする日本農業

るために、農業法人経営の透明性と説明責任の履

法人協会の考えに基づき、生産、物流、販売まで

行を含む経営統治を徹底します。

に及ぶ経営感覚を磨き、グローバルに伍すること

❶ 法令遵守および倫理的行動の徹底

のできる法人を目指します。あわせて生産技術の

農業法人に係る法令に関して、常に最新の動向

向上と革新を牽引するべく絶えず新たなことに挑

および情報を把握、理解し、法令が求める行動を

みます。その結果として、最適な価格と品質で、

公正かつ公平に適用します。さらに法令に明記さ

生産・流通・消費の関係を国内外で築いていきま

れていない行動でも、社会常識と照らし合わせ、

す。

組織として誠実かつ正直に倫理的に行動します。
汚職、便宜供与、贈収賄やカルテルなどの不正行
為を徹底的に排除し、公正な競争を実現します。
（→「第４章 主要関係法令の概要」を参照）

1.2 お客さま（マーケット）に対して果たす
べき CSR

自然・生命の摂理を重んじ、農産物の供給責任

❷ 情報開示と説明責任の推進

を果たすために、豊かな食と農のあり方を探求

しみません。とくにステークホルダーに対して社

❻ 農畜産物の安全、お客さまの健康へのこだ

農業法人の経営に係る情報を開示する努力を惜

会的ないし環境的に重大な影響を及ぼす情報に関

10

し、以下の項目に関わる社会的責任を果たします。
わりの追求

私たちは、提供する商品に対するお客さまの期
待を理解し、それに応える努力を継続します。生
産、物流、消費、廃棄に係る活動の記録を保持

の汚染防止に努めます。

⓫ 持続可能な資源の利用

使用エネルギーおよび材料の効率性を向上さ

し、それをステークホルダーに開示します。農薬

せ、資源利用の効率を高めます。また、水資源の

および薬品の使用あるいは安全確認に関する情報

保全に積極的な役割を果たします。事業そのもの

など、とくにステークホルダーに重大な影響を与

が自然環境から資源を預かり、生命と共生してい

える情報は、積極的に開示します。

る特性に鑑み、農業活動が与える環境負荷を把握

❼ 誠実なお客さま対応

し、負荷低減の対策をとるとともに、資源を循環

とはもちろん、問合せや苦情、紛争等に関して誠

⓬ 気候変動の緩和

お客さまからの要望や声に耳を傾け対応するこ

実に対応するとともに、必要な情報を積極的に開

型で持続可能な形で利用します。
温室効果ガス排出量を把握し、その削減目標を

示します。お客さまからの声は、必要に応じて農

持ち、実質的に低減します。化石燃料への依存を

業法人協会の会員と共有し、業界の経験知にする

低減し、再生可能エネルギーを使用するほか温室

ことを心がけます。

効果ガス排出の相殺のためのさらなる対策を行い

❽ お客さまデータおよびプライバシーの保護

ます。

お客さまの個人情報およびプライバシーに関す

る情報は、合法かつ公正な方法で入手し、マーケ

⓭ 持続可能な生産体制の確立

農業活動が与える自然環境への影響を把握し、

ティングを含め定められた目的以外の目的に個人

影響を最小限にとどめる計画を立案、実行しま

データを開示、利用または使用しないとともに、

す。とくに生物多様性に関する配慮を農業活動に

合法的な安全保護措置によって保護します。

取り入れ、100 年の時間軸の中で、自然環境や生

❾ 持続可能な消費の推進

命と共生する農業を目指します。

生産、流通、加工等、農業法人の事業活動に関

わる社会および環境情報を開示し、お客さまの購

⓮ 自然環境の保護および回復

生物の豊かな多様性を保全することは、農業法

入における判断材料として伝達します。また、農

人の持続可能な生産を可能にする唯一で最良の手

業法人、自然環境およびお客さまにとって持続可

段と理解し、生態系、とくに生物多様性の保護お

能な消費を実現するため、食のあり方に関する社

よび回復に積極的な役割を果たします。また、自

会啓発活動や適正価格による市場取引等を推進す

然の保護および回復の重要性について、地域社会

るコミュニケーションを行います。

に対して教育および啓発活動を行います。

1.3 環境に対して果たすべき CSR

1.4 職場に対して果たすべき CSR

壮大な自然の摂理の中で生命と向き合う産業で

日本の農業を生命総合産業として、すべての人

あることを自覚し、自然環境への負荷を最小限に

と夢・希望を共有できる職業にすべく、以下の人

とどめることはもとより、生態系の豊かさを維持

的責任を果たすとともに、農業経営の先駆者とし

して持続可能な農業を実現します。

て自己革新を続け、自立的農業経営を確立します。

❿ 汚染の防止

⓯ 雇用者義務の履行および安定的雇用の実践

排出の防止、廃棄物の削減、生物を介在する感染

もに、恣意的または差別的な解雇を行いません。

症等の伝染の予防など、特定可能なすべての形態

また、安定的な雇用の重要性を認識し、場当たり

有毒および危険化学物質の大気および水中への

法律が雇用者に課している義務を履行するとと
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的な労働力の使用や一時的な労働力の過度な使用

し、従業員の家庭における責任を尊重します。

をしません。あわせて雇用における差別を取り除
き、女性、若年労働者、障害者、移住者などの社

※ 本ガイドラインでは「社員」と「従業員」を使

会的配慮を必要とする方々に平等な機会を提供し

い分けています。
「社員」は契約形態にかかわら
ず、経営者も含めて農業法人の業務に携わる人の総

ます。

称として用い、
「従業員」は「社員」から経営者を

⓰ 労働条件および社会的保護の徹底

除いた人の総称として用います。

適切な労働条件および可能な限りの最良の報償

を提供するとともに、法令が求める労働時間を遵
守するなどの労働者の権利を尊重します。また採

1.5 地域社会に対して果たすべき CSR

用、教育、福利厚生、昇進や解雇など雇用慣行に

農業について地域住民と相互理解を進め、食農

おいて差別をしません。

融和を目指します。

⓱ 職場の安全衛生の確保

⓴ 食農融合の推進

因を把握し、常に最善の対策を実施し、社員の安

するとともに、農業を通してすべての人が生命の

全および衛生を確保します。また社員の安全およ

尊さや環境の大切さを実感するための啓発、食育

び衛生を確保するための防護服などの装備を提供

活動等を積極的に推進します。とくに、次世代の

するとともに、社員への危険性の喚起、リスクが

食文化を担う青少年への教育および啓発活動を推

顕在化した際の救急対応の備えを徹底します。心

進します。そのため自ら探究心を忘れず、絶えず

的健康に関しても最大限の注意を払い、社員やそ

正確な知識を身につけ、それを伝達することに努

の家族とともに対応していきます。

めます。

労働環境における安全衛生を阻害するリスク要

⓲ 能力開発への支援

食のあり方、農地の役割や大切さを社会と共有

対話と協調の推進

社員の能力開発やキャリア開発に対して積極的

地域社会の関心や期待、懸念を理解し、経営に

に支援します。とくに他産業や海外との人材交流

反映させるため、地縁組織や民間非営利組織など

なども取り入れ、生産、物流、販売に関する技能

さまざまな利害関係者との対話を積極的に推進

の育成に力を入れます。また新規就農希望者への

し、相互扶助の精神を継承して地域と共生する農

独立・創業支援のほか、農業を若者が将来就きた

業経営を目指します。

い職業とするために、農業インターンシップな
ど、潜在的社員の受入れを進め、世襲以外の事業
継承の選択肢を拡大します。さらに、農業産業に
革新を起こすために、各農業法人での成功事例や
経営ノウハウを積極的に共有し、互いに切磋琢磨
します。

⓳ 経営者と従業員の協調

従業員※が組織を形成することを阻止せず、団

2

自己評価シート

2.1 自己評価シート作成の狙い

体交渉を認め、対話します。また従業員の代表に

日本農業法人協会では、協会に参画する農業法

は、意思決定者、職場、施設、情報へのアクセス

人の経営能力のさらなる向上と農業法人の取引先

を提供します。さらに、従業員の健康と幸福を推

ほか利害関係者からの信頼性をさらに高めるた

進する労働・マネジメント共同プログラムを確立

め、当 CSR ガイドラインを策定しました。

12

次ページからの自己評価シートは、以下の特徴
を兼ね備えたチェックリストです。
① CSR ガイドラインで示す考え方を具体化
する
② 経営者が CSR の観点から経営状態を振り

2.3 集計表
分野別に取組みの度合いを比較するために、下
記のように集計してください。分野別の得点の大
小は、現状認識と今後の改善の方向性を議論する
ための目安としてください。

返る
③ CSR 上の改善をするための改善の方向性
を示す

（０）CSR に対する理解度

点／４点

（１）ガバナンスに関して果たすべき CSR
点／ 10 点

2.2 自己評価シート使用上の留意点

（２）お客さまに関して果たすべき CSR

次ページからの自己評価シートは、CSR 経営
に移行する初期段階において自己診断できるよう

点／８点
（３）環境に関して果たすべき CSR

に設計され、コピーして利用することができま
す。回答は、

点／ 10 点
（４）職場に関して果たすべき CSR

N：該当しない、当てはまらない
０：取組みをしていない

点／ 10 点
（５）地域社会に関して果たすべき CSR

１：少しでも取り組んでいる
２：積極的に取り組んでいる

点／４点
（６）CSR に対する理解度

から１つ選択してください。

点／４点
合計

点／ 50 点

ガイドラインの 21 項目ごとに各１問、自己評
価するための問いを用意しています。農業法人の

上記得点をレーダーチャート（P.16）に示し、

経営者と経営者が選ぶ社員が複数人で回答し、回

貴農業法人の CSR 取組みの特徴を示してくださ

答を突き合わせながら自己点検に使用してくださ

い。なお、５つの基本分野における設問数が不均

い。CSR に関する社員の意識を高めるためにも、

等なため、チャートがいびつになることがありま

できる範囲で多くの社員とともに当自己評価シー

す。レーダーチャートは回答傾向の目安として活

トを使って議論されることを推奨します。

用するにとどめ、具体的な課題や対策について協

改善にあたっては、

議してください。

・０または１を回答した設問
・回答者によって回答の幅が大きく異なる設
問

2.4 次年度に向けた CSR アクションプラン
自己評価シートから次年度の改善方向性を議論

を優先的に抽出し、現状認識の確認ならびに改善

し、CSR について強化・改善するテーマと目標

の方向性について社内で議論をしてください。

を表（P.17）に３つ程度書き出してください。

当評価シートは、CSR 経営に移行する初期段
階における農業法人が回答することを前提に作成
されています。今後、日本農業法人協会に参画す
る法人の CSR 移行度合いにより、自己評価シー
トを更新する計画です。
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CSR 自己評価シート
項目

選択肢

（０）CSR に対する理解度
社員が CSR の意味と求められている行動を理解し、その実現に向
1 2 3 4
けて努力をしている。

（１）ガバナンスに関して果たすべき CSR
❶ 法令遵守および倫理的行動の徹底

農業法人に関わる主要な法令を社員が理解・徹底するとともに、そ
の遵守状況を定期的に確認し、取締役会等に報告する仕組みがあ N 0 1 2
る。
（例：4 章に示す主要法令の理解度・遵守度従業員アンケート
の定期実施）
情報開示と説明責任の推進

❷ 情報開示に関する基本方針を定めるとともに、利害関係者の声を聞 N 0 1 2
き、それに応える対話の仕組みがある。

❸ リスク対応の徹底

常に経営リスクを把握し、それに対応するマニュアルを更新し、社 N 0 1 2
員に対応策ならびに予防策を徹底している。

❹ 協力会社や取引先と一体の CSR 推進

協力会社や取引先との公正な取引に関する購買・取引方針を定め、 N 0 1 2
公表しているとともに、CSR を考慮した調達基準を定めている。

❺ 経営努力の継続

農業法人としての経営理念を明示し、利害関係者と共有するととも N 0 1 2
に、理念を実現するための経営努力を続けている。

（２）お客さま（マーケット）に対して果たすべき CSR
❻ 農畜産物の安全、お客さまの健康へのこだわりの追求

生産、加工、物流、消費や廃棄に係る活動の記録を保持し、開示で N 0 1 2
きる。とくに農薬や薬品の使用に関して積極的に開示している。

❼ 誠実なお客さま対応

お客さまから要望・苦情・意見を聞き、経営者に届く仕組みがあ
N 0 1 2
る。また、事故・トラブルが発生した際に迅速かつ適切な対応をす
るよう社員に徹底している。

❽ お客さまデータおよびプライバシーの保護

お客さまのデータや個人情報を保護するための基本方針やマニュア N 0 1 2
ルが社員に徹底されている。

❾ 持続可能な消費の推進

お客さまに持続可能な消費を促すための情報を収集し、積極的に開
N 0 1 2
示・啓発している。
（例：食のあり方に関する啓発や適正価格によ
る市場取引を推進する）
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取組み内容

（３）環境に対して果たすべき CSR
❿ 汚染の防止

環境保全に関する経営方針を定め、汚染の防止など環境管理指標を
N 0 1 2
設定して環境負荷低減に努力をしている。（例：資材・容器、種
子、除草剤洗浄等）

⓫ 持続可能な資源の利用

農業生産活動に係る物質投下量、エネルギー消費量や水の使用量な N 0 1 2
ど、環境負荷を把握し、それを低減する努力を続けている。

⓬ 気候変動の緩和

化石燃料への依存を低減し、再生可能エネルギーを使用する、温室 N 0 1 2
効果ガス排出の相殺のための取組みなどを行っている。

⓭ 持続可能な生産体制の確立

農業生産活動に係る土地および周辺の生物多様性を尊重し、それを N 0 1 2
保全するための経営努力を続けている。

⓮ 自然環境の保護および回復

農業生産活動のみならず、事業活動の周辺領域（地域・社会貢献活 N 0 1 2
動）を実施し、自然環境の保護および回復活動に参画している。

（４）職場に対して果たすべき CSR
⓯ 雇用者義務の履行および安定的雇用の実践

雇用に関する法令を遵守するとともに、計画的な人員体制を実現 N 0 1 2
し、年齢、性別、身体特性や出身等の雇用差別をしていない。

⓰ 労働条件および社会的保護の徹底

教育、福利厚生、昇進や解雇など雇用慣行における差別防止やハラ N 0 1 2
スメントの防止など社員の人権を尊重している。

⓱ 職場の安全衛生の確保

社員の安全、衛生、健康、メンタルヘルスに関して最大限の配慮と N 0 1 2
対策をするとともに、リスクに対する備えが徹底されている。

⓲ 能力開発への支援

社員の能力を高めるために、教育・研修制度を持ち実践している。

N 0 1 2

⓳ 経営者と従業員の協調

経営者は、従業員の家庭の事情を理解し、社員から自由に提案でき
N 0 1 2
る環境を整えている。
（例：ワークライフバランスの推進、ワーク
シェアリングの実践）

（５）地域社会に対して果たすべき CSR
⓴ 食農融合の推進

農業を通して生命の尊さや環境の大切さを実感する啓発活動をして N 0 1 2
いる。そのために正確な知識を身につける努力を続けている。
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対話と協調の推進
地域社会の期待や懸念を理解し、経営に反映するための対話の仕組
みがあり、地域の関係者と協調している。（例：排水や臭い等に関 N 0 1 2
する地元組織との協議・対策、地元経済活性化に関する商工団体と
の協議・協調）

（６）CSR の総合対応度
上記で提示されている CSR を総合的に実践している。

1 2 3 4

集計表

項目

得点

（０）CSR に対する理解度

点／ ４ 点

（１）ガバナンスに関して果たすべき CSR

点／10 点

（２）お客さま（マーケット）に関して果たすべき CSR

点／ ８ 点

（３）環境に関して果たすべき CSR

点／10 点

（４）職場に関して果たすべき CSR

点／10 点

（５）地域社会に関して果たすべき CSR

点／ ４ 点

（６）CSR に対する理解度

点／ ４ 点
合計

点／50 点

▼得点をレーダーチャートに示してください。
ガバナンス
10

5

地域社会

4

8
2

4

5

10

職場

16

5

10

環境

お客さま

▼ CSR について強化・改善するテーマと目標を書き出してください。
テーマ

目標

１

２

３
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3

事例紹介

当 CSR ガイドラインが提示する事項を実践し
ている先行事例を以下に紹介します。詳細やこれ
3.1

以外の事例については、日本農業法人協会事務局
にお問い合わせください。

農業生産法人 有限会社 JET ファーム（栃木県）

試行錯誤の積み重ねによる「暗黙知」を、ISO 認証取得を通じてマニュアル化し、取引先から
の信頼性、従業員や地元住民との関係性を大幅に強化した。経営に影響を与える重要な利害関
係者との対話を通して信頼を獲得する手法は、CSR の基本動作として推奨される。
・訪問日：平成 20 年７月 28 日
・応対者：代表取締役社長 篠田教雄氏
（１） 会社の概要
・酪農、肉牛（牧場・農場は栃木、北海道に計８
か所。グループ会社３社）
・日本有数の飼育頭数（栃木牧場単独で乳牛
2,200 頭、肉用子牛 1,650 頭、グループ計 8,500
頭、他に宗谷岬牧場で 2,500 頭飼養）
・社員数 70 名（グループ全体）
・設立年：昭和 54 年

販：20%、自社農園の肥料：20%
・中国人研修生の受入れ、育成。全個室の寮を設
置
（３） 事例のポイント
・規模拡大にはマネジメントシステムが必要で、
ISO 取得の目的はそこにある。
・コストはかかったが、マニュアル化、社員教育
にとくに効果あり。
・環境課題が明確になり、何をどうすればいいか
がわかる。

（２） 取組みの内容

・においや安全性の問題などを大幅に改善。

・ISO9001、ISO14001 取得

・外部からの信用力として認証は有効。

・糞尿で汚れたおが屑を以下の内訳で発酵処理後

・ISO 認証取得した結果、地域住民に対して信頼

リサイクル ─再利用：60%、肥料として外
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を高めつつある。

3.2

株式会社アズ（栃木県）

農業経営において、地元住民との関係構築、関係強化は必要不可欠。地域への感謝の気持ちを
イベント等にして企画し、地域を巻き込む持続性ある企画に発展させる取組みは、地域社会に
対して貢献している CSR の好例。
・訪問日：平成 20 年７月 29 日
・応対者：代表 飯野俊之氏
（１） 会社の概要
・洋らん栽培（関連会社２社）
・カトレヤ栽培で日本有数（カトレア 2,500 坪、
胡蝶蘭 2,500 坪、他）
・役員・社員９名、パート 22 名
・設立年：昭和 63 年
（２） 取組みの内容
・地域と協同して花と音楽のイベント「花音祭
（かおんさい）
」を開催
・直売所の場所を活用して、地元学生によるチャ
リティコンサートや、花の展示、和装の展
示、生け花教室を２日間にわたり実施

・バブル期と違って高級品種が売れない時代に、
どうすれば売れるかが課題。
・花は食べ物ではないので生活に必要不可欠では
ない。農業の中でも特殊。
・花の意味は「感謝」を表すこと。花は「ありが
とう」の言葉の代弁。そのためには感謝の心
で経営すること。
・地域の人々に日頃の感謝を表し、喜んでもらい
たいとの思いから、地域イベントを計画。
・花だけでなく、和装、生け花、学校（ 音楽
科）
、ブライダル会社など、地元の人々と一体
で運営したことで、地域とのつながりが強
まった。
・地元住民からの評判がよく毎年開催へ。

（３） 事例のポイント
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3.3

株式会社ごはん（新潟県）

農業経営の持続性を高めるために、取引先や社会の声に真摯に耳を傾け、農業を「企業化」し
た事例。消費者の安全や環境意識の変化を先取りし、求められる品質を実現するための企業努
力を重ねることは CSR が求める誠実な企業姿勢の現れ。
・訪問日：平成 20 年 10 月 16 日
・応対者：代表 大島知美氏
（１） 会社の概要
・有機栽培（米、大麦、大豆、加工トマト、枝
豆）および特別栽培（米）
、の生産、加工

するための企業努力を惜しまない
・日本市場だけではなく、海外市場における販売
も視野に入れた営業組織に成長させている
（３） 事例のポイント
・クイーンズ伊勢丹を足がかりに中国市場へ輸出

・伊勢丹、髙島屋、東急など大手百貨店と取引

も。日本食材へのニーズは海外で高い。
「日本

・役員・社員 13 名、パート 75 名

の農産物は海外へ積極的に目を向けるべきで

・設立年：平成３年

はないか」
「日本農業の未来は輸出にある」
。

（２） 取組みの内容

・米を超臨界 CO2 で洗浄する、有機米や有機の

・５人の生産者で販売会社設立。平成 16 年に農
業生産法人に定款変更
・農業の持続的成長のために農業を「企業化」
・主な販路は、伊勢丹、髙島屋、東急、小田急や
紀伊國屋等大手百貨店、インターネット等を
通した 500 人程度への直販、OEM 生産。売上
の３分１は加工（餅中心）
・有機米の除草機の独自開発、米の超臨界 CO2
による洗浄など、消費者が求める品質を実現

20

田んぼに適した除草機を独自開発する（特許
出願済）等、試行錯誤を続けている。
・現在の消費者動向から気にしているのはトレー
サビリティ。
・米や餅に虫がついたりカビることは当然。消費
者教育の大切さを痛感することが多い。
・農業の温室効果ガス排出量はどの程度なのか、
現在データを独自に収集中。

3.4

有限会社トップリバー（長野県）

経営の持続可能性を高めるために、他業種からのノウハウや経営概念を取り込み組織化。人材
育成もシステム化し、次世代の農業の担い手を育てている。CSR が目指す持続可能な経営を実
現するため人材育成に注力する先進事例。
・訪問日：平成 20 年 10 月 17 日

は、外注せず自分たちで作成し、それをもと

・応対者：代表取締役 嶋崎秀樹氏

に自分たちで生産者研修や社内勉強会を繰り

（１） 会社の概要

返している

・大規模経営農家育成支援事業、野菜の生産・販
売
・レタス・キャベツ・グリーンリーフ・サニーレ
タス・ロメインレタス・白菜等を外食産業、
コ ン ビ ニ、 生 協 等 に 供 給。 県 内 で 初 め て
J-GAP 取得
・従業員 35 人
・設立年：平成 12 年
（２） 取組みの内容
・
「お金になる農業」を目指し、営業と生産の力
配分を７：３もしくは６：４にする営業型組
織を構築。農業以外の業種からの経営発想を
持ち込む
・県内初の J-GAP を取得。農場管理マニュアル

（３） 事例のポイント
・お客さまが欲しいものを売り、求めることを提
供（例：小口配送）すること、マネジメント
を考えることが大切。
・安定供給は命。買ってでも（比喩）安定供給を
維持する。中間事業者や生産農家がついてこ
られるか、が問題。
・やってみてもよいことはやってみている。
J-GAP 取得もその一環。改善欲は大切。
・J-GAP は記帳や記録が煩雑だが、リスク分析
や信頼性向上に効果的と感じている。
・農業業界の「商談力」が落ちている。自分が短
期的に売り上げることができれば、の価格を
設定し、自ら価格破壊を進める業者が後を絶
たないことは残念。
「適正価格」を意識してほ
しい。商談ができる営業を育成したい。
・繁忙期の労働環境を平準化できるか、は依然と
して課題。
・就職先として農業生産法人を選ぶ時代に早く
なってほしい。そのために、トップランナー
を育て、支援することも大切。
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第

4章

主要関係法令の概要

農業法人における事業は多業種多品目にわた

くことは大切です。

り、それぞれの業務に関する法令等も多岐にわた

以下では、個々の法令に関する詳細については

ります。経営者のみならず経営に関わる人々は、

それぞれの専門書に譲ることとして、主要な事業

すべての事業に熟知することは困難ですが、それ

に関連してくる法令についてまとめました。

ぞれ担当する業務に関する法令について知ってお

1

組織運営関連

名

称

概

要

会社法

利用者の視点に立った規律の見直し、会社経営の機動性・柔軟性の向上、会
社経営の健全性の確保等を目的としています。

農協法（農業協同組合法）

農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進および農
業者の経済的社会的地位の向上を図り、もって国民経済の発展に寄与するこ
とを目的としています。

税制

22

所得税・法人税・贈与税・相続税・事業税・固定資産税など。 農業経営に係
る税制支援策は農林水産省 HP を参照してください。
（http://www.maﬀ.go.jp/j/aid/zeisei/nou/index.html）

2

消費・販売関連、生産関連
名

称

概

要

食品衛生法

食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を
講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国
民の健康の保護を図ることを目的としています。

JAS 法（農林物資の規格化及び
品質表示の適正化に関する法
律）

適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによっ
て、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化および使用ま
たは消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行
わせることによって一般消費者の選択に資し、もって公共の福祉の増進に寄
与することを目的としています。

消費者契約法

消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力の格差に鑑み、事
業者の一定の行為により消費者が誤認し、または困惑した場合について契約
の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとと
もに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当
に害することとなる条項の全部または一部を無効とすることにより、消費者
の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に
寄与することを目的としています。

景表法（不当景品類及び不当表
示防止法）

商品および役務の取引に関連する不当な景品類および表示による顧客の誘引
を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22
年法律第 54 号）の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もって
一般消費者の利益を保護することを目的としています。

計量法

計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展および文
化の向上に寄与することを目的としています。

健康増進法

我が国における急速な高齢化の進展および疾病構造の変化に伴い、国民の健
康の増進の重要性が著しく増大していることに鑑み、国民の健康の増進の総
合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他
の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図る
ことを目的としています。

農薬取締法

農薬について登録の制度を設け、販売および使用の規制等を行うことによ
り、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農
業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全
に寄与することを目的としています。

毒物及び劇物取締法

毒物および劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを
目的としています。

肥料取締法

肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料
の規格および施用基準の公定、登録、検査等を行い、もって農業生産力の維
持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的としてい
ます。
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種苗法

新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制
等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図
り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的としています。

建築基準法

建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の
生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的としています。

農地法

農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作
者の農地の取得を促進し、およびその権利を保護し、ならびに土地の農業上
の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もって耕作者の地位の安
定と農業生産力の増進とを図ることを目的としています。

薬事法

医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器の品質、有効および安全性の確
保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ず
るほか、医療上とくにその必要性が高い医薬品および医療機器の研究開発の
促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを
目的としています。

廃棄物処理法（廃棄物の処理及
び清掃に関する法律）

廃棄物の排出を抑制し、および廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再
生、処分等の処理をし、ならびに生活環境を清潔にすることにより、生活環
境の保全および公衆衛生の向上を図ることを目的としています。

家畜伝染病予防法

家畜の伝染性疾病（寄生虫病を含む）の発生を予防し、およびまん延を防止
することにより、畜産の振興を図ることを目的としています。

家畜排せつ物処理法（家畜排せ
つ物の管理の適正化及び利用の
促進に関する法律）

畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し必要な事項を定めるととも
に、家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設の整備を計画的に促進す
る措置を講ずることにより、家畜排せつ物の管理の適正化および利用の促進
を図り、もって畜産業の健全な発展に資することを目的としています。

水質汚濁防止法

工場および事業場から公共用水域に排出される水の排出および地下に浸透す
る水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等に
よって、公共用水域および地下水の水質の汚濁（水質以外の水の状態が悪化
することを含む）の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活
環境を保全し、ならびに工場および事業場から排出される汚水および廃液に
関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任に
ついて定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としています。

大気汚染防止法

工場および事業場における事業活動ならびに建築物等の解体等に伴うばい
煙、揮発性有機化合物および粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対
策の実施を推進し、ならびに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等
により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全
し、ならびに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における
事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図るこ
とを目的としています。

悪臭防止法

工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な
規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全
し、国民の健康の保護に資することを目的としています。

消防法

火災を予防し、警戒しおよび鎮圧し、国民の生命、身体および財産を火災か
ら保護するとともに、火災または地震等の災害による被害を軽減し、もって
安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的としています。
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道路交通法

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の
交通に起因する障害の防止に資することを目的としています。

道路運送車両法

道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、ならびに安全性の確
保および公害の防止その他の環境の保全ならびに整備についての技術の向上
を図り、あわせて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共
の福祉を増進することを目的としています。

○消費・販売関連、生産関連事業との対応表
消費・販売関連事業
名

称

生産関連事業

米麦
雑穀

野菜
果実

食肉

牛乳
製品

食品衛生法

○

○

○

○

JAS 法（農林物資の規格化及び
品質表示の適正化に関する法
律）

○

○

○

○

消費者契約法・不当景品類及び
不当表示防止法・不正競争防止
法

○

○

○

○

○

○

○

○

計量法

○

○

○

○

○

○

○

○

健康増進法

○

○

○

○
○

○

農薬取締法（毒物及び劇物取締
法）

畜産

資材

○

○

○
○

施設

○

肥料取締法
種苗法

肥料
農薬

○

○

○

建築基準法

○

農地法

○

薬事法
廃棄物処理法

○

○

家畜伝染病予防法

○

○

○

○

○

○

○

○

○

家畜排せつ物処理法

○

○

水質汚濁防止法

○

○

大気汚染防止法

○

○

悪臭防止法

○

○

○

○

消防法

○

○

○

○

○

○

○

○

道路交通法・道路運送車両法

○

○

○

○

○

○

○

○

第4章

主要関係法令の概要
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3

労働関連・国際貢献
名

称

概

要

労働基準法

労働者の労働条件の最低基準を定めた法律で、労働者（パートタイム労働者
等を含む）を使用するすべての事業場に適用されます。

労働安全衛生法

労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任
体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総
合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を
確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としていま
す。

育児・介護休業法

育児または家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られ
るよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が
国の経済および社会の発展に資することを目的としています。

社会保険

国民が病気、けが、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活の困難をもたら
すいろいろな事故（保険事故）に遭遇した場合に一定の給付を行い、その生
活の安定を図ることを目的とした強制加入の保険制度です。（医療保険、年
金保険、介護保険）

労働保険

労働者災害補償保険（一般に「労災保険」といいます）と雇用保険をまとめ
た総称であり、業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償（労災
保険）
、失業した場合の給付（雇用保険）等を行う制度です。

外国人実習生制度

研修を修了し所定の要件を充足した研修生に、雇用関係の下でより実践的な
技術、技能等を修得させ、その技能等の諸外国への移転を図り、それぞれの
国の経済発展を担う「人づくり」に一層協力することを目的としています。

本章に掲載した法令等は、各法人の事業展開の
内容によって関係しない場合もあります。自社の
コンプライアンス活動を進めるにあたり、事業ご
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とに必要となる法令等を整理する際に参考として
ご利用ください。

社会的責任研究部会
部会長

藤田

副部会長

芹田省一

毅

新潟県（有）フジタファーム
秋田県（有）せりた
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高橋良行

福島県（株）グリーンファーム

川上康治

長野県（株）あずみ野エコファーム

松井正昭

奈良県（農）五条園芸

松永和平

島根県（農）松永牧場

酒井建記

徳島県（有）酒井農園

鷹野秀征 （株）創コンサルティング
坂本文武
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