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れた項目に基づいた設問（番号も一致）となっています。
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Q0
ＣＳＲとは何か

　最近よく「CSR」という言葉を聞きますが、その具体
的な内容はどういうことでしょうか。また、法人として

の企業が法令を守るべきことは当然ですが、他に求めら
れる行動規範などについても教えてください。

　CSR と は「Corporate Social Responsibility」 の 略
で、「企業の社会的責任」と訳されます。この理念の大
本にあるのは、「持続可能な社会をつくるためにその一
員である企業も立場に応じて果たすべき責任がある」と
いう考え方であり、社会の中で企業が将来にわたって存
続していくために、社会の要請・期待に積極的に応えて
いくということです。
　こういった考え方自体は日本でも以前からありました
が、「CSR」という言葉が使われるようになったのはご
く最近です。欧米では「ノブレス・オブリージュ（地位
の高い者が当然になすべき義務）」という表現にも見ら
れるように、立場に応じて自発的に一定の責任を果たす
ことが伝統的に求められてきました。それを社会の中に
おける企業に当てはめたものともいえますが、大事なの
は、法令によって強制されて従うのではなく、自ら自主
的に責任を果たしていこうとする姿勢です。
　具体的に企業に求められている行動規範としては、

（1）社会の要請・期待に応えるように行動しなければ
ならない、（2）本業の活動の中で、可能な限り社会や
環境に対する配慮を組み込んでいかなければならない、

（3）持続可能な社会づくりに貢献できるような企業活
動を旨とする、というようなことがあります。
　こういった行動をとっていくことによって、企業とし
ても次のようなメリットを得ることができます。
　まず、社会に対して積極的に関わろうという姿勢と行
動が共感を呼び、「長期的な社会からの信頼」が得られ
ます。次に、CSR によって社会や環境に対する感度を
高めた企業は、早期にリスクを察知してそれを事業の
チャンスに転化できるような、「変化への適応力」を培
うことができます。さらに、多くの人に評価されること
によって企業ブランドが確立され、それはまた従業員の
働きがいや地域社会の誇りにもつながっていきます。そ
してそのことにより、究極的には将来にわたって存続を
期待され続ける存在になることが可能となるのです。

A0
「企業の社会的責任」ということ
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Q1［法令遵守および倫理的行動の徹底］

ＣＳＲに対する経営者の責任と義務

　リンゴの生産・販売を営む農業法人である当社におい
て、ある社員が与信限度額（社内規程で営業担当者ごと
に定められている）を超える商品を取引先のスーパーに

販売したところ、代金回収前にそのスーパーが倒産して
経営者は失踪し、商品も行方不明になってしまいました。
この場合、経営者にはどのような責任があるでしょうか？

　会社法第 355 条において、会社の取締役には法令お
よび定款ならびに株主総会の決議を遵守し、株式会社の
ため忠実にその職務を行う義務（忠実義務）が規定され
ています。また、取締役は法律上会社に対して委任関係
に立ちますので、民法第 644 条に従い善良な管理者と
しての注意義務（善管注意義務）を果たさなければなり
ません。
　以上の観点から問題の事例を検討すると、経営者には
社内規程が遵守されるよう監督する義務があり、守られ
ていない場合には改善のための手立てを講じなければな
らないところ、当該の社員は社内規程に違反して与信限
度額を超える商品を販売していることから、経営者は監
督責任違反を問われることを免れません。
　取締役その他の役員等（監査役、執行役、会計監査人
等）は、その任務を怠ったことによって会社に損害を与
えた場合には、これを賠償する責任を負います（会社法
第 423 条）。したがって事例のような場合には、経営者

は社員の規程違反の行為によって生じた損害を賠償しな
ければなりません。
　また、このようなときには、会社の株主は株主代表訴
訟を提起して、経営者に対して損害賠償を求めることが
できます（会社法第 847 条）。規模の小さい同族会社が
多い農業法人ではそのようなことはあまりないかもしれ
ませんが、平成 21 年の農地法改正で関連事業者による
株式保有が拡大されましたので、裁判になる事例が多く
なる可能性は否定できません。
　訴訟が提起されたりすれば、経営者が裁判対策に多く
の労力と費用や時間を割かねばならなくなったり、裁判
の結論如何にかかわらず対外的な信用問題が生じたりし
ますので、会社の業績に大きな影響が及ぼされます。し
たがって、事例のような事態が発生しないよう、社内の

「就業規則」や「業務規程」を整備して、違反者に対し
ては懲戒処分を適用するなどの内部規律を厳格に運用で
きる体制を整えることが大切です。

A1
取締役には忠実義務・善管注意義務が求められる
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　一般的に、決算が赤字であることは対外的な信用不安
を招き、取引先からの与信や金融機関からの資金繰りに
も影響を及ぼすため、経営者には決算内容を良く偽装し
ようとする誘引が生じます。またこれとは逆に、税務対
策等の理由で、実際の決算よりも利益が上がっていない
ように見せかける場合（逆粉飾）もありますが、いずれ
の行為も会社や株主に対する背信行為であり、法律上も
責を免れません。
　経営者が自己もしくは第三者の利益を図りまたは会
社に損害を与える目的で粉飾決算をすることは会社法
第 960 条の特別背任罪に該当し、10 年以下の懲役もし
くは 1,000 万円以下の罰金、またはこれらが併科されま
す。また、粉飾決算により違法に配当を行った場合に
は、5 年以下の懲役もしくは 500 万円以下の罰金、また
はこれらが併科される（会社法第 963 条）とともに、
違法に配当された金額を会社に返還しなければなりませ
ん（会社法第 462 条）。さらに決算書類の虚偽記載によ

り第三者に損害が生じた場合には、損害賠償責任も負う
こととなります（会社法第 429 条）。
　一方、逆粉飾によって不当に課税を免れた場合には脱
税として追徴金や重加算税が課されるとともに、悪質な
場合には経営者個人も犯罪行為として摘発され、懲役刑
や罰金が科されることもあります（法人税法第 159 条・
164 条）。
　粉飾決算の方法としては、収益の架空計上や費用の圧
縮、在庫の水増し等が一般的ですが、事例のような売上
げの前倒し計上も売上げ時期の意図的な操作として粉飾
に該当し、経営者は責任を問われることとなります。こ
うした事態を招かないようにするためには、情報開示に
関する基本方針を定め、社会に開かれた経営を目指すと
ともに、取引金融機関等の利害関係者（ステークホル
ダー）とも対話を欠かさず、双方向のコミュニケーショ
ンを図っていくことが重要です。

A2
売上げ時期の操作は粉飾決算に該当する

Q2［情報開示と説明責任の推進］

企業情報の正しい開示と説明責任

　不況の影響で数年来業績の低迷が続き、今期もこのま
までは赤字決算を免れません。しかし、期末近くに長期
の大口取引の受注が決定し、すでに一部は製造を完了し
て納品を待っている状態で、今後は安定した操業が見込

まれます。そこで、この取引の売上げを今期に前倒し計
上して、取引金融機関に対しても業績の好転の証拠とし
て示したいと考えているのですが、このような会計処理
に問題はあるでしょうか。
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Q3［リスク対応の徹底］

リスクへの備えと契約責任

Q4［協力会社や取引先と一体のCSR推進］

販売価格維持の申し合わせ

　当社はキャベツ、ハクサイなどの野菜を露地で生産
し、地元のスーパーと直接契約して出荷している農業法
人です。しかし、先般の大型台風で畑が被害を受け、今
月は契約した数量の野菜を出荷できなくなりました。台

風などは自分ではコントロールすることができない不可
抗力な事象で、予見することも著しく困難です。した
がって、契約どおりに出荷できないこともやむを得ない
事態と考えますが、どうでしょうか。

　国内の数社しか扱わない洋蘭の苗を生産・販売してい
る農業法人です。最近、資材等の値上がりにもかかわら

ず製品の売行きが伸びず、業績が低迷して経営危機に
陥っている同業者もあります。洋蘭の苗には輸入品もな

　結論からいいますと、たとえ台風のせいであっても、
契約の中に特別な免責条項等が入っていない限り、契約
どおりに出荷できないことは契約不履行となり、損害賠
償の責任を負うことになります。これは言うまでもなく
会社の信用を下落させ、経営上重大な影響を及ぼす事態
ですので、できる限り回避しなければなりません。
　万一最大限の努力をしてもこうした状況が発生してし
まった場合には、先方と誠意を持って交渉にあたり、今
後に悪影響を残さないよう、納得してもらえるような解
決策を図る必要があります。
　しかし、より本質的なことは、こうした事態に陥らな
いよう、事前にあらゆるリスクを想定して対応策を準備

し、予防的な措置をとることです。いつ襲来するかはわ
からないとはいえ、台風がやって来ることは当然想定し
うることですので、災害が発生した場合の指揮系統や責
任体制を予め整備し、常にいざというときの対応を心が
けておかなければなりません。
　また、出荷が不可能となった場合に備え、代替品を融
通してくれるような生産者やＪＡをリストアップしてお
き、相互に助け合えるような関係を日頃から構築してお
くことも有用です。こうした準備を整えておけば、かな
りの場合にも何らかの対応をとることで、損害を最小限
にとどめることが可能となるのです。

A3
徹底したリスク管理であらゆる事態への対応を図る
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Q5［経営努力の継続］

経営理念の必要性

く、洋蘭生産者にとっては必要不可欠のもので、苗生産
業者が破綻すると洋蘭生産・販売業全体に悪影響が出る
ことが予想されます。そこで、同業の会社で相談して、
今後しばらくの間、一定の利益の確保のために製品の販

売価格を一定額以下にはしないことを申し合わせようと
思いますが、このような取決めには問題があるでしょう
か。

　独占禁止法第 3 条では、事業者が他の事業者と共同
して、価格を決定あるいは維持したり、取引に条件をつ
ける等の行為を「不当な取引制限」として禁止していま
す。事例のような取決め（談合行為）は一般に「カルテ
ル」と称されるものであり、この「不当な取引制限」の
代表的な類型です。
　独占禁止法は、事業活動における不当な拘束を排除す
ることによって、公正かつ自由な競争を促進するととも
に、一般消費者の利益を確保し、国民経済の民主的で健
全な発達を促進することを目的とする法律で、「不当な
取引制限」は「私的独占」「不公正な取引方法」と並ん
で、同法が禁止する 3 つの取引形態のひとつです。これ
に違反した場合には、3 年以下の懲役または 500 万円以
下の罰金に処せられます（独占禁止法第 89 条）。
　この行為に基づく事業者の責任はいわゆる「無過失損
害賠償責任」であり、被害者に対しては、故意または過
失がなかったことを主張して責任を免れることはできま
せん（独占禁止法第 25 条）。さらに、これらの行為によ

る売上げに対しては、その行為が現場レベルのもので経
営者が知らなかったとしても、懲罰的な課徴金が課せら
れることもあります（独占禁止法第 7 条の 2）。
　なお、平成 18 年 1 月の独占禁止法改正で、「カルテ
ルの通報制度（リーニエンシー制度）」が導入され、公
正取引委員会の調査開始前にカルテルの事実を通報した
事業者（先着 3 社）に対しては、課徴金が減免されると
する規定が設けられました（独占禁止法第 7 条の 2）。
実際にこの制度は有効に機能しており、もはやカルテル
によって同業者の利益の維持を図る行為は、社会的に悪
であるとする認識が定着しているといってよいでしょう。
　こうしたカルテル行為は現場レベルの担当者の間で前
例として踏襲されている場合も多く、業界によってはな
かなか根絶が困難なところもあるようですが、経営者と
しては、現場の担当者に対し遵法精神を徹底させ、規程
を整備するなどして公正な取引が実行されるように努め
なければならない責任があるのです。

A4
独占禁止法で禁ずる「不当な取引制限」に該当し
違法

　当社は数人の仲間とともに脱サラをして 5 年前に始め た農業法人で、とにかく目の前の売上げだけを第一に、
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　結論的にいえば、やはり経営理念、なんのためにこの
会社は存在しているのかという存在意義の確認は必要で
す。「好事魔多し」ということわざもありますが、順風
満帆に行っているように見えるときこそ、実は落とし穴
が待ち構えているといって過言ではありません。
　ある会社の例をお話ししたいと思います。小間物の中
卸しをしていたその会社は、経営規模に比べて借入金も
妥当な額で、日々の資金繰りに窮することもなく営業を
していました。そんなとき、長い付合いの取引先からこ
れまで扱ったことのない商品の「独占的代理権の付与」
という話が持ち込まれました。未経験という点で不安は
あったものの、取引条件が破格であったことから、同社
はこの申入れを受諾しました。しかし、当初こそ多少の
売上げは上がったものの、やがて過大な在庫が処分しき
れなくなり、かといって最初に多額のライセンス料を支
払っているため撤退することもできずに泥沼にはまり込
んでしまい、最終的に億単位の負債を抱えて倒産してし

まいました。
　どこに問題があったのでしょうか。この会社には、

「わが社はこういった商品を販売して、もって地域や社
会に貢献できるような企業活動をしていく」という経営
理念がなかったのです。「売上げさえ上がれば何を販売
するかは問題ではない」という姿勢が、会社を破滅の道
へと誘い込んでしまったのです。
　経営理念とは、「何を生業とし、どのような方法で活
動していくか」を経営者が肝に銘じ、現状がそれにか
なっているか常に確認を怠らないことだと思います。会
社が順調に行っているときは、「そんなものなくたって
いい」と思われるかもしれませんが、晴れの日ばかりと
は限りません。経営の大きな分岐点に立ったとき、判断
を誤らないためにも、経営理念を確立して経営者が日々
自らを律するとともに、会社としても明確な方向性を
持っておくことをぜひお勧めしたいと思います。

A5
企業としての存在意義の確立が必要

Q6［農畜産物の安全、お客さまの健康へのこだわりの追求］

原材料の適正表示の必要性

　当社は自社農場で生産した小麦を原材料に使用してパ
ン等を製造している農業法人ですが、日によって、パン
を製造した製造ライン（機械、器具等）で小麦を使用し

ない別の食品を製造することがあります。小麦は食品衛
生法施行規則などにより、特定原材料等として表示の義
務付けが規定されていますが、このように小麦が混入す

その日暮らしの、悪く言えば場当たり的な経営をしてき
ました。現在は 10 名ほどの従業員を雇用し、小規模な
がらもミニトマトの生産・販売を行う会社として一応安
定した運営をしております。これまではたいした困難に
も陥らなかったため、企業としてのあり方や経営理念な

どについて考えたこともありませんでした。しかし、今
後の展開を考えるにあたり、そろそろ明確な方向性や将
来的なビジョンを持たなければいけないのかなという気
もしています。こういったものについて、どのように考
えればよいのかお伺いできればありがたいのですが。
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Q7［誠実なお客さま対応］

担当者への伝言を忘れて返事の電話が遅れてし
まった

　担当者が不在中に顧客から当社の商品についてのク
レームの電話があり、たまたま電話を受けた者が、「担
当者が戻り次第折り返しお電話いたします」と述べて電
話を切りました。ところが電話を受けた者は担当者に伝

えるのを忘れてしまい、翌日になってようやく思い出し
ました。この場合、先方にどのようにお詫びするのがよ
いでしょう。また、法律的に何か処罰の対象となるよう
なことがあるでしょうか。

　食品衛生法施行規則では、小麦、そば、卵など多くの
人においてアレルギーの原因物質となる特定の原材料に
ついて、名称、分量、生産地、消費期限等の表示が義務
付けられています。しかし事例の場合には、別の食品に
小麦が混入する可能性は完全には否定できないものの、
原材料として使用しているわけではないので、法令上は
表示の義務はないものと考えられます。
　とはいえ、食品アレルギーはごく少量の原因物質の存
在によっても発症することがありますので、その生産ラ
インでどのような原材料を用いた食品を製造しているか
といった製造工程を常に管理し、必要に応じて原材料表

示欄外にその旨記載して注意を喚起することが望ましい
といえます。また、微量といえども最大限混入を防ぐた
め、ラインの洗浄・消毒等を十分に行わなければならな
いことはいうまでもありません。
　要は消費者の健康確保、食の安全を第一に考えるとい
う企業としての姿勢の問題であり、きちんとした対応を
することが企業自身にとっても信頼を勝ちうるための材
料となっていくのです。こういった考えを推し進めてい
けば、加工はもちろん小麦の生産段階においても活動の
記録を保持し、常に開示できる準備をしておく必要があ
るといえるでしょう。

A6
食の安全、消費者の健康確保を第一に考える

る可能性が完全には否定できない場合であっても、この
ときの混入物質は原材料ではないと判断して表示しなく

てもよいでしょうか。
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Q8［お客さまデータおよびプライバシーの保護］

顧客データの管理不備による流出の責任

　当社が保有する顧客約 1,000 人分の個人情報が流出
し、外部に販売されてしまいました。何者かが当社の
データベースに密かにアクセスし複製したものと思われ
ますが、個人情報保護法に照らしてどのような問題が生

じるでしょうか。なお、当社は中小企業であり、顧客以
外の個人情報を合わせても個人情報の総数が 5,000 を超
えることはありません。

　事例のような事態はあってはならないことですが、
万一発生してしまった場合には、誠実に対応することを
第一に心がけつつ、ただちにお詫びの電話を先方にかけ
ます。まず返事の電話が遅れてしまったことを丁重にお
詫びし、今後はこのようなことのないよう最大限努める
ことをお伝えします。それからクレーム自体について
も、先方の話をよく伺って内容を正確に把握し、迅速に
事態を解決に導けるよう、最善の措置をとることをお約
束します。
　なお、クレームの内容によっては個人レベルでは対応
しきれないこともありますが、そのような場合にもすぐ
に「対応できません」と応えるのではなく、社内で検討
して改めてお返事する旨伝え（なるべく期限を区切って

「××日までには」と約束する）、ただちに上司に伝えた
り権限のある委員会等で議題にしてもらえるよう手配し
ます。そのためにも、日常的にクレームに対する対応体
制を整備しておくとともに、全社員がクレームを他人事
ではなく会社全体に関係する問題として主体的に考えら
れるような、意識の共有を経営者は徹底しておかなけれ

ばなりません。
　ちょっとした苦情への初期対応を誤ったために、問題
が大きくなって業績にも重大な影響を及ぼした例は枚挙
にいとまがありません。とくに最近は、インターネット
の発達によって情報の流通が瞬時に広範囲になされるよ
うになる一方、一度落ちた信用を取り戻すのは非常に困
難になっています。また、苦情の内容が食品や薬品に関
係するもので顧客の健康などに重大な影響を及ぼす場合
には、それだけで廃業に追い込まれるような事例もあっ
たことは記憶に新しいところでしょう。
　なお、事例のような事態がただちに法律や条例に違反
したり、処罰の対象となるようなことは通常ありません
が、法令によって強制されてするのではなく自ら主体
的に社会的な責任を果たすという CSR の趣旨に鑑みれ
ば、クレームの申し出は否定的に扱って「臭いものにフ
タ」の対応をするのではなく、自社に対する有用な情報
の提供や業務改善の機会と捉えて、積極的に対処してい
くのが正しいあり方だといえるでしょう。

A7
誠実な対応を旨として顧客にお詫びする
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　個人情報保護法では、「生存する個人に関する情報で
あって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記
述等により特定の個人を識別することができるもの（他
の情報と容易に照合することができ、それにより特定の
個人を識別することができることとなるものを含む。）」
を個人情報と定義し、5,000 件以上の個人情報データベー
ス等を業務の用に供している事業者を「個人情報取扱事
業者」としています（第 2 条）。そして個人情報取扱事
業者に対しては、適正な方法による取得や利用目的の特
定、本人への通知、安全管理措置等の義務が課されてお
り（第 15 〜 36 条）、違反した事業者に対しては行政当
局から是正命令が出され、それに従わない事業者（法人
の代表者および従業員個人も）には懲役もしくは罰金
刑、または過料が科せられるとされています（第 56 〜

59 条）。
　事例のケースでは、取り扱っている個人情報の件数
が 5,000 以下であることは明らかなため、直接に個人情
報保護法上の問題になることはないと思われます。しか
し、たとえば個人情報取扱事業者から管理を委託されて
いる個人情報が流出した場合には、会社の信用上の問題
となってその後の事業に差し支えるおそれがあり、委託
先の事業者から損害賠償を求められる可能性もないでは
ありません。とくに、情報通信技術が高度に発達した現
代社会では、大量の個人情報が瞬時に不特定多数に流出
してしまいますので、たとえ自社が個人情報取扱事業者
に該当しないとしても、法律の趣旨に則った考え方で個
人情報の保護に対する社内体制を整備し、意識を徹底さ
せることが望ましいでしょう。

Q9［持続可能な消費の推進］

顧客への不親切な説明

　自家生産米の直売所での販売を主たる業務としている
当社の社員は、他産地米との違いを聞かれたとき、消費
者は米の生産の仕組みや品質についてよく知らないこと
が多いので、他産地米は適当に説明し、自家生産米の
セールスポイントを強調して知名度で劣っていても自家

生産米を買ってもらおうと考えているようです。当社に
とっては経営上重要な自家生産米の販売を推進するた
め、こうした説明の仕方はやむを得ないと考えてよいで
しょうか。

A8
プライバシー保護の観点から会社の信用上の問題
にはなる
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Q10［汚染の防止］

業務上のゴミの一般ゴミ集積所への投棄

　露地での野菜生産をしている当社では、育苗段階で使
うプラスチック製の育苗ポットを廃棄しています。一時
に捨てる量はあまり多くなく、家庭用のものと大差もな

いため、一般ゴミの集積所に捨てていますが、問題があ
るでしょうか。

　消費者契約法第 4 条は、消費者契約の締結に際して事
業者が重要な事実について虚偽を述べたり、消費者の不
利益になることを故意に告げなかったりしたために事実
を誤認して当該消費者契約を締結したときは、消費者は
その契約を取り消すことができるとしています。事例の
社員の説明の仕方はこれに該当すると思われ、消費者か
ら購入を取り消される可能性があります。
　また、不当景品類及び不当表示防止法（景表法）第 4
条では、事業者は、自己の供給する商品等の内容につい
て、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良で
あると示し、または事実に相違して当該事業者と競争関
係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良である
と示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を
阻害するおそれがあると認められる表示をしてはならな

いと定められており、こちらにも該当するおそれがあり
ます。公正取引委員会によりこれに違反していると認定
された場合には、排除命令が出されたり企業名が公表さ
れるなどの措置が定められており、信用上取返しのつか
ない事態に陥ることにもなりかねません。
　これらの規定は、事業として商品等を供給する販売業
者と一般消費者との間では、商品についての知識、購買
力等について大きな格差があることから、一般消費者を
保護する趣旨で設けられているものです。いずれにして
も、こうした販売方法は法令の規定如何にかかわらず不
誠実な取引であり、CSR の観点からも問題と思われる
行為ですので、経営者としては、法の趣旨に従って早期
に社内で意識の変更を求め、周知徹底を図らなければな
りません。

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法） 第 11 条・第 12 条によれば、事業者はその産業廃棄物

A9
消費者契約法、景表法に照らして不適切

A10
廃棄物処理法に違反して違法



12

　農業には環境保全に対して貢献的な機能があるという
のはおっしゃるとおりです。かつて農業は有機的な生態
系のサイクルの中に組み込まれ、自然に適合した時期・
方法に従って生産活動が行われてきました。肥料等も有
機的なものが多く使われ、環境汚染をもたらすこともあ
りませんでしたし、機械の使用等も一定の場面に限られ
ていました。長い間にわたってこうした農業が営まれる
ことによって、美しい田園風景や身近な生物が育まれて

きたことは間違いありません。
　しかし、高度成長期を境に農業のあり方は革命的な転
換を遂げ、また一方では農業人口の著しい減少などの要
因も加わって、機械化・集約化と化学肥料の多用といっ
た、必ずしも環境にやさしくない産業に変わってきてい
ます。自然のサイクルに一致しない、時期を問わない商
品性作物の通年栽培や、化学飼料に依存した大規模な畜
産業の展開などにより、一方では生産性が向上しました

A11
「持続可能な資源の活用」という観点から農業を
考える

を自ら処理するか、または都道府県知事の許可を受けた
産業廃棄物収集運搬業者等に委託して処理しなければな
りません。さらに、業者に委託して処理した場合には、
最終的にその処理が適正に行われたことを書面で確認す
る義務も課されています。
　これらの規定の趣旨は、産業廃棄物には一般の家庭ゴ
ミと違ってさまざまな有害物質や環境汚染物質が含まれ
ている可能性があるため、処理が適正になされるように
監視するとともに、処理過程の追跡ができるようにする
というものです。これらについては罰則も規定されてお
り、懲役もしくは罰金またはその併科、さらに事業者

（会社）に対しても罰金が科されることがあります。ま

た、処理業者が不法投棄などをしたときには、最終的に
委託した事業者が責任を問われることもありますので、
業者の選定、処理過程の確認は慎重に行わなければなり
ません。とくにこれまでの実績が明らかでない業者、代
金が不当に安いと思われる業者については、注意する必
要があります。
　一方、CSR の観点から考えても、地域の良き構成員
でなければならない企業が業務上のゴミを不適切な方法
で処理することは許されるはずがありません。こうした
点についても社内で周知徹底を図り、認識を一致させて
おくことは経営者として当然の責務といえるでしょう。

Q11［持続可能な資源の利用］

農業事業者としての存在意義と責務

　当社はこの地で農業を営んですでに 30 年以上を経過
しており、地域経済に対しても一定の貢献をしてきたと
いう自負があります。また農業には水源涵養、景観保

全、野生生物の保護といった公益機能があると思います
ので、環境保全についてさらに取り組めと言われても、
何をしたらよいかわからないのですが。
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　地球温暖化は人類の生存に関わる重大な環境問題であ
り、1997 年に京都議定書が採択されて温室効果ガスの
1990 年レベルからの 6％削減が約束されたのは、この
まま温暖化が進めば地球は人類の住めるところではなく
なってしまうという危機感を各国が共有しているからで
す。一方農業は、地球の生態系に一致して活動が展開さ
れる環境適合産業であり、基礎となる環境に異変が起き
れば多大な影響を被ります。そしてその不振は食糧問題
をはじめとしてさまざまな社会的影響を及ぼし、これも
また人類の生存を左右する重大問題となってきます。

　つまり、地球温暖化問題と農業の将来は不可分の関係
にあり、農業従事者としても、できる限りこの問題を意
識して日常的な取組みを進めていくことが大切です。農
業が貢献できる具体的な温室効果ガス排出対策として、
たとえば農林水産省は次のような取組み内容を奨励して
います。
・施設園芸・農業機械の温室効果ガス排出削減対策
　　ガス燃焼によるトリジェネレーション方式（発電に

よって発生する電力、熱、二酸化炭素で植物の生長を
促進するシステム）の導入や施設園芸における木質バ

A12
農業の産業特性を活かした排出ガス削減の取組みを

Q12［気候変動の緩和］

地球温暖化問題への対応

　最近、京都議定書が話題になるなど地球温暖化問題に
対する企業の対応がよく取り上げられていますが、温室

効果ガスの排出削減について、農業法人としては具体的
にどういった取組みを進めていけばよいのでしょうか。

が、コスト的に見合わない産物は敬遠され、食糧自給率
も急速に低下してしまいました。そして何よりも、農業
自体が環境に対して負荷を及ぼし、美しい田園風景の変
貌や、身近な生物の激減といったさまざまな環境問題が
起きています。
　ちなみに、農林水産省の「農産物の生産における環
境保全に関する意識・意向調査結果」（2006 年）によれ
ば、農業が水源涵養、景観保全、野生生物の保護といっ
た公益的機能を発揮していることを認識している者の割
合が農業従事者、消費者、流通加工業者のいずれにおい
ても非常に高かった一方で、農業が農薬や化学肥料の散
布などによって環境負荷を与えているとした回答は、消
費者が 37％だったのに対して農業従事者では 25％にと

どまっています。
　近年、消費者をはじめ多くの人々が環境問題に関心を
持っていますので、農業生産に対する理解と支持を得て
いくためにも、環境負荷の低減に向けて努力していく意
識・姿勢が重要です。近年聞かれるようになった「環境
保全型農業」という用語は、農業が環境に負荷をかける
リスクが高いことを認識しているからこそ生まれた用語
です。CSR の観点から地域の一員として持続可能な資
源の活用に貢献するという点においても、今後の農業の
あり方、環境への負荷について認識を深め、現状に満足
することなく取組みを進めていくことが大切だといえる
でしょう。
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Q13［持続可能な生産体制の確立］

長期的な観点からの農業の発展方向

　目先の利害をとりあえず措いて、“100 年の時間軸 ” と
いうような長期的な観点から農業の発展の方向を考えた
場合、「持続可能な生産体制の確立」という目標は重要

だと思いますが、それぞれの農業法人レベルでの具体的
な取組みとしては、どのようなことが考えられるでしょ
うか。

　地球上においては生態系が重要な役割を担っており、
さまざまな生物の共同作用によって土壌の生産力の再生
産や水や大気の浄化などが行われています。最近よくい
われる「種の多様性」ということがこれらの作用におい
て重要であることがわかってきましたが、生物種の減少
はこうした生態系の働きを歪め、人間の環境をも悪化さ
せるおそれがあります。そこで「持続可能な生産体制の

確立」の具体的な取組みのひとつとして、古くからある
在来品種を存続させる取組みが挙げられます。
　かつて農業の生産現場では、それぞれの特徴を持った
各種の作物の栽培や家畜の飼育が行われていました。し
かし高度成長期以降、経済性の高い少数の品種への絞り
込みが全国的に進み、在来品種が失われてきました。在
来品種のなかには、単位面積当たりの収量が低かったり

A13
生態系に合致した発展を目指そう

イオマス利用加温設備などのモデル導入、地域で生産
されたバイオディーゼル燃料を農業機械に利用する技
術の実証といった取組みです。原油価格の高騰への対
応としても有効ですし、施設園芸・農業機械における
省エネルギー・省資源対策の代表的なものです。

・環境保全型農業の推進による施肥量の適正化・低減
　　水田から発生するメタンガスの排出削減を図るた

め、有機物管理方法を「稲わらすき込み」から「たい
肥施用」に転換する取組みや、排出抑制に資する水管
理方法の確立・実証・普及を行う取組みなどです。ま
た、施肥に伴い農地から発生する一酸化二窒素の排出
を削減するため、すべての農業者が最低限取り組むべ
き農業環境規範の普及・推進や、たい肥などによる土
づくりと化学肥料の使用低減の導入に一体的に取り組
むエコファーマーの認定を通じた排出削減対策を推進

しています。
・農地による温暖化ガス削減効果
　　最近は農地による温暖化ガス削減効果が注目され始

めています。農林水産省の地球環境小委員会では、温
暖化ガスの排出削減、吸収増加に資する農地管理手法
として，次の４つを挙げています。
　①堆肥等の有機物の土壌への投入量の増加
　②不耕起栽培や省起栽培の促進
　③木炭等の土壌改良資材の使用促進
　④多毛作の促進による緑肥等の有機物投入量の増加

　以上のように農業を通じて実行できる温室効果ガス排
出削減対策にはさまざまなものがあります。自社で展開
している農法・品種に応じ、それぞれの立場で対応をす
ることで地球温暖化の防止に貢献できる余地はまだまだ
あるといってよいのではないでしょうか。
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Q14［自然環境の保護および回復］

農業生産活動以外の自然環境保護・回復活動

　当社は野菜および園芸作物を中心に一般消費者向け生
産・販売活動を行っている農業法人ですが、最近よくい

われている、本業である農業生産活動以外の自然環境保
護・回復活動とはどのような取組みのことでしょうか。

　農業は、土や水といった自然環境資源との密接な関わ
りの上に成り立っている産業であり、ともすれば環境に
対して悪影響を及ぼしがちな工業や商業といった他産業
とは異なり、自然保護や環境保全に大きく貢献できる可
能性を持っています。それらは本業である農業生産活動
の展開を通じて行われる場合も多々ありますが、ここで
はさらに一歩進めて、本業以外の場面でどういった貢献
のあり方が考えられるかということを検討してみましょ
う。
　農業の特徴として、多くの共有資源に依存し、他産業
と比べて地域とのつながりが強いということがありま

す。とくに環境保全や自然保護については、個々の農業
従事者による対策だけでは限界がある分野もあり、地域
全体での取組みが不可欠となってきます。農業従事者と
それ以外の一般消費者や他産業従事者が力を合わせて、
地域づくりのために農業と環境保全を結びつけていく活
動は、今後の地域社会の発展の上でも大きなポイントと
なっているといえます。
　環境保全型の地域づくりの事例をいくつか挙げてみま
しょう。米の一大生産地でありつつも近年休耕田が目立
ちつつある宮城県大崎平野では、農業従事者と地元の
企業との共同活動があります。ここでの基本的な理念

A14
環境保全型の地域づくり・資源保全活動を

気候の変化にやや弱く、経済的にはコスト高であるもの
の、酸性土壌や低温などの劣悪環境でも生育できる作物
品種や、野草でも旺盛に成長できるウシなど、それぞれ
に特徴を持った品種があります。これらの在来品種が失
われ、特定の品種だけが生息するようになると、異常気
象や病害虫の多発年には収穫が激減するなど、農業生産
は不安定になってしまいます。
　また、野生の動植物のなかにも、絶滅の危機に瀕して
いるものは少なくありません。これらが滅亡すること
は、単に名も知らぬ動植物が自然からなくなるという単
純なものではなく、次世代にかけて活用すべき多様な資
源のひとつが失われてしまうということでもあるので

す。農業の生産性向上を支えてきた品種改良の原種や、
生活に必要な油脂、繊維、染料などの原材料、また植物
から合成される化合物を原料とする医薬品、などの原料
が失われることを意味するのです。
　「持続可能な生産体制の確立」のために、これらの品
種を確保し、種の多様性を保全していくような取組みを
進めることは重要です。より具体的なレベルでは、健全
な土づくりや減農薬栽培などもこういった取組みに連な
る農業のあり方と考えられます。それぞれの立場で、生
態系に合致し、「持続可能な生産体制の確立」の一助と
なるような取組みを積極的に進めていきましょう。
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Q15［雇用者義務の履行および安定的雇用の実践］

男女間の資格・勤務体系等の区別

　当社では、経営者の目から見て、全般的に男性社員の
方が女性社員よりも能力、業績で勝っており、会社の利
益に貢献していると考えられます。そこで、男性社員と
女性社員を区別して、資格の取得や権限、業務内容およ

び社内研修の体系などを異なるものにし、効率的な業務
執行を目指したいと考えています。採用時の条件や試験
等については男女を均等に扱っていますので、法律違反
にはならないと考えてよいでしょうか。

　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
等に関する法律（いわゆる雇用機会均等法）第 6 条に
よって、経営者が従業員を性別により、定年・退職・解
雇・待遇など雇用全般について差別的に取り扱うことは
禁止されています。したがって、法律の禁止するところ
は単に採用時の差別のみならず、性別で資格や待遇を分
けることなど労働条件全般に及びますので、事例のよう
な社内規程は法律違反となります。
　この法律に違反して男女を差別的に取り扱っている企
業に対しては、厚生労働大臣が事業主に対して報告を求

め、または助言、指導、勧告をすることができるとされ
ており（第 29 条）、勧告に従わない企業についてはその
内容を公表することができます（第 30 条）。こうした
事態になれば会社の評判は下落し、信用上の問題にも発
展しますので、経営者は男女間での差別は根本的に許さ
れないという基本的な人権意識を強く持つことが必要で
す。もし業績等に応じた個人考査をするというのなら、
性別については捨象して、社員一人一人の能力、成績等
に従って資格の付与、待遇の改善等を決定しなければな
りません。

は、環境保全に対して農業従事者のみに責任を背負わせ
ようとする時代に幕を降ろそうということです。具体的
には、地元で生産した酒米を地元の酒蔵会社が消費（購
入）し、酒造してから消費者へ届けるという生産者同士
の地産地消活動が行われています。生産・製造現場での
地産地消は地域経済の強化に有益ですが、この共同地域
づくりは全国的に見ても先駆的事例であり、環境保全型
農業を基準ではなく条件にしたという点で画期的です。
　他方、沖縄県今帰仁村では、最新の技術を生かしなが
ら過去に存在した資源を復活させようとしています。た

とえば琉球在来のアグー豚の飼育活動などは、生物多様
性の保存を視野に入れつつ近代的な遺伝子技術を活用し
て、地域の食文化の保全にも貢献するような活動です。
　今後は全国的に、失われてしまったもの、あるいは地
域から姿を消しそうな動植物を視野に入れながら、今帰
仁村のように地域アイデンティティーの象徴となる動植
物を維持・保全し復活させていく活動が、それぞれの地
域の事情に応じて各地で展開されていくようになるのが
望ましいと考えます。

A15
雇用機会均等法の雇用者義務の履行に反して違法
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Q17［職場の安全衛生の確保］

パートタイマーの健康診断は必要か

Q16［労働条件および社会的保護の徹底］

農業労働の特殊性と労働基準法

　当社では年間を通して何人かのパートタイマーを雇用
していますが、その人たちに健康診断を受けさせる必要

があるでしょうか。また、その場合の費用負担について
も教えてください。

　当社では、季節性の果物を主たる生産物としており、
時期によっては夜中まで作業にかからなければならない
ときもあります。農業では、労働基準法の一部の規定が
適用されず、労働時間・休憩・休日については基準が定

められていないということを聞きました。そこで、こう
いった時期には労働者に長時間労働をさせてもよいので
しょうか。

　労働基準法は第 41 条で、農業および漁業に従事する
労働者に対しては、労働時間、休憩および休日に関する
規定は適用しないと定めています。この規定の趣旨は、
農業においては農閑期に十分に休養を取ることができる
ことや、逆に繁忙期には１日 8 時間労働や週 1 回の休日
といった原則を硬直的に適用することは適当ではなく、
弾力的に対応できるようにすることが法の本旨にむしろ
かなっているという考え方によるものです。したがっ
て、労働者の保護という法の趣旨からいって、経営者は
労働者に「長時間労働をさせてもよい」とか「休憩を与
えなくてもよい」、さらに「休日は少なくてもよい」な

どという解釈が導かれるものではありません。経営者の
中には意図的にこういう誤った理解をする向きがないと
もいえませんので、十分注意する必要があります。
　最近では、機械化の進展や業務の高度化・通年化な
ど、農業経営における農業労働は大きく変化していま
す。また、以前のような家族経営的な農業から法人とし
ての企業経営に変革していくにあたって、他産業を下回
るような労働条件で優秀な労働力を確保することは困難
なことなどの理由からも、むしろ他産業を上回るような
好条件で、積極的に従業員の雇用に努めるべきでしょう。

A16
法の趣旨に沿った労働条件の決定を
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　いわゆる「パートタイマー」は、最近話題になってい
る非正規雇用者の一種です。非正規雇用とは期間を定め
た短期契約で職員を雇う雇用形態のことであり、わが国
ではパートタイマー、アルバイター、契約社員、派遣社
員が含まれます。このうちパートタイマーについては、
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（通称：
パート労働法）で、「一週間の所定労働時間が同一の事
業所に適用される通常の労働者……［いわゆる正社員］
……の一週間の所定労働時間に比べ短い労働者」とされ
ています。
　パートタイマーの健康診断については、パート労働法
第３条（事業主等の責務）の「事業主は、その雇用する
短時間労働者について、……適正な労働条件の確保及び
教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改
善（以下「雇用管理の改善等」という。）を図るために
必要な措置を講ずることにより、当該短時間労働者がそ
の有する能力を有効に発揮することができるように努め
るものとする」との規定を受け、平成５年 12 月に当時
の労働省（現・厚生労働省、以下同じ）が「事業主が講
ずべき短時間労働者の雇用管理の改善のための措置に関
する指針」を発表しており、この指針に従った対応が求
められています。
　具体的には、同指針の「第３ 事業主が講ずべき短時
間労働者の雇用管理の改善等のための措置」の「１ 短
時間労働者の適正な労働条件の確保」の「（９）健康
診断」において、「イ・常時使用する短時間労働者に対
し、雇入れの際に行う健康診断及び１年以内ごとに１

回、定期に行う健康診断（ロ以下略）」とされていま
す。ここでいう「常時使用する短時間労働者」とは、労
働省の通達によれば、「①期間の定めのない労働契約に
より使用される者（期間の定めのある労働契約により使
用される者であって、当該契約の更新により１年以上使
用されることが予告されている者および当該労働契約
の更新により 1 年以上引き続き使用されている者を含
む）、②その者の１週間の労働時間数が、当該事業場に
おいて同種の業務に従事する通常の労働者の１週間の所
定労働時間数の４分の３以上である者（なお、１週間の
労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する
通常の労働者の１週間の所定労働時間数の４分の３未満
である短時間労働者であっても上記①の要件に該当し、
１週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に
従事する通常の労働者の１週間の所定労働時間のおおむ
ね２分の１以上である者に対しても一般健康診断を実施
することが望ましい）」です。
　したがって、上の①②に該当するパートタイマーを雇
用している場合には、１年以内に一回、定期健康診断を
行わなければなりません。
　なお、この場合の費用負担について、事業者に対し労
働者の健康診断を義務付けている労働安全衛生法第 66
条には規定されていませんが、法施行時の労働省労働基
準局長通達で、「健康診断の費用については、法で事業
者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事
業者が負担すべきものである」とされています。

A17
「短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置」
に該当する
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Q18［能力開発への支援］

キャリアアップ・能力開発への支援は必要か

Q19［経営者と従業員の協調］

労働組合との団体交渉の必要性

　当社では 10 名の従業員を雇用していますが、現在の
業務内容を継続するうえでは新たな能力・技術は必要な
いため、従業員に対する教育・研修制度は設けていませ

ん。そのことに対して従業員からの要望もないため、今
後も制度を創設する計画はありませんが、問題があるで
しょうか。

　養豚の一貫経営を行っている当社は 15 人程度の従業 員を雇用しており、2 年前に労働組合が結成されまし

　教育・研修等のキャリアアップ制度は法定外福利制度
といって、法律に規定されているものではなく強制的な
ものでもありません。各会社がそれぞれに人材育成の方
針を定めて、自由に決めることができます。したがっ
て、何もしないからといって法律に違反することはあり
ません。
　しかし、キャリアアップ制度の効果は大きなものがあ
り、積極的に検討していくに値するものと思います。一
般に福利厚生制度の充実は従業員の帰属意識を高め、定
着率や労働意欲の向上に役立ちます。また対外的な会社
のイメージアップにもつながり、優秀な人材の確保に貢
献します。農業法人においても、ひと昔前のように年々
同じ作業を繰り返していればよいというものではなく、
業務の改善や労働のスキルアップに向けて、日々進歩を

目指していく姿勢が必要です。
　とくに、昨今は農業が不況の時代の雇用の受け皿とし
て注目されており、優秀な人材を確保するチャンスで
す。キャリアアップのための教育制度や支援制度をパッ
ケージにした新たな育成システムを構築することによっ
て、これからの時代に対応した経営を担う人材、多角的
経営展開が進む中で異業種と連携した事業展開を担える
人材などが獲得できるのではないでしょうか。
　しかし一方、福利厚生費は固定費として恒常的にかか
る経費であるため、その場の思いつきで導入して重い負
担となってしまっては経営上問題です。まずは経営者が
どのように人材の育成を図っていくかという明確な方針
を持ち、必要なものから導入していくという方法が賢明
でしょう。

A18
人材育成の方針を定めて適切な対応を
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　労働組合法第 7 条は、「使用者が雇用する労働者の代
表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこ
と」を不当労働行為として禁止しています。しかし、団
体交渉の内容には使用者が決定しうる組合員の労働条件
に関するもので、組合から要求されたら必ず応じなけれ
ばならない「義務的団体交渉事項」と、役員人事や事業
計画、生産体制といったいわゆる経営事項、非組合員の
労働条件、社会的問題に関する事項といった「任意的団
体交渉事項」があり、事例の内容は任意的団体交渉事項
に該当するものです。
　したがって、事例の場合には団体交渉に応じなくても
必ずしも違法ではありませんが、円滑な労使関係の維持

や、経営事項ではあるが当然従業員にとっても関心のあ
る事柄であろうという点への配慮から、可能な限り交渉
に応じて説明をするのが適当と考えます。
　また、設立計画や事業計画それ自体についての団体交
渉応諾義務はありませんが、組合員の雇用と労働条件に
関わる限りでは応諾義務があります。したがって、その
計画において組合員の出向・配転等の人事異動や、労働
条件変更が予定されているのであれば、その問題は義務
的団体交渉事項になります。新事業の開始、工場移転、
営業譲渡、アウトソーシング化といった問題について
も、組合員の労働条件に影響する範囲において交渉に応
じなければなりません。

Q20［食農融合の推進］

食農教育の講師依頼を受けるべきか

　当社は大手ハンバーガーチェーンの商品に使用するレ
タスを栽培して直接卸しています。今般、地元の小学校
から農業体験を通した食農教育の講師を当社から派遣し
てほしいと依頼されました。地元の小学生は当社の直接

の顧客ではないため、食農教育をしてもどれぐらい売上
増加に結びつくかはわかりません。それでも講師を引き
受けるのがよいでしょうか。

た。今般、近隣する県に条件のよい土地が見つかったの
で、子会社を設立して新規に農場を建設する計画を発表

したところ、これについて組合が団体交渉を求めてきま
した。応じなければ法律に違反するでしょうか。

A19
義務的団交事項ではないが、誠実な対応を
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Q21［対話と協調の推進］

周辺住民との協調は必要か

　当社は 30 年ほど前に現在地で養豚業を開始しまし
た。開業当時は周辺は畑あるいは荒れ地ばかりだったの
ですが、10 年ほど前から豚舎周辺で宅地開発が行われ
始め、現在では住宅地のど真ん中に養豚場がある状態で
す。そのため、周辺住民から臭いについて苦情が寄せら

れることも度々ありますが、元来当社が先にこの場所で
事業を始めていたのであり、新規入居者は当然事情を承
知でこの場所に居を構えたのですから、文句を言われる
ことには納得がいきません。特段の対応の必要はないと
考えていますが、よいでしょうか。

　現代の都会においては「農地の宅地化」が進み、「農」
が身近なものではなくなっています。また農村出身の都
市住民も第一世代の多くが世を去り世代交代が進んだこ
とで、「どのようにできるか知らない」「食材の本物の味
を知らない」「調理方法を知らない」といった食と農と
の断絶ともいうべき傾向が強まってきました。
　一方現在の農業を担っている地方においても、担い手
の高齢化や後継者不足による生産力の低下が著しく、食
糧自給率の低下傾向には歯止めがかかりません。ただで
さえ現代社会では、日々の食生活が自然の恵みの上に成
り立ち、食に関わる多くの人たちの活動に支えられてい
ることが実感しづらくなっているのに加えて、このまま
農業の衰退が続けば、日本の食糧はすべて外国からの輸
入に依存することになってしまいます。こうした状況の
中で、日本食の伝統を取り戻し、食糧自給率を改善する
ことはきわめて大切です。
　事例にある食農教育の講師には、こういった事態が進
展することに対する防波堤として一定の役割を果たすこ
とが期待されます。「農」の側にいるわれわれ農業法人
としては、「食」についての意識を改めて高め、自然の

恩恵や「食」に関わる人たちのさまざまな活動への感謝
の念や理解を深めて、「食」と「農」の距離を縮める取
組みが重要です。そしてそのためには、農畜産物の生産
販売と同じくらい重要な意味を持つ活動として、食農教
育を推進することが欠かせません。
　日本農業法人協会は、農業という産業の先駆者・リー
ダーとして、命と環境を守り、次世代を担う子供たちの
ために、あるべき農業の姿、食の本質を示していくべき
だと考えています。農業従事者自身の手による、農業体
験を重視した食農融和活動を実践することで、日々の食
卓がいのちの営みの中で育まれてきたことが伝えられま
す。そして農業経営者の思いや農業の実態に触れ、自ら
が関わった喜びを知ってもらうことで、子供たち、そし
て大人、すなわち生活者の毎日の食卓と農畜産物が育ま
れる畑や田んぼとの距離が縮められます。
　事例の食農教育の講師は、そのための格好の機会と捉
えなければなりません。われわれ農業法人がわが国農
業・農村の発展と国民生活の向上に寄与するこうした活
動の推進役を果たすことは、日本の食糧生産を担う農業
経営者の責任と使命なのです。

A20
食農融合の推進のよい機会と捉え引き受けましょう
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　いかにこの地で先に開業していたとはいえ、養豚会社
といえども地域の一員であり、周囲のことはまったく知
らぬ存ぜぬという態度は感心できません。第一に、「家
畜を適切に飼養管理する」、「畜舎からの糞尿の搬出を適
切に行う」、「速やかに好気性の糞尿処理工程に移す」と
いった、悪臭発生を抑える努力を最大限行っているとい
う姿勢を示すことが重要です。
　養豚場の立地が悪臭防止法の規制対象地域であれば、
その規制基準をクリアすることは社会の一員として当然
なすべき義務であり、クリアに向けた努力をしなければ
なりません。規制対象地域外であっても、近隣市町村や
類似立地条件における規制値を調べ、これらを目標に軽
減努力をすることをお勧めします。また、畜舎内外の整
理整頓や周囲の景観整備は見た目の印象という点からも
大切です。
　これらの果たさなければならない義務を確実に行った
うえで、法律を守って畜産業を営んでいることを周囲

（社会）に理解してもらい、他方で同時に、法が定める
基準値以下である悪臭濃度について、周囲の住民の許容
をお願いする必要があります。また、住民からの臭気苦
情は市町村の環境部局が管轄する事項ですので、市町村
とも連携して問題解決に向けた活動をしていくことが肝
要です。

　「何をやっているのかもわからず、悪臭だけが漂って
くる」という状況は双方にとって好ましくありません。
相互の理解を深めるためには、自治体に対話の場を設定
してもらい、畜産経営の飼養管理および糞尿処理状況、
実施している臭気対策とその効果、悪臭防止技術や臭気
に関する基礎知識をわかりやすく説明するといった努力
も必要です。
　「悪臭防止法は臭いをゼロにしろという法律ではな
く、どんな対策をしても臭いをゼロにすることは不可
能」だということを周囲に対してそれとなく示していき
ましょう。さらに、苦情者に対しては「迷惑をかけて申
し訳なく思っている。できる限り解決の手立てを講じた
いと考えている」という気持ちを伝えることも欠かして
はなりません。仮に法律のレベルはクリアしていても、
不快感を与えてしまっていることは事実なので、この気
持ちが伝わらないと感情的な対立に発展しやすくなりま
す。
　要は地域の一員として、周囲と共生していくという考
え方を持つことです。お互いに不愉快にならずに、会社
は事業を展開し、住民は日々の暮らしを過ごしていける
ように折り合っていく。これが CSR の観点からも、最
善と思われる解決法なのです。

A21
地域の一員として、対話と協調の精神で
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