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チェックしてみませんか 

あなたのCS R関心度 

■私の仕事と法令遵守（コンプライアンス） 

■私の仕事と環境対策 

■私の仕事と情報管理 
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も く じ  C o n t e n t s
企業の社会的責任（CSR）とは、何か― 

　あなたは「企業の社会的責任（Corporate   

Social Responsibility＝CSR）」という言葉を

耳にしたことがありますか。CSRとは、企業が社会

の一員として果たすべき責任のことです。 

　今日、企業を取りまく環境は大きく変化しています。

経済活動のグローバル化の進展、地球環境問題に

対する関心の広がり、国際的な人権意識の高まり…

こうした中で、企業が社会に果たすべき責任の重要

性がクローズアップされてきています。企業の活動

が国際的にも国内的にもさまざまなところに及び、

社会に及ぼす影響が非常に大きくなっているから

です。 

　商品の虚偽表示やリコール隠しが消費者の不信

を招き、企業の存続を危うくしかねない事件が相次

いだのも、記憶に新しいところです。一方、企業が

社会的責任を果たしているかどうかを基準に投資する

SRI（社会的責任投資）も注目されています。 

　これからの企業に求められるものは何か―企業の

あり方を改めて問い直し、ステークホルダー（消費者、

投資家、取引先、従業員、地域社会などの利害関係者）

とのコミュニケーションを深め、社会とともに発展し

ていく企業をめざすことです。地球全体を考え、社会

とのつながりを大切にすることが、これからの企業

に問われています。 

　この冊子は、CSRを従業員のみなさん一人ひとりの

立場でどう考え、どう実行していくかをいっしょに考える

ためのものです。CSRをどうすすめていくか。その

取り組みは、多岐にわたります。企業の業種や規模に

よって何ができるかは違ってきます。まずは「私の仕事」

と密接に関係するところからはじめてみてください。 

企業が理解され信頼され、 
必要とされるために… 
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仕事の進め方が社会のルールにかなっているか考慮している。 

最近、SRIという言葉が気になる。 

環境にやさしい商品であれば、多少値段が高くても購入したい。 

企業の不祥事が多いことに憂慮している。 

個人情報の管理体制は企業の信頼性を測るカギだと思う。 

企業は本業において社会的責任を果たすのがまず第一と思う。 

ユニバーサルデザインの意義について顧客に説明できる。 

社会的責任についての国際規格策定の動きに興味がある。 

商品や原材料が児童労働で作られているとわかったら、購入すべきでない。 

企業の不利益情報の隠蔽はかえってリスクを高めると思う。 

自社が地域社会に果たせる役割について考えたことがある。 

最近、サービス残業をなくすための取り組みが、各所で進んでいると思う。 

他社の環境・CSR報告書を読んだことがある。 

自社の障害者雇用率を知っている。 

CSRって結局、社会から信頼される会社にしよう、ということなのではないかと思う。 

 

CSRを理解するためにこの

冊子をぜひ役立ててください。

基本から学びましょう。 

チェックの数が 0～5個 

CSRについてさらに関心を

持ってください。この冊子で、

勉強をすすめましょう。 

チェックの数が 6～10個 

あなたは、CSRについて関心

の高い人です。この冊子を

活用してさらに理解を深めて

ください。 

チェックの数が 11～15個 

チェックしてみませんか 
あなたのCSR関心度 

CSR関心度チェック（そう思うという項目に　　印をつけてみてください） 

企業の社会的責任（CSR）というと、難しく聞こえますが 

社会の一員である企業ならば、当然果たすべき責任を示したものにすぎません。 

そもそもCSRとは、企業にどんなことを求めているのでしょうか。 

あなたはどれだけCSRに関心があるでしょうか。 

CSRは、現在、世界各国で企業の重要な課題として注目を浴びています。 

CSRは、あなたの会社の未来につながるテーマです。 
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　そもそも企業とは、何でしょうか。

今日わが国の多くの企業は、「法人」

という法律上の人格が与えられて

います。これは社会を構成する一員

として、その活動に、権利と義務が

課せられていることを意味します。 

　当然のことながら、企業（法人）は

法令を守り、社会秩序を維持しながら、

経済活動をおこなわなければなりま

せん。「法令遵守（コンプライアンス）」

とは、このような法令その他の社会

規範を守ることをいいます。安全な

商品やサービスの提供、自由で公正な

競争の確保、労働基準、正確な情報

の開示、環境基準… これらはすべて、

企業が守らなければならない最低限

のルールです。 

　そうしたルールを守りながら、経済

活動をおこなうためには、仕組みを

整える必要があります。近年わが国

ではさまざまな企業不祥事が起こった

こともあって、法令遵守（コンプライ

アンス）のための仕組みづくりの

重要性が説かれてきました。大手

企業などでは、法令遵守（コンプライ

アンス）を経営の重要な課題として

位置づけ、社内監査体制を強化した

ところも少なくありません。 

 

 

 

 

　法令遵守（コンプライアンス）の

ための仕組みとして、独自に倫理

行動規範を策定したり、法令の遵守

状況を定期的にチェックしたり、

そのための専門部署を設置したり

する企業も増えてきています。従業

員が法令違反に気づいたとき訴え

やすくするための内部通報窓口を

設置している企業もあります。 

　しかし、法令遵守（コンプライ

アンス）は仕組みをつくるだけで

達成できるものではありません。形式

だけ整えても、内容がともなわな

ければ、十分なものとはいえません。

組織の文化や体質そのものを変えて

いくことが大切です。 

　そのためには経営トップがリーダー

シップを発揮するかどうかが大きな

カギを握ります。しかし、なによりも

重要なことは、従業員一人ひとりが

こうした姿勢を共有することです。

法令遵守（コンプライアンス）は

決して経営者だけの課題ではあり

ません。企業を構成するすべての

人びとの積極的な参加があってこそ、

法令等を守る企業風土が育って

いくのです。 

　従業員一人ひとりが、企業が法令

を遵守することの意義を理解し、

その問題意識をもって「私の仕事」

にあたっていくことが大切です。 

より良い企業風土づくり 

 

法令遵守（コンプライアンス）が基本 

C O L U M N

自主行動基準の指針 

　国民生活審議会消費者政策部会は、

2002（平成14）年12月「消費者に信頼

される事業者となるために―自主行動

基準の指針―」を発表しました。これは、

企業の不祥事が頻発した事態を受け、消費

者の企業に対する信頼を回復するためには、

コンプライアンスを重視した経営に積極的

に取り組むことが不可欠であるとしたうえで、

そのための一手段として、「自主行動基準」

を企業自らが策定・公表することを提言

したものです。自主行動基準とは、企業が

目指す経営姿勢や消費者対応等に対する

方針を具体的に文書化したものです。自主

行動基準の策定・公表により、企業は自らの

経営方針を消費者に明確に伝えることが

でき、消費者は自主行動基準を通じて

企業の経営姿勢を評価することが可能

となるとしています。 

C O L U M N

情報開示、説明責任について 

　食品の偽装表示やリコール隠しなど、最近

問題となった企業不祥事の多くは、企業が

社会に対して正しい情報を提供しなかった

ために起こったものでした。 

　法令等を守るとともに、企業の情報を

たとえ不利益なものであっても、迅速にかつ

正確に伝える誠実な態度が求められています。 

　また、日頃から積極的に情報開示に取り

組むことは、企業イメージや業績にも良い

影響が期待できます。例えば企業の環境

対策や社会的責任への取り組みを紹介する

環境報告書やCSR報告書を公表することで、

ステークホルダー（消費者、投資家、取引先、

従業員、地域社会など利害関係者）とのコミュ

ニケーションをはかろうとする企業が増え

てきているのは、そのあらわれです。 法 令 遵 守  

これぐらい… という気持ちに、逃げていないだろうか。 

社会の一員としての企業。 
求められるモラルと責任。 

私 の 仕 事 と  

C S R  G U I D E  S e c t i o n 1
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　20世紀の後半から、「持続可能な

発展」あるいは「持続可能な社会」の

あり方について世界中で議論される

ようになってきました。このまま人類

が大量にエネルギーを消費し、大気

や海洋等の汚染をつづけるならば、

人間社会の存続すら危うくなるという

危機意識が強まってきたからです。

どうしたら「持続可能な社会」をつくる

ことができるか。これは、今世紀最大の

テーマの一つです。 

　この地球上における生産活動の

大部分は企業によって担われています。

企業は大量の地球資源を原料として

利用し、大量のエネルギーを使って

生産活動をすすめています。「持続

可能な社会」を実現していくうえで、

企業の果たすべき役割と責任はとても

大きいと思われます。 

　企業の社会的責任（CSR）を考える

にあたって、環境問題は避けて通れま

せん。「私の仕事」でも、環境への影響

をつねに意識する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　地球環境を守るためには、できる

かぎり環境に負荷をかけない企業

活動をめざすべきです。今日では、

「地球にやさしい」企業活動が求めら

れているのです。 

　たとえば、地球の温暖化をもたらす

といわれるCO2をはじめとする温室

効果ガスの排出量をどう削減するか。

森林資源の濫用をどう防止するか。

これらの問題は、企業に対してこれ

まで以上の省資源、省エネルギーの

工夫や努力を求めています。 

　また、内分泌かく乱物質（環境ホル

モン）やフロンなどの有害物質、産業

廃棄物の処理など、企業活動から生み

出されるさまざまな環境問題につい

ても、対策が急がれています。 

　「私の仕事」も、環境問題と無関係

ではありえません。原料調達から生産

工程、流通システムまですべての企業

活動において細かいチェックが必要

です。環境に配慮した商品・サービス

の開発も重要な課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　「持続可能な社会」の実現のために、

「循環型社会」の考え方が提唱され

ています。限られた資源をいかに

有効に活用し、しかもどう循環させて

いくか。これからの社会の持続の

ためには、避けて通れない課題です。 

　わが国では、現在、「循環型社会

形成推進基本法」を定め、「循環型

社会」の形成を推進しています。廃棄

物処理と資源有効利用のために、

「家電リサイクル法」「食品リサイ

クル法」「建設リサイクル法」「容器

包装リサイクル法」「自動車リサイ

クル法」「グリーン購入法」等の

法律を定めています。これら各種

のリサイクル法は、企業の環境に

対する取り組みに大きな責任を課す

ものとなっています。 

　また、国際標準化機構（ISO）の

環境管理システム14000シリーズ

規格の認証を取得する企業も増えて

います。 

　多くの企業は環境報告書等により

ステークホルダー（消費者、投資家、

取引先、従業員、地域社会などの

利害関係者）に取り組みの現状を

報告しています。 

　このように環境対策は、今や企業

活動と密接に結びついています。環境

への配慮が万全でなければ、取り引き

にまで影響を及ぼしかねません。環境

問題に積極的に取り組むことが、企業

評価につながる時代なのです。 

 

 

持続可能な社会形成をめざして 省資源、省エネルギーへの取り組み 循環型社会をめざして 

C O L U M N

環境物品等の調達の 
推進に関する基本方針 

　2000（平成12）年5月、循環型社会

形成推進基本法の関連法の一つとして、

国等による環境物品等の調達の推進

等に関する法律（グリーン購入法）が

制定されました。そして、グリーン購入

法第6条に基づき、国、独立行政法人及び

特殊法人が環境物品等の調達を総合的

かつ計画的に推進するための基本方針が

定められました。この基本方針は、環境

物品等の具体的な特定調達品目について

の判断の基準を示したもので、2001（平成

13）年から随時、閣議において見直し

がおこなわれています。また、地方

公共団体、事業者、国民等についても、

この基本方針を参考として環境物品等

の調達の推進に努めることが望ましい

としています。 

省資源、省エネ ルギーこそ、これから生きのこる道。 

地球資源、エネルギーとの共存。 
持続可能な社会をつくるために。 

C S R  G U I D E  S e c t i o n 2

環 境 対 策  
私 の 仕 事 と  
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　今日、情報技術の進歩、インターネット

の普及は、企業の情報活動や情報

管理のうえで大きな変化をもたらし

つつあります。その情報ネットワーク

は、国内はおろか全世界をカバーし、

しかも瞬時にして大量の情報を伝達

します。 

　こうした情報・通信技術の発達は、

情報面における企業の社会的責任

（CSR）についても、新たな課題を投げ

かけています。情報ネットワークの

利便性が高まる一方で、情報漏えい

などの社会問題が発生してきたから

です。今や情報活動と情報管理は、

CSRにおける重要なテーマです。 

 

 

 

 

　現代の情報社会においては、膨大

な量の情報がゆきかい、企業にも

たくさんの情報が集積されています。

そのなかには顧客情報などの個人

情報が数多く含まれています。これら

には、顧客のプライバシーにかかわる

重要な情報が盛り込まれています。 

　残念ながら、わが国ではこうした個

人情報の外部への漏えい事件が跡

をたちません。 

　2003（平成15）年、「個人情報

保護法」が制定され、2005（平成17）

年4月、全面施行されました。この法律

は今日の I T 社会に対応した個人情報

の適切な取り扱いを求めたものです。

個人情報を取り扱う事業者は、情報の

利用・取得に関するルールを守り、

データを安全に管理しなければなり

ません。保有する個人データにつき、

本人から開示・訂正・利用停止の求め

があれば応じなければなりません。 

　企業の保有する個人情報には社員

の情報（人事情報等）と顧客情報が

あります。いずれの情報も当然適切

に管理され、保護されなければなり

ません。とくに顧客情報の流出は、

企業の信頼を大きく失墜させます。 

　個人情報の流出は、人権侵害に

つながりかねないという強い認識が

必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　個人情報に関する法令違反やトラ

ブルを防ぐためには、情報管理に

ついての社員のモラルアップや組織

体制づくりが必要です。企業のリスク

マネジメントとしても重要な課題と

なります。個々の情報処理のマニュ

アル化や社内規程の整備はもとより、

情報やシステムの管理・運用を個人

まかせにするのでなく、全社的な情報

内容の把握、事前・事後報告など、

組織的なチェック・システムづくりを

急ぎたいものです。 

　といっても、実際に情報やシステム

を扱うのは従業員一人ひとりです。

従業員の情報モラルを高めることが、

だいじなテーマとなります。そのため

には情報の扱いに対する心がまえ、

社内規程の理解などを深めるために、

情報管理に関する研修制度を導入

するなどの対策が必要です。とくに

個人情報のデータ処理を外部事業者

に委託する場合など、細心の注意が

払われなければなりません。 

　「私の仕事」の範囲にもたくさんの

個人情報が入り込んできます。高度

な情報モラルの意識、万全のセキュ

リティ体制が求められます。 

 

個人情報のセキュリティ体制づくり 

情報ネットワーク時代を迎えて 

「個人情報保護法」の意味するもの 

C O L U M N

個人情報関連5法 

●個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法） 

●行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 

●独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 

●情報公開・個人情報保護審査会設置法 

●行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律 

このうち個人情報保護法は、個人情報取扱事業者の義務等を定めており、企業の社会的責任

を示すものとなっています。 

2003（平成15）年5月に成立した個人情報関連5法は次の通りです。 

情 報 管 理  

個人情報 の流出は、人権の侵害につながる。 

情報は信頼のきずな。 
情報の管理は企業の責任。 

 

私 の 仕 事 と  

C S R  G U I D E  S e c t i o n 3
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　昨今、食品の不当表示やリコール

隠し等の事件が大きな社会問題となり

ました。これらは法令遵守（コンプライ

アンス）の姿勢とともに、商品・サービス

の信頼性、安全性を問うものでした。 

　企業が社会に送り出す商品やサー

ビスは、その品質が保証され、消費者

が安心して使えるものでなければ

なりません。「安全・安心」確保は、

消費者や取引先からの信頼を得る

ための基本的な条件といえます。 

　商品・サービスの「安全・安心」を確保

するためにわが国ではPL法（製造物

責任法）や食品安全基本法等を定めて

います。こうした法的責任を果たすこと

は当然ですが、それ以上に品質管理・

安全管理が、社会に対する責任の問題

であるという認識が重要です。 

　また、品質管理や安全管理の責任

範囲は自社だけに留まるものではあ

りません。関連企業や取引企業（サプ

ライチェーン）に対しても、品質や安全

に十分な管理や目くばりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　企業活動の目標の一つとして、

多くの企業がより豊かでより高度な

社会の実現、人びとの暮らしの向上

を挙げています。企業の発展が社会

の発展とともにあるという視点も、

企業の社会的責任（CSR）の重要な

ポイントです。 

　CSRにおいて重視されている

のが、ステークホルダー（消費者、

投資家、取引先、従業員などの利害

関係者）との積極的なコミュニケー

ションです。商品やサービスの開発に

おいても多くの人びとと対話を重ねる

ことによって、より良いものが生まれ

てきます。ライフスタイルや生活意識

の変化は、こうしたコミュニケーション

を通じて知ることができます。創意

にみちた商品・サービスの提供も、そこ

から始まるのではないでしょうか。 

　「私の仕事」が、少しでもより良い

商品・サービスの提供をめざすなら、

ステークホルダー（消費者、投資家、

取引先、従業員、地域社会などの利害

関係者）との対話・議論を重ねる

ことも大切です。 

 

 

 

 

　誰にでも使えて、誰にでもやさしい

商品・サービスを提供していくことが、

企業にとって大きなテーマとなって

います。多様な消費者のニーズに応え

つつ、新しい可能性をひらいていく

のは、CSRの考え方にかなうものです。 

　この新しい流れの一つがユニバー

サルデザインという考え方です。社会

を構成する人びとは、年齢・性・身体・

職業・地域等に応じてさまざまです。

高齢者、障害者、幼児など、社会的

弱者にも十分配慮し、誰でも使える、

誰でも利用できる商品・サービスの

開発が求められています。あらゆる人

びとにやさしく、使い勝手のいい商品・

サービスの開発。これこそこれから

の社会に求められているものです。 

　たとえば、誰もが使える多目的

トイレ、大きなボタンの電化製品、

左右両手で使えるハサミなど、すでに

「すべての人にやさしいデザイン」

が実現しつつあります。 

　「私の仕事」にも、こうした考え方

をぜひとも生かしてください。 

 

C O L U M N

ユニバーサルデザイン  
［ユニバーサルデザインの7原則］ 

1.誰にでも公平に利用できること 

2.多様な使い手や使用環境に対応でき、

使ううえでの自由度が高いこと 

3.使い方が簡単ですぐわかること 

4.必要な情報が環境や使い手の能力

にかかわらずすぐに理解できること 

5.うっかりミスや危険につながりにくく、

安全で、万一の事故にも対応できること 

6.無理な姿勢をとることなく、少ない力

でも楽に使用できること 

7.使いやすい大きさや広さを確保すること 

　ユニバーサルデザイン、この言葉は1970年代後半

アメリカの建築家であり、工業デザイナーであった

ロン・メイスによって提唱されたといわれています。

ロン自身も障害がありましたが、「障害のあるなし

に関わらず、広い視野で人間をとらえ、その人間の

持つニーズに応える」デザイン開発を訴えました。 

　ユニバーサルデザインは、1990年代に入って、

広く普及しはじめ、今では製品、建物、環境などの

開発・デザインをすすめるうえでの、重要な指針と

なっています。 

ユニバーサルデザインという新視点 

商品・サービスの安全性確保 
 

コミュニケーションから、より良い商品を 

品 質 向 上  

誰でも利用できる、安心かつ安全な商品・サービスを…。 

豊かさと便利さをすべての人に。 
ユニバーサル志向の企業へ。 

私 の 仕 事 と  
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　企業は地域社会のなかで活動して

います。立地する地域社会や地域住民

の協力・支援がなければ、スムーズな

活動がむずかしくなります。企業の

発展は、地域社会の発展と強く、深く

結びついているのです。 

　したがって、地域社会との良好な

関係をきずくことが、大切になります。

工場火災等の災害を引き起こさない

こと、排水による汚濁防止や騒音防止

に対しても万全の備えをすることなど、

地域環境との調和に十分な配慮が

必要となります。 

　しかし、それ以上に企業が地域社会

の一員として積極的な役割を果たす

ことも重要です。地域社会と共存

しながら、新たな地域活性化や発展

をめざしていく。そのためには地域

社会や市民との対話が欠かせません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　これまで企業の社会貢献といえば、

社会のさまざまな活動に対して、企業

が支援・応援していくメセナやフィラン

ソロピー活動が中心でした。代表的

なものとして、音楽・美術・スポーツ

活動への支援、緑化などの環境整備

への支援、大学・研究所などへの学術

支援等が挙げられます。 

　しかし最近では、社会貢献はもっ

と大きく、広く、深い視野からとら

えられようとしています。企業市民

という位置づけが、文字通り社会にと

け込んで活動することを求めている

からです。企業ならではの社会貢献

として、地域社会と一体となって商品

ブランドを開発したり、「経済特区」

のメンバーになるなど、地域活性化

の担い手としての役割を果たしている

例も数多くあります。企業と大学・

研究所が連携し、新しい産業分野を

切りひらく動きなども、企業だから

こそできる社会貢献として今後大いに

期待されるものです。 

「私の仕事」も社会

貢献の新しい発想

からとらえ返すこと

ができるかもしれま

せん。たとえば、自然

保護、教育支援、介護

活動、国際協力、地域

おこし、消費者保護

など、多様な分野で社会貢献の道が

開かれています。 

 

 

 

 

　今日、わが国では社会を動かす大きな

力の一つとして個人のボランティア

活動が見直されています。阪神淡路

大震災での事例がそのことを示し

ました。こうした個人のボランティア

活動を支援することも、これからの

企業に求められる社会貢献のあり方

の一つです。 

　ボランティア活動は、最近その活動

範囲が広がりつつあります。障害者

や高齢者への介護支援、環境美化活

動等はよく知られていますが、自分の

特技を生かしたボランティア活動、

地域住民と連携するボランティア

活動… など多様になっています。

外国人に対する観光通訳、ひきこもり

の若者に自立をうながす活動など、

新しい活動も見られます。 

　企業にとって、ボランティア活動へ

の資金援助だけではなく、従業員自ら

がこうした活動に積極的に参加できる

チャンスづくりが重要です。従業員

のボランティア活動を支援する制度

（ボランティア休暇制度等）の導入など

も広がっています。 

　これからの企業が社会の一員として

ともに成長していくために、いま何

をすべきか。地域社会・住民との接

点やボランティアへの参加・協力に

ついて考えてみませんか。 

 

ボランティア等との連携を求めて 

地域社会との共存・共生へ 企業市民としての立場から 
●社員のボランティア活動に対する支援● 

（社）日本経済団体連合会「2002年度社会貢献活動実績調査結果」より 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

無回答 

支援していない 

支援している 

’02

’99

’96

’93

年度 

35.3 61.4 3.3

49.0 47.6 3.4

60.9 34.9 4.2

61.1 29.6 9.3

社 会 貢 献  

地域社会や地域 住民といっしょに発展していきたい。 

地域社会や市民との対話。 
信頼される企業市民として。 
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　人権とは、すべての人に与えられ

ている平等の権利です。誰しもこれ

を侵してはならず侵されてはなりま

せん。当然ながら企業も社会の一員

として、人権を守ることは、基本中の

基本だといえます。 

　効率や採算性だけで企業を評価

する時代は終わりました。今、社会が

求めているのは「人を大切にする企業」

であることです。では、「人を大切に

する」とはどういうことでしょうか。 

　企業には、年齢・性別・出身・性格・

キャリア等のちがう、実にさまざまな

人びとが関係しています。これらの

人びとを先入観で判断したり、独善的

に差別することは、最も避けなけれ

ばなりません。 

　わが国には、出生地などを理由に

差別されるという大きな人権問題が

あります。「同和問題」は、日本だけ

に存在する固有の人権問題であり、

その解決は国民的課題です。 

　また、在日韓国・朝鮮人の人びと

やアイヌの人びとなどマイノリティ

の人びとに対しても、その歴史的

経緯を理解し、人権を尊重しなけ

ればなりません。 

　いうまでもなく、企業活動そのもの

が人権を侵すような事態は避けなけ

ればなりません。廃棄物が住民の

生活を脅かしたり、薬害によって患者

の生命や健康を侵害したり… こう

したことは絶対にあってはならない

ことです。 

　「人を大切にする企業」となるため

には、人権啓発が重要となります。人権

研修やその他人権を学ぶ機会を幹部

から従業員にまでぜひ用意すべきです。 

 

 

 

 

　企業が守らなければならない人権

に関する課題はいろいろありますが、

なかでも雇用面では、すべての人びと

に差別なく雇用の機会が均等に与え

られなければなりません。いわれなき

理由で門戸を閉ざしたり、採否を判断

することは、絶対にあってはならない

ことです。 

　わが国ではすでに「男女雇用機会

均等法」が施行されており、雇用面

での男女差別は禁じられています。 

　高齢者についても、2004（平成16）

年に改正された「高年齢者等の雇用

の安定等に関する法律」では、定年

の65歳への引き上げや再就職の支援

などが定められています。高齢者が

これまで培ってきた技術やノウハウ

を生かし、生きがいをもって働ける

場を提供することは社会的責任と

なりつつあります。 

　また、障害者についても「障害者の

雇用の促進等に関する法律」におい

て、一定規模以上の企業に従業員

数の1.8％以上の障害者の雇用を

義務づけています。しかし、この雇用

率は今もって、なかなか達成され

ていません。社会の偏見を排し、障害

のある人びとが経済的に自立し、

社会参加していくためにも、法定

雇用率をまずクリアしなければなり

ません。 

　企業の社会的責任（CSR）は、雇用

面における企業の公正さと責任を

厳しく問いかけています。 

　「私の仕事」のうえでも、人権

尊重の理念をつねに念頭において

ほしいと思います。 

 

 

雇用の門戸を広く、平等に 

人を大切にする企業へ 
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高齢者（65歳以上）の労働力状態（労働力率） 

労働力率=労働力人口÷人口で算出　総務省「労働力調査」2005（平成17）年度平均のデータより 

男女合計 

19.8%

29.3%

12.8%

男 

女 人 権 尊 重  

一人 ひとりの人権を大切にする企業へ。 

人と人との信頼の結びつき。 
ヒューマンパワーが企業を支える。 
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1918

私 の 仕 事 と 人 権 尊 重  
　性別による不平等をなくし、男女が

等しく共同してつくる新しい社会へ。

わが国において、「男女共同参画社会

基本法」が成立したのは、1999（平成

11）年のことでした。わが国ではまだ

まだ性別による差別が存在し、さま

ざまな社会問題を引き起こして

います。長年にわたる風習や慣行が

深く根をおろし、なかなか抜け出せ

ないのが現実です。 

　相変わらずセクシュアル・ハラスメン

トが横行し、新聞紙上をにぎわしてい

ます。待遇や仕事内容の不平等を

訴えた裁判も続いています。 

　本来、男性と女性は対等のパート

ナーであるべきです。そのためには、

男性も女性も男性中心の発想から

抜け出すことが重要となります。 

　「私の仕事」も知らず知らず男性

中心に陥っているかもしれません。

お互いを仕事の対等のパートナーと

して、尊重し合い認め合うことが

出発点です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　2005（平成17）年のわが国の 

合計特殊出生率（1人の女性が一生

涯に産む子どもの数）は、前年の1.29

を下回る1.25になりました。 

　わが国の職場環境を見ると、必ず

しも子どもを育てるうえで満足のいく

ものとはいえないようです。仕事と

家庭を両立できる環境が十分に整って

いないからです。法律では認められ

ている出産・育児・介護休暇も、冷たい

目で見られがちで、制度をフルに活用

するのは難しい状況です。ましてや

長期休暇後の職場復帰となると、

さらに厳しい状況となります。 

　本来、出産・育児・介護の負担は、

女性だけではなく、男女共同でわか

ちあうべきものです。 

　仕事と家庭の両立、そして子育て

支援をどうはかっていくか。2003

（平成15）年7月に施行された「次

世代育成支援対策推進法」に基づい    

て、国・自治体・企業等による取り

組みがすすめられています。この法

律は企業に対して次世代育成支援対

策として、多様な労働条件の整備な

どを義務づけています。一定以上の

規模の事業所には行動計画の策定

も求められました。 

　「私の仕事」においても、同じ職場

で働く仲間が、出産・育児や介護休暇

を取得しやすい職場環境を整えて

いきましょう。 

 

 

 

 

　職場では、もちろん働く人の権利が、

きちんと守られなければなりません。

企業で働く人びとの健康管理や労働

環境の改善は、人権のうえからも、企

業にとって重要な社会的責任だとい

えます。現在、わが国の職場では相変

わらずサービス残業が問題となって

います。中高年の過労死や自殺も社会

的な問題です。上司などからのパワー・

ハラスメントに苦しむ人もいます。 

　また、最近はパートタイマーや人材

派遣等の従業員が増えており、こうし

た従業員の働く環境や権利について

も十分な配慮が必要です。 

　企業は、そこに集う人びとが自分

の能力を高め、人間的成長をはかって

いく場でもあります。働く人びとに

自己を高めるチャンスを与えることも、

企業にとっての社会的責任です。一人

ひとりが活躍し、働く喜びや人生の

充足感を得られる職場環境をどう

つくっていくかが問われます。 

　「私の仕事」を通じて自己実現が

できる、人にやさしい、働きやすい

職場……良好な職場環境こそ、企業

の新しいエネルギーを生み出し、未来

をひらいていきます。 

 

 

男女共同参画社会の実現へ 仕事と家庭の両立をめざして 

人にやさしい職場づくり 

●育児休業取得率 

女性 

男性 

平成14年度 

64.0%
平成16年度 

70.6%

平成14年度 

0.33%
平成16年度 

0.56%

厚生労働省「平成16年度女性雇用管理基本調査」結果概要 
2005（平成17）年8月より 

働く人を大切にする職場づくりを。 

すべての人に、働く喜びを。 
職場環境が企業を元気にする。 
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　現在、国境を越えた経済のグロー

バル化が急速に進んでいます。わが国

の企業もグローバル時代を迎え、ビジ

ネス・フィールドが広くなり、全世界

にまで及ぶようになってきました。 

　これにともない、企業の社会的

責任（CSR）もグローバルな視点

から検討する必要が生じています。

企業が活動する国や地域の価値観、

文化、経済・社会事情等の背景を

理解する姿勢が求められています。

たとえ海外に支社や工場を持たない

企業でも、海外取り引きの機会が

増えており、さまざまな国際基準や

国際的なルールの遵守が問われる

ようになっています。 

　CSRをすすめるにあたっても、

今後はどうしても国際的な観点を

取り入れなければなりません。企業

の活動が広がった分、社会的責任の

範囲も広がったといえます。　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　世界経済のグローバル化の一方で、

国際的にはさまざまな問題が浮かび

上がってきました。2000年のミレ

ニアムサミットでは、南北間の経済

発展の格差が取り上げられ「貧困問題」

の解消が国際テーマとなりました。

　2002年のヨハネスブルグ環境

サミットでは、「環境問題」へのより

真摯な取り組みが宣言されました。 

　こうした課題を受けて国連では、

「グローバリゼーションを地球上の

すべての人びとに恩恵をもたらすも

のにするには、世界中の民間企業が、

人権、労働基準、環境、腐敗防止の

4分野で国際的に認められた10原則

をきちんと守り、向上するよう努力

する必要がある」とする「グローバル・

コンパクト」を発表しました。当初

は9原則でしたが2004年に新たに

「腐敗防止」が加えられ、10原則と

なりました。人権の保護を基本とし

ながら、労働条件の改善、環境問題、

腐敗防止に対する取り組みを強く

アピールしています。 

　また国際標準化機構（ISO）は、これ

まで品質管理に関するISO9001、

環境に関するISO14001などの国際

標準化をすすめてきましたが、社会的

責任についても、標準化に向けた作業

が行われています。2008年を目途に、

ISOによる社会的責任に関する国際

ガイダンス文書がISO26000とし

て発行される予定です。そのほかの

民間機関・NGO・NPOもいろいろな

提案をしており、グローバル・レベル

での企業の社会的責任も新しい段階

を迎えています。 

　こうした国連や国際機関のルール

や基準づくりは、グローバル化した

経済に対応し、持続可能な世界を維持

していくために不可欠です。世界各国

が規律を守り、それぞれが尊重し合う

ことを求めています。企業が国際評価

をかちとっていくうえで、企業の社会

的責任（CSR）が重要な役割を果たす

ことを十分に認識すべきです。 

 

 

企業のグローバル化のなかで 国連、国際機関が求めるもの 

人　権 

労働基準 

環　境 

原則　1●国際的に宣言されている人権の擁護を支持し尊重する 
原則　2●人権侵害に加担しない 

原則　3●組合結成の自由と団体交渉の権利を実効あるものにする 
原則　4●あらゆる形態の強制的労働を排除する 
原則　5●児童労働を実効的に廃止する 
原則　6●雇用と職業に関する差別を撤廃する 

原則　7●環境問題の予防的なアプローチを支持する 
原則　8●環境に関して一層の責任を担うためのイニシアチブをとる 
原則　9●環境にやさしい技術の開発と普及を促進する 

原則10●強要と賄賂を含むあらゆる形態の腐敗を防止するために 
　　　　  取り組む（2004年に新たに追加） 

グローバル・コンパクト 　10原則 

腐敗防止 

国 際 社 会  

日本のビジネス習慣が、そのまま世界に通用するだろうか。 

グローバル化への対応。 
21世紀型企業をめざして。 

 

私 の 仕 事 と  
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私 の 仕 事 と 国 際 社 会  
　グローバル化により、国境を越えた

商取引が増え、さらには活動拠点

そのものを海外に置く企業も増えて

います。そこで出会う人びとは、民族

もちがえば、言葉もちがい、文化・

歴史も大きく異なります。商習慣や

価値観のちがいにとまどったり、宗教

上の問題にぶつかることもあるで

しょう。日本流がそのまま通用しない

ケースも増えてきます。 

　海外において活動する企業が果た

すべき社会的責任として、当該国の

法令遵守、環境保護、情報管理、商品・

サービスの安全性確保、人権尊重など、

さまざまな点が挙げられます。ステー

クホルダー（消費者、投資家、取引先、

従業員、地域社会などの利害関係者）

そのものが国際化しています。取引

先や消費者あるいは従業員がさま

ざまな国の人であり、取引先や地域

社会もさまざまな国となるケースが

増えているのです。 

　今、「私の仕事」が海外にまで

及ぶことが増えているなか、相手の

立場をよく理解し、適切な対応を

心がけることが問われています。 

 

 

 

 

　とくに企業が海外で生産活動をおこ

なう場合には働く人びとの労働環境

に細心の注意を払いたいものです。

劣悪な設備のもとで、過酷な労働を

強いることなどは、決してあってはなり

ません。こうした事例は、スウェット

ショップ（搾取工場）と呼ばれ、国際

的にも厳しい批判にさらされています。

職場での現地従業員に対しての差別

的な態度や侮蔑的な言動などは、も

ちろん慎しむべきです。 

　また海外との商取引において、

現地の取引先、協力会社（サプライ

チェーン）から提供される原料や

部品が、劣悪な労働環境のもとで

生産されていることが判明したなら

ば、取引先に対し、改善を促すこと

をはじめとした対策を講じることが

望まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　2006年に発表された I LOの報告

書によると、この地球上で約2億

1,800万人の子どもたちが児童労働

を強いられているといわれています。

その多くは貧しい国ぐにの子どもたち

で、安い賃金で、過酷な環境下で幼い

身体を酷使させられています。 

　企業が海外進出をした場合、ある

いは海外と商取引をする場合、こう

した児童労働についての認識が必要

です。たとえ自社管轄の工場でそんな

ことがなくても、安価に調達した

商品や部品が、実は児童労働で作られ

ているかも知れないのです。万一

そうした事態が分かったときは、児童

労働をなくすよう努めるべきです。

利潤やコストだけを考えて児童労働

を見逃したり、働く人びとの人権を

無視することがあってはなりません。 

　「私の仕事」がグローバル化すれば

するほど、国際基準チェック、サプライ

チェーンへの対応など、国際的な視野

での配慮が重要になります。開発途上

国から輸入された商品や原材料が

児童労働によって作られたものでは

ないのかどうか、こんなところにも

関心を払いたいものです。 

 

アジア太平洋 

1億2230万人 

サハラ以南 
アフリカ 

4930万人 

 

文化がちがえば、価値観もちがう 

労働環境のチェックと改善を 

児童労働にも厳しい目を 

世界の働く子どもの実態 

ILO／児童労働グローバル・レポート（2006年）より 

（2004年） （2004年） 

他の地域 

1340万人 

ラテンアメリカ 
及びカリブ海諸国 

570万人 

農業 

69%

工業 

9%

サービス業 

22%

働く子ども（5～14才）の数 働く子どもの産業別割合 

労働力が安ければいい…、コストだけ考えればすむだろうか。 

文化のちがいを越えて。 
世界から信頼され、評価されるために。 

 


