
経営基本方針�

１．激しい気象変動を想定した技術指導の強化
２．米穀集荷体制の強化と検査体制の見直し
3．施設園芸農業の定着と土地利用型作物の栽培推進
4．早取り・スケールメリットによる生産コスト低減
5．顧客満足度を高めた管内農畜産物の消費拡大
6．組合員・利用者から喜ばれ選ばれる事業の展開と生涯取引の強化
７．組合員・利用者が「安心」と「満足」の得られる保障の提供
8．感染症対策の徹底と持続可能な経営基盤の確立・強化

指導事業�

■営農企画課

重点実施事項
令和₃年度も「多収穫」「高品質」「良食味米」の安定生産に向けたＪＡ土づくり支援事業を推

進し、地域や土壌条件、さらには病害虫防除対応を含めた減収対策の強化に努め、ＪＡ庄内みど
り産米の高品位安定生産を継続します。

１．激しい気象変動を想定した技術指導の実践
（１）激しい気象変動を想定し、関係機関と連携のうえ技術対策を講じます。
（2）営農指導員の現場指導実践研修を踏まえ、指導力の平準化と向上を図ります。
（３）移植、直播栽培における初期の生育量確保を重視した指導に努めます。
（４）充実した現地巡回指導を展開しつつ、個別相談にも積極的に対応します。
（５）土壌分析、土壌診断を活用し、土づくりおよび施肥設計を提案します。
（６）リモートセンシングによる水稲生育量の把握や葉色仕分けなどのスマート農業関連の試験実

証を継続します。
（７）営農資材課・農業機械課と情報を共有し、新資材・新技術の実証試験や実演会などを開催し、

相互連携を図りながら情報の提供と指導にあたります。
（８）ＪＡ情報メールを活用した気象・病害虫・技術情報の迅速な発信に努めます。

ＪＡ情報メールへの登録方法

テーマ2 令和3年度事業方針（案）ならびに重点実施事項（案）

j amido r i@s ta r7 . jp に空メールを送り、登録手続き用のメールを
受信したら、必要事項を入力し、登録ボタンをクリックし完了です。
右のQRコードから簡単に空メールを送れます。
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２．	ＪＡ土づくり支援対策の推進
（１）土づくり資材の散布量を基準に、米の出荷数量に応じた支援を継続します。
（2）土づくりの面的拡大に向け、課題などを抽出しさらなる対策を検討します。

３．	需要に応じた米の生産
（１）販売需要および気象災害リスクを考慮した品種構成を策定します。
（2）偏重した品種構成にならないよう生産規模に応じた作付計画を提案します。

４．	水田フル活用による需給調整対策
（１）水田における需給調整品目は、生産者の所得確保ならびに実需者ニーズを踏まえ、飼料用米

を最優先品目とし、加工用米・新規需要米・大豆などへの転換を推進します。
（2）園芸指導員と連携し、水田畑地化事業施工完了圃場を中心に土地利用型園芸作物の生産振興

にあたります。

５．生産組織と連携した生産活動及び食農教育・米消費拡大の推進
（１）農業法人、大規模経営、生産組織などへの連携・支援を強化し、各種新たな提案を行います。
（2）農業法人や大規模経営に向けた有益なスマート農業の取り組みを模索します。
（３）農政対協議会・青年部・女性部などを中心とした食農教育活動ならびに米消費拡大関連事業

も常に新たな事業展開を模索し取り組みを進めます。

■担い手支援課

重点実施事項

１.	担い手の経営発展支援
（１） 認定農業者や農業生産法人などに対して、今後の米価下落に備え、収入減少影響緩和対策（ナ

ラシ対策）などへの加入を推進します。
（2） 集落営農組織を母体とした農業生産法人に経理支援を実施します。
（３） 営農課ごとに選定したモデル法人に対して、プール計算方式への移行を関係機関と連携を図

りながら支援します。
（４） 農業生産組織連絡会議と連携し研修会などを開催し、課題解決・経営改善に向け組織間の情

報共有を図ります。

２.	新たな制度に対応した担い手の育成
（１） 適格請求書等保存方式（インボイス制度）について、関係機関と連携し研修会などを開催し

周知を図ります。
（2） 農地集積センターと連携し、「人・農地プラン」で位置づけられた担い手へ「農地中間管理

事業」を活用し効率的な農地の集積・集約化を推進します。 
（３） 農業従事者の高齢化や減少を踏まえ、農業生産法人の将来的な連係・広域化等を模索します。
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３.	次代の担い手への就農・定着支援
令和₃年度から₇年度までの₅カ年事業として、新規就農者を総合的に支援するＪＡ独自の事

業を創設します。管内の新規就農者に対し、段階に応じた支援を実施し、円滑な就農促進と新規
就農者の農業経営の早期確立を目指します。

また、農業生産法人の雇用就農を促進し、組織や地域の担い手として定着するための支援を行
います。

なお、詳細な要件等については、決まり次第、周知させていただきます。

販売事業�

■米穀課

重点実施事項

１．米穀集荷体制の強化
（１）出荷契約（予約）の段階での個人ごと、品種ごとの作付面積から適正な予約の数量（反収）

になっているか検証し、予約に対して100％以上を目標とした集荷・推進を図ります。

２．検査体制の見直し
（１）検査員および庫作業員の慢性的な不足に対応し、計画的な検査員育成と、倉庫作業員の確保、

検査日程の調整見直しを図ります。

３．実需との結びつきによる継続的な販売
（１）「雪若丸」の作付増加に伴い、雪若丸の品種特性、魅力を実需先へ直接販売にて提案・推進

していきます。
（2）コロナ禍で販売が低調な中、販売先と連携を取りながら計画的な引取りを展開します。特に、

はえぬきについては中食・外食の業務用米の需要が落ち込む中、₃年産についても引き続き
実需との継続的な取引を実施します。

４．品目別の取組計画
【主食用米】令和₂年産については、山形県産米は「生産の目安」が守られる中、品種構成につ
いても家庭用として「つや姫」、業務用として「はえぬき」と、需要に沿った生産がおこなわれ
ております。しかしながら、人口減少による需要の減退さらにコロナ禍の影響もあり、在庫の過
剰に直面しています。全国的に米の生産量が増加すれば再び米価の下落につながりかねない状況
にあります。令和₃年産についてもオール山形で「生産の目安」を目標数量とし、達成に向けた
取り組みを行います。

【加工用米】主食米同様、加工用米についてもコロナ禍の影響により「日本酒」「加工米飯」の需
要も減少しています。₂年産の加工用米の販売進捗の遅れから在庫が潤沢にあることと、供給過
剰による販売価格の低下が想定されることから、加工用米から飼料用米へ変更し取り組みます。
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【飼料用米】全体で約１,300haを目標とし計画しています。需要の拡大と交付金による安定的な収
入が見込まれることから、「生産の目安」の主食用米減少分と、加工用米の減少分は飼料用米で
計画します。販売先は株式会社平田牧場で、販売価格についても前年同額を予定しています。

【米粉用米】販売先はこれまで同様、栃木県の製粉会社と県内の製粉会社を予定しています。米
粉用米の需要は増加しており、販売先からは増産を要望されていますが、販売価格が低いことが
課題となっており面積の拡大は難しい状況です。前年同様の面積を計画します。

【輸出用米】新型コロナウイルスの世界的な拡大により輸出は厳しいものとなっていますが、例年、
東南アジアを中心に輸出用米を販売展開していることから、昨年と同様の面積を計画します。本
年度も加工用米並みの交付金が設定されています。

【大豆】国産大豆の需要は引き続き高い傾向で推移しています。また全国的に大粒品種の生産が
増加している中、納豆需要をはじめとして中粒品種の需要が高まっています。各種交付金を活用
しながら面積維持と増収を目指します。

【そば】コロナ禍の影響もあり、国産そばの需要は低調に推移している中、北海道産が豊作だっ
たため販売価格は大暴落しました。天候に左右されやすく安定した収量と販売価格が課題となっ
ています。昨年同面積を計画します。

₃年産米の取組計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：60㎏/俵、ha

品目
₃年産計画 ₂年産実績 前年増減

数量 面積 数量 面積 数量 面積

主食用米 605,000.0 ７,0７７.5 6１4,6１１.5 ７,２２8.5 △9,6１１.5 △１5１.0

飼料用米 １4７,090.0 １,２9７.9 １１5,364.0 １,004.0 3１,７２6.0 ２93.8

加工用米 １１6,600.0 １,１4７.0 １3１,１59.5 １,２89.9 △１4,559.5 △１4２.8

米粉用米 ７,869.5 ７７.0 ７,869.5 ７７.0 0.0 0.0

輸　出　米 5,588.5 54.8 5,588.5 54.8 0.0 0.0

大　　豆 １9,000.0 ７8７.5 １4,１06.0 ７8７.5 4,894.0 0.0

そば(45kg/俵) ２,000.0 ２60.3 １,２２７.5 ２60.3 ７７２.5 0.0

合　　計 903,１48.0 １0,７0２.0 889,9２6.5 １0,７0２.0 １3,２２１.5 0.0
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■園芸課

重点実施事項

１．	土地利用型作物の栽培推進
＜実施具体策＞
（１）長ねぎ生産拡大推進事業に伴い水田畑地化事業等への推進を行います。
（2）秋冬ねぎ栽培を主力とした栽培体系から軟白ねぎ、春ねぎ、夏ねぎへの栽培推進を行い周年

栽培を行います。
（３）除草作業軽減のための抑草資材を取り入れ、作業ならびに農薬コストの削減の試験栽培を行

います。

２．	新規施設栽培の生産振興
＜実施具体策＞

（１）施設アスパラガス栽培の推進と共に露地アスパラの推進を行い面積拡大を促進します。また、
先進地視察を行い、栽培技術向上を目指します。

（2）ミニトマト、パプリカ、ストックを水稲育苗ハウス後作への作付推進を行います。

３．	シャインマスカットの生産振興
＜実施具体策＞

（１）先進地視察による技術研修、現地講習会を開催します。
（2）目ぞろい会などにより高品質安定生産からの販売確立を行います。
（３）長期保存技術での出荷量の調整による有利販売確立を行います。

４．生産量確保による販売価格の充実
＜実施具体策＞

（１）排水対策の徹底による収穫量確保からの値決め販売を行います。
（2）コロナ禍での販売環境が不安定なため、産地ならびに消費地情勢など相互情報発信による信

頼関係の再確認を行います。

■畜産課
重点実施事項

１．畜産技術・防疫体制・経営の強化
（１）関係機関と連携し生産技術指導・管理指導・防疫体制を強化し生産性向上を図ります。
（2）財務状況の確認と経営指導の徹底を図ります。
（３）国・県などの補助事業を既存農家や後継者に情報提供し、積極的な利用をはかりながら経営　　

強化を図ります。

２．畜産農家の労働負担軽減支援
（１）畜産農家の労働負担軽減と畜産ヘルパー事業継続のために協議会および畜産部会員と情報を

共有し体制を強化します。
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３．畜産経営基盤の維持確保
（１）大規模酪農経営・育成経営体の事業を核に、管内の耕種農家・畜産農家と情報共有し耕畜連

携と循環型農業、あわせて畜産経営基盤の維持確保を図ります。

４．地産地消による消費拡大の取り組み
（１）関係機関・関係部署と連携し定期的に消費拡大を図ります。
（2）消費者を対象とした地場産畜産物の普及活動を各種イベントで実施し消費拡大を図ります。

■総合対策室
重点実施事項

１．農業者の所得増大
（１）園芸生産拡大支援事業の実施による、施設園芸農業の定着促進を図ります。

２．農業生産の拡大
（１）長ねぎ生産拡大推進事業に伴う、農作業受託事業の継続を図ります。
（2）農業経営事業による実証展示を行い、産地形成に資する技術の確立を図ります。

３．地域の活性化
（１）ＪＡ無料職業紹介事業を実施し、農繁期における労働力確保の支援を行います。

購買事業�

■営農資材課
営農指導と連携した資材供給体制を整備し、組合員・利用者の満足度向上を目指した取り組み

を実施します。また、コスト低減に向けた資材の供給と物流合理化による価格メリットを追求し
ます。

重点実施事項

１．生産コストの削減
（１）予約の積み上げによるスケ－ルメリット、早期引取りメリットを活かした価格での提供と商

品の安定供給に取り組みます。
（2）担い手農家向け肥料満車直送対策の普及拡大に努めます。
（３）担い手直送規格など大型規格農薬の拡充を図ります。

２．配送の効率化と在庫管理の徹底
（１）広域中央配送センタ－を拠点とし、配送効率化の促進を図ります。
（2）配送センタ－および各資材店舗の在庫一元管理を徹底し適正在庫に努めます。
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３．店舗体制の改善
（１）営農指導および各課と連携した資材供給と情報発信に努めます。
（2）当用供給に対応した品揃えを目指します。
（３）店舗職員の知識向上と接客サ－ビスに努めます。

■農業機械課
重点実施事項

１．訪問活動とイベントよる農機情報の提供
（１）訪問推進と広報誌を活用し最新の農機情報を提供します。
（2）展示会への集客により幅広く商品を紹介します。

２．人材育成と施設の再編
（１）整備修理研修の積極的参加と資格取得による整備技術向上を図ります。
（2）スマート農業・農業融資に関する研修等に参加し営業力の向上に努めます。
（３）みどり農機センターの移設に伴い、整備・推進体制の構築と駐在施設の集約に取り組みます。

３．農作業事故・機械故障防止に対する啓発活動
（１）ポスター掲示・声掛けによる農作業事故防止の啓発活動を行います。
（2）農作業時の機械トラブル防止のため、予約点検整備と早期の修理依頼を呼びかけます。

■生活特産課
　特産物販売に力を入れ顧客満足度を高めた管内農畜産物の消費拡大を図ります。
また、地域の暮らしを支える活動と食農教育ならびに組合員健康増進に向けた活動を展開します。

重点実施事項

１．顧客満足度を高めた管内農畜産物の消費拡大
（１）産直（インショップ）の生産者の新規加入を勧め、取扱い拡大を図ります。
（2）関係機関との連携を密にし、管内農畜産物の消費拡大および子会社と連携し加工品開発に取

り組みます。
（３）ＪＡ庄内みどりファン倶楽部の拡大と、顧客満足度を高めた活動の展開を図ります。

２．地域の食と農、健康を支える生活事業の展開
（１）「食と農、環境保全」の学習と消費者へのＰＲ活動を女性部と連携を図り活動します。
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■加工販売課
重点実施事項

１．顧客満足度を高めながら、産地精米のメリットを生かした精米販売
（１）HACCPに準じた衛生管理を徹底し、安全安心な精米販売を行います。
（2）ＪＡが運営する精米センターのメリットを生かし、ふるさと納税に積極的に提案し、精米拡

大および、管内の「お米」を広くアピールします。
（３）真空包装米など、付加価値のある商品の製造販売に力を入れ、販売拡充を図ります。

２．地域に根差した魅力ある直売所運営を行います
（１）安心安全で良質な生産物を届けるために、生産者の農薬知識・生産技術向上のため、 講習会

を開催します。
（2）支払いの多様化に対応するため、電子決済を取り入れ、ポイント還元など魅力をアピールし

ご利用の機会を増やします。
（３）アンテナショップ麦わら帽子や地元出身者経営の飲食店を通じ、美味しい食材の産地イメー

ジ作りを進めます。

信用事業�

　長引く厳しい金融情勢の中、農業・地域から一層必要とされる金融店舗になるため、組合員・利
用者の利便性・満足度の向上を図りローコストな事業運営を目指します。

重点実施事項

１．組合員・利用者から喜ばれ選ばれる事業の展開と生涯取引の強化
（１）キャンペーンに依存しない個人貯金の残高確保に向けた恒常推進を徹底します。
（2）利用者利便性向上のため、インターネットを利用した金融サービスを拡大します。
（３）子育て支援のためのローン・貯金商品の拡充を図ります。
（４）次世代層の貯金口座メイン化推進による生涯取引顧客を拡大します。

２.	利用者ニーズに対応した金融サービス・専門的相談機能の充実
（１）農業融専任渉外による相談機能の強化と事業伸長を図ります。
（2）業務プログラムの実施による渉外・窓口が一体となった推進を展開します。
（３）ライフプランサポート(資産形成)の相談機能を強化し実践します。
（４）専門的人材育成に向けた資格取得ならびに研修会参加による職員の資質向上を図ります。
（５）事務処理態勢の強化と事務省力化に向けた取り組みを実施します。
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３.	組合員・利用者接点の再構築
（１）営業店事務改革※を見据えた機能別店舗とＡＴＭ再編計画の実践と機能別店舗再編計画に基

づく体制整備を行います。
（2）ローンセンター設置に向けた体制整備と取り組み強化を図ります。

※営業店事務改革とは、利用者ニーズに対応(待ち時間・事務負荷減、相談対応強化)することを目的とした金融店舗窓口の効率化改革。

共済事業�

重点実施事項

１．ひと・いえ・くるまの総合保障の提供
（１）医療保障を中心としたニーズ喚起・あんしんチェックの実践を通じて生命未保障の充足に取

り組みを行います。
（2）「３Ｑ訪問活動」を基軸とした契約者フォロー活動により仕組改定のご案内、請求忘れの確

認を行い未請求解消に取り組みます。
（３）日常生活賠償責任特約の普及に取り組みます。
（４）組合員・利用者から信頼されるＬＡ・スマイルサポーター（窓口担当者）の育成に努めてい

きます。

２．共済事業を通しての地域活性化・農業経営に貢献する取り組み強化
（１）「農業リスク診断」を通じて農業リスクの保障提供を行っていきます。
（2）「地域活性化」に向けて地域・農業活性化積立金を活用した取り組みを行います。
（３）組合員・地域住民への理解促進に向けた地域貢献活動に取り組みます。
（４）担い手経営体のニーズに応じた賠償責任共済および従業員保障を提案します。

３．組合員・利用者の利便性向上に向けたサービスの提供
（１）事務手続きの利便性向上に向け、ペーパーレス・キャッシュレス手続きの更なる浸透・定着

に取り組みます。
（2）非対面接点・手続きの拡充としてＪＡ共済アプリ・Ｗｅｂマイページの登録促進を図ってい

きます。
（３）不祥事件等の未然防止に向け、コンプライアンス態勢の強化に努めます。
（４）信頼感・満足度の向上のため、寄せられた声の一元化を図りＣＳ（顧客満足）活動に取り組

みます。
（５）高齢者推進における推進プロセスの徹底を図ります。
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経営管理�

■総合企画部
重点実施事項

１．支店を中心とした地域活性化への取り組みと持続可能な経営基盤の確立・強化
（１）支店ごとに特色ある活動計画を作成し、地域の活性化を図ります。
（2）コロナ禍において状況に応じながら、地域住民との交流を実施します。
（３）将来の経営環境を踏まえた持続可能なＪＡ経営基盤の確立・強化を図ります。

２．遊休資産について利活用および処分の実施
（１）従来の目的を失い今後の利用計画が定まらないまま所有・管理している土地・建物について

利活用および処分を検討し整理します。
（2）老朽化した建物が存在することで、その土地を利活用できない状況においては順次に撤去す

るように計画します。

３．組合員に信頼される人材確保・育成と職場の活性化
（１）各機関による就職セミナーへの参加および各学校訪問・事業所説明会等を積極的に実施し、

より良い人材の確保に努めます。
（2）各種研修会等へ積極的な受講と資格取得に取り組み、専門的知識の向上と次世代を担う信頼

される職員の育成に努めます。
（３）風通しの良い職場環境への改善意識の醸成に努めます。
（４）新型コロナウイルス対策の徹底と対応に努めます。

４．組合員からの期待に応える法令順守態勢と感染症対策
（１）職員自らのコンプライアンス意識の醸成を図ります。
（2）不祥事未然防止のために、内部統制の構築と浸透に取組みます。
（３）新型コロナウイルスの感染防止対策に取り組みます。

５．不良債権化の未然防止による財務基盤の強化
（１）農家経済対策小委員会の対処方針に基づいた債権流動化に取り組み、関係部署・支店と情報

を共有しながら、不良債権化の未然防止に努めます。
（2）不健全債権の圧縮と回収に努め、不良債権比率の改善を図ります。

■福祉課
重点実施事項

１.	介護保険事業所の機能強化とサービスの質の向上
（１）質の高いサービスを提供するため、職員の質の向上を図り、利用者に合わせたサービス提供

にて満足度を高めます。
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（2）グループホーム 結ぶ(認知症対応型共同生活介護）を開設し、隣接する福祉センターとの複
合化および、地域に根ざした介護事業を行います。

２.	健康と生きがいづくりへの支援
（１）「ＪＡ健康寿命100歳プロジェクト」の活動を継続

し実践します。
（2）「多機能ハウス 結い」および「グループホーム 結い」

を活用した居場所づくりを地域と連携し行います。

■監査室
重点実施事項

１．法令順守に基づく内部体制の検証と指導の強化
内部統制確立に向けて自主検査項目とリスクの高い業務を把握し、監査により検証・確認体制

の強化を図ります。

２．監査技術の向上と関係機関との連携
研修会の参加により監査人の資質と監査技術の向上に努めるとともに、監事・監査法人と情報

を共有し効果的・効率的な監査を図ります。

■各支店目標

酒田中央支店
組合員、地域住民、取引企業、新規にＪＡとの取引が始まるお客さまのニーズに応えられる支

店を目指します。
（１）ＪＡバンクアプリ、ネットバンクの普及など時代の変化に対応した商品の提案を行いお客
　　さま満足度の向上に努めます。

（２）事務スキルの向上と知識を深め、的確できめ細やかなお客さま対応を目指します。
　

酒田きた支店
丁寧かつ確実な組合員,お客さま対応でさらなる満足度の追求と早期目標達成を目指します。

（１）地域金融機関として選ばれる店舗づくりに努めます。
（２）業務知識の向上と的確な対応、自発的な行動と風通しの良い課内環境を構築します。
（3）米,大豆の栽培技術指導の強化と米集荷率の向上、スマート農業を実践します。

酒田ひがし支店
人と人のつながりを大切に、身近で信頼される支店を目指します。

（１）真摯で誠意ある対応を心掛け、信頼される店舗づくりに努めます。
（２）3Ｑ訪問活動を通じて、組合員・利用者から安心していただけるように努めます。
（3）米の収量・品質アップに努めます。
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酒田みなみ支店
目標達成のための職員育成と顧客満足度の向上に努めます。

（１）相談しやすい窓口対応の習得を心がけます。
（２）お客さまに迷惑をかけないスムーズな対応の習得に努めます。
（3）米の品質・収量・集荷率アップに向けた取り組みを実施します。

遊佐支店
組合員・利用者に信頼され、必要とされる支店づくりに努めるともに関係組織との連携による

地域の活性化を進めます。
（１）お客様のニーズに対応できるスキルアップと誠意ある接客に努めます。
（２）3Ｑ訪問活動による契約者満足度の向上とわかりやすい丁寧な対応を心がけます。
（3） 安定生産対策等による持続可能な農業の展開をすすめます。
　　　・開発米の安定生産と取り組み面積の拡大
　　　・農業法人の作業受託等の体制整備

吹浦支店
組合員より選ばれ頼られ、応える支店を目指します。

（１）お客さまに寄り添い相談しやすい店舗づくりをすると共に、金融共済情報を積極的に発信
　　します。

八幡支店
組合員・地域住民に親しまれ、必要とされる支店を目指します。

（１）お客さまから喜ばれ選ばれる金融店舗づくりに努めます。
（２）お客さまが気軽に相談できる職場環境づくりに努めます。
（3）米生産力強化と検査体制の整備と集荷率の向上に努めます。

平田中央支店
地域活動に積極的に参加し、組合員・地域住民に頼りにされる支店運営に努めます。

（１）お客さまへの丁寧できめ細やかな対応による満足度の向上に努めます。
（２）さらなる業務知識の向上を図り、バランスがとれた総合保障を提供します。
（3）平田中央ＣＥ利用面積の拡大推進に努めます。

松山支店
組合員満足度の向上を支店全体で取り組みます。

（１） 職員の質の向上と組合員から喜ばれる窓口を目指します。
（２） 組合員の皆さまへ、いろいろな安心を暮らしの中にご提供します。
（3） 水田への土づくりを推進し、高品質・良食味・収量増を目指します。
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（株）みどりサービス�

重点実施事項

■自動車
スピード感をもった推進活動と顧客との接点強化

モバイルツールを活用した、お客さまに分かりやすい効率的・効果的な推進活動を行っていき
ます。

■燃　料�
競争力のある配送体制の構築と安定供給

接客・知識・技術力などの基本を徹底し、「お役に立つ」ために仕事をしていきます。

■ガ　ス�
社会情勢に応じた柔軟な取り組みと法令順守

展示会や講習会へ積極的に参加し、お客さまに喜ばれるきめ細やかなサービスを提供します。

■葬　祭
社員・スタッフの接客技術の向上ときめ細かな対応

セレモニー互助会の特典を活かした普及活動と安心・安全な環境を守るため、感染予防措置を
講じていきます。

■マルノー山形�(食品)
食の安心・安全・信頼から得られる事業展開

新しい生活様式に対応する商品提案および営業活動と衛生管理・表示・賞味期限・在庫数量の
管理を徹底していきます。

■管　理�

企業倫理に則ったコンプライアンスの実行
事故・クレーム・不祥事ゼロ運動の強化と法令順守を徹底します。
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