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会 長 の 時 間 会長 宮本 和彦

連日、テレビ・新聞等で賑

わしているのが、日本郵便

とかんぽ生命の不適正募集

に関する報道ですが、業種

の代表として大変遺憾に思

いますとともに役不足では

ありますが、私からも陳謝

致します。この一連の報道に関しての新聞コラムを

紹介したいと思います。

明治初めに我が国の近代郵便制度を作り上げた前島

密は、漢字廃止論者だったそうで、文明開化にとっ

て漢字は邪魔になると考え、自らは仮名ばかりの新

聞まで発行しています。そんな平仮名社名の会社が

平成１９年の郵政民営化と共に誕生したのがゆうちょ

銀行とかんぽ生命の２社であり、その会社で保険販

売の不正が発覚したもので、過剰な「ノルマ」が課

せられたことが原因と思われます。

このノルマという言葉は漢字に出来ない外来語で、

由来は旧ソ連時代に労働者に割り当てられた労働、

生産の基準量を意味するもので、終戦後、シベリア

に抑留された日本人はノルマが達成されないと食事

を減らされるなどの罰を受けました。同様に営業成

績が優秀なら手当が増やされ、逆に成績不振だと減

収になりパワハラまがいの叱責を受けていたようで

す。

前島密ら先人たちがコツコツと郵便局ブランドを築

き上げたものを、今回の不祥事で一気に失われよう

としています。信頼回復の道は険しいものと思われ

ます。築城３年、落城３日。

委 員 会 報 告

□創立５５周年実行委員会 委員長 鴨宮 弘宜

創立５５周年の実行委員会

（案）について説明します。

８月８日までに案に対するご

意見ご異議などは事務局へお

知らせください。それを以っ

て８月２９日に第４回実行委

員会を開催し、理事会へ提案

致します。

□会員組織委員会 委員長 堀越 賢二

８月８日会員組織委員会担当

例会には卓話講師に竹原商工

会議所女性部会長の柿本弥生

様にお越し頂きます。

誕生月該当者会員卓話

野田 眞治 会員

テーマ：企業の社会的責任

（CSR）について（corporat

e social responsibility）

皆さん、こんにちは。今日

は、ちょっと硬い話ではあ

りますが、最近、問題となっ

ている企業の社会的責任、C

SRと呼ばれている件に関して、三井金属の実施状況

などをご紹介したく思います。

そもそも企業の社会的責任、一般的な略語としてCS

Rと呼ばれているものでありますが、企業が倫理的

観点から事業活動を通じて、自主的（ボランタリー）

に社会に貢献する責任のことを示しております。

三井金属は、2024年に創立150年を迎えることにな

ります。これまでの間に非鉄金属から多くの製品を

生み出し安定的な供給も行ってきました。また、国

内のみならず、海外にも拠点を築き、多くの拠点も

展開し、製品の供給体制を作ってきました。しかし

ながら、決して順調なときばかりではなく、撤退せ

ざるを得なかった事業があったり、人員合理化も何

度か実施しました。こういった過去の経験があが故

に、社会的責任を果たすことが求められている現在、

事業を取り巻く環境が変わっても持続的な成長がで

きる企業へと変わっていく責任があるのではないか

と考えています。2024年の150年目がゴールではな

く、その先も未来にわたって活躍できるようにしな

ければならないと感じているところです。

では、このようなカッコの良いことばかりを言っ

ているが、一体何をしているのかということが大切

であります。三井金属は、今から100年以上前に富

山県の神通川流域で発生したイタイイタイ病の原因

会社でありました。当時、三井金属神岡鉱業所の神

岡鉱山は、明治時代から戦後の高度成長期において

日本の非鉄金属の供給を支える主要な国内鉱山であ

りました。その事業活動で排出されたカドミニウム

が神通川流域において深刻な健康被害や土壌汚染、

農業被害などを起こしました。これは、小学校の教

科書にものるほどの「四大公害病」として知られて

います。三井金属は、イタイイタイ病認定患者、要

観察者への賠償、農業被害への補償、汚染田の復元

事業への協力、神岡鉱業の公害防止対策の実施につ

いて誠心誠意取り組んでまいりました。2013年12月

に神通川流域カドミウム被害団体連絡協議会等と三

井金属の間で神通川流域カドミウム問題の全面解決

にいたり、新たな枠組みの中でイタイイタイ病患者

の方々への補償、健康管理支援一時金制度の実施、

公害防止対策のさらなる充実を図ることとしました。

公害認定から数えると50年になりますが、神岡鉱業

所では環境安全最優先で取り組んでおります。

三井金属は、このイタイイタイ病という社会的にも
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多大なるご迷惑をお掛けしたこともあり、過去50年

に渡り補償をしてきたわけではありますけれども、

神岡鉱業のみの問題として捉えるのではなく、企業

の社会的責任としては、地球環境への配慮として、

再度同じようなことを繰り返さないようにするため

にも、全社組織に保安環境部、監査部によるチェッ

ク機能をもたせ、全社一丸となって特に環境には配

慮しているところであります。

では、竹原では、どんなことをして企業の社会的責

任を果たしているかといいますと、竹原製煉所の金

属工場は、国内でも4箇所しかない鉛地金を生産し

ている部門を持っています。ここの鉛の殆どは、自

動車に必ずと行っていいほど搭載されている鉛バッ

テリーに加工され使用されています。鉛を生産する

この金属工場の特色を活かし、リサイクル製錬を行

うことで社会貢献を実施しています。三井金属では

1900年代はじめの頃は、国内のみならず海外にも鉱

山を所有して鉱山から鉱石を掘り出し、精錬するこ

とによって亜鉛や鉛、銅などの非鉄金属製品を作っ

てまいりました。国内の産業も成長期を迎え、産業

廃棄物の不法投棄問題が世間を騒がし始めたころ、

その中に車に搭載されている鉛バッテリーの使用済

み品が大量に発生していていることがわかり、これ

ら、産業廃棄物の処理を実施することとなりました。

三井金属は青森県の八戸から鹿児島の串木野まで6

つの炉を持っており、そのうち使用済みの鉛バッテ

リーを処理できるところが、神岡鉱業と竹原製煉所

の2箇所ありましたので、それぞれで処理すること

を取り進め、不法投棄されている使用済み鉛バッテ

リーの処分を実施しました。神岡と竹原は鉛精錬を

行っている会社なので、鉛の生産は得意としており、

使用済みになった鉛バッテリーは、再度生まれ変わ

り、新しい鉛となり、バッテリー加工メーカーで、

また、新しい「鉛バッテリー」となって車に搭載さ

れ活躍することになっています。この再使用ができ

ずにまたは再使用された後に廃棄されたものでも、

再生資源として再生利用することをリサイクルと呼

んでいますが、限りある地球の資源を有効に繰り返

し使う社会をマテリアル循環型社会といい、多少な

りとも社会への貢献ができたのではないかと思って

います。また、３Ｒ活動とも呼ばれ、リサイクル以

外に、リデュース、リユースの３点セットで使われ

ることが多くあります。リデュースは、使用済みに

なったものが、なるべくごみとして廃棄されること

が少なくなるように、ものを製造・加工・販売する

ことで例えれば、無駄なゴミの量をできるだけ少な

くすることですから、買い物をする際のマイバッグ

がいい実例で、皆さんの多くはすでに取り組まれて

いることと思います。リユースは、使用済みになっ

ても、その中でもう一度使えるものはごみとして廃

棄しないで再使用することで、例えば、一度使った

ものをゴミにしないでもう一度使うことですから、

ビール瓶などのガラス瓶は洗浄して再度使われます

ので、該当していると思いますし、最近では、フリー

マッケットなんかはリユースの代表みたいなもので

すね。

来年の７月２４日から始まる２０２０東京オリンピッ

クパラリンピックで使われる金銀銅メダルは、使用

済みの携帯電話の中に入っている回路基板の金銀銅

を使って作られることになっています。これは平成

２９年から「都市鉱山からつくる！ みんなのメダ

ルプロジェクト」で全国から携帯電話や小型家電を

集め、２年間で７８千トンを集めることができ、さ

らに携帯電話のみで６２１万台を集めることができ

ています。これらを精錬して金３２kg、銀3,500kg、

銅2,200kgを回収することが可能となり、これを使っ

て２０２０東京オリンピックパラリンピックで表彰

される金銀銅メダルに加工されます。雑学になりま

すが、オリンピックの金メダルは、ほとんどが銀で

できていて表面に約6g分の金が貼られている程度の

もののようです。２０２０東京オリンピックパラリ

ンピックの金メダルの重量は約556gあるそうですか

ら550gが銀でできていて、残りのわずか6gが金なん

ですね。そうなるとほとんどが銀なんですね。優勝

した選手が時々かじっているときがありますが、あ

まり顎の力を入れると、中身の銀が出てきちゃいそ

うです。銀メダルはそのまますべてが銀でできてい

るので、まさに銀メダルです。銀メダルの重量は55

0gのようですから、銀メダルに金をメッキしたメダ

ルが、金メダルになっていると思えます。銅メダル

は、亜鉛や錫をまぜたいわゆる青銅でできているこ

とが多いようです。今回は、銅に亜鉛を5％のみ混

ぜた金属が使われるようで、重量は450ｇのようで

す。金メダルと銀メダルは、オリンピックの夏季大

会では最も重い重量のようです。２０２０東京オリ

ンピックパラリンピックの開催が楽しみですね。

話がそれてしましたが、我々もこのプロジェクトの

一部に参加しており、携帯電話や小型家電の収集に

協力してまいりました。このようなことを通じて我々

が進めているリサイクル製錬の技術の一部を世界的

な祭典であるオリンピックパラリンピックに貢献で

きることは、会社として大きな社会的責任を果たす

一つになるんではないかと考えています。

また、これまでは、対外的なことでありましたが、

最近では会社内部的なこととして、従業員の健康管

理、安全管理が課題として挙げられてきています。

政府でも昨年6月に働き方改革関連法案が成立し、

勤怠管理等に様々な変更が加えられました。これの

基づき社内の取り扱いも変更することは当然ながら、

合わせて、従業員の健康維持・増進活動に取り組む

ことを通じて更に活力のある会社づくりを推し進め

ていきます。最近ではストレスチェックを実施し、

その結果から社員のセルフケアにつなげ、更には各

部門の強みと弱みを具体的に把握し職場環境改善に

努めようとしています。これら健康経営を推進する

ことによって従業員の健康という基盤を作り、生産

性の向上につなぐことがこれからの経営課題の一つ

になります。
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昨今、ソーシャルメディアが台頭し、消費者は自ら

気軽に「発信」できるようになりました。またその

「発信」は友人などのソーシャルネットワーク上の

つながりを介して、あっという間にリアルタイムで

共有されるようになりました。最近では、面白半分

で、不衛生なことをしている動画を撮影し、何も考

えずにアップしてしまうバイトテロも有名になって

しまいました。

このような状況下において、企業はもはや「隠し事」

をすることはできません。企業として消費者に「説

明責任」が取れない商品やサービス、従業員の劣悪

な労働環境、不透明な経営体制、見せかけのボラン

ティア活動などはソーシャルメディア上でいずれ暴

かれ、その後急速に悪い評判として広まっていきま

す。もちろんその逆もあり、消費者窓口での真摯な

対応、顧客の安心・安全を守る取り組み、環境保護

への熱心な活動などは良い評判として人々に急速に

伝えられていくでしょう。

企業はいまや「透明である」ことが必然として求め

られており、常に「企業のあるべき姿勢」が問われ

ています。また、ソーシャルメディア上では、個人

も「企業の一員」として見られており、「あるべき

姿勢」が問われていると言えるのではないでしょう

か？その意味で企業のCSR活動は、より一層きちん

とした対応が求められ、また組織の中で一部の部署

が取り組んでいる「他人ごと」ではなく、より一層

従業員一人一人が「自分ごと」として捉えるべきこ

とであると言えると思います。

臨時理事会報告

□日 時 令和元年８月１日（木）例会前

□場 所 大広苑

□出席者 ８名

□議 題

①８月８日会員組織委員会担当例会 承認

卓話者 竹原商工会議所女性部会長 柿本弥生様

②創立５５周年の件 継続審議

理 事 会 報 告（８月）

□日 時 令和元年８月１日（木）

□場 所 大広苑

□出席者 ７名

□議 題

①公式訪問の件 承認

②地区大会の件

日 時 令和元年１０月２７日（日）

場 所 本会議：リーデンローズ

懇親会：福山ニューキャッスルホテル

出席者登録料 ６，０００円

交通手段 貸切バス

③パソコンモニター購入の件 承認

④職場例会の件 承認

日 時 １１月１３日（水）～１１月１４日（木）

場 所 島根原子力発電所

※職場例会と親睦旅行。（職業奉仕、親睦活動行事）

※プログラム変更

１０月３１日変更後→誕生祝・理事会

１１月１４日変更後→１１月１３日（水）職場例会

１１月１４日（木）サインメイク実施

⑤退会届の件 承認

８月３１日付 西岡一道会員

⑥安芸津ふれあい夏祭りの件 承認

日 時 ８月２４日（土）

場 所 安芸津B&G海洋センター

集 合 １４時３０分

駐車場 安芸津中学校他（出席者へは資料配布）

⑦１０月１０日外部卓話の件 承認

⑧事務局盆休暇の件 ８／１３～８／１６ 承認
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プレ公式訪問

日 時 令和元年９月５日（木）

場 所 大広苑

１２：００～１２：２０ 会長幹事会

１２：３０～１３：３０ 例会

１３：４０～１４：２０ 協議会

１４：２０～１４：５０ 会長幹事打合せ

公式訪問（広島空港ＲＣと合同）

日 時 令和元年９月１９日（木）

場 所 大広苑

１１：３０～１２：００会長幹事懇談会

１２：３０～１３：３０ 例会

１３：３０～１３：４０ 集合写真

１３：４０～１５：１０ フォーラム

２０１９－２０年度 地区大会

日時 令和元年１０月２７日（日）

場所 本会議：リーデンローズ

懇親会：福山ニューキャッスルホテル

今後の例会・行事予定

８月１５日（木）例会取消

８月２２日（木）例会取消

８月２４日（土）安芸津ふれあい夏祭り

８月２９日（木）通常例会

９月 ５日（木）プレ公式訪問

９月１２日（木）通常例会・理事会

９月１９日（木）ガバナー公式訪問


