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2019年度主な取り組み

JX 金属グループは、非鉄金属・素材の総合メーカーとして、

資源と素材の生産性革新により、 地球規模の環境保全に貢

献することを基本方針とした以下の活動を展開します。

1. 資源と素材の生産性を高める技術開発の推進
歩留り・採収率の向上、品質の改善、工程の短縮、リサイクル、省
エネルギーなどに関する技術開発および環境に優しい素材・製
品開発を推進し、資源の有効利用に努める。

2. 環境保全への積極的取り組み
各種環境規制を遵守することはもとより、事業活動の環境に及
ぼす負荷をさらに低減するため、環境保全に関する技術開発を
図り、環境保全に対する積極的・継続的な取り組みに努める。

3. 事業活動における無駄の排除
事業活動のあらゆる段階において、徹底的に無駄を排除し、省資
源・省エネルギーに努める。

4. 従業員の環境保全意識の向上
環境管理教育などを通じて、従業員一人ひとりの環境保全意識
の向上に努める。

5. 情報の公開
環境保全に関する事業活動状況を、積極的かつ公正に開示し、
ステークホルダーとのコミュニケーションを深める。

マテリアリティ1

Materiality

地球環境保全への貢献
当社グループは、事業活動が環境へ及ぼす影響を十分に認識し、資源と素材の生産性を高める技術開発の推進により、
地球規模の環境保全に貢献することを基本方針として定めています。
また、事業の遂行にあたっては、サプライチェーンのあらゆる段階において環境負荷を低減させることを追求します。
環境基本方針において、各種環境規制の遵守のみならず、「地球温暖化の防止」に向けた省エネルギーに関する技術開発を

推進することを定め、中期計画などで環境目標の管理を明確にした上で、毎年度環境負荷の低減に努めています。

■JX金属グループ 環境基本方針
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環境マネジメント 脱炭素社会の形成 循環型社会の形成

2020年度KPI
〇 温室効果ガス総排出量

2018年度比2040年度50%削減、
2050年度ネットゼロに向けた取り組みの推進

〇  リサイクル原料比率・リサイクル原料品目の拡大

〇 埋立処分比率【2020年度：1%未満】
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Materiality ／地球環境保全への貢献

　当社は環境基本方針に基づき、「環境保全行動計画」を策

定し、当社グループでの環境保全活動を進めています。以下

に環境保全行動計画の抜粋を示します。

　当社グループでは、環境目標を掲げて環境保全活動を進

めています。2016 ～2019 年度の環境目標と実績は以下の

通りでした。

　各事業所において年1回以上の内部環境監査を実施する

とともに、本社環境安全部およびパンパシフィック・カッパー

（株）環境安全部による環境安全監査を定期的に実施してい

ます。2019 年度は12 ヵ所を監査しました。

　安全衛生・環境保全に関する活動については、CSR 推進

会議の下部組織である安全・環境委員会において計画の策

定・推進、活動状況のレビュー等を行っています。安全・環境

委員会は、半期に1回開催しています。

　各事業所・関係会社では環境マネジメントシステムの確実

な運用により、各種法規制の遵守に努めています。遵守状況

は本社環境安全部により統括管理され、安全・環境委員会

を通じてCSR 推進会議に報告されます。毎年開催される環

境管理担当者会議では、法規制の動向に関する情報提供や、

各事業所における対応状況報告などを通じて、遵法体制の強

化を図っています。また、各種法規制の周知徹底のため、本社

および各事業所において、従業員の階層ごとに定期的な教育

や研修・訓練などを行っています。

　2019 年度も、環境に関わる法規制などの違反について、規

制当局からの不利益処分（許可の取り消し、操業停止命令、設

備の使用停止命令、改善命令、罰金など）はありませんでした。

第四次中期計画におけるエネルギー・CO2（国内のみ）および廃棄物における目標の対象は、年間エネルギー使用量の合計が1,500kl（原油換算）
以上の事業所で、以下の通りです。

IS014001取得済みの事業所（2020年3月末時点）

国内
日立事業所（パンパシフィック・カッパー（株）日立精銅工場、JX 金属
環境（株）を含む）、同 銅箔製造部（一関製箔（株）を含む）、磯原工場、
倉見工場（JX 金属コイルセンター（株）、JX 金属商事倉見支店を含
む）、パンパシフィック・カッパー（株）佐賀関製錬所（日本鋳銅（株）、
日照港運 （株）を含む）、同 日比製煉所（日比共同製錬（株）、日比製錬
物流（株）を含む）、JX 金属苫小牧ケミカル（株）、JX 金属敦賀リサイク
ル（株）、JX 金属三日市リサイクル（株）、東邦チタニウム（株）本社・茅ヶ
崎工場（同 黒部工場、同 若松工場を含む）、JX 金属プレシジョンテク
ノロジー（株）江刺工場、同 館林工場、同 那須工場、同 掛川工場、JX
金属商事（株）本社・尼崎支店・高槻工場、JX 金属髙商（株）白河工場

海外
JX Nippon Mining & Metals Philippines, Inc.、JX Nippon 
Mining & Metals USA, Inc.、Materials Service Complex 
Malaysia Sdn. Bhd.、JX Nippon Mining & Metals Korea Co., 
Ltd.、無錫日鉱富士精密加工有限公司、台湾日鉱金属股份有限公司 
龍潭工場、日鉱金属（蘇州）有限公司、ＪＸ金属製品（東莞）有限公司、
H.C. Starck Tantalum & Niobium GmbH（現 TANIOBIS GmbH）

JX金属グループ 環境保全行動計画 環境目標と実績

環境安全監査環境法規制の遵守

環境マネジメントシステムの構築

1. 環境保全体制の整備

（1）	環境保全体制
環境安全部長を環境担当総括推進者とし、総合的な環境保全の推
進を図ります。事業所等の責任者は、事業所等の環境保全の維持・
向上及び環境リスクの回避を図ります。また、環境対策推進委員会
のさらなる活性化を図り、環境保全について労使相互の理解を一段
と深めます。

(2)	環境マネジメントシステムによる環境管理
経営層から作業員まで一体となり、ISO14001のシステムを適切に
運用し、環境保全の継続的改善と環境リスクの低減を図ります。

（3）	環境監査の実施
事業所の責任者は、環境管理の状況・各種環境規制の遵守状況等に
ついて、各事業所の内部監査に対してレビューを行います。また、環境
安全部の環境安全監査チームは、各事業所に対する環境監査を定期
的に実施し、環境管理上の問題点および要改善点を把握・指摘の上、
事故の予防および環境保全の継続的改善に努めます。

2. 取り組むべき施策

各種環境規制等の遵守はもとより、当社グループの事業活動が環境
に及ぼす影響を最小限に抑えることを目的に、以下の活動を展開し
ます。
(1)	個別課題への対応
①地球温暖化の防止、②省資源・リサイクルの促進、③廃棄物の削
減、④化学物質の管理の推進、⑤生物多様性の維持、⑥リサイクル事
業の推進、⑦技術開発・製品開発および新技術導入の推進、⑧グリー
ン調達の推進

(2)	教育・広報・社会活動
①教育、②広報、③社会活動の推進

長期目標

①	地球温暖化の防止
2030 年度の国内 CO2 排出量：1990 年度比18% 減
※ 2015 年の COP21パリ協定において日本政府の新たな目標が認められたことを

受け設定

②	廃棄物の削減

2030 年度の無用途廃棄物比率：0.5% 未満

国内
日立事業所 HMC 製造部、同 銅箔製造部、磯原工場、倉見工場、パ
ンパシフィック・カッパー（株）佐賀関製錬所、同 日立精銅工場、日比
共同製錬（株）玉野製錬所、日本鋳銅（株）、JX 金属環境（株）、JX 金属
苫小牧ケミカル（株）、JX 金属三日市リサイクル（株）、JX 金属敦賀リサ
イクル（株）、JX 金属プレシジョンテクノロジー（株）江刺工場、同 館
林工場、同 掛川工場、東邦チタニウム（株）本社・茅ヶ崎工場、同 八幡
工場、同 若松工場、同 黒部工場

海外
JX Nippon Mining & Metals Philippines, Inc.、日鉱金属（蘇州）
有限公司

項目 環境目標 2016 年度 2017年度 2018 年度 2019 年度

エネルギー・CO2

4 ヵ年の国内 CO2

累計許容排出量 407
万t 未満※1

85.3万t
（○：達成）

85.8万t
（累計171万t ）
（○：達成）

90.0万t
（累計261万t ）
（○：達成）

88.8万t
(累計350万t)

（○：達成）

廃棄物
無用途廃棄物比率※2

0.7% 未満
0.5%

（○：達成）
0.4%

（○：達成）
0.4%

（○：達成）
0.５%

（○：達成）

環境保全管理

環境ISO改正への対応
（2018 年 度まで）と遵
法状況の点検および環
境監査の計画的実施

法令総点検を9事業所、
環境安全監査を11ヵ所
で実施 

（○：達成）

環境ISO改正への対応
10 事業所、法令総点検
を12事業所、環境安全
監査を12 ヵ所で実施

（〇：達成）

環境ISO改正への対応
6 事業 所、法令総点検
を17 事業所、環境安全
監査を11ヵ所で実施

（〇：達成）

法令総点検を12事業所、
環境安全監査を12 ヵ所
で実施

（〇：達成）

第四次中期計画（2016 〜 2019年度）における実績

3. 海外事業における環境保全

（1）	海外事業における環境配慮
事業展開先関係者への環境配慮の周知徹底および各種環境規制等
の遵守により、環境保全に的確に対応します。

（2）	輸出入に際しての環境配慮
バーゼル条約の遵守はもとより、輸出先もしくは輸入元での環境保
全上の問題を生じさせることのないように努めます。

4. 緊急時対応

（1）	事故発生時の対応マニュアルの整備および訓練
全社・事業本部・事業所等ごとに連絡通報体制等を整備します。ま
た、事故に伴う環境への影響を最小に抑える観点から緊急時対応マ
ニュアルの見直し・整備を行うとともに、定期的に緊急時を想定した
訓練を行います。

（2）	環境保全上の問題発生時の対応
事業活動上の事故・製品の不具合等による環境保全上の問題が発
生した際は、緊急時対応マニュアル等に従い、環境への影響を最小
にするよう努めます。

2

2

2

2

2

　当社グループでは、「環境基本方針」に基づいて定めた「環

境保全行動計画」の確実な実施のため、ISO14001に則った

環境マネジメントシステムを構築しています。社長をトップに

経営層から各事業所・関係会社の従業員まで一体となって、

環境保全の推進と環境リスクの回避を実現するため、各委員

会の開催や部会の開催など多層的な管理体制を構築してい

ます。なお、2019 年度の環境事故の発生はありませんでした。

※1  国内対象事業所の毎年の許容排出量を、1990 年度比で前回第三次中期目標

の2015 年度 13.1% 減から2030 年度の18% 減まで毎年段階的に削減させる

前提で、4 年間の目標値を設定しています。なお、燃料の排出係数は、「地球温

暖化対策の推進に関する法律」に基づく数値を用いています。また、電気の排

出係数は、各事業所の自助努力が分かるように、0.417t-CO2/MWh（電気事

業連合会の環境行動計画に記載の1990 年度の実績値）を使用しています。

※2 無用途廃棄物比率＝（単純焼却量＋最終処分量）/ 廃棄物等総発生量。
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北海道余市郡
（旧大江鉱山）

北海道札幌市
（旧豊羽鉱山）

福島県郡山市
（旧高玉鉱山）
茨城県日立市

（日立事業所近隣）

北海道函館市
（旧亀田鉱山）

山形県南陽市
（旧吉野鉱山近隣）

Materiality ／地球環境保全への貢献

　当社グループは、脱炭素社会・循環型社会の形成を目指し

て推進していくことを環境基本方針において定め、中期計画

などで環境目標の管理を明確にした上で、環境負荷の低減

に努めています。

　リチウムイオン電池には、ニッケル、コバルト、リチウムなど

の「レアメタル」と呼ばれる金属が使われています。近年、普及

が進んでいる電気自動車の多くにはリチウムイオン電池が使

用されていますが、一方で使用済みとなった車載用電池の大

量発生が見込まれており、資源の有効活用、資源の安定確保

両面から使用済みリチウムイオン電池からのレアメタル回収

は重要な社会課題となっています。

　当社では2010 年から敦賀工場においてリチウムイオン電

池のリサイクル実証化試験を開始しており、廃正極材だけで

なく廃リチウムイオン電池そのものからでもレアメタルを回

収できる技術を有しています。2020 年2月には次のステップ

として、車載用リチウムイオン電池から回収したレアメタルを

再び車載用電池の原料として使用する「クローズドループ・リ

サイクル」の技術開発を進めるべく、ベンチスケール設備（連

続型小型試験装置）を日立事業所内に設置し、稼働を開始し

ました。

　この設備では、自動車メーカーや電池メーカー各社から提

供いただいた原料をもとにリサイクル品サンプルを生産し、

適切なコストでの処理が可能な量産プロセスを確立すること

　当社グループでは、柿の沢発電所で水力発電、下田温泉バ

イナリー発電所では温泉熱を利用したバイナリー発電を行

い、特定規模電気事業者に販売しています。また、JX 金属プ

レシジョンテクノロジー（株）掛川工場では、太陽光発電を稼

働しています。

　当社グループは1905 年の創業以来、全国各地で鉱山を操

業し、非鉄金属などの安定供給と日本の経済発展に貢献して

きました。しかし、そのほとんどが鉱量枯渇に伴って操業を停

止しており※、現在では休廃止鉱山として坑廃水処理などを

行い、自然環境の維持・回復を図っています。

　当社が所管する39 ヵ所の休廃止鉱山のうち12 ヵ所につ

いては、鉱山保安法に基づき、坑廃水処理を継続する義務が

課せられており、JX 金属エコマネジメント（株）がこれらの管

理を担っています。主な業務は、坑内および堆積場などから

出る重金属を含む強酸性の坑廃水を無害な水質にする処理

と、堆積場や坑道などの維持・保全です。坑廃水は、雨水な

どが鉱山に残る鉱石や堆積場の捨石・鉱さいなどに接触す

ることによって絶え間なく発生するため、1日たりとも休むこ

となく処理を行う必要があります。こうした休廃止鉱山の管

理により、自然環境の保全に努めています。

※現在、日本国内で稼行しているのは春日鉱山（鹿児島県）のみ

　当社グループでは、資機材の購入にあたり、環境負荷など

社会的影響の低減を目的として、「グリーン調達方針」を定

め、これに基づき、具体的なサプライヤーの選定条件を定め

た「グリーン調達ガイドライン」を策定しています。2019 年度

からは本趣旨を含めて、さらに発展させた形で「CSR 調達ア

ンケート」を開始しました。

　当社グループの高濃度 PCB 機器については、中間貯蔵・環

境安全事業（株）における処理を進め、処理が遅れている東

京都を除く事業所で2020 年度には処理が終了します。低濃

度 PCB 機器についても、当社グループの苫小牧ケミカル（株）

など民間の処理会社を利用した処理を計画的に進めていま

す。当社グループでは、処分期限 2年前の2024 年度までにす

べてのPCB 機器の処理を完了させる予定です。

　当社グループでは、国内の休廃止鉱山の跡地を中心に、各

地で地域と協力しながら森林整備活動を進め、生物多様性

の維持・向上に努めています。海外でも主にカセロネス銅鉱

山（チリ）において原生植物の植林などを行い、生物多様性の

保全に努めています。

脱炭素社会・循環型社会の形成に
向けた取り組み体系

再生可能エネルギーの利活用 休廃止鉱山の管理

グリーン調達の推進

PCB含有機器などの無害化処理

生物多様性の維持

車載用リチウムイオン電池の
「クローズドループ・リサイクル」実現に
向けて

グリーン調達方針
グリーン調達の取り組みを通じて、「循環型社会形成」「地球温暖
化防止」「3Rの促進」に寄与する。購入する全ての資機材を対象と
し、機能、価格、納期が同等である場合には、環境負荷低減の程度
を「必須条件」「実施要望条件」に基づいて評価し、優位にあるもの
を購入する。

総発電量 売電発電量

水力発電（柿の沢発電所） 23,340 23,293

太陽光発電（掛川工場） 648 642

バイナリー発電（下田温泉） 277 235

環境マネジメントシステム
（環境安全監査、環境教育、安全・環境委員会によるレビューなどを実施）

第五次中期計画（2020～ 2022年度）
①温室効果ガス排出量（2018年度比）
　傾き年１％削減
②埋立処分比率 1.0%未満の維持
③環境 ISO更新維持と遵法状況の
　点検および環境監査の計画的な実施

温室効果ガス排出量（2018年度比）
2040年度…50％削減
2050年度…ネットゼロの達成

P37をご覧ください

P39をご覧ください

環境
基本方針

環境保全行動計画

長期目標

中期計画

を目的としています。液、粉、地金など、さまざまな形態の作り

込みができる自由度の高い設計となっている点が特徴で、金

属の種類ごとに分離し、電池グレードの品質で回収すること

が可能です。

　車載用リチウムイオン電池のリサイクルを本格的に根付か

せていくためには、回収や解体も含めた社会的なスキームが

不可欠です。当社は、本

リサイクル技術を確立さ

せることにより、このス

キームの構築に積極的

に参画していきます。

ベンチスケール設備

豊羽鉱山（北海道）の本山坑廃水処理場の様子

温泉熱を利用したバイナリー発電装置（下田温泉）

炭酸リチウム（塩） 硫酸コバルト（塩） 硫酸ニッケル（塩）

硫酸ニッケル（液） 硫酸コバルト（液）

2019年度の実績

国内の活動拠点
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