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当社グループでは、日立鉱山での創業時から地域との共存共栄の精神を大切にしながら事業を行ってきました。
今も変わらぬこの精神に基づき、企業行動規範の中で社会との共存共栄を図ることを掲げています。
また、年度ごとに活動方針を定め日々の活動に取り組んでいます。
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2019年度主な取り組み

Materiality

環境保全活動 工場見学 地域振興 スポーツ振興 地域社会への寄付

2020年度KPI

〇 地域コミュニティとの対話の継続

JX金属グループ企業行動規範（抜粋）
7.	社会との共存共栄
社会貢献活動を積極的に推進し、「良き企業市民」として社会との共
存共栄を図ります。

社会貢献活動方針（2019年度）
2019 年度の社会貢献活動方針を「地域コミュニティとのリレーショ
ンのさらなる強化」と定め、国内外の各事業拠点で地域に根差した
活動を行いました。活動内容は、CSR 推進会議の下部組織である社
会貢献委員会（半期に1回）において、計画の策定・活動状況の評価
などを行っています。

■地域コミュニティに対する考え方

地域コミュニティとの共存共栄
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Materiality ／地域コミュニティとの共存共栄

国内外の各事業拠点において地域に根差した社会貢献活動

や地域とのコミュニケーションを行うことにより、地域社会と

の信頼関係構築に努めています。 　パンパシフィック・カッパー佐賀関製錬所（現 JX 金属製錬

（株）製錬所）では、2016 年の創業100周年を機に、作文・絵

画コンクールを創設し、3 年ごとに実施しています。2回目と

なる今回は、大分市佐賀関地区の小中学生を対象に作文・絵

画を募集し、約300 の応募作品の中から「Ｘ（みらい）大賞」

「JX 金属社長賞」「PPC 社長賞」の受賞作品を決定しました。

　2019 年12月19日には、大分市佐賀関公民館において表

彰式が開催され、佐藤樹一郎大分市長をはじめ多くの地元関

係者の皆様に参加いただきました。当日の模様は地元メディ

アにも取り上げられ、地域の一大イベントにもなっています。

今後もこの取り組みを通じ、地域の青少年の健やかな成長に

貢献していきます。

　2019 年10月8日、佐賀県武雄市立武雄中学校で出前授

業を行いました。本授業は武雄中学校からの要請を受け、非

鉄金属産業の重要性と現状を父兄の方々を含めて理解いた

だき、将来の人材確保につなげる目的で実施したものです。

　当日は東京以外では初となる講演形式の授業で、当社の大

井特別理事のほか、東京大学の岡部徹教授、早稲田大学の

所千晴教授にも登壇いただきました。講演後は理科好きの

16 名を対象に、不純物の混ざった溶液から溶媒抽出と置換

により銅を回収する実験を実施しました。生徒代表からは「今

日の話を将来につなげるようにしていきたい」との言葉があ

り、学校関係者からも取り組みの継続を要望する声をいただ

きました。

　 カ セ ロ ネス 銅 鉱 山 を 運 営 するSCM Minera Lumina 

Copper Chileは、地域貢献活動の一環として近隣の地域住

民を対象とする職能訓練プログラムを行っています。訓練内

容は食品加工、はんだ付け、洋服の仕立てなど多岐に渡り、

2019 年度は約300 名が参加しました。同社は2020 年度も

同プログラムを実施し、今後も地域住民の雇用促進に資する

活動を継続する予定です。

　当社グループの主要事業所では、毎年夏季に従業員の家

族をはじめ近隣住民の方々をお招きして納涼祭を開催して

います。模擬店や抽選大会、地元の子どもたちによるお囃子

やダンスなど、盛りだくさんの内容となっています。一部では

伝統芸能の披露や花火大会も実施し、夏の風物詩として地

域の方々にもお楽しみいただいています。
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、2020 年度は中止となりました。

2019年度の社会貢献活動実績 「X（みらい）作文・こどもX（みらい）
絵画コンクール」表彰式を開催

武雄市立武雄中学校で出前授業

カセロネス近隣住民への
職能訓練等の支援プログラム

納涼祭を開催

表彰式の様子 真剣な表情で実験に取り組む生徒たち

日立事業所 山神祭 プログラムに参加された地域住民の方々

活動名 実施拠点 実施時期 内容

環境保全活動

工場周辺の清掃活動 グループ各拠点 通年 工場周辺道路の清掃活動を実施

相模川清掃活動 倉見工場 2019年5月
計100名が相模川流域（神奈川県）の清掃活動
を実施

宮田川清掃活動 日立事業所 2019年6月
計131名が宮田川流域（茨城県）の清掃活動を
実施

富山湾清掃活動
JX金属三日市リサイクル（株）、
東邦チタニウム（株）黒部工場

2019年8月
計10名が石田浜海岸（富山湾）の清掃活動を実
施

「童話の森」活動に参加 JX金属製錬（株）佐賀関製錬所 2019年10月
「第30回ENEOS童話の森」森林保全活動に参

加し、鹿侵入防止ネットの設置等を実施

マングローブ植樹活動 TANIOBIS Co., Ltd. 2019年6月
計62名がマングローブの植林やビーチの清掃
活動を実施

植樹ボランティア活動に参加
JX Nippon Mining & Metals 
Philippines, Inc.

2019年12月
計15名が現地の企業・ボーイスカウトと連携し
た植樹活動に参加

工場見学　
工場見学会 グループ各拠点 通年

近隣の小中高生らによる工場見学を受け入れ、
工場の設備や仕事内容について説明を実施

地域振興

くろべフェア2019に参加 JX金属三日市リサイクル（株） 2019年9月
黒部市主催の地域産業イベントにて事業紹介や
ゲームを実施

佐賀関ふるさとまつりに参加 JX金属製錬（株）佐賀関製錬所 2019年10月
佐賀関地域の魅力をアピールするイベントにて
事業紹介や子ども向けものづくり体験を実施

起業支援コンクール開催
SCM Minera Lumina 
Copper Chile

2019年7月
周辺地域の起業支援のためのコンクールを開催
し、計67件につき起業支援を実施

スポーツ振興

トーホー・サザンカップ開催 東邦チタニウム（株） 2020年1月
サッカーを通じた青少年育成活動として、サッ
カー大会を主催

ダンスイベントへの協賛
SCM Minera Lumina 
Copper Chile

2020年3月 周辺自治体が主催するダンスイベントへ協賛

地域社会への寄付

義援金の寄付
JXTGグループ（現ENEOSグ
ループ）

2019年10月
令 和 元 年 台 風10号 の 被 災 者 支 援 の た め
2,000万円の義援金を寄付

「童話の花束」の寄贈
JXTGグループ（現ENEOSグ
ループ）

2019年11月
JX金属グループ各社および各拠点において周
辺の自治体・学校に対して同書籍を寄贈

ペットボトルキャップ等の寄付 JX金属商事 通年
収集したペットボトルキャップ、使用済み切手の
寄付を実施

募金活動の実施
JX Nippon Mining & Metals 
Philippines, Inc.

2019年12月
フィリピンの恵まれない子どもたちを支援するた
めの募金活動に参加

JX金属（株）、JX金属製錬（株）佐賀関製錬所

JX金属（株）

SCM	Minera	Lumina	Copper	Chile

日立事業所、倉見工場、磯原工場、
JX金属製錬（株）佐賀関製錬所、東邦チタニウム（株）
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Materiality ／地域コミュニティとの共存共栄

　当社は、新型コロナウイルス感染症に関する支援として、

「知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣

言」の趣旨に賛同し、参画しました。

　本宣言は、新型コロナウイルス感染症のまん延終結を目的と

した行為に対し、権利者が保有する特許権・実用新案権・意

匠権・著作権の権利行使を行わないことを宣言するものです。

　 カ セ ロ ネ ス 銅 鉱 山 の 運 営 会 社 で あ るSCM Minera 

Lumina Copper Chile（チリ）は、2020 年４月23日に、現

地のアタカマ保健局に対して新型コロナウイルスの簡易検査

キット200 個を、４月29日には現地のアタカマ大学医学部

に、新型コロナウイルスPCR 検査のためのサンプル採取装置

２台を寄贈しました。

　これらの寄贈に対し、アタカマ州知事 Patricio Urquieta

氏より感謝の意が寄せられたほか、保健局からは「アタカマ

で今後新型コロナウイルスに立ち向かっていく上で役立つ」

などのコメントをいただきました。また、カセロネス近隣地域

にもマスク、手袋、簡易防護服などの衛生用品や検温カメラ

を寄贈しました。

　2020 年3月27日、無錫日鉱富士精密加工有限公司（中国）

は無錫市恵山区商務局よりマスク4,500 枚を受納しました。

今回の寄付は、中国における新型コロナウイルス感染拡大時

に日本からマスクなど多くの支援があったことや、日本での

マスク不足が中国でも大きく報道されたことを受け、外資系

企業の支援を目的に行われたとのことです。商務局長からは

「この難局を共に協力し合い乗り越えましょう！」という力強

い言葉をいただきました。受納したマスクは無錫日鉱富士を

通し、JX 金属本社へ送られました。

　5月22日には当社の代表取締役社長・村山誠一から無錫

市恵山区商務局長へマスク支援の感謝状を贈呈。無錫日鉱

富士精密加工有限公司（中国）石川総経理より、今回のマスク

支援について当社を代表して謝辞を伝えました。

「知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言」への参画（国内）
JX金属（株）

地域社会へ新型コロナウイルス対策設備などを寄贈（チリ）
SCM	Minera	Lumina	Copper	Chile

無錫市恵山区商務局よりマスク4,500枚を受納（中国）
無錫日鉱富士精密加工有限公司

左から2 番目：アタカマ保健局長 Claudio Baeza 氏、

中央：アタカマ州知事 Patricio Urquieta 氏

左から恵山区商務局の薛副局長、虞局長、無錫日鉱富士の石川総経理、王管理部長

アタカマ保健局へ寄贈した簡易検査キットを前に。

中央：アタカマ保健局長 Claudio Baeza 氏

左から恵山区商務局の花局長、無錫日鉱富士の石川総経理

サンプル採取装置

新型コロナウイルス対策関連活動
新型コロナウイルス感染症を世界で取り組むべき問題と捉え、当社グループではさまざまな活動を実施しています。

Column

「知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言」

https://www.gckyoto.com/covid19

Web

　当社は、地域社会の一員として、新型コロナウイルス感染

症対策や今後の地域活性化などのために、当社の主要製造

拠点が所在する茨城県北茨城市、茨城県日立市、神奈川県高

座郡寒川町および大分県大分市の各自治体に対し、３千万

円ずつ、合計1億２千万円を5月27日に寄付しました。

新型コロナウイルス感染症に関する
自治体への寄付（国内）
JX金属（株）

その他国内における支援活動
● チリ大使館にマスク1,500 枚提供

● 日鉱記念病院にマスク1,000 枚提供

●  寒川病院・佐賀関病院・北茨城市民病院にマスク各
2,500 枚提供




