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コニカミノルタに対するご意見、ご感想をお寄せいただきました。
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ジクロロメタンを大量に使用している事業所で、

域の雇用創出に寄与した点や、労働組合が早期に

しています。そうした観点から、日本企業の環境
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設立されたことなどです。ただし、ここが御社の

対応には非常に注目していました。

と思います。この実績で地域住民の方との信頼は

アピール力が物足りない点なのですが、工場の早

そのような折、コニカミノルタさんが自社の環境

大きく深まったと考えられますが、次の段階のコ

期立ち上げの話よりも、現地の従業員や労働組合

活動を地域の人々に理解していただく独自の方法

ミュニケーションをどう発展させていくのか、化

をメインにされたほうが、御社の CSR 的意味づけ
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学物質の対話でエクスプローラーとなり得た「志」

がはっきりするのではないでしょうか。
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御社は今後、グローバルに CSR 活動を展開してい

ティブな情報も社風どおり誠実に開示するという

り、私は第 3 回にも参加しています。

かれるとのことですが、これまで培ってきた地域

情報発信を心がけると、御社のファンづくりにもっ
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企業はどういう責任を持つか」を具体化するのが
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グラフィの開発や、さらに高濃度フィルムの開発

に、当時販売されていたフィルムの性能を大幅に
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上回る濃度を実現したデジタル複写法を提案して
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れている企業ですから、今後も人々の命を助けよ

も、ミノルタさんも担当していた私の印象は偶然

と掲げていらっしゃいますが、御社のどこを見て

うとする私たち医療関係者が｢いま、何を見ている

にも、両社に対してまったく同じものでした。そ

ほしいのか、もっと「強く」CSR レポートの中で

か｣｢次に何を見たいか｣を理解し、これを援助して
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さらに、御社の女性社員の方に向けて、マンモグ

とえば、技術的に良い製品を持っているわけですか

での生産拠点の立ち上げを取り上げたことは、

にとどまっています。社会習慣や女性自身の検診

ラフィの検診について啓蒙活動を行い、もっと積

ら、「ここがこんなに優れている」ということを、

グローバル戦略の好事例と評価できます。この話

の必要性に対する認識の低さなどいろいろな理由

極的に受診する環境づくりを進めていただければ

もっと強烈にアピールすべきではないでしょうか。

の中で印象的だったのは、後段にある「人」を重
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と思います。そうした環境や意識が広がれば、日
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