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環境を考える経済人の会 21 2004 年度第６回明治大学寄付講座 
「地球環境時代の企業市民」 
－イオンの社会貢献活動－ 
岡田卓也氏（財団法人イオン環境財団理事長） 2004.10.27 
 
 
塚本一郎 それでは B-LIFE21 寄付講座経営学部特別講義の授業を開始したいと思い

ます。今日は第６回目ということで、イオン株式会社名誉会長相談役、財団法人イオン

環境財団の岡田卓也理事長にご講演をお願いしております。テーマは「イオンの社会貢

献活動」ということで、後ほどビデオを上映しますが、イオン環境財団の社会貢献活動

を中心にお話していただく予定です。 
 岡田名誉会長につきましては、改めてご紹介するまでもないと思いますが、岡田屋、

ジャスコなどの社長、会長を歴任されました。学生時代から社長をされていましたので、

50 年以上岡田屋、ジャスコで社長、会長を務められました。その後、2001 年からイオ

ンに社名を変更した後、名誉会長になられました。それ以外としましても、東京商工会

議所の副会頭や、日本小売業界の会長などの要職も歴任されています。今日のお話に関

連しますが、1991 年には財団法人イオングループ環境財団（当時）を設立されました。

その設立の際にも、ご自身の財産をかなり拠出されて、環境活動のためにご尽力されま

した。現在は同財団の理事長を務めていらっしゃいます。イオンは社会貢献活動、環境

問題、そして文化支援に非常に熱心に取り組んでいらっしゃるわけですが、そういった

ことについて今日はご講演をいただくことになります。 
 最初にビデオを上映することになっていますので、ビデオの上映の後に岡田名誉会長

にお話をしていただくことになります。 
 
 
創業時からの家訓「大黒柱に車を付けよ」「下げにもうけよ、上げでもうけるな」 
【ビデオ上映】 

 

絶えざる躍進を繰り返してきたジャスコ。一方で、変わることなく「お客様第一」を

掲げ、常にお客様と共に歩み続けてきたジャスコ。ジャスコ 30 年の歩み。それは 21 世

紀に向けた新生イオングループの革新への挑戦でもある。 

 ジャスコの前身の一つ、岡田屋。その創業は 1758 年にさかのぼる。岡田屋には古く

からユニークな家訓が伝えられてきた。「大黒柱に車を付けよ。」お客様の変化に合わせ

て店舗を移せ。ひいては、既成概念に捉われることなく環境変化に対応せよということ

を物語っている。 

 1920 年、株式市場が急落。綿糸、生糸などの相場が未曾有の大暴落に見舞われた。
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岡田屋は手持ちの商品を見切って売り出し、さらに値下がりを続ける商品を仕入れては

破格の値段で売り出し、大成功を収めた。これは岡田屋に伝わる「下げにもうけよ、上

げでもうけるな」というもう一つの家訓に従った行動であった。情報を素早くキャッチ

し、お客様にお値打ちな値段で商品を提供し、喜んでいただく。この家訓も、またジャ

スコの円高値下げ制、新価格体系、トップバリュ、ベストプライスに代表される商品戦

略、価格戦略へと受け継がれている。 

 長く辛い時代を経て、1945 年、日本は終戦を迎える。岡田屋は空襲によって全てを

焼失。唯一残ったのは「のれん」である。1946 年、事業を再興した時、従業員はわず

か５名、40 坪のバラック店舗であった。戦後初の売り出しに際し、岡田屋はチラシを

配布した。戦中、久しく絶えていたチラシに、人々は平和の喜びを噛みしめ、店頭には

チラシを握り締め涙するお客様もいた。岡田卓也はこの光景を目の当たりにし、小売業

は平和産業であるという哲学を実感した。 

ジャスコ誕生のもう一つの原動力となったフタギの歴史は、二木一一（ふたぎかずい

ち）が 1937 年に姫路市で始めた 13 坪の「フタギ洋品店」に始まる。二木一一は空襲に

よる店舗の焼失などの苦難を経て、終戦後のもののない時代に正しい商売を実践するこ

との喜びから、「商売繁盛の要素は正しさにある」という精神にたどり着き、やがて二

人の経営者は運命の糸に導かれるように深く共鳴し合うのである。 

ジャスコ誕生のきっかけ。それは一枚の紙切れであった。1967 年、あるセミナーの

席で、二木社長に隣りに座った岡田社長から手渡された紙切れ。そこには「合併」の二

文字が記されていた。高度経済成長時代を迎えた日本にあって、岡田屋とフタギはナシ

ョナルチェーンへの飛躍を誓い、合併による経営基盤の強化を図った。さらに、大阪で

シロを興した実業家・井上次郎もこの考えに共鳴。かくして、わが国を揺るがす流通革

命に心血を注ぐ経営者たちの手によってジャスコは誕生した。 

合併にあたっては、「心と心の合併」をモットーにした。組織形態や風土の異なる企

業同士が一体となるには、人間同士の心の結びつきが最も大切だからである。ジャスコ

は連邦制経営の理念の下、その考えに共鳴する多くの同志を募り、地域の有力企業との

合併を重ね、ナショナルチェーンへと発展を続けていった。ローカル色豊かな企業の合

併がこの連邦制経営の考えを生んだのである。 

ジャスコは、モータリゼーション社会の到来を早くから予見し、郊外型ショッピング

センターの開発、出店に着手した。1969 年３月、ジャスコは三菱商事と共同出資でダ

イヤモンドシティを設立する。それは来るべき本格的ショッピングセンター時代を見据

えた、わが国初のディベロッパー専用会社の誕生であった。当時、日本最大級を誇った

名西ショッピングセンター。1972 年、国内で初めての百貨店とＧＭＳの二核で構成さ

れた奈良ファミリー。時代を先取りするジャスコのショッピングセンター開発は、現在

も他の追随を許さない。 

産業構造の変化や、国際化の進展、オイルショック、そして大店法の施行など、わが
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国の流通業界を取り巻く状況に大きな変革の波が押し寄せた 1974 年。ジャスコは東証、

大証、名証第二部に同時上場を果たした。そして、その２年後には一部へ指定換え、さ

らに同年、ヨーロッパ株式市場への上場も果たした。こうして経営基盤を確固たるもの

にしていったジャスコは、ライフスタイルの多様化にいち早く対応し、国境や業態を越

えた国際連邦制、業種・業態別連邦制へと発展していく。1984 年にはジャスコ誕生 15

周年を期に、会長・岡田卓也、社長・二木英徳の新体制が革新に向けて発足した。1985

年のマレーシアを皮切りに、タイ、香港と東南アジアへの出店を開始したジャスコ海外

事業。そこには小売業のノウハウを現地に移転することで、流通の近代化と生活文化の

向上、そして平和で豊かな社会づくりに貢献したいという思いが込められていた。 

欧米有力企業とのパートナーシップの情勢も、この時代大きく前進を遂げた。1988

年には、アメリカの婦人服専門店チェーン、タルボット社がグループ入り。その後、同

社は日本企業の 100％子会社としては初めて、1993 年、ニューヨーク証券取引所への上

場を果たした。それはまさに、ジャスコの海外事業におけるエポック・メイキングな出

来事であった。 

 

税抜き前利益の１％を社会貢献活動に拠出 

創業 20 周年を迎えるジャスコグループは、イオングループへと名称を改め、革新に

向け新たなスタートを切った。「イオン」とは、ラテン語で「永遠」を意味する言葉。

グループはお客様への限りない貢献を原点にして、平和産業、人間産業、地域産業であ

り続けることを企業理念に定めた。そして、国際的企業グループへの飛躍を長期スロー

ガンに掲げた。 

われわれと違った業種や業界の企業でも、志を同じくし、共鳴してくれるところにい

つも門戸を開放する。こうした緩やかな連帯の下で、イオングループは国内外のパート

ナーとの連携のもと、ネットワーク型組織への転換を推進した。1990 年、イギリスの

ザ・ボディショップ社と日本国内でのフランチャイズ契約を締結し国内展開をスタート。

アメリカ最大のスポーツ大型専門店チェーン、ザ・スポーツオーソリティ社などとの業

務提携により次々と魅力溢れる専門店をオープン。有力ドラッグストア企業 11 社など

と、日本における初の本格的ドラッグストア・ナショナルチェーンを目指す「イオン・

ウエルシア・ストアーズ」の設立。さらに、自主、自立経営の下、子会社の株式公開を

積極的に進めてきた。イオングループはショッピングセンター戦略を事業戦略の中核に

据え、生活者のニーズに対応した魅力溢れるショッピングセンターづくりを強力に推進

してきた。 

 創立以来、社会貢献活動を推進してきたジャスコは、イオングループ誕生と同時に、

グループの税抜き前利益の１％を社会貢献活動に拠出する「イオングループ１％クラ

ブ」を発足させた。さらに、1991 年にはイオングループ環境財団を設立。両社は、「小

さな大使国際交流事業」、「子供エコ絵画交流展」を開催。助成先の公募。国際会議への
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支援。万里の長城、森の再生プロジェクトなど、多様な社会貢献活動、環境保全活動を

展開している。イオングループでは、支援募金活動、リサイクル活動など、小売業の産

業特性を生かし、店舗を通じてお客様と共にさまざまな活動に取り組んでいる。新たに

オープンするショッピングセンターの敷地内に、地域のお客様と共に植樹を行う「イオ

ンふるさとの森づくり」では、累計植樹本数が 400 万本を突破した。 

 21 世紀を迎えた今日。時代は未曾有の規模とスピードで変化している。そうした中

で、ジャスコはグローバル化と IT 化の潮流を見据えながら、今また革新への第一歩を

踏み出している。1997 年には岡田元也が社長に就任。また、2000 年には岡田卓也が会

長職を勇退し、名誉会長相談役に就任すると共に、常盤敏時（ときわとしじ）を会長に

招聘し、21 世紀に向けて経営陣を刷新の下、新たなスタートを切った。かつてない大

競争時代に突入する中、グローバル競争に打ち勝つべく、ジャスコの打ち出した選択と

集中に基づく新たな戦略。経営のあらゆる面でグローバル水準を達成すると同時に、一

番に地域密着。すなわち、ゲストローカルの実現するグローカル企業を目指すジャスコ。 

創業から 30 年を経た 21 世紀最初の年、2001 年。ジャスコ株式会社はイオン株式会

社へ社名を変更する。事業持ち株会社体制のグループ本社機能を確立し、グループ一体

となった経営を推進する新生イオングループ。ＧＭＳ事業、スーパーマーケット事業、

ドラッグ事業、金融サービス事業をコア事業に据え、多様な業態がベストプラクティス

を追及し、それを相互に水平展開する一方、それぞれが企業や部門の壁を取り払い、ス

ケールメリット、グループシナジーを追求することがイオングループのビジネスモデル

である。 

 グローバル競争に打ち勝つ企業競争力を構築し、21 世紀初頭にグローバル１０入り

を目指し、イオングループの新たな歴史が今まさにスタートを切った。イオングループ

の革新への挑戦が未来永劫に終わることはない。そして、その原動力こそ、イオンピー

プル一人ひとりの力に他ならない。 

 
 
塚本 それではあらためまして、イオン株式会社名誉会長の岡田卓也氏にご講演をお願

いしたいと思います。よろしくお願いします。 
 
 
小売業は平和産業 
岡田卓也 ただ今ご紹介を頂きましたイオン環境財団の岡田です。先ほど私どものビデ

オをご覧いただいたのですが、これは 30 周年の記念ビデオで、それからはや４年の月

日が経ちました。学生の皆さんが非常に多いので、最初に申し上げたいのは、「若い時

に、どうやって自分の人生を過ごすのか。どう志を立てるのか。自分の人生をどのよう

に生きるのか」ということ考えるということが、最も大切なことではないかということ
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です。すでに、最近欧米諸国の若い人たちに会うと、「大学に入れば、自分の人生は何

に使うのだ」ということをはっきりとおっしゃる方がいます。どうも最近見ていると、

そのような傾向が薄れたのではないかと思います。 
ビデオでご覧いただいたとおり、私は早稲田大学の学生時代に、株式会社岡田屋の社

長に就任しました。従業員は５名でした。ご承知のような焼け跡の中で店舗をつくって

小売業を始めました。しかし、もちろん全てのものが焼けてしまいましたけれども、私

に残された財産は岡田屋というのれんでした。これは別の言葉で言うと「信頼」です。

これだけが焼け野原の中で残ったのですが、初めて「焦土に開く」というチラシをまい

て売り出しをしました。戦争が終わってすでに半年以上の月日が経っていたのですが、

お客様は小売店がチラシをまくということに、初めて戦争が終わったのだということを

痛切に感じられたのです。私どもがそのチラシを新聞販売店に持っていき、「折り込み

賃はいくらですか」と聞いても、折り込み賃がわからなかった時代です。戦争の長い間

は統制経済で、小売業というものはなくなってしまっていました。全ての物資は配給制

度です。 
お客様の中にはそのチラシを見て、「やっと平和が来た」と言って涙を流された方が

いらっしゃいました。私はそれを見て、自分の人生というのは小売業に捧げるべきだと

思いました。小売業というのは平和産業であるということをその時に思いました。それ

以来、幾多の変遷がありました。小売業というのは戦前の融資順序で言うと、甲乙丙の

丙でした。そのために戦後もそれが残っていて、ビデオでもありましたが、三菱商事と

将来を見越して、私どもがショッピングセンター・ディベロッパー会社をつくったので

すが、途端に金融引締めがあり、全く資金が回らなくなりました。日本で、そのころ資

金が余っているのはどこかと考えたら、やはり米どころの新潟農協ではないかというこ

とで、日本中の農協を駆け巡って資金を集めた、そのような時代もありました。しかし

それと同時に、そのようなかたちで小売業というものが、日本で昔から言われていたよ

うな士農工商の商に、私は自分の人生を掲げて挑戦をし続けてきました。 
やっと小売業が事業として認められるようになってきました。私は、まだ産業として

は本格的にわが国では認められていないと思います。しかし、欧米先進国においては、

小売業は巨大な産業です。ご承知のように、今世界最大の小売業は西友ストアに資本出

資をしているアメリカのウォルマートですが、ウォルマートは現在売上 30 兆円です。

そして、それだけではなく 120 万人の雇用を創出している巨大な産業です。しかし、

アメリカにおいては、今から 70～80 年前から小売業は立派な産業でした。ようやく日

本も、これからが小売業が産業として認められる時代に入ってきたのではないかとさえ

思います。 
イオングループも、「グローバル 10 を目指して」というように、イオンと社名を変更

して、本年度は連結ベースでは４兆円の規模に成長しましたが、まだまだ世界の流通業

の大手と比較すると、最低 10 兆円の規模にならなければなかなか対抗が出来ないとい
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うのが、日本の流通業の現状です。 
 
目に見えない企業の価値、「のれん」こそ一番の財産 
冒頭にこのようなことを申し上げました。続いて、今日の本題である環境問題につい

て、しばらくお話したいと思います。私は、先ほど全てのものがなくなってしまっても、

そこに残ったのはのれんであると申し上げました。先ほどのビデオにありましたように、

私どもはアメリカのタルボット社をバブルの最中に買収しました。当時、日本の企業が

アメリカやオーストラリアなどで有り余った資金で買ったのは、立派なビルであったり、

ゴルフ場であったりと、いろいろなものを買いあさりました。そして、それは日本のバ

ブルの崩壊につながりました。 
私はその頃、度々アメリカに行きました。私が買収したのがタルボットという企業で

すが、130 店のアパレルのチェーンです。その頃タルボットの価格がいくらくらいかと

いうと、向こうのコンサルタントや公認会計士等が換算すると、日本円で約 400 億円

でした。では、その 400 億円の中身は何かということで、いろいろ考えたり、あるい

は向こうへ聞いてみました。例えば日本人の感覚で言うと「では、お店が 130 店ある。

その不動産は何があるのか」ということになるのですが、全てがアメリカのショッピン

グセンターの中において 100 坪あまりの店舗ですので、そこには日本のように敷金や

保証金といったものはありません。什器と商品しかありません。ではもっと他に土地は

ないのか。本社はどうかというと、ボストン郊外のかつて物流センターであったという

ようなところで、敷地は１万坪程度ありますが、アメリカの物流センターのあった跡と

いうのは金額にすればわずかなものです。物流センターにおいてもしかりです。 
では、一体何があるのかというと、タルボット社は約３割がカタログ販売をやってい

るので、カタログ販売のノウハウがある。カタログ販売の顧客名簿があるということで

す。もっと何があるのかと聞くと、「グッドウィルだ」ということでした。一体、「グッ

ドウィル」とは何か。私は日本でいうのれんではないかと思いました。私が焼け野原の

中で引き継いだ唯一の財産ののれんがこれだと思いました。そこで私が教えられたのは、

そのような目に見えない企業の価値というものがいかに大事なものであり、そしてそれ

は震災にあっても、戦争にあっても焼け残る。これが一番大きな資産ではないかという

ことを教えられました。 
おかげさまで、その後タルボットは６年後にニューヨークの証券取引所に上場して、

現在アメリカ、カナダ、英国、1,000 店のチェーンになっています。時価総額は約 3,000
億円になっているだろうと思います。そして、ニューヨークに上場した時に 30 何％の

株式を売却して 400 億円の投資は回収しました。私は度々、タルボットの買収等でア

メリカに行きました。タルボットの親会社はアメリカのミネアポリスというところにあ

るゼネラル・ミルズ社です。ゼネラル・ミルズ社というのは食品の総合メーカーです。

ミネアポリスはアメリカで社会貢献活動の非常に盛んな地域で、そこには３M である
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とか、あるいは今アメリカのウォルマートに次ぐディスカウントチェーンであるターゲ

ットの親会社等があるような地域です。 
そこで私はいろいろなことを教えられました。それぞれの企業が「５％クラブ」「３％

クラブ」というようなかたちで、税引き前利益を社会貢献活動に使っているということ

を、度々タルボットの交渉でアメリカに行った時に教えられました。それがいかに企業

に大事なものかということです。大事なものであると同時に、それは企業として当たり

前のことである。そのようなことを考える、そのようなことを行うことが、企業として

当然のことであるということを教えられました。 
先ほどのビデオにありましたように、私はイオングループのそれぞれの企業の税引き

前利益の１％で「イオングループ１％クラブ」をつくりました。同時に、それがきちん

と社会貢献活動をする上で確たるものをもう一つつくろうと考えました。その当時はイ

オングループ環境財団と称したのですが、ちょうどその頃ジャスコを設立して 20 周年

を迎える時代でした。企業の寿命は 30 年と昔からよく言われます。私どもの歴史を見

ても、昭和 20 年の終戦の時に復興してから、10 年、20 年と経ちました。日本の高度

経済成長に乗って株式会社岡田屋も成長してきましたが、企業の寿命が 30 年というこ

とを考えると、ここで何らかのかたちで脱皮をしなければ、このまま衰退期に入るので

はないかと思いました。私は、上がったものは必ず下がりますし、下がったものは必ず

上がると哲学を持っています。 
 
企業の寿命 30 年を期に転換してきた岡田屋、ジャスコ、イオン 
いよいよ 30 年に近づくと、岡田屋の成長も下り坂になるのではないかという心配が

起こりました。そこで、「いかにして岡田屋を捨てるか」ということを考えました。私

は岡田屋という企業の７代目で、200 年以上小売業を続けてきたわけですが、これをど

う捨てるか。それには合併という方法があると思いました。企業の歴史を考えてみると、

今はご存知のように日本の金融界でもいろいろなところで合併がいくつも行われてい

ます。あるいは、それは国際競争力の問題もありますし、いろいろな意味での合併が行

われていますが、企業の歴史というのはある意味では合併の歴史です。日本の鉄鋼にし

ても、いろいろな企業を見てみると、合併の歴史というものが確実にあります。 
そこで、私は合併という手段で岡田屋を捨てようと考え、日本中の当時の地方の雄と

いうような小売業を北海道から九州まで訪ね歩きました。合併しようと言っても、「合

併って何だ？」と言われて、なかなか合併してくれるところがなかったのですが、当時

私が声をかけた北海道から九州までの、当時の有力小売業は今ほとんどありません。こ

のビデオでご承知のように、姫路のフタギの先代、二木さんに声をかけて合併が成立し

ました。それがジャスコになったのですが、そのジャスコがまた 10 年、20 年と続きま

した。またここで私は不安になりました。どうやってジャスコを転換すればいいのかと

いうことを考えました。しかし、企業の規模が１兆円近くなってくると、なかなか転換
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が出来ません。しかしやはり、そこで捨ててこそ次の転換が出来る。私は 58 歳で社長

を辞めました。 
私が社長を辞めると少しは変わると思ったのですが、なかなか変わらない。それでそ

の時に、せめてグループ名だけはイオングループとしようと思いました。あと 10 年で

20 世紀が終わる。21 世紀が近づいていました。ジャスコも 30 周年が近づく。一体ど

うすべきか。そこで、つくづく 20 世紀というものがどのような時代であるかというこ

とを考えました。 
20 世紀は、東西問題が世界の最大の問題でした。アメリカと旧ソビエト連邦の関係。

そして、ドイツの東西の壁が破れました。いよいよ 20 世紀の最大の問題である東西問

題も解決に向かった。では、21 世紀は何が最大の問題であるか。私は、21 世紀は南北

問題だと当時考えました。では、南北問題の最大のキーワードは何であるか。これは環

境だと思いました。したがって、「１％クラブ」をつくると同時に、イオングループ環

境財団を設立しました。それは来年で 15 年になります。今から 17～18 年前の日本の

新聞、その他をご覧になると、「環境」という文字がどれだけ新聞紙上に出てきたか。

環境の問題が真剣に言われだしたのは、ブラジルでのリオ・サミット以降の問題です。 
そのような意味も含めて、私どもは環境財団と「１％クラブ」というもので、アメリ

カのタルボット社を買収した時にミネアポリスで学んだこと。例えば、ゼネラル・ミル

ズ社はその役員になる資格の中の一条件として、個人でどれだけ社会貢献をしているか

ということがあります。 
そのようなことを教えられながら、私も年をとってきました。そして 30 周年で、こ

こで 21 世紀に入る。私は、すっかりそこで仕事を辞めようという決心をして、ジャス

コ関連、あるいはその他の役員を全て退任しました。公職におきましても、東京商工会

議所の副会頭であるとか、日本小売業協会の会長とか、あるいは日本ショッピングセン

ター協会の会長などのいろいろな公職を全て辞任しました。ただ、一つ残したのがヤオ

ハンの代表取締役会長です。事業管財人に就任していたので、その再生が終わるまでと

いうことで、約１．５年間これだけを一つ残しました。再生が終わって、これも辞任し

ました。 
 
21 世紀は水と緑の時代 
「では、その後何をやるのだ。」これは人生の計画です。人間の寿命は限界がありま

す。しかし、どんどん日本人の平均寿命は伸びています。今男性の平均寿命は 78 歳で、

私はようやくそれを越えてきたところです。では、そう考えた時に残りの人生は何をや

るのかということです。 
私は今から 25 年前、その頃から自分の人生を考えだしました。25 年前に最も私が岡

田屋時代からお世話になったのは、私の郷土である三重県です。そこで三重県に岡田文

化財団を設立しました。今年で設立 25 年です。私どもは合併してきたので、イオンの
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株式の過半数を私が持っているわけではありませんが、しかしイオンがジャスコとして

発展していく中で、私の株式は当然その増資に応じて増えてきました。したがって、そ

の中の最初は 300 万株ですが、岡田文化財団には 1,000 万株を基本財産にしました。

分割をしたので、今では 2,000 万株になりました。それは 370 億～380 億円だろうと思

います。これから生み出される配当その他によって、この文化財団を運営しています。

すでに三重県の美術館には約 40 億円の絵画を寄贈しました。 
もう一つは、先ほど申し上げましたが、20 周年でイオン環境財団を設立しました。

これには私の 800 万株の株式を基本財産に寄贈しました。グループがどんどん成長し

てくると、「１％クラブ」も昨年は税引き前利益の１％で約 10 億円の資金が生まれまし

た。考えてみると、利益を上げるというよりも、いかに有効にお金を使うかということ

の方がはるかに難しいということをつくづく感じています。 
私ども小売業というのは他のメーカーと違い、たくさんのお店が全国にあります。あ

るいは海外にもあります。そして、そこに毎日数多くのお客様というたくさんの方がい

らっしゃいます。そして、そのお客様に情報を発信することもできます。あるいは、お

客様と共感を覚えて一緒に仕事をすることも出来ます。例えば、私どもは店舗をつくる

と、ショッピングセンターですので最近はかなり敷地が２万坪、３万坪、あるいは大き

いところでは５～６万坪の敷地にショッピングセンターをつくります。そうすると、そ

のつくる前に私どもはその周辺に木を植えます。横浜国立大学の宮脇先生の指導によっ

て木を植えています。そして、周辺のお客様に植樹を働きかけると、たくさんのお客様

が参加をしてくださいます。最近は小さなお子様にも参加して頂いています。 
私は、10 月だけでも 10 日（日）には知床に木を植えに行きました。17 日（日）に

は関西空港の近くに泉南ショッピングセンターを建設中で、そこの植樹祭に参加をして

きました。周辺のお客様が約 3,000 名参加をしていただけました。また、24 日（日）

には、長野県知事が提唱している「企業と一緒になって木を植えよう」という運動に参

加をして、長野県上田市の周辺で山に木を植えてきました。そして、30 日（土）には

加賀海岸。加賀海岸には昔、防風林でマツがありましたが、このマツがどんどん枯れて

しまいました。それで加賀の市長から電話があり、一緒に協力してほしいということで、

その土曜日には加賀に行きます。ここは森嘉朗さんの選挙区ですので、森さんも参加さ

れるという話です。その翌日には関東の北戸田という店舗が増築しましたので、そこに

植樹をするので行きます。11 月３日（水）には姫路にショッピングセンターがオープ

ンする予定ですので、そこにもやはり 2,000 名以上の方々と一緒に植樹をすることにな

っています。 
「木を植える」ということは、私は今非常に大事なことだと思います。すでに、日本

全国、あるいは海外の私どものショッピングセンターを含めて、500 万本以上の木を植

え続けてきました。21 世紀というのは、ある意味では水と緑の時代です。水と緑の時

代が 21 世紀であろうと私は思います。人類の文明というのは、ご承知のように水と緑
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のあるところで繁栄をしました。そして、その水と緑を食いつぶしてその文明は滅び去

りました。ギリシャ文明もしかりです。エジプト文明もしかりです。そして、また今そ

のようなことが起こりつつある。日本は幸いにして山は残りました。これだけ緑に恵ま

れた国土というのはあまりありませんが、しかし最近、海外に行くと非常に植樹の運動

が起こっています。私どもも万里の長城に木を植えました。先ほど申し上げた加賀海岸

ですが、15～16 年前から北陸から東北の海岸線を何度も車で走り続けていると、マツ

の木がどんどん枯れていくのがわかります。それはマツクイムシだけの現象ではありま

せん。どこからともなく飛んでくる亜硫酸ガスによってマツの木が枯れるのです。 
私は、若い時に四日市に住んでいました。四日市には「四日市公害」というものがあ

ります。石油コンビナートから排出される亜硫酸ガスが四日市で四日市ぜんそくという

ものを起こしました。いわゆる公害病です。私の家は７～８ｋｍ離れたところにありま

したが、ナンテンの実がならなくなったり、あるいはモクセイの花が咲かなくなったり、

スギの木が枯れたりしました。そのような実体験を持っているので、日本海側のマツの

木が枯れるのを見て、「これは何とかならないものか」と思いました。 
その頃、環境財団で中国の環境学会の先生方と、日本からは東大総長であった加藤一

郎先生に団長になっていただき、何人かの環境関係の先生方と一緒に環境フォーラムを

北京で開きました。その時に、発案として万里の長城に木を植えたらどうかということ

で、万里の長城に木を植える計画をしました。その時も、私どもの店舗で募集をしまし

た。神戸の大震災以来、私はずいぶん日本人の考え方が変わったと思います。ボランテ

ィアで何かしたいという方々がずいぶん増えました。では、中国を旅行したいけれども、

何か向こうで役に立つことをやろうということで、３年間で 4,000 人の方々が自費で、

ボランティアで万里の長城に木を植えました。そして、中国の学生その他の同じ人数が

一緒になって木を植えました。しかし、３年目に植えた木が、雨が降らないためにいく

つか成長しなかったものがあったので、補植するために今年７月に行ってまいりました。

当時の北京を見てみると非常に植樹が盛んになっていました。高速道路がどんどん北京

の周辺に出来ています。郊外の新しい３車線の道路の横は、３車線と同じ幅の緑地帯を

つくっています。日本の道路公団のやっていることと比べれば、全く違います。はるか

に向こうの方が先進国的な先を見た道路計画をつくっているのではないかとさえ思い

ました。 
そして今年はマレーシアに私どもが進出して 20 周年になります。マレーシアに進出

したのは、マハティール首相が初めて首相になられて日本にいらっしゃった時に、当時

商工会議所の会頭であった東急の五島昇会頭にマハティール首相が会いたいという話

をされました。五島氏はその時に何をおっしゃるかわかっていたと思いますが、私に一

緒に来てくれと言われて、迎賓館でお目にかかりましたら、マレーシアの流通の近代化

に協力をしてくれという要請でした。今から 21 年前です。当時、日本の流通は規制と

いう時代でした。私はその要請を受けてマレーシアに店舗展開をしました。これもマレ
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ーシアの企業として、マレーシアの市場にすでに上場している企業になっています。ち

ょうど 20 周年でしたので、マレーシアに記念事業で木を植えようということで、マハ

ティール首相にもお目にかかり、この９月にマハティール首相が今つくっていらっしゃ

る大公園があり、そこに木を植えに行きました。日本からのボランティアの方と一緒に

なって、そしてマレーシアの学生たちと一緒になって、そこに３万本の木を植えて来ま

した。しかし、クアラルンプールの街を見ると、ずいぶん緑がいっぱいです。東京あた

りでは見られない。このような街はないと思いました。世界の中でそのような動きはど

んどん進んできている。 
 

カンボジアに開校した学校の名は「米百俵」 
私どもも、そのようなことを含めて木を植える運動を強力に推進しています。社会貢

献活動と言っても当然の企業のあり方です。私は日本で今憂慮すべきは倫理観の欠如だ

と思います。倫理観の欠如で、政治家も官僚も、そしてまた企業も企業の経営責任者に

おいても、企業をつぶしてもはっきりと責任を取らないというような、まさに日本はこ

れからどうなるのかという気さえするのです。その中で唯一の救いは、一般の市民の

方々、一般の生活者の方々が、「何かやろう」という気持ちがあるということです。お

そらく、このたびの新潟の震災についても、たくさんのボランティアの方が行っていら

っしゃいますし、そしていろいろな企業がどんどん物資も送っています。私どもも、パ

ンにしろ、おにぎりにしろ、医薬品にしろ、かなりの量を現地に提供しています。そし

て同時に、私どもは東海地震があるであろうと思い、浜松の最近オープンした店の駐車

場に、避難が出来る大きなテントを備え付けました。それを急遽新潟に持って行き、新

潟の私どもの小千谷の店舗の駐車場に４セット、約 400 人の方にそこに避難をしてい

ただきました。私はそのような時にも一般の市民の方々がボランティアでどんどんやろ

うという姿勢、これが今日本の唯一の救いではないかとさえ思います。 
学生の若い方たちもそのような時に、自分たちは何をやるのか。学生たちも、ボラン

ティアでそのようなところへどんどん行っている方もいらっしゃいます。そして、また

世界各地を見ても、例えば私どもはカンボジアに学校をつくっています。３年間で 149
校の小学校をつくりました。まだまだ足りません。皆さんはそのようなことをご存知か

どうかわかりませんが、少し前にカンボジアではポル・ポト派が 150 万人とも、200
万人とも言われるカンボジアの有識者を全部殺してしまいました。このようなことがア

ジアの中でそう遠くない前に起こっているのです。そして、そのために今、一生懸命に

なってカンボジアの子供たちは勉強をしようとしていて、目の色が違います。日本の子

供たちの目の色とは全く違うのです。 
今から５年前に、私どもが日本赤十字社と一緒に地雷で負傷された人たちのための義

肢センターをバッタンバンというところにつくっています。そしてその時に、その周辺

を見渡すと、政府や ODA ではなく、イタリア、ドイツ、フランスのそれぞれの民間企
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業が病院をつくったり、義肢センターをつくったりしています。例えば、イタリアの立

派な病院があります。この病院はなぜイタリアがここにつくっているのかということを

聞くと、イタリアは地雷をつくっていた。地雷でカンボジアの市民がたくさん傷ついた。

そのためにその地雷工場の周辺の市民の人たちが立ち上がって、お金を集めてこの病院

をつくりましたということでした。そして、では私たちが日本赤十字と一緒にやってい

る義肢センターでも、私どもから年間 5,000 万～6,000 万円の維持費を出していたので

すが、この病院であれば見たところイタリアの医師もいらっしゃるし、年間１億 2,000
～１億 3,000 万円の維持費がかかるのではないかと思い、維持費はどうしているのかと

聞くと、「サッカーのチャリティーを開いて、これで維持費を出しています」というこ

とでした。このような話が多くあります。 
ところが日本は ODA 専門です。それはわれわれの税金です。そしてその時に、では

学校をつくろうということを思い、首都のプノンペンから約２時間車に乗って、電気も

なく、子供が裸足でいるような田舎に行きました。そこに学校がありました。その学校

は夏休みで、一教室だけが勉強をしていました。今から５年前の話ですが、私はその時

に非常に驚きました。その学校が一教室だけ、７～８才から 15～16 才までの子供が勉

強をしている。何を勉強しているのか。そこには１台のコンピュータがありました。電

気のないところですので、ソーラーと風力で弱電を起こして１台のコンピュータに 30
人ほどの子供たちが目の色を輝かして勉強していました。バージョンは全て英語です。

なぜ、このようなところにコンピュータが１台あるのかというと、アメリカのアップル

社が１台ずつ寄付をしているということでした。企業の長期戦略です。これにも驚きま

した。これはもう日本はだめだと思いました。 
しかし、その時やはり日本も捨てたものではないと思ったのは、その学校のニックネ

ームは「米百俵」でした。小泉首相が「米百俵」の話をする半年前の話です。 
それは新潟県の長岡高校の卒業生の方々がお金を集めて、学校を寄付されたそうです。

ニックネームは寄付者が付けるので、「米百俵」としたそうです。日本の教育に対する

良き伝統が、カンボジアで花咲いている。やっと「日本も大丈夫なのではないか」と思

うことができました。このようなものが一般市民の人々がおやりになる。官ではありま

せん。官から民へと言っていますが、官ではなく、本当に市民の人たちが立ち上がって、

いろいろなことをやる。私は、そのような時代が 21 世紀だろうと思います。 
いろいろ申し上げましたが、私も来年で 80 歳です。昨日も中学の時のクラス会に田

舎で参加してきましたが、だんだん人数が減ってきて、卒業の時に一緒だった連中が半

分以上亡くなっているので、これからの日本というのは非常に大変だと思うと同時に、

ものすごい変革期になるだろうと思います。ものすごい変革期というのは、ものすごい

チャンスがある時なので、そのような意味では、今、学校で学ばれている若い人たちが

「これからの 21 世紀の日本をどうするのか」。皆さん方の若い力にかかるということで

はないかと思います。そのようなことも含めて、大いに皆さんがどの道に自分の人生を
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かけるかということを考えて、そして大いに努力をしていただくことをお願い申し上げ

て、私の話を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 
 

 
塚本 最後に学生にメッセージまでいただきましたが、今日はイオン株式会社名誉会長、

イオン環境財団理事長の岡田卓也氏のお話をいただきました。先ほどのタルボットとい

う会社との交渉の中でアメリカの社会貢献を見られて、社会貢献というのは企業にとっ

て当たり前だというお話がありましたし、イオンもグローバルに活動を展開されていま

すが、社会貢献活動も非常にグローバルにやられているということもわかりました。せ

っかく貴重なお時間をいただきましたので、質疑応答に入りたいと思います。 
 
 
会場 お話ありがとうございました。野村総合研究所の平本と申します。二つお聞きし

たいことがあるのですが、一つ目は、イオンが企業として行っている社会貢献活動と、

企業財団としての活動というものが、企業と財団それぞれ特徴があると思うので、活動

内容も違っているのではないかと思うのですが、違いがあるのかどうかということです。 
 二つ目は、イオンは環境財団以外に岡田文化財団など複数の財団をお持ちだと思いま

すが、その全体を見て、例えば、運営方針などについて調整を行うことがあるのかどう

かということです。これは調べたところ、財団法人岡田文化財団が 1999 年に財団法人

ふるさと伝統産業振興岡田財団と合併をしているということだったのですが、このよう

なことも社会貢献を行っていく上でいかに効率的に、効果的に行うためにどうすればい

いのかという上で合併を行われたのではないかと考えられるので、その辺についてお聞

かせ願いたいと思います。 
 
 
岡田 ご承知のように、財団というのはいくつか日本にありますが、日本には典型的な

天下り財団が多くあり、非常に問題があると思います。そのようなところには政府から

補助金が出るなどしています。純粋な民間の財団がもっとどんどん出来ることが望まし

いし、もっと簡単にどんどんと許可をすべきだと思います。 
 違いですが、先ほど申し上げたように、岡田文化財団というのは三重県につくった県

知事認可財団です。ですので、三重県の範囲内だけの文化活動等しか活動できません。

きちんと定款があり、そこには何をやるかということが書いてあるので、その範囲内で

やるということになります。 
 先ほどご質問にあったように、途中で合併したというのは、文化財団を設立していた

のですが、さらにその頃私が思ったのは、もう一度日本の伝統的な工芸などの文化を見

直す時期が来たのではないかと思い、「ふるさと伝統工芸財団」をつくりました。しか
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し、それも三重県の中だけですので、一緒にしてしまおうということになり合併をして、

岡田文化財団として活動しています。 
そして、もう一つのイオン環境財団というのは、これは全国的な財団ですが、環境省

主管です。普通、民間がこのような財団をつくろうと思っても、役所に申請を出しても

２年程度かかります。自分たちの天下りはすぐに出来てしまうのですが、役人の仕事が

遅いのです。ところが、リオのサミットが近づいていたので、今から 16～17 年前は当

時の環境庁は予算がなかなかありませんでした。このような財団が出来るなら、いろい

ろなところで協力してくれるということで、２ヵ月で許可になりました。しかしこの財

団は、最初に決められた事業があります。環境財団と名が付きますので、環境に関する、

しかも全体の事業費の中の 70％は途上国の環境問題に使えということでした。やっと

昨年、国内の植樹に関してだけは、事業費の 70％に含むというようなことになりまし

た。そのような制限があります。 
１％クラブは、自由です。しかし、これは経費で落ちるのかどうかということが最大

の問題になります。そのような意味で仕分けをしながら、場合によれば、環境財団のほ

うでもっと仕事があれば、予算上基本財産から生み出されるもの以外に１％から寄付を

するということもやりながら進めています。 
ご承知のように、私が最初に財団をつくった時には、株はだめだから売れ。売ってそ

のお金を基本財産にしろと言われました。そのようなバカなことはないということで、

かなり戦いをしました。そして株と、少し現金を用意しなければいけないということで、

最低金額の 2,000 万円で財団をつくりました。その頃に、私は日本ファッション協会を

商工会議所でつくれと言われて、お金を集めてつくりました。24 億円お金を集めまし

た。その時は７％の金利でしたので運営が出来たのですが、その後、金利がゼロになっ

てしまい、日本ファッション協会はまさに基本財産を取り崩してしか仕事が出来ないと

いうことになりました。ですから、今、現金だけが基本財産になっている財団はほとん

ど活動ができないという状態になっているというのが現状です。 
 

 
会場 先ほど三重県の二つの文化財団を、「同じ三重県だということで一つにした」と

いうお話がありましたが、先ほど岡田さんがおっしゃったように、財団は主務官庁との

やり取りがけっこう複雑で、例えば財団自体を合併することは出来なくて、一つの財団

をまず解散させて、その基本財産をもう一方に移行させるというようなことをしない限

り合併というかたちができないというようなことがあると思うのですが。 
 
 
岡田 そんなことはありません。日本国にそのような法律はありません。法律はきちん

と守るのは当然ですが、日本は法律以外のことをごちゃごちゃいう者がたくさんいます。
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そのようなものは反論すれば、そのようなことはする必要はありません。 
 
 
学生 大学院グローバルビジネス研究科の町井と申します。日本の企業が社会貢献活動

を行う際に、昔から文化的な背景があり、陰徳の思想ということでなかなかこれを積極

的にピーアールしていくのが難しい。はたまたアメリカでは、逆に積極的にピーアール

してこれを社会に広めていくという考え方があるのですが、イオンの場合は今後どのよ

うなかたちで社会貢献活動をピーアールするのか、それともこれは陰徳で隠しておいて

ピーアールするものではないのかということについてお伺いしたいと思います。 
 
 
岡田 簡単に申し上げると、例えばアメリカのアニュアル・レポートを見ると、必ず社

会貢献活動が大項目であります。企業が社会貢献活動をするのは当たり前なのです。そ

して、「このようなことを今期はやりました」ということを全部書いています。日本も

最近ようやく営業報告書などにそれを書くようになりましたが、最初の頃、私どもが株

式を公開しましたら、最初の文句が上場会社はほとんど一緒です。「わが国の経済は」

から始まります。わが国の経済が良ければ、わが社も良かった。わが国の経済が悪けれ

ば、わが社も悪かったということであれば、経営者はいりません。ところが、上場会社

は営業報告を取ると全部一緒で不思議に「わが国の経済は」と始まります。今は少し変

わりましたが、今から 10 年前は全部同じでした。私は、「そのようなものはおかしい。

一切書くな」と指示しました。そして、大項目に社会貢献活動と環境問題を入れろと言

ってずっと入れさせていました。私はそのような提案も経団連でもしたのですが、その

ようなことをきちんとやれば、社会貢献活動を企業は全部やらざるを得なくなるのです。

ところが、そうではなく日本の営業報告書というのはおかしなものであるということで

す。このようなことが一つあります。 
 もう一つは、やはりそのような社会貢献活動をすると、私どもはお客様と一緒になっ

てやるという特徴があるので、そのような意味で私どもはピーアールも致します。例え

ば、文化財団にしましても、環境財団にしましても公募をいたします。助成をするとい

う時には、新聞広告をして公募をします。同時に、それが決まった時には発表を新聞で

します。そのようなかたちでのピーアールはします。 
 
 
学生 大学院、経営学研究科の中村と申します。以前、秋田事業部のジャスコの土崎港

店で勤務しておりました。御所野店開設の時には何度かお目にかかれて光栄でしたが、

またお目にかかることが出来て光栄に思っています。 
 ジャスコでは他にも黄色いレシートの活動や、今日お話された寄付の話、ボランティ
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アの話などもありますが、他にももっと一般の市民の方々に認知してもらうためにも、

大学で言うと寄付講座のようなかたちもあると思うのですが、そういったかたちを小学

校や中学校で、スーパーの従業員が出るというかたちでもいいのですが、食品というも

のがどのようにつくられて、どういったかたちで家庭まで届くのかとか、それで環境に

はどのような影響があるのかということをやってみてもいいのではないかという提案

をしたいと思います。 
 
 
岡田 私どもは、今全国のお店のかなりの部分で「こどもエコクラブ」をやっています。

その地域の小学校、中学校の子供たちに私どもの社員が指導しています。例えば、川を

どうするのか。川を見に行って、「汚いじゃないか」などと、いろいろな自然度を考え

ながらそのような運動を各地でやっています。 
 また、今お話のように、これは私どもが積極的にやっているわけではなく、見学にい

らっしゃる学校が最近非常に増えてきました。特に、私立の小中学校が非常に熱心です。

先日も二日間かけて私どもの本社にいらっしゃり、店にもいらっしゃいました。そして、

いろいろな説明を聞いたり、売り場の中を見たり、質問をしたりというような事も度々

起こってきています。それだけに、一般社会がそのようなことに対して関心を持ちだし

たということは一つの進歩ではないかと思います。 
 先ほどの黄色いレシートのことを申し上げると、私どもは毎月 11 日を「イオンデー」

というかたちにしています。その時には、店舗にプラスチックの箱がいくつかあり、そ

こにその地域の方たちの中でボランティア活動などいろいろなことをやっていらっし

ゃる方たちのグループ名が書いてあります。その時に、その日にお買い物をしていただ

くと、そのお買い物のレシートがその日だけ黄色いレシートになります。お客様が、例

えば 10,000 円お買い上げになると、お客様が自分が支持しようと思うグループの箱に

入れていただきます。そうすると、そのお買い上げ金額の１％を私どもがそのグループ

に寄付をするというシステムです。 
これは、私どもが考えた社会貢献、地域貢献活動ではありません。これは韓国の E

マートというチェーンが韓国でやっておりました。それを私どもが見学に行って見て、

直ちに取り入れました。日本のスーパーマーケットでそのようなことをやっているとこ

ろはどこもありません。はるかに韓国のスーパーマーケットの方が、そのようなかたち

で社会貢献活動をやっているということです。同時に、なぜ韓国がそのようなことをや

っているのかというと、すでに韓国にはウォルマートも、コストコも、カルフールも、

テスコも、全部世界の強豪が出て競争をしています。そのような中で、韓国の E マー

トという企業は、それと競争する意味でも、そのようなことをして地元にきちんとロー

カルのかたちで対応しなければ、なかなか競争に勝てないということもよく知ってその

ような運動をしているのではないかと思います。 
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そのような意味においても、まだ日本の流通というものははるかに遅れている。いろ

いろな意味で遅れているとお考えになってもいいのではないかと思います。 
 
 

学生 今日はご講演ありがとうございました。明治大学商学部３年の上杉と申します。

御社の地方への店舗出店に関して質問なのですが、近年地方における凶悪な犯罪が多発

しているのはご存知だと思います。そうした犯罪の背景に大型店舗の地方出店が原因に

なっているということを本で読みました。御社は地方への店舗出店の際に、その地方に

与えるであろう影響に付いて十分配慮をなさった上で店舗出店なさっているのでしょ

うか。 
 
 
岡田 地方でいろいろな犯罪が起こっているのが、私どもの進出で起こっているという

バカな話は聞いたことがありません。誰が言っているのですか。対決しますよ。そのよ

うなことはいい加減な奴が書いていると私は思います。 
しかし、なぜ今地方の地域の大型店というものをそのように言う人がいるのかという

と、ご承知のようにかつての商店街が今はシャッター通りと言われているということが

いろいろ問題になっています。しかし、それは時代の変化です。今のシャッター通りと

言われている商店街は、ほとんど戦後の商店街です。戦前の地方都市の商店街ではあり

ません。戦前の地方都市は、私どもが四日市で戦前にやっておりました「四日市辻」と

いう、四日市の地方として最も中心でした。ところが、戦後それがすっかり移動しまし

た。そして、今まさに戦前の中心商店街は全く何もありません。その駅前に移った。そ

の駅前がまた今どんどん崩壊しています。これはモータリゼーションの発達です。これ

からまた高齢化社会になってくると、どう変わるかということです。 
世の中はどんどん変わっていきます。しかし、ご承知のように、地方の人口 10 万、

20 万人の町へ行くと、そこの商店街の中で素晴らしいお店で繁盛しているお店が必ず

あります。その一つは何かというと、和菓子屋さんです。これは高齢化時代、ダイエッ

ト、そして「のれん」というかたちで、そこで売っている和菓子は全部プライベートブ

ランド（自家製）である。その辺の問屋さんから集めてきた商品ではありません。他所

と競争が出来る質を持っているという和菓子屋さんは、どこも繁盛しています。 
その次に繁盛しているのは、花屋さんです。日本独特の冠婚葬祭というものがありま

す。そして、戦後早く花キューピットというアメリカのシステムを全国の花屋さんに導

入したという非常に近代的なところが片一方である。同時に、アレンジメントをやるよ

うな技術者が必ずいるということで、全国の花屋さんはすごいかたちで技術研修をして

いらっしゃいます。これは世界大会まであります。規制があったのでしばらくの間良か

ったのは薬屋さんです。これが今どんどんと郊外などドラッグチェーンにやられていま
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す。 
しかし、最近商店街で復興してきた仕事があります。それは自転車屋です。自転車屋

というのは商店街になくなっていたのです。それが今どんどん出てきている。その次に

商店街に出てきたのが帽子専門店です。このように世の中はどんどん変わっていきます

し、業種、業態もどんどん変わっていきますし、扱い商品も変わっていくという認識が

一番大事なことだと思います。それがお客様に対してサービスすることになるわけで、

いつまででも同じ商品を同じかたちで売っているということにはなりません。これが今

非常に大事なことです。 
私どもは、例えば郊外にショッピングセンターをつくります。そこで犯罪は起こって

いません。その地域のお客様と一緒になって、まずお店をつくる時には一緒に木を植え

ます。そして、私どものショッピングセンターには地域の商店街の先進的な商店の人た

ちが、大きなショッピングセンターですと約 200 店くらいの専門店として入っていま

す。ショッピングセンターというのは、ある意味での良い競争をしながら共存して集客

していくというのがショッピングセンターだと思っています。 
ただ、世の中がどんどん変わり、これからの業態そのものも大いに変わるだろうと思

います。例えば、アメリカにおいても世界一であった A＆P はずっと小さくなってしま

いました。そして、その次に世界一になったシアーズローバック。私どもがアメリカに

初めて行った時には、日本の国家予算とシアーズローバックの売上が同じであったので

す。このシアーズローバックがどんどんと下がってきました。その次に K マートが世

界最大の小売業になったのですが、ダイエーよりはるかに大きいチェーンでしたが３年

前に倒産しました。しかし、これはまた復興してきています。そして、後から出てきた

ウォルマートが世界最大のダントツの小売業になったということで、世の中はどんどん

変わっていく。そして、大きいところが絶対強いということはあり得ないということで

す。時代と共に変化をしていく。そして、今のように非常に大きい変化の時代には、ど

んどんと新しい企業が生まれてくる。そして、20 年後、あるいは 30 年後にその企業が

巨大な企業に変わっていくということが考えられる時代ではないかと思います。 
 

 
塚本 どうもありがとうございました。まだ質問があるようですが、時間がきましたの

で今日はこれで終わりたいと思います。今日はイオン環境財団岡田理事長に非常に幅広

い地域に根ざした、またグローバルな社会貢献活動を展開されている。これは企業とし

て当たり前だというお話を頂きました。大変参考になるお話を頂き、まだまだお伺いし

たいのですが、これで終了させて頂きます。改めまして、お忙しい中ご講演を引き受け

て下さいました岡田理事長に拍手をお願いしたいと思います。どうもありがとうござい

ました。 


