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C S R活動報告

国宝源氏物語絵巻「宿木（やどりぎ）三 」《第四十九帖》 徳川美術館所蔵
秋の夕暮れ、久しぶりに身重の中君のもとを訪れた匂宮は、中君のすぐれぬ心を紛らわせようと端近に座し琵琶を弾く。中君は、ひととき怨みを忘れたかのように聞き入るが、
また涙を流す。『秋果つる野辺の気色を篠薄 ほのめく風につけてこそみれ（中君）』私に飽きてしまわれた様子は、ほのめかす態度で分かると中君はその心を歌に託して詠む。

CSR活動報告では、富士フイルムグループ
の幅広いCSRの取り組みを、テーマごとに
ご報告しています。ステークホルダーの関心
事と併せて、富士フイルムグループとして重
要と考えている活動を取り上げています。

コンプライアンス

リスクマネジメント

人材の育成と活躍に向けて─富士フイルム

ステークホルダー・ダイアログ（製品の環境負荷低減）

製品の含有化学物質管理

社会貢献活動
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一般的には「コンプライアンス＝法令順守」と表現され

る場合が多いため、ともすると「法律さえ守っていれば

いい」という考えに陥りがちです。富士フイルムグルー

プは「コンプライアンス」を「法律に違反しないという

ことだけでなく、常識や倫理に照らして、企業や個人が

正しい行動を行うこと」と定義しています。組織に向け

られた社会的要請に応えて、しなやかに鋭敏に反応し、

目的を実現していくことが「コンプライアンス」に通じ

ると考えています。

コンプライアンス活動については富士フイルム、富士ゼ

ロックスの両事業会社を中心に、国内外の関係会社を含

めてグループ一丸となって推進しています。

富士フイルムと関係会社
富士フイルムと関係会社では、全従業員を対象にコンプ

ライアンス意識調査を毎年行っています。5回目となる

2007年度の調査結果では、前年度調査と比較して、すべ

ての設問でコンプライアンス意識の向上が見られました。

前年度調査までは「同僚、上司、部下による不正や不祥

事を会社に報告する」「コンプライアンス相談窓口を利用

する」の設問に対する「はい」の回答率が他の設問に比

べ低く、コンプライアンス説明会などを通じて「リスク

案件の報告の仕組み」「コンプライアンス相談窓口の趣旨」

を強く訴求してきました。その結果、2007年度調査では

改善が見られました。

富士ゼロックスと関係会社
富士ゼロックスでは、「人材派遣・請負」、「輸出入」など

各種法令の内容を実務に沿って簡潔に説明した「コンプ

ライアンス・ガイドライン」を発行するとともに、「行動

規範」に関する教育のほか、「法令基礎教育」、「不正防止

教育」などを行い、富士ゼロックスと関係会社の従業員

に、コンプライアンス意識の浸透を図ってきました。そ

の結果、2007年の「ALL－FX

行動規範」の配布時に、その内容

に従って行動する旨の「宣言書」

への署名を富士ゼロックスと関係

会社の役員・従業員に求めたとこ

ろ、ほぼ100％の署名を集める

ことができ、コンプライアンスへ

の意識の高さを改めて確認するこ

とができました。

富士フイルムホールディングスは、2007年4月に富士フ

イルムグループ共通の「行動規範」を制定し、毎年期首

に行われるコンプライアンス説明会でグループ全従業員

に周知しました。また、行動規範の理解を深めるために

行動規範や関連法令、社内規程、事例を解説した「行動

規範ガイドブック」を10月に全従業員に配布しました。

2007年度は、特に海外関係会社への浸透に積極的に取り

組みました。2007年11月に海外関係会社27社を対象に、

日本人駐在員（マネジャー層など）にコンプライアンス

説明会を実施し、浸透策について協議しました。今後、

富士フイルムとの連携により、海外関係会社ごとにコン

プライアンス推進計画を進めていく予定です。富士ゼロ

ックスの海外関係会社についても全従業員を対象に「行

動規範」や「行動規範ガイドブック」を配布し、周知を

図っています。また、「行動規範ガイドブック」「懲戒通

知」「事例研究シート」などの各教材についても英訳化を

進め、海外関係会社に順次提供していく予定です。国内

では、2007年11月に麗澤大学大学院の 巖教授を講師

に招き、富士フイルム、富士ゼロックスの役員（8月に関

係会社の役員）を対象にコンプライアンスセミナーを行

いました。

富士フイルムグループでは懲戒処分に至った行為と類似

行為の再発防止を目的に、懲戒処分に至った行為と懲戒

内容を全従業員が閲覧できるイントラネットに公開して

います。主な懲戒事例としては交通法令違反、情報漏え

い懸念事故、会社資産管理の不備などが挙げられます。

富士フイルムグループでは、従来より独占禁止法（以下、

独禁法）順守に力を入れて取り組んできましたが、行政

による法執行強化への対応、内部統制システムの一環と

しての体制構築の必要性などから、独禁法の順守体制を

全面的に見直し、2007年10月より日本、米国及び欧州

のグループ会社において新たな独禁法順守プログラムの

導入・実施を開始しました。

具体的には、独禁法の順守に関する社内規程を新たに制

定し、これにより、独禁法コンプライアンスオフィサー

髙

（独禁法CPO）をトップとする順守体制を構築し、各社

各部門が定期的に自己監査を行う仕組みを導入しました。

また、従業員向けに日常の事業活動における行動規準な

どをまとめた「独禁法遵守マニュアル」を、事業環境の

変化や法改正などの昨今の動向を踏まえて、全面改訂し

ました。さらに、独禁法に関する理解を深め、順守プロ

グラムの周知を徹底するため、教育研修活動を国内外の

グループ会社において実施しました。富士フイルムでは、

2007年10月から12月にかけて国内関係会社を含めた日

本全国の営業担当者に対して独禁法研修会（全50回、

1,743名の参加）を行っています。

富士ゼロックスでは、「コンプライアンス・ガイドライン

（独禁法編）」を発行し、富士ゼロックス及び国内関係会

社・販売会社を対象に教育を展開しました。今後も、ア

ジア・オセアニア地域の海外関係会社を対象にプログラ

ムの導入を進めていく予定です。

下請法については、富士フイルムでは、年1回行われる公

正取引委員会または中小企業庁による調査の際に、順守状

況のチェックを行っています。また、2004年の法改正後

に、これを反映した対応マニュアル

を作成し、工場や事業部門などの発

注担当者に対して研修会を実施する

など、下請法のルールの周知徹底の

ための活動も適宜実施しています。

富士ゼロックスについても、ガイド

ラインを発行するとともに順守状況

のチェックを行っています。

安全保障貿易管理制度の下で、輸出者自らの責任と判断

に基づき輸出貿易管理を行うことが、日本では求められ

ています。富士フイルムでは、経済産業省の指導の下

「コンプライアンスプログラム」を定め、各部門の「輸出

管理責任者」を中心に、製品の輸出はもとより、あらゆ

る貨物の輸出及び技術の提供を管理対象とし、輸出管理

を行っています。

輸出管理の基本は、輸出する貨物や提供する技術の該非判

定（輸出規制に該当するか否か）と取引先の審査です。例

え輸出しようとする貨物が軍事目的ではなく民生用のもの

であっても、それが軍事用に転用される可能性まで考慮し、

需要者と用途の確認を行っています。近年は、外為法に加

え米国再輸出規制への対応も実施しています。

今後も、確実で効率的な輸出管理実施のために社内体制の

改善を進め、情報提供を推進し徹底を図っていきます。

コンプライアンス
各種の法令を順守するだけではなく社会の常識や倫理を重視した

「企業や個人が正しい行動を行う」コンプライアンスを目指しています。
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富士フイルムグループのコンプライアンス

コンプライアンス教育の海外展開

参加サイト数（参加人数）

北米 10（40）

欧州 10（60）

東アジア 3（20）

富士フイルムの
海外関係会社

中国 4（58）

エリア

コンプライアンス意識の向上

懲戒処分の公開

輸出管理の徹底

独禁法・下請法への対応

独禁法遵守マニュアル

宣言書（左）、ALL－FX行動
規範ガイドブック（中）、
ALL－FX行動規範（右）

海外でのコンプライアンス教育（2007年度実績）

海外グループ会社を対象にした
コンプライアンス説明会

役員を対象にした
コンプライアンスセミナー

コンプライアンス意識調査の結果（富士フイルムと関係会社）

95％78％

設 問 2006年 2007年

あなたは配布された｢富士フイルムグループ企業行動憲章/行動規
範｣冊子をいつでも取り出すことのできる場所に所持していますか？

84％ーあなたは｢富士フイルムグループ企業行動憲章/行動規範｣冊子
の内容を理解し、宣言書にサインしていますか？

90％ーあなたの職場では、役職者が中心となって「コンプライアンス説
明会」を実施しましたか？

82％68％あなたの同僚、上司、部下は業務上必要とされる法律、ルールを
理解して行動していますか？

87％63％あなたは職場で同僚、上司、部下による不正や不祥事を発見した
ら会社に報告しますか？

83％67％職場に「コンプライアンス」は重要だという意識は浸透していますか？

87％76％あなたの上司は「コンプライアンス」を重要視していますか？

88％77％あなたは業務上必要とされる法律、ルールを理解して行動して
いますか？

88％58％
日常業務において法律、ルールもしくは倫理上の問題に直面し、
職制での解決が困難なときに「コンプライアンス相談窓口」を利
用しますか？

87％64％あなたの職場にはコンプライアンス上の問題がないと思いますか？

〈調査対象〉富士フイルムホールディングス、富士フイルムビジネスエキスパート、富士フイルム、
富士フイルム国内関連会社の執行役員、従業員（派遣社員含む）計23,195名
〈回答者数〉計20,268名
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富士フイルムでは、グループの生産及び販売会社を含め

て、廃棄物、排水、大気排出、土壌管理に対して環境法

令・自主基準を順守すべく、計画的・段階的に取り組ん

でいます（下表参照）。例えば、排水管理については、

2006年度に富士フイルムの各工場や研究所の排水管理体

制の相互確認会を行っています。ここでの指摘やアドバ

イスを業務に生かし、法令

で規制されている水質汚染

物質の排出について、各事

業所で自主管理基準を設け

て、モニタリングを強化し、

水質汚染物質の排出防止や

排出削減に努めています。

大気汚染防止法への対応
富士フイルムでは、大気汚染防止に関する法令順守・管理

強化（ばい煙、NOx、SOx）を図るため、「大気汚染防

止法順守確認会」を開催しています。この活動の一環とし

て、2007年度は本社スタッフを中心に、各サイト担当者、

社内アドバイサーも参加し、使用中の発電・空調用ボイラ

ー10カ所に対する管理状況を確認しました。国内の他企

業で発生したばい煙の排出における大気汚染防止法の違反

事例（基準値をオーバーしての稼働継続、計測値の改ざん

など）を教訓に、コンプライアンスの視点を中心に現状の

仕組みを確認しました。

今後も引き続き法令を

順守し、確認作業を通

じて抽出した改善内容

を日常管理に役立てる

など取り組みを実施し

ていきます。

アスベストへの対応
法規制の強化を踏まえて、アスベストを含有する製品

（医療機器、印刷関連機器など）、富士フイルム各サイト

の建物、製造部門管理の設備・機器に関する使用調査を

2005年から行っています。現在、富士フイルムではアス

ベストに関する問題はありません。今後は行政に従って

必要な対応をしていきます。

1. 販売製品
現在販売中の製品については調査を終了し、問題は確認

されていません。製品のアスベストに関する情報は、富

士フイルムのホームページで公表しています。

2. 健康被害及び健康相談
業務との関係が確認できた健康被害は現従業員・元従業

員ではありませんでした。

健康相談については、現従業員・元従業員の方からの問

い合わせが数件あり、事業場人事・勤労部門による面談

を通じ、健康相談・診断をして問題はありませんでした。

今後も、必要時には各事業場の人事・勤労部門または健

康管理センターが健康相談・診断の窓口として対応して

いきます。

3. 建物（工場、オフィス、社員寮、体育館、未使用の建物）
建物を対象に設計図面を精査し、飛散の懸念のある箇所

については現地調査を実施しました。その結果、全社で

11棟（23カ所）ありましたが、そのすべての対策工事を

実施し、2005年度に終了しました。その後の法令基準な

どの変更（含有基準量1％→0.1％、対象アスベスト種類

の追加）に従い、現在対応しています。

4. 生産設備
生産設備は、断熱材・シール材にアスベスト含有部品を

使用していますが、通常飛散などもなく健康への影響は

ないと考えています。部品交換時には、「作業の安全マニ

ュアル」に従って作業する体制になっています。

また、アスベスト含有部品は代替品への切り替えテスト

を終了し、2007年度からの新規購入はすべて「非アスベ

スト品」としました。

5. 実験設備（研究所、技術、品証部門）
生産設備と同様に健康への影響はありませんが、各部門

で使用調査を実施し（2006年5月）、機器の交換廃棄時

には、手順に従った処理を行っています。

環境法令のガバナンス強化

関連ページ
P.76-77（コンプライアンス・リスクマネジメントに関する情報）

関連ページ
P.64（廃棄物の適正管理と再資源化）
P.89（大気汚染物質排出量の推移）（水質汚染物質排出量の推移）

（土壌・地下水汚染の調査と浄化）
P.90（環境モニタリング）（配管やタンクの地上化）

（環境関連の法規制の順守状況とクレーム）

発電・空調用ボイラーの管理状況確認

廃棄物管理

排水管理

大気排出管理

〈全体管理〉 富士フイルム 環境・品質マネジメント部

土壌管理

2004年度～

2006年度～

2007年度～

2007年度～ 2007年度～

2008年度～（計画）

2008年度～（計画）

必要に応じて随時

富士フイルム各サイト 生産グループ会社 販売グループ会社

必要に応じて随時

コンプライアンス意識の欠如がリスク発生につながるこ

とも多く、コンプライアンスとリスクマネジメントは表

裏の関係にあります。富士フイルムグループではコンプ

ライアンス推進と事業活動遂行に関連するリスクマネジ

メントは表裏一体の活動ととらえ、各事業会社の専門部

署が総合・一体的に管理しています。

リスクマネジメント活動については富士フイルム、富士

ゼロックスの両事業会社におのおのの関係会社からリス

ク予防活動や発生リスク案件が報告されています。

富士フイルムグループ及び国内関係会社では、「リスクを

早期に予知・予測」する活動を進めています。

富士フイルム各部門・国内関係会社にリスクマネジャー

（部長以上）を配置し、年1回、リスク発生の確率と経営

への影響度を評価、重点リスク課題を抽出し、業務活動

の中で具体的なアクションプランを策定・実施していま

す。2007年度は、富士フイルムの各部門（42部門）と

国内関係会社（26社）が実施しました。

富士ゼロックス及び国内関係会社では、商品の品質保証、

情報セキュリティ、防災及びその他をリスク課題として

います。特に地震対策として、1992年度から地震対策検

討委員会を設置し、安否確認システムの導入や災害備蓄

品の設置などを進めました。2007年度にはより迅速な
対応を図るため、安否確認システムを刷新しています。
なお、主要な消耗品生産拠点では、BCP（事業継続計画）

を策定し、災害初動時の対応を徹底しています。

富士フイルム及び国内外の関係会社では、「リスクの発

生・拡大を防止あるいは回避」する活動を進めています。

リスクまたはリスク懸念が発生した場合、「リスク案件報

告システム」により一元的な管理・対応を実施していま

す。2007年度は富士フイルム55件、関係会社50件の計

105件が事務局に報告され、そのうち３件を「総合危機

管理委員会・分科会＊1案件」として対応しました。それ

以外は各部門・各社対応リスク案件として、事務局から

対応の指示を出し、各社・各部が対応しています。

富士ゼロックスでは、2007年度にリスク案件として23

件の報告がありました。そのうち5件をリスクマネジメン

ト体制の最上位に位置するR&E会議で協議し、適切に対

応しました。それ以外は、各統括部門、販売会社、関連

会社がそれぞれリスク案件を抽出し、対応しています。

富士フイルム及び関係会社では、情報セキュリティに関す

る発生事例を中心に「情報セキュリティ事例集」を作成し、

従業員に配布しています。特に、2007年度はUSBメモ

リーの取り扱いについて事故事例を通して使用ルール・留

意点を徹底しました。

また、個人情報管理責任者向け勉強会を開催し、事業上、

外部に委託する個人情報の管理を、ケースメソッドを利用

して徹底させる一方で、外部委託先に対しても、個人情報

管理に関する調査を行い、委託契約書の有無や委託先電

子データのセキュリティ状況を確認しました。

富士ゼロックス及び国内関係会社では、情報セキュリティ事

故の未然防止のために、事故からの教訓を生かしたeラー

ニングによる教育を実施するとともに、セキュリティキャン

ペーン（2007年10月）により富士ゼロックスで使用されて

いるノートパソコン及びUSBメモリーのセキュリティ対策

の状況を確認し、ルールの徹底を図りました。

また、お客様への商品・サービスの提供に際しては、いか

なるときもお客様の情報資産を適切に保護することが大

切と考えています。特に、重大リスク案件においては、従

業員の過失による情報漏えいなどの防止だけでなく、故意

による情報持ち出しなども想定した上で、高度な安全管理

策を策定・実践しています。

リスクマネジメント
コンプライアンスを脅かす兆候が見られたり、実際に起きてしまった場合に備え、
万全のリスクマネジメント体制を構築し、リスクの回避に努めています。

C S R 活 動 報 告

富士フイルムグループのリスクマネジメント

リスク予防・防止活動 情報セキュリティ・個人情報の保護

リスク発生時の対応と体制

環境ガバナンス強化の進捗状況

関連ページ
P.76-77（コンプライアンス・リスクマネジメントに関する情報）

＊1 分科会：製品、環境、海外安全、輸出、情報漏えい、企業攻撃、災害などのリスクテーマごとに
専門部門の担当者によって構成され、リスク発生時に対応措置など必要事項を迅速に検討し、
指揮を執る機能。

排水処理設備
（富士フイルム 神奈川工場）



富士フイルムグループでは、成長事業の創出・育成に取

り組む現在を「第二の創業」と位置づけています。「第二

の創業」を実現するためには、それを支える人材育成の

強化と多様な人材が能力を最大限に発揮できる環境づく

りが重要と考えています。

富士フイルムでは、「第二の創業」を実現するために、一

人ひとりが真のプロフェッショナルとなることを求めて

います。このためには、人の持つ五体の力を結集し、プ

ロフェッショナルな仕事のやり方を身につけていく必要

があります。仕事を通しての経験が人間としての成長に

つながり、成長した自分がより価値のある仕事を成し遂

げるというポジティブなスパイラルを実現できる人材が

求められています。

従業員の個の力を最大限に高めるために、戦略的に人材育

成に取り組んでいます。人材育成において特に重視してい

るのは「マインド（意志）の強化」と「プロセス（仕事の

やり方）の強化」です。「マインドの強化」については、

入社3年目までの若手層に挑戦心の大切さなどを繰り返し

啓発するほか、中堅層やマネジャー層に自己変革を促し、

周囲を巻き込みながら仕事をやり抜くマインドを高める研

修を実施しています。また、「プロセスの強化」について

は、若手層に仕事において最大限の成果を生み出すために

必要とされる基本的な手法を教育し、中堅層以上に戦略・

合理的な思考法や周囲を巻き込むマネジメント力向上を狙

った研修を行っています。また、これらの研修を活用しな

がら、主としてOJTによる職場での指導を繰り返すこと

で、業務能力の向上を図っています。

2007年度は、グループとして優秀な人材を確保するため、

新卒予定者を対象に、富士フイルムや富士ゼロックス、フ

ジノン、他関係会社が参加する「富士フイルムグループ合同

セミナー」を東京と大阪で開催し、多くの方にご参加いた

だきました。また、さまざまな分野で経験を積んできた経

験者の採用や、定年後の再雇用、外国人雇用、非正社員の

正社員登用を行っており、多様な人材を採用しています。

さらに、多様な人材が個の能力を高め、長期的に活躍して

もらうために各種の施策を展開しています。具体的には、

2007年3月に労使で「F-POWERプロジェクト推進チー

ム」を立ち上げ、女性の活躍推進施策を拡充しました。こ

の活動を通じて、従業員一人ひとりの能力を生かせるよう

な企業風土を作っています。

今後も各職場への意識の浸透を図るとともに、一人ひとり

の働き方や業務効率を見直し、ワークライフバランスの推

進にもつなげていきたいと考えています。

1.「女性社員の働き方」に関する意識改革の推進
取り組み・提言内容の社内周知
F-POWERプロジェクト推進チームの提言内容（「女性の働き方に対
する意識改革」「計画的育成・成長のバックアップ」「育児期の両立支援
制度の整備」「キャリア相談・サポートの仕組み整備」）などについて全
国6カ所の事業場で計27回の説明会を実施。（2007年6～7月）
女性社員に対する情報提供の拡充
F-POWERプロジェクトの専用サイトを開設。プロジェクトの内容や
育児期の支援制度などについて情報発信。（2007年７月）

2.女性社員の計画的育成・成長のバックアップ
推進チームの設置
提言内容の具体化のため、事業場と人事部で推進組織を設置。
（2007年9月）
キャリアデザインセミナーの開催
全国6カ所の事業場で同一講師によるキャリアデザインセミナー
を行い、男性社員を含め約1,500名が参加。
（2007年12月～2008年2月）
新たな教育研修のスタート
一般層を対象とする「キャリアデザイン研修」、上長に対する「コーチン
グ研修」・「女性活躍推進に向けた管理者研修」を実施。
（2007年～2008年）
本人の成長目標の明確化・チャレンジできる基盤づくり
自己の成長目標の明確化、上位目標との結びつきの強化、上長の承
認プロセス・関わりの強化などを目的に目標管理の仕組みを拡充。

3.育児期の両立支援制度の整備
出産・育児期の両立支援制度の拡充
短時間勤務制度、出産祝金、不妊治療目的の休暇制度・ストック休暇
使用の導入、看護休暇制度の拡充、実労働時間の延長・休日労働の
免除措置の対象拡大を実施。（2007年7月、2008年4月）

産休・育休中などの支援拡充
産休・育休中にも研修を受講できるようにしたほか、社内配布物の自
宅への送付、自宅などからのF-POWERプロジェクト専用サイトへの
アクセスを可能に。（2008年1月）
産休・育休からの復職時の支援拡充
復職時に全員に対し3者面談を実施。また、復職4カ月前からの面談
など復職時手続きの早期・明確化を図り、スムーズな復職をサポート
する体制を整備。（2008年１月）

4.キャリア相談、精神的サポートの仕組み整備
女性社員の相談サポートの拡充
「女性専用相談窓口」を開設し、「仕事と家庭の両立」や「キャリア形成」
などの相談受け付けを開始。（2007年9月）

人材の育成と活躍に向けてー富士フイルム
成長事業の創出・育成に取り組む「第二の創業」の原動力となる人材を育成し、

最大限に能力を発揮できる活躍の場を提供しています。
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個の強化と多様な人材の活躍

富士フイルムが求める人材像

富士フイルムが求める人材像

多様で柔軟な人材の活躍に向けて

人材の育成を支える教育

F-POWERプロジェクトの主な成果

T O P I C

V O I C E

柔軟な働き方の提示ー業務と併せて社会への寄与も評価
米国のFUJIFILM U.S.A., Inc. では、「従業員が会社最大の財産である」との考え

に基づき、一人ひとりの生活の違いに配慮し、従業員に多様な勤務形態を提示して

います。育児や介護、学位の取得、交通渋滞の回避などの事情に対応するため、

全従業員の約40％がフレックスやパートタイム、サマータイム、ジョブシェアリング、

在宅勤務のいずれかを選択しています。独自の人材評価プログラムを実施し、生産

性や効率性、同僚や顧客からの信頼度など業務に直接関わる要素に加えて、ボラン

ティア活動など社会への寄与を併せて評価しています。同社では、社員が就職を控

えた学生にビジネス知識を伝えるボランティア活動を積極的に展開しています。現

在同社には、10人のメンター（指導教官）がおり、15週にわたる学期の間に最低3

回学生がオフィスを訪れます。学生は担当のメンターに自分の希望する将来のキャ

リアに関して相談し、指導を受けます。また、年1回、30名の学生をオフィスに招き、

企業活動を学んでもらう機会を設けています。

女性社員が活躍できる風土づくりを目指す「F-POWERプロ
ジェクト」は、発足から2年目に入りました。F-POWERとは、
「FUJIFILM POSITIVE WOMEN’S ENCOURAGING

RENOVATION」の略称で、活動を通じて女性一人ひとりが最
大限の能力を発揮し活躍できる、真に強い体質の富士フイルム
を実現したいとの思いが込められています。プロジェクトメンバ
ーは女性社員を中心に構成され、取り組むべき課題について
検討を行い着実な成果を上げることができました。今後も従
業員の意見や参画を受け入れながら、一つひとつの施策を定着
させるとともに、新たな施策の展開を検討していきます。

左：メンターのJanet Schiavone

（FUJIFILM U.S.A., Inc.／人材採用担当）
中：ドイツから留学している大学生、Huesne Dagliogluさん
右：メンターのMaria Del Monte

（FUJIFILM U.S.A., Inc.／人的多様性担当）

「F-POWERプロジェクト推進チーム」
リーダー：富士フイルム 人事部 担当課長

根岸 多賀子

● 行動力を発揮し、テンポを
　 上げて、スピーディーに動く

足 腰

= 行動力、現場主義

● 勇気をもって決断し、一歩
　 踏み出し、断固やり抜く

肚、腹

= 度胸、勇気、根性

● 技術・スキルを磨き、必要な
　ときは強引にでもやり抜く

腕、手
= テクニック・スキル、
　ときにパワープレー

● 人に関心を払い、相手を
　 思いやり、共感を得る

胸、ハート
= 良心、関心、共感、
　愛情

● 本質を見抜き、
　 勝てる戦略・戦術を立てる

頭（脳）
= 分析し、
　戦略・戦術を立てる

● 人間としての器を広げ、
　 人格を磨く

顔、姿勢
= 姿勢、態度、知性、
　内面の輝き

● 自分の考えをしっかり
　 表現し、コミュニケートする

口

= 表現力、ディベート力

● 事実と本質をつかむ

目や耳、鼻、皮膚、第六感

= 情報収集力

F-POWER
プロジェクトの
メンバーから

関連ページ P.81（人事・労務に関する情報（富士フイルム））

富士フイルムでは、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、2005年から継続的に
育児支援制度の充実に取り組み、2007年9月に子育て支援企業として認定マーク
「くるみん」を取得しました。



富士ゼロックスでは、社員一人ひとりを大切にし、最大

限に生かすため、1980年代後半から順次、育児休職制度

や育児のための勤務時間短縮制度、フレックスタイム制

度などを導入し、就業環境の整備に取り組んできました。

富士フイルムグループが目指す「第二の創業」を踏まえ

つつ、2007年度は、富士ゼロックスの成長の原動力とな

る人材の育成についても積極的に活動を進めてきました。

これからも、さまざまな個性やバックグランドを持った

社員が自りつ（自立、自律）し、成長できる機会と場を

提供していきます。

目指す会社の姿として、卓越した商品やサービスを提供

しお客様や株主に貢献する「強さ」、環境や社会に貢献す

る「やさしさ」、社員が創造性を発揮し成長を実感できる

「おもしろさ」の3点を重視しています。

これらを実現するために必要とされるのは、「自ら考え、

行動し、最後までやり抜く人材」です。具体的には、会

社理念「私たちが大切にすること」にうたわれているよ

うにお客様の満足を常に考え、冒険心や高い倫理観、楽

しむ心などを持ちながら、科学的思考を養い、プロフェ

ッショナリズムを持った人材です。

富士ゼロックスの人材育成は、社員の役割や専門性で区

分して、「基礎教育」「マネジャー教育」「専門教育」を軸

に展開しています。「基礎教育」では、仕事に取り組む上

で必須となる「科学的思考」「財務」「グローバル」の要

素を中心に、入社時から30代半ばにかけて段階的に実施

します。また、「マネジャー教育」では、人材評価や労務

管理、方針管理などの手法を教えています。「専門教育」

では、営業や技術など各組織で必要とされる専門的な知

識や手法を教えています。

現在、これらの教育プログラムの一部は、富士ゼロック

スだけでなく関係会社も対象に実施しています。今後は

教育施設の充実などを進めながら、対象とする範囲を増

やしていく予定です。

富士ゼロックスでは、社員一人ひとりが、最大限に能力

を発揮できるための職場環境づくり・風土づくりに取り

組んでいます。

横浜市みなとみらい地区に2010年3月に竣工予定の研

究・開発拠点では、施設にユニバーサルデザインを取り

入れ、誰もが働きやすい環境を作る予定です。

「セカンド・ライフ・プログラム」を設け、定年退職者の

再雇用のほか、関係会社への再就職やグループ外会社へ

の再就職のあっせん、人材派遣など、高い能力と意欲を

持った人材の活用や転職支援を進めています。

多くの女性社員が活躍できる環境づくりにも力を注いで

います。2008年4月に改めて、従来の育児支援制度の拡

充・改定（育児退職再雇用制度の拡充、育児勤務時間短

縮制度の期間延長など）を行いました。

今後も、能力を持った社員が能力を発揮するために、職

場での風土の変革と、社員のワークライフバランスの推

進に取り組んでいきます。

人材の育成と活躍に向けてー富士ゼロックス
社員一人ひとりを大切にし、最大限に生かす取り組みを充実させ、
多様な人材が力を発揮できる環境づくりを進めています。
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社員一人ひとりを大切にし、最大限に生かす

富士ゼロックスが求める人材像

多様で柔軟な人材の活躍に向けて

人材の育成を支える教育

「お客様の満足」「冒険心」「高い倫
理観」「楽しむ心」「科学的思考」「プ
ロフェッショナリズム」「多様性の尊
重」などを持った社員

「強さ」「やさしさ」「おもしろさ」を持
った会社

関連ページ P.82（人事・労務に関する情報（富士ゼロックス））

T O P I C

柔軟な働き方の提示　
―フレックスタイムやタイムクレジット制度の導入
欧州（ベルギー）のFUJIFILM Hunt Chemicals Europe, N.V.

と FUJIFILM Europe N.V.では、個々の柔軟な働き方を支援

するため、「フレックスタイム」「タイムクレジット」を導入しています。

フレックスタイム
社員が他の社員の同意を得て、始業時間及び就業時間を決めるシステム
です。昼食時間を長く取ることもできます。フレックスタイムは短期的な効
果があります。またこのシステムは組合との協力の下で導入されています。

タイムクレジット
このシステムは法律によって定められているもので、中長期的にワーク
ライフバランスをコントロールするのが目的です。従業員はある程度の
制限（特別な理由、年齢、就業年数、部門内の基準参加人数を超えては
ならないなど）はありますが、キャリアよりも家族との生活を優先する
ために時間短縮勤務（フルタイムの50～80％）もしくは休業することが
できます。

●フレックスタイム利用者の声

午前中に子供を学校に連れて行く機会も持てます
し、休暇を取らずに病院に行けます。また、勤務時
間や出社時間に融通が利きますので、交通渋滞の
時間を避けて通勤できます。この有意義なシステ
ムを是非継続してほしいと願います。

●タイムクレジット利用者の声

私は水曜日を休みにし、週に4日勤務しています。
家事や自分自身のために時間を使え、家族と過ご
す機会も増えました。勤続36年で現在50歳です
ので、勤務時間を減らせることは肉体的にも大変
助かり、仕事を負担に感じることが少なくなりまし
た。本当に素晴らしいシステムだと思います。

FUJIFILM Hunt Chemicals Europe, N.V. 

Marino Waem

FUJIFILM Hunt Chemicals Europe, N.V.

Odette Cappaert

ワークライフバランス推進の目的
富士ゼロックスは、ワークライフバランスの推進を、多様な人材の士気
向上や能力の最大発揮など人材力の向上を通じた組織全体の生産
性向上と、社員一人ひとりの生活ニーズを充足できるメリハリある働
き方の実現という、「働き方」の変革活動としてとらえています。また、
ダイバーシティやワークライフバランスの理念や価値観を根づかせるこ
とは、「役割」を基軸に置いて個人の「能力」「仕事」「報酬」のバランスを
取るという富士ゼロックスの人事制度の考え方と合致しており、極め
て重要な取り組みであると認識しています。

施策の紹介
富士ゼロックスのワークライフバランスの原点にあるのは、1988年
に開始したニューワークウエイ（ＮＷＷ）運動です。ＮＷＷは、21世紀
に向けた「新しい企業のあり方」や「そこで働く個人の新しい働き方」を
実現するための「企業革新活動」であり、富士ゼロックスのダイバーシ
ティやワークライフバランスの取り組みの原点となっています。
そうした中で、富士ゼロックスが目指すのは、実効性のある仕組みで
す。例えば、育児関連制度では、継続的に運用改善に取り組んでき
たことにより、制度を活用して仕事を継続することが、広く定着してい
ます。そのような点を評価され、2002年にはファミリーフレンドリー
企業表彰を受賞、2007年4月には次世代育成支援対策推進法に基
づく企業認定マーク「くるみん」を取得するなど、外部からも一定の評
価をいただいています。

新たな取り組みへの展開
富士ゼロックスが、お客様から選ばれ続ける企業として存続するため
には、ビジネスプロセスの中に多様な人材が参画して意欲を持って働
き、能力を発揮できる状態を作っていく必要があります。その意味で、
今後に向けた最大の課題は、ワークライフバランスを支援する諸制度
を、両立支援だけではなく、企業競争力の強化、人材活性化などの観
点から十分に意味があるものにしていくことと認識しています。
また、社会、個人、企業が大きく変化する中で、社員の関心は、諸
制度の整備水準に加えて、「自分が最大限に能力を発揮できている
か」「人事制度は男女で差がないが、管理職への登用やチャレンジ
する機会には男女で差があるのではないか」など、自身のキャリア
形成や働きがいに移り、ダイバーシティやワークライフバランスの
推進についても、人事制度全体の運用の中で取り組んでいく必要
性が大きくなっています。
そうした中、多様な人材が性別、国籍、年齢、ライフステージの違いな
どを理由とした制約を感じることなく、生き生きと働き、能力を発揮
できる会社を実現するために、経営としての基本方針を改めて明確化
する必要性を認識し、2007年3月に、「ワークライフバランスの実践
に向けた基本的な考え方」を発信しました。
メッセージでは、多様なワークライフバランスを前提とした仕事の進め
方の見直しやワークルールの展開、多様な人材の資質を踏まえた意
識的な人材登用の推進などを意識的に進めていくことや、マネジメン
トの自覚と実践による風土変革や社員の主体的な実践の必要性につ
いて、経営の考え方を明確にしました。2008年4月には、そうした考
え方に沿って育児関連支援制度の拡充を行っており、現場の働き方の
見直しを牽引する仕掛けや、ローテーションを通じた若手・中堅の活性
化、勤務時間や場所の柔軟性を高めたワークルールの拡充などを積
極的に進めていく予定です。

ワークライフバランスの推進

富士ゼロックスでは、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、継続的に育児支援
制度の充実に取り組み、2007年4月に子育て支援企業として認定マーク「くるみ
ん」を取得しました。



従業員のモラルアップにもつなげました。

労使一体の組織で職場点検や教育を実施
カナダの現地販売会社であるFUJIFILM Canada Inc.

（3拠点・従業員数310名）は、国や地域の法律を守り、

従業員の安全を確保するため、経営者層と従業員により

Joint Health and Safety Committees（JHSC）を

組織し、月１回の職場点検に加

えて、緊急時の対応策などにつ

いて教育活動を行っています。

また、2年に1回、すべての職

場を対象に、第三者機関による

環境衛生と安全（法令順守）に

関する監査を実施しています。

化学物質による事故・災害を防ぐ活動
複写機のトナー、ドラムの研究開発及び製造を行ってい

る富士ゼロックス 竹松事業所では、それらの原料として

多くの粉じんや有機溶剤などの化学物質を扱っています。

これらの化学物質による事故・災害を防止するため、工

場部門での労働安全衛生マネジメントシステム

（OHSAS18001）の認証取得や、全部門でのリスクア

セスメントの実施、新規設備導入時に行う環境安全リス

ク審査や防爆審査、場内に

入場する工事業者に対する

工事安全衛生教育などを行

っています。また、トナー

製造時に多量に取り扱って

いる粉じんの安全衛生管理

富士フイルムグループでは、「労働安全は生産活動の原点

であり、前提条件である」という理念の下、安全最優先で

従業員の労働安全の確保に努め、安全衛生関連の諸法令

の順守を徹底しています。労使での安全巡視や社外の専

門家を交えた職場点検や改善、設備の設計・導入・稼働ま

での各段階における安全審査、災害防止活動など、各事業

所で定められた安全方針に基づき整備を行い、従業員へ

の啓発も随時行っています。これらの取り組みにより、労

働災害の発生件数を業界水準以下に抑えています。

安全大会による情報共有
2007年10月23日、富士フイルム神奈川工場従業員及び

関係会社や構内委託事業者を含め約600名が参加し、安

全大会を開催しました。2007年度に発足した安全大会専

門委員会を中心に企画されたもので、各職場の取り組み

事例の紹介や災害に関するケーススタディや関東中央病

院の牧由美子先生による講演「こころの健康づくり」な

どが行われました。工場長堀江秀明が「これをきっかけ

に安全に対する認識をさらに高め、具体的な対策を推進

してほしい」と呼び掛けました。

新人・異動者教育の徹底と防爆訓練の実施
写真感光材料分野を中心とした構造改革に伴い、人材の

流動化や雇用形態の多様化が進んでいます。こうした状

況の中、富士フイルム富士宮工場では、労働安全衛生の

周知徹底を図るため、フィルム材料部門共通の教育マニ

ュアルを作成し、2007年4月から新入社員や異動者を対

象に配属から3カ月間に4段階のステップを踏んだ教育や

再教育を行っています。

また、カラーフィルターの生産開始などに伴い、有機溶

剤の使用量が増えつつあり、爆発災害の防止に万全の対

策が求められています。2007年10月に防爆専門委員会

を設置するとともに、防爆の体験教育設備を開設し、研

修プログラムを立ち上げ、2008年1月から年2回、有機

溶剤の取り扱いに関わる従業員へ、爆発の3要素（可燃性

ガス・蒸気、着火源、酸素）などの教育を行っています。

外部専門家による現場防爆巡視と教育
富士フイルム吉田南工場では、従来から新入社員教育や専

門家による防爆講演会など、防爆意識の向上に取り組ん

できました。2007年度は新しい試みとして、外部専門家

による現場巡視を行い、有機溶剤などの危険物を扱う職場

での爆発防止対策を強化しました。産業安全技術協会の

蒲池先生をはじめ2名の外部専門家が、危険物を扱う現場

を巡視して、帯電の危険の有無について確認し、現場でオ

ペレーターや管理者に指導しました。巡視後は、現場巡

視結果を基に、取り組むべき問題点を共有しました。

リスクの軽減で職場のモラルアップに
写真処理用薬品などを製造するFUJIFILM Hunt

Chemicals Singapore Pte. Ltd.では、シンガポール

労働省が推進する労働安全衛生キャンペーンに参加し、

リスク抽出の内部監査やリスク教育を行っています。

2007年には、従来手作業に依存していた業務を3万

5,882シンガポールドル（約2,680万円）を投じて機械

化する職場改善（腰痛などのリスク軽減など）を進め、

に関しては、より厳しい自主管理濃度を設定した作業環

境測定にて管理するとともに、粉じんの個人暴露測定を

併用して、より快適な作業環境を維持する活動を行って

います。

生活習慣病への対応
2005年に日本でのメタボリックシンドロームの診断基準

が示されたことに対応し、富士フイルムでは検診に腹囲

の測定を追加し、検診結果に応じて医師、保健師、看護

師より、カロリー、脂質、塩分の制限や食事のバランス

の改善を目的とした栄養指導を中心に生活指導を行って

います。また、各事業所が主体となって、啓発のための

講演会の開催、社内食堂に

低カロリーのメニューを用

意するなどの取り組みを積

極的に行い、生活習慣病の

予防を進めています。

勤務時間を短縮してエクササイズを実施
シ ン ガ ポ ー ル の FUJIFILM Hunt Chemicals

Singapore Pte. Ltd.では、毎週金曜日を「ACTIVE

DAY」とし、勤務時間を１時間短縮して、専門の資格を

持つインストラクターを招き、従業員がキックボクシン

グやエアロビクスなどのエクササイズができるようにし

ています。2003年9月か

らスタートした「ACTIVE

DAY」は、現在では従業

員のおよそ半数が参加して

います。

メンタルヘルスへの対応
富士フイルムでは、2002年から産業医・カウンセラーも

参加した「全社健康・メンタルヘルス推進委員会」を設

置し、従業員のメンタル面の健康向上に努めています。

具体的には、労働時間に応じた健康アンケートや、産業

医面談を実施し、従業員がメンタル面の健康状態をセル

フチェックできる「メンタルヘルスe診断」の仕組みを整

備しています。また、役職者全員を対象とした「メンタ

ルヘルスマネジメントセミナー」を実施し、専門医やカ

ウンセラーによる社内相談窓口を開設しています。

安心して健康に働ける職場づくり
一人ひとりが心身ともに安定した状態で業務を行えるように

各拠点の業務内容に配慮した、安全最優先の職場づくりを進めています。
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労働安全衛生の推進

富士フイルム 神奈川工場の安全大会

富士フイルム 富士宮工場の防爆教育

富士フイルム 吉田南工場の防爆教育

改善前 改善後

富士ゼロックス
竹松事業所の工事安全衛生教育

改善前 改善後

関連ページ
P.81（人事・労務に関する情報（富士フイルム））
P.82（人事・労務に関する情報（富士ゼロックス））

工場における機械化の事例（上が生産ライン、下が原料倉庫）。いずれも
20キロを超えるポリタンクや原料袋を手作業で運搬していましたが、ハ
ンドリフトなどの導入により機械化し、従業員の負担を軽減しました。

環境衛生と安全（法令順守）
に関する第三者機関による
監査の保証書

ACTIVE DAY



富士フイルムグループでは、「顧客満足」を経営の基本と

し、常にお客様の視点に立った製品・サービスの品質実

現を目指し、お客様の声に真摯に耳を傾け、製品やサー

ビスの開発や改善に役立てています。製品分野が異なる

富士フイルムと富士ゼロックスでは、各製品分野のお客

様に合わせた対応を行っています。

富士フイルム及び関係会社では、ISO10002にのっとっ

た苦情対応マネジメントシステムの普及、定着に努め、さ

らなる「CS向上、応対品質向上」に取り組んでいます。

顧客満足度調査の実施
お客様コミュニケーションセンターにお問い合わせをい

ただいたお客様を中心に、顧客満足度調査を実施してい

ます。特にメール応対では、2007年度はお問い合わせに

対し、48時間以内に回答する活動（48時間ルール）の徹

底などにより、迅速・親切・丁寧・的確な応対が評価さ

れ、前回と比べて満足度指数が上昇しました。今後も調

査結果から抽出された問題点に関して改善に取り組んで

いきます。

お客様の声を効果的に活用
お客様コミュニケーションセンターなどに寄せられたお

客様の声を、関連部門や関係会社にフィードバックし、

製品やサービスの改善などに生かしています。2007年度

の事例のひとつとしては、インクジェットプリンター用

紙「画彩」の製品パッケージについて、お客様の声に基

づいた改善を行いました。

ショールームの活用
東京ミッドタウンの複合型ショールーム「FUJIFILM

SQUARE（フジフイルム スクエア）」は、富士フイルム

の“顔”として写真関連製品やヘルスケア製品などの展示

や企画写真展を行い、1日約1,500～2,000人のお客様を

お迎えしています。シニアコンシェルジュ（富士フイルム

OB）が写真撮影全般のアドバイスを行うなどお客様への

丁寧な説明を心掛けており、外国人観光客が多い立地環境

に配慮し、英語を話せるスタッフを複数名配置、周辺施設

への道案内などにも対応しています。多くのお客様から

「充実、多彩な展示内容にも拘わらず無料であり、気軽に

利用できてうれしい」とのお声をいただいており、今後も

ユーザーフレンドリーなショールームを心掛けていきま

す。また、ショールームを訪れたお客様から寄せられた声

をデータベース化し、関

連部門や関係会社とタイ

ムリーに共有し、製品や

サービスの改善に役立て、

ショールームやスタッフ

の応対の改善にもつなげ

ています。

富士ゼロックス及び関係会社は、シェアード・バリュー

（わたしたちが大切にすること）に「お客様の満足」とあ

るように、「お客様満足」を最上位に位置づけ、わたした

ちが提供する商品やサービスを通じ、お客様の事業活動

推進に貢献することを創業以来、目指してきました。

創業当初、お客様に複写機を販売するのではなくレンタル

する「レンタルビジネス」を展開したのも、複写機が生み

出す「効用」こそが、お客様が求めているものであると考え

たからです。このように、「お客様が真に何を求めている

か」を知り、お客様のビジネスにおける課題を解決するた

めには、コミュニケーションを通じた継続的な関係性の構

築と維持が欠かせません。これが、わたしたちのCS

（Customer Satisfaction）向上活動の原点です。

こうした考え方を実現するために、富士ゼロックス及び

関係会社は、お客様の満足と不満を的確にとらえ、事業

活動に絶えず反映し、改善を図ってきました。

お客様満足度調査の実施
商品・サービスについてのアンケート調査や、社外調査

機関によるお客様満足度調査の結果、評価の低かった

「取り扱い説明書の分かりやすさ」の項目について、よく

使う機能のみを抜粋し、容易な表現で示した「簡易取り

扱い説明書」を追加することにより改善しました。

CS向上へ多様な施策を展開
2007年度は「業界CSナンバー1」を合言葉に、「ボイ

ス・オブ・カストマー（VOC）＊」を通して寄せられた

約60万件のお客様の声から、商品やサービスの改善に努

めました。

カラー複合機の改善例
カラー複合機に関するお客様の声を反映して、より一層「環境や

人に優しい」をコンセプトにした新商品を目指しています。

お客様満足の向上に向けて
お客様とのコミュニケーションを大切にし、

お客様の声を製品やサービスの開発、改善に生かしています。
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お客様対応の基本姿勢

富士フイルムの取り組み 0（顧客満足度指数） 20 40 60 80 100

回答の分かりやすさ

回答の見やすさ

今後の利用意向

回答時間の速さ
2007年 1～3月
2007年度 前半
2007年度 後半

メール応対についての顧客満足度

電話・書簡応対についての顧客満足度 インクジェットプリンター用紙「画彩」の改善例

お客様の声
●「はがきサイズ」と表記してあるが、「郵便はがき」として使えない
● 厚みの表示が分かりにくい
改善の対応
●「郵便はがきとしては使えない」という表記を大きく目立つように改善
● ペーパーの表裏判別の表示を目立つように改善
● 厚み表示を従来の「μｍ」から一般的な「ｍｍ」に変更

お客様の声

●機械が机の横にあるとうるさいので、静かなものにしてほしい

改善の対応

●冷却ファンのコントロールを最適化し、耳障りなモーター音をカット

することで、白黒機並みの低騒音を実現

富士ゼロックスの取り組み

フジフイルム スクエア

FUJIFILM SQUARE（フジフイルム スクエア）

住　　所　東京都港区赤坂9丁目7番3号 1階～2階
（東京ミッドタウン）

電　　話　03（6271）3350

営業時間　午前11時～午後8時　無休（年末年始を除く）
入場無料

URL http://fujifilmsquare.jp

0（顧客満足度指数） 20 40 60 80 100

問い合わせ時の
受付態度

不具合品送付の案内

現品受け取りの
連絡はがきの印象

返事が届くまでの日数

書簡の内容

今後の使用意向

2005年
2006年
2007年

顧客満足度調査の対象者
〈電話・書簡応対アンケート調査〉2007年7月1日～9月30日にお客様コミュニケーションセンター
から回答書簡を発送したお客様（回収件数169件／回収率52％）
〈メール応対アンケート調査〉2007年1月1日～2008年3月31日に富士フイルムホームページ経由

でメールでのお問い合わせをいただいたお客様（回答件数341件／回収率6.4％）

顧客満足度指数の算出方法

×100顧客満足度＝
（良い：＋2）＋（まあ良い：＋1）＋（やや悪い：－1）＋（悪い：－2）

回答件数×2

関連ページ P.80（お客様対応の仕組み（富士フイルムと関係会社））

富士ゼロックス及び関係会社 CS行動指針

1.「お客様の言葉」に耳を傾けることが、私たちの仕事の始まりです

2．「お客様の視点」で考えることが、私たちの仕事の基本です

3．「お客様の期待」に応えることが、私たちの仕事の責任です

4．「お客様の感動」を得られたときが、私たちの仕事の喜びです

5．「お客様の評価」こそが、私たちの仕事のものさしです

＊ボイス・オブ・カストマー（VOC）：全国の営業担当者やサービスエンジニア、事務スタッフが入力し

たお客様の声を、社内各組織で情報共有し、全社で活用する仕組み。

簡易取り扱い説明書（左から「コピー編」「ファクス編」「スキャン編」）

改善前
改善後
（右は表記改善部分を拡大）

関連ページ
P.80（お客様対応の仕組み（富士ゼロックスと関係会社））
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2002年4月に制定された「富士フイルムグループ グリーン・ポリシー」は、富士フイルムグループ中期環境方針として、

「基本方針」「行動指針」「重点実施事項」の3段階の構成で、富士フイルムグループ全体に運用してきました。

2008年度以降も、「富士フイルムグループ　グリーン・ポリシー」を運用し、富士フイルムグループ全体でより高い「環境

品質」を目指します。

富士フイルムグループ全体で高い「環境品質」を目指すために

C S R 活 動 報 告

富士フイルムグループ グリーン・ポリシー
富士フイルムグループでは、中期環境方針「富士フイルムグループ グリーン・ポリシー」に則して、

グループ全体で高い「環境品質」を目指した活動を推進しています。

富士フイルムグループ グリーン・ポリシー

“持続可能な発展”は21世紀の地球、人類、企業にとって最重要課題である。世界の富士フイルムグループ

各社は、環境・経済・社会のすべての面において確実で一歩先行した取り組みにより先進企業となることを

目指す。我々は、製品・サービス・企業活動における高い“環境品質”を実現することで、顧客満足を達成

すると共に、“持続可能な発展”に貢献する。

1.環境負荷低減と製品安全確保を次の3項目に留意して推進する。

（1）企業活動のすべてにわたって実施

（2）製品の全ライフサイクルにわたって実施

（3）経済的、社会的効果を総合的に考慮

2.化学物質及び製品含有化学物質の管理レベルを高め、リスクを低減する。

3.法律及びグループ会社の自主規制、基準類、個別に同意した要求事項を遵守する。

4.協力会社とのパートナーシップと行政、業界活動への協力を強化し、地域活動に積極的に参加する。

5.環境諸課題への取り組み状況とその成果を、地域社会や行政、グループ会社従業員等の社内外関係者に

積極的に情報開示し、良好なコミュニケーションを確保する。

6.グループ各社従業員教育の徹底を通じて意識向上を図り、環境課題に取り組む基盤を強化する。

行動指針

重点実施事項（2008年3月時点）

1.環境効率の向上

＊1 生産事業場：富士フイルム神奈川工場（足柄サイト、小田原サイト）、富士フイルム富士宮工場、富士フイルム吉田南工場、富士フイルムオプトマテリアルズ、富士フイルム九州
＊2 エネルギー原単位：換算生産量当たりのエネルギー使用量。
＊3 CO2原単位：換算生産量当たりのCO2排出量。

A.温暖化ガス排出量（連結） B.天然資源投入量（連結） C.揮発性有機化合物大気排出量（連結）

D.容器包装材料使用量（単独） E.廃棄物発生量（連結） F.水投入量（連結）

環境効率：2004年度から2007年度までの環境効率の推移 目標達成に向けて順調です（目標達成計画ラインを上回り） 目標達成に向けて努力が必要です（目標達成計画ラインを下回り） 目標

揮発性有機化合物大気排出量（C）、容器包装材料使用量（D）、水投入量（F）の環境効率は、目標達成ラインを大幅に上回り、2010年度目標も既に達成しています。しかし、温暖化ガス排出量（A）、天然資源投入量（B）、廃　
棄物発生量（E）の環境効率については、次の理由で目標達成ラインを下回りました。
 ・ 温暖化ガスについては、新工場の稼働、及び買収によるグループ会社での増加が主な理由ですが、富士フイルム国内工場の削減により前年度よりは向上しています。
 ・ 天然資源投入量については、フラットパネルディスプレイ用TACフィルムの原料及びオフセット印刷用PS刷の原材料であるアルミニウムの使用が増加したために低下しました。
 ・ 廃棄物発生量については、米国、中国での発生量が増加しています。ただし、富士フイルム国内工場における廃棄物削減の取り組みにより増加分を吸収し、グループ全体では前年度より向上しています。
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＊4 GHS：化学品の分類及び表示に関する世界調和システム。

基本方針

富士フイルムグループは、A～F（以下のグラフ参照）の6つの環境負荷すべてにおいて、2010年度の環境効率を2000年度の2倍とすることを目指す。

2.環境配慮設計
すべての新製品、改良品の設計を環境配慮設計基本規則に従って実施する。同時に、環境配慮設計を通じて達成した製品などの環境品質データのグループ会社間で
の共有を機器・包装材料から推進する。富士フイルムグループとしても順次展開する。

3.環境負荷低減と汚染防止
3-1. 温暖化ガス排出量削減

富士フイルム及び国内グループ各社の排出量の多い下記生産事業場＊1においては、エネルギー原単位＊2を2012年度に対1990年度実績で30%改善する。
また、CO2原単位＊3を2012年度に対1990年度実績で40%改善する。上記以外の富士フイルムグループ会社は個別に別途目標を定める。

3-2. 環境モニタリングの実施
国内生産会社の法規制など対象物質使用事業場においては土壌・地下水、排水、揮発性有機化合物大気排出量のモニタリングを定期的に実施する。

3-3. 配管、ピット、タンクからの漏えい対策
国内生産会社は化学物質漏えい対策として、地上化、二重化、その他早期発見を可能とする施策を継続して順次実施する。

4.廃棄物管理のレベルアップ
4-1. ゼロエミッションの継続・改善

国内グループ各社はゼロエミッションを継続する。さらに資源リサイクルの質的な改善を実施する。海外グループ各社は国別の状況に対応して別途目標を定める。
4-2. 廃棄物ガバナンスの強化

国内グループ各社は廃棄物関連教育の充実及び適正管理の徹底を図る。

5.化学物質管理のレベルアップ
世界各国の化学物質規制法を順守するため、確実な情報収集と法規制に対応した製品開発と販売が可能な体制を維持強化する。
同時に、欧州で検討されている新化学物質規制REACHを含めた、化学物質管理強化の動きに対応する体制を強化する。
また、安全性試験及び法対応試験の新規技術導入によるレベルアップを図るとともに、富士フイルム化学物質管理システムに基づく確実な管理を実施する。

6.含有化学物質管理（原材料、部材、包材、サービス）
環境配慮製品実現のために、サプライチェーン・マネジメントを強化し、調達先、調達品及びサービスの調査を継続して実施する。
調達先については、製品含有化学物質管理体制を調査し、その向上を促進する。またCSRマネジメントレベルの調査を順次導入する。
調達品については調査を行うと同時に、禁止物質非含有の契約及び仕様明確化を実施し、さらに検査体制も強化する。

7.マネジメントシステムの構築と改善
富士フイルムグループ各社は、環境及び品質マネジメントシステムの構築を図り、業務との融合を強化するなどのマネジメントシステムの継続的改善を実施する。

8.情報開示、情報提供、コミュニケーション
企業活動については、富士フイルムグループ各社が発行する社会・環境レポートなどの改善、充実を図る。製品については、GHS＊4に対応したMSDS・安全ラベル
提供を推進する。また、製品環境情報開示の充実を図る。社内外関係者との対話などを通じたコミュニケーションの充実を図る。

9.従業員教育の徹底
富士フイルムグループ各社は従業員に対して、環境及び品質に関連する教育・訓練を実施する。
また、教育・訓練の内容の充実及び教材の更新など、教育・訓練システムの継続的改善を実施する。

関連ページ P.86-90（環境側面に関する情報）

売上高
環境負荷の値

環境効率＝
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C S R 活 動 報 告

富士フイルムグループの環境負荷の全体像
富士フイルムグループ全体での資源投入量と、製品の研究・開発、製造、物流の各段階において

発生した排出量を表したマテリアルフローをご紹介します。

富士フイルムグループの環境負荷の全体像（2007年度）

資源採掘／輸送、精製・精錬／
合成／加工、資材輸送

電気の使用量、石油、ガスの燃焼
水の使用→排水、廃棄物

重油・ガソリンの燃焼、
電気の使用

・電気の使用
・水の使用

・廃棄物の焼却
・リサイクル

「資源調達」による
環境負荷

排水

「製品製造」による
環境負荷

「製品輸送」による
環境負荷

「客先での製品使用」
による環境負荷

「廃棄、リサイクル」
による環境負荷

材料再生

廃棄物

電気 水電気

大気排出
CO2…1,513千トン
VOC…1.5千トン
SOx…0.09千トン
NOx…0.9千トン
ばいじん…9.0トン

2,612千トン＊1

＊2

CO2換算

アルミ／PET／TAC
材料再生

CO2…50.8千トン
大気排出

CO2…500千トン＊3

大気排出
CO2…400千トン＊4
大気排出

・電　　気：1,420百万kWh
・石油類：158千ｋL
・都市ガス：145百万㎥
・天然ガス：27百万㎥
・　  水  　：56百万トン

・アルミ：129.9千トン
・　銀　：1.0千トン
・P E T：40.6千トン
・T A C：50.4千トン

・ガソリン：1.66千kL
・軽 油 ：17.08千kL

76.5千トン
廃棄物

廃棄物
91.7百万トン

水の
循環使用量

排水
水…52百万トン
COD…96.8トン
BOD…44.8トン
総窒素…258.8トン
総リン…4.3トン

富士フイルムグループの環境負荷の直接的な管理領域

＊1 「資源調達」による環境負荷のうち、富士ゼロックス分（複写機・プリンター）につ
いては2006年度データを使用。

＊2 太陽光発電178千kWh、風力発電1,342千kWhを含む。
＊3 「客先での製品使用」による環境負荷は、製品の稼働予想台数にエネルギー使
用予想値を掛けて推定値として試算。

＊4 「廃棄・リサイクル」による環境負荷は、製品の廃棄／材料リサイクルの予想よ
り推定値として試算。

水

富士フイルムグループのCO2排出量の全体像＊（2007年度）

0
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廃棄・リサイクル使用時製品輸送ステージ事業所排出資源調達
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＊CO2排出量の換算には、「産業連関表を基本に構築された二酸化炭素排出原単位」を基本データとし
て使用しています。「産業連関表」は総務省が中心となってまとめた日本国内経済において、一定期間
（通常1年間）に行われた財・サービスの産業間取引を一つの行列（マトリックス）に示した統計表です。 

複写機、プリンター
などの資材：

富士ゼロックス分
（2006年度データ）

TAC
PE

ガス類（燃焼） 複写機・
プリンター

デジタル・カメラ

グラフィック機器

ミニラボ機器
医療機器

石油類（燃焼）

電気
PET

アルミ

鉄鋼
銀

石油類

ガス類

有識者との対話「製品の環境負荷低減─わたしたちが取り組んできたこと」

富士フイルムグループでは、2005年から「製品の環境負荷低
減」をテーマにダイアログを行ってきました。「環境負荷を低
減するために、富士フイルムグループが取り組んできたこと、
取り組むべきこと」を、2008年のダイアログ（2008年5月
15日開催）のテーマとしました。
参加者は、外部有識者3名（武蔵工業大学 環境情報学部 准教
授 伊坪徳宏さん、大和総研 経営戦略研究所 主任研究員 河口
真理子さん、独立行政法人 経済産業研究所 コンサルティング
フェロー 藤井敏彦さん）と富士フイルムホールディングス・
富士フイルム・富士ゼロックスから7名で、川北秀人さん
（IIHOE「人と組織と地球のための国際研究所」代表）にファ
シリテーターをしていただきました。

●富士フイルムにおけるPS版・CTP版の生産工程での廃材アルミ
ニウムのクローズドループリサイクル技術の確立（P.14)
●富士ゼロックスにおける資源循環システムの実践（P.25）
●富士フイルムの環境配慮印刷への取り組み（P.13）
●富士ゼロックスにおける商品使用時の電力消費量削減への取り
組み（P.19）

取り組んできたこと

●BtoB（ビジネス・トゥ・ビジネス）の製品は、エンドユー
ザーにも環境配慮の取り組みを伝えること。
●投入資源への環境配慮について、その活動の成果を、分かり
やすく具体的に示すこと。
●CO2削減成果を総量で出すのではなく、製品別で提示。
●ユーザーの使用形態に合わせた省エネモードの設定やミスプ
リントを低減する仕組みの積極的な導入。また、「このような
使い方をすれば、これだけ環境負荷を削減できる」といったユ
ーザーへの提案など、ソフト面のさらなる充実。
●環境配慮製品を普及させるために、「コスト」だけでなく、
「投資」の発想を持つこと。
●環境配慮に貢献する先行者の利益を確保するためのルールメ
イキングについて、企業はもっと能動的に関わり、制度を作り
出していくような活動をすることが必要。
●必要な交渉や戦略的なコーディネートができる人材の育成。

取り組むべきこと

●PS版の原材料のアルミニウム精錬には、大量のエネルギー
を要するので、富士フイルムが、廃材アルミニウムのクローズ
ドループリサイクル技術を確立したことは大変評価できる。企
業の競争力アップにもつながるだろう。
●複写機などのハード面で製品の環境負荷削減が進んでいるこ
とは素晴らしい。

有識者から評価されたこと

富士フイルムグループが、製品の環境負荷低減に対して取り組
んできた活動を、より積極的に社会に発信していくことの大切
さを再認識しました、各事業部とCSR部門の連携を強化し、
経営的な視点で製品の環境配慮を進め、その成果をお客様をは
じめ社会に提案していきます。

まとめ

富士フイルムグループ全体の環境負荷を
LCA（ライフサイクルアセスメント）で分析

V O I C E

富士フイルムグループが提
供している製品全体につ
いて、資源調達から製造・市場での使用・廃棄までの環境負荷の全
体をCO2排出量に換算してみました（左図）。資源調達での環境
負荷が一番大きいことが分かります。これまでも製品の省資源
化・省エネルギー化、リサイクルなどを進めてきましたが、今以上
に資源使用量の抑制、リサイクル・リユースによる資源の再利用を
進めることの重要性を再確認しました。

関連ページ
P.8-11（特集 メディカル分野での取り組み）
P.12-15（特集 印刷分野での取り組み）
P.16-19（特集 気候変動問題への対応）

ステークホルダー・ダイアログを終えて
V O I C E

製品の環境負荷を低減する取り組みが本格化するにつれ、話が
一企業の内で完結しない場合が増える。富士フイルムのアルミ
リサイクルもそのような例のひとつだろう。合金メーカーとの
協力で目標が達成された。ご担当者の東奔西走の努力が成功の
鍵であること、これは常に真である。しかし、加えて制度的仕
掛け、会社を越えた環境連携を後押しする政策があれば、より
円滑に前進が可能だろう。環境負荷の低い社会とは、新しい
「ゲームのルール」を意味するからである。

製品の環境負荷低減の
取り組みを後押しするもの
（独）経済産業研究所 コンサルティングフェロー

藤井 敏彦さん

両社ともに素晴らしいのは、その内容が先進的であることだ
けでなく、製品ライフサイクルに立脚した製品開発と環境負
荷改善を実践していることである。これはCSRの基本的思想
につながるものと考えられる。環境負荷の削減には、技術的
な改善のほか、関係者との合意形成が必須であるが、アルミ
ニウムのリサイクル促進のため、自らアルミの再生に着手し、
その品質保証をすることで再生工程を体系化したことは特筆
に値する。

ダイアログに参加して
武蔵工業大学
環境情報学部 准教授

伊坪 徳宏さん

富士フイルム
環境・品質マネジメント部
シニアスタッフ

河田 研（左）
主任技師

三好 孝仁（右）

F O C U S ス テ ー ク ホ ル ダ ー ・ ダ イ ア ロ グ
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富士フイルム及び関係会社では、2003年4月以降、すべ

ての新製品・改良品の設計を、「環境配慮設計基本規則」

に従って実施し、環境負荷の軽減に取り組んでいます。

2007年度は、6月に欧州で施行されたREACHへの対応

を重点課題とし、環境配慮設計に取り組みました。

富士フイルム及び関係会社の環境配慮設計は、3R（リデ

ュース・リユース・リサイクル）、含有化学物質、使用資

源、LCA（ライフサイクルアセスメント）、省電力、安全

性などを強く考慮した製品設計であり、「環境品質」が審

議・承認されなければ製品化されないという仕組みを確立

しています。

環境配慮設計を実施する場合は、2002年に制定した

「LCA運用規則」に基づき、LCA手法で、製品企画や研

究・開発の段階から材料調達、製造加工、販売、物流、使

用、廃棄・リサイクルまでの製品のライフサイクル全体に

おける環境負荷を定量的、客観的に分析・評価しています。

RoHSやREACHなどグローバルな環境法規制対応も環

境配慮設計の仕組みの中で行っています。

富士フイルムの環境配慮設計とは？

C S R 活 動 報 告

環境に配慮した製品設計
富士フイルムグループでは、グローバルな環境法規制への対応だけでなく、

製品のライフサイクル全体で環境に配慮した製品をお客様へお届けしています。

安全性

含有化学物質管理（グリーン調達）

3R

環境情報提供

物流・包装

法令順守

環境配慮設計の要素
これらの要素に基づいて
「環境配慮設計基本規則」を設定している。

LCA運用規則

製品化と情報提供の流れ

環境配慮設計の仕組み
●環境影響化学物質使用量の削減

●含有化学物質管理基本規則・含有化学物質管理ガイドラインに基づく管理●グリーン調達基準の順守（原材料・部品の環境品質を保証）

●包装材の削減、有害物質の回避 ●収集・運搬・回収容易性、物流効率化、梱包材の繰り返し使用

●国内環境関連法（化学物質審査規制法、労働安全衛生法）などへの対応 ●海外環境関連法（EuP＊1、RoHS、REACH）・業界協定（ECD＊2）などへの対応

●全ライフサイクルでのCO2排出量、環境影響化学物質含有量、廃棄物量などを評価

●長期使用性、修理・部品交換●再生資源の利用 ●製造時・使用時の資源・エネルギーの減量化

●環境ラベルや材料名などの表示 ●再資源化・廃棄のための情報

●使用済み製品の処理の安全性 ●廃棄物の安全性

製品化計画段階 研究開発段階

営業部門・商品企画部門 研究開発部門

作成 作成 登録

登録

登録

維持管理

使用原材料 製造 流通 廃棄

環境品質目標の策定 目標に従った製品開発、
環境品質評価／LCA評価

製造タイプ検討段階

製造タイプ決定者

審議

製造・製造条件変更段階

製造部門

製造

情報提供

国内・海外営業部門

情報提供

お客様による使用・廃棄

化学物質・調剤・感光材料・アーティクル・機器

情報提供（MSDS、JAMP MSDSplus、AIS）

企画書

環境品質目標シート

環境品質情報シート＊3 環境品質情報シート 環境品質情報

LCA評価シート

環境品質アセスメントシート

製品環境情報
マスターデータベース

＊1 EuP：Directive on Eco-Design of Energy-using Productsの略。2005年8月に発効した環境配慮設
計に関するEU（欧州連合）指令。

＊2 ECD：Environmentally Conscious Designの略。製品本体のみならず、そのライフサイクルにおける
環境負荷が最小であるような製品として設計する規定。

＊3 環境品質情報シート：含有化学物質やリサイクルなどの製品の環境情報をまとめたシート。

富士フイルムと富士ゼロックスのシナジー
植物由来成分が30％（重量比）以上の
バイオマスプラスチックを開発

T O P I C

近年、環境配慮型素材として、バイオマス（化石資源を除
く動植物からとれる再生可能な有機性資源）の活用が注目
されています。富士フイルムグループでも、早くからバイ
オマス素材を将来技術のひとつとして、その開発に取り組
んできました。2007年7月、富士ゼロックスと富士フイル
ムは、植物（とうもろこし）由来成分30％（重量比）以上
のバイオマスプラスチックを共同開発しました。強度と難
燃性向上を実現し、高い耐久性が求められる「機構部品」
にも使用可能なバイオマスプラスチックとしては業界初と
なるものです。新開発のバイオマスプラスチックを、ABS
樹脂主体の従来のプラスチックに替えて使用することで、
CO2排出量を約16％削減することが可能です。今後も、よ
り質の高いバイオマスプラスチックの開発に取り組んでい
きます。

「バイオマスプラ」マーク
「植物由来成分が重量比25％以上
含まれる」と認定されると与えられ
ます。業界初の取得です。

バイオマスプラスチック部品を本体
可動部分（カバー内のレバー部）に
使用したフルカラーデジタル複合機
「ApeosPort-Ⅲ C3300」

関連ページ P.19（製品での取り組み）
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富士フイルムグループでは、安全・環境に配慮した化学

物質管理を徹底しています。化学物質関連の法規制につ

いても、常に先行した対応を実施し、また、化学メーカ

ーとしての長年の知見を活用し、業界や各種機関、社外

プロジェクトなどへの支援を積極的に行い、牽引役を務

めるなど社外への貢献も続けています。富士フイルムと

富士ゼロックスでは、事業内容が異なります。そのため

化学物質に関するリスクや注意点も異なり、事業やリス

クに対応した適切な化学物質管理の体制を事業会社ごと

に構築しています。

富士フイルム及び関係会社の安全性評価
富士フイルム安全性評価センター（旧・素材試験センター）

は、富士フイルムで開発・使用される各種の化学物質・材料

の安全性全般を評価する役割を果たしています。開発初期

から製品化に至る各段階で、健康や環境に関わる幅広く高

度な安全性評価を行っており、また、法対応＊1試験に関

しては、GLP（優良試験所基準）＊2適合施設として、国際

的に通用する信頼性の高い試験を実施しています。

富士フイルム安全性評価センターの機能拡充
安全性評価センターでは、富士フイルムにおける機能性材

料やライフサイエンス分野への事業領域の拡大に対応する

ため機能を拡充しています。

具体的には、細胞毒性・遺伝子発現などの評価、化学物質

の体内動態評価による毒性機序解析、毒性の定量的構造活

性相関による予測などの安全性評価技術を強化し、また、

材料開発者が利用しやすい安全性データベース環境の整備

を行いました。これらを活用して、開発の初期段階から安

全性評価と解析を行い、高性能で安全な材料・製品の開発

に取り組んでいます。

富士フイルムと関係会社で行われる動物実験の管理
「動物の愛護及び管理に関する法律」を順守するため、富士

フイルムとその関係会社を対象とする「動物倫理規則」の

下に、各動物実験施設で「動物実験規程」を定めるとともに

動物実験委員会を設置して、適正な動物実験を実施してい

ます。また、動物愛護の3R（Replacement：代替法の利

用、Reduction：動物利用数の削減、Refinement：苦痛

の軽減）にも積極的に取り組んでおり、安全性評価センタ

ーでは、日本動物実験代替法学会主催（JaCVAM＊3共催）

の皮膚刺激性試験、及び皮膚感作性試験の代替法検討に参

画しています。

富士ゼロックスと関係会社の
生産事業所における化学物質管理
富士ゼロックスとその関係会社では「化学物質管理規程」

を定め、生産事業所で取り扱う化学物質を安全性区分表に

あるように分類、明確にしています。

生産工程で新規に使用する化学物質については、「新規登

録申請書」によって、法律調査とMSDSの情報から審査

し、その安全性区分を決定しています。また、その化学物

質を使用する工程の新規導入時、変更時は、「環境・安全

リスク審査」を実施し、作業者の健康確保及び環境汚染リ

スク低減措置をとっています。また、定期的に化学物質監

査を行い、「化学物質管理規程」どおりに化学物質が使用

されているかの確認と是正を行い、常に化学物質の使用に

関するリスクの低減を図っています。

富士フイルムグループの化学物質管理

C S R 活 動 報 告

安全・環境に配慮した化学物質管理
富士フイルムグループは、事業特性に伴うさまざまなリスクに対応し、

企画・開発・製品化・製造・販売のすべての工程において、適切な化学物質管理を徹底しています。

安全性評価センターで評価している代表的な評価項目

毒性スクリーニング（細胞毒性試験・遺伝子発現など）、　
（Q）SAR（毒性の（定量的）構造活性相関）活用、
化学物質の体内動態（吸収･分布･代謝･排泄）評価
による毒性機序解析

Ames試験、染色体異常試験、
急性毒性試験（経口、経皮）、皮膚刺激性試験、
皮膚感作性試験、爆発性試験

急性毒性試験（経口）、皮膚刺激性試験、
眼刺激性試験、皮膚感作性試験

分解度試験、濃縮度試験、分配係数測定試験、
Ames試験、染色体異常試験、反復投与毒性試験、
生態毒性試験（藻類生長阻害試験、
ミジンコ急性遊泳阻害試験、魚類急性毒性試験）

安全な
化学物質の開発

労働安全などの管理

製品の安全管理

法対応試験（GLP）

目的 評価項目

化学物質の総合的リスク管理の仕組み（富士フイルム）

PL管理規則

富士フイルムの基準・規則

化学物質管理基準（化学物質環境安全管理基本規則、含有化学物質管理基本規則）

職場環境・安全管理・サイトの運営管理基準（化学物質リスク評価及び管理手順、環境管理物質検査基準、含有化学物質管理ガイドライン）

製品管理基準（環境配慮設計基本規則）

企画

・目標
計画

・情報入手 ・安全性試験の実施
・新規素材導入試験
・素材法対応の評価

・安全性試験の実施
・製品安全性の試験
・製品法対応の評価

・リスク評価の
実施
・化学物質の
分類と管理

・原材料情報の作成
・製品情報の作成

・データベース化 ・製造部門による
メンテナンス徹底

開発 製品化 製造 販売

原
材
料

化
学
製
品

包
装
材
料

ア
ー
テ
ィ
ク
ル

機
器

環
境
品
質
目
標
の
設
定

MSDS、
JAMP MSDSplusの

入手と管理

AIS、JAMP AIS
及び必要に応じた

MSDS、JAMP MSDS
plusの入手と管理

JAMP AIS
及び／もしくは

部品情報入手と管理

安全性
評価センターでの
試験・評価

安全性の最終確認

環
境
品
質
目
標
達
成
度
の
中
間
チ
ェ
ッ
ク

安全性
評価センターでの
製品の試験

アーティクル製品
法対応確認や

必要な手続きの実施

MSDS、
JAMP MSDSplusや
包装ラベルの作成

MSDSや
包装ラベルの作成

AIS、JAMP AISや
包装ラベルの作成

取
り
扱
い
原
料
・
製
品
の
リ
ス
ク
評
価
と
管
理（
製
品
の
全
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
に
お
け
る
リ
ス
ク
、法
律
や
協
定
、倫
理
規
定
違
反
な
ど
を
判
定
し
管
理
す
る
）

製
品
環
境
情
報
の
チ
ェ
ッ
ク
、環
境
品
質
目
標
達
成
の
チ
ェ
ッ
ク

製
品
環
境
情
報
の
マ
ス
タ
ー
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録

・職場の安全管理
・リスク管理
・原材料輸送管理
・各種製品法対応
・パンフレットの整備
・廃棄、リサイクル対応
・製品環境情報の
  必要に応じた改訂
  など

MSDS、
JAMP MSDSplusの

お客様への
提供と一般公開

AIS、JAMP AISなどの
お客様への
提供と一般公開

国際化学工業協会協議会（ICCA：International Council
of Chemical Association）は、化学物質が及ぼす環境
やヒトの健康への影響に関し、長期自主研究（LRI：
Long-range Research Initiative）を進めています。富
士フイルムはLRI活動に出資し、また、委員として参画す
ることで活動を支援しています。

LRIへの貢献

関連ページ
P.86（管理対象とする化学物質の範囲（富士フイルム））
P.86（化学物質の分類と分類の基準（富士フイルム））

＊1 化審法（化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律）及び労働安全衛生法。
＊2 安全性試験成績の信頼性を確保するため、試験施設が備えるべき組織、設備、手順書などについて定めた基準。安全性評価センターは、経済産業省・厚生労働省・環境省の3省から適合確認を受けています。
＊3 JaCVAM：Japanese Center for the Validation of Alternative Methods（日本代替法評価研究センター）。

関連ページ P.86（化学物質の安全性区分表（富士ゼロックス））
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近年、世界の環境関連の法規制は厳しさを増し、なかでも

化学物質に関する規制は、市場への参加権に関わる事項で

あり、事業の存続を維持するため、企業は緊急の対応に迫

られています。

1992年のリオサミットを皮切りに、21世紀に向けた化

学物質管理の方向が示され、2002年のヨハネスブルグサ

ミットでは、「2020年までに有害な化学物質の使用を最

小にする」との具体的な目標が採択されました。この世界

的な潮流を受け、欧州では2003年にRoHS指令＊1

（2006年7月施行）、2006年にはREACH規則＊2

（2007年6月施行）が公布されました。製品に含まれる化

学物質（含有化学物質）の管理の強化（情報収集及び情報

開示）が厳しく要請され、企業には具体的な行動が求めら

れるようになってきています。

富士フイルムグループは、このような社会の要請に応え、

世界基準をクリアするため、常に一歩先行した化学物質管

理の対応で、枠組み作成や運用規定の整備、システム構築

など、グループ全体で高度な製品含有化学物質管理に計画

的に取り組んでいます。

RoHSやREACHが求める含有化学物質管理に、迅速か

つ的確に、無駄なく対応するためには、サプライチェーン

間の情報共有が不可欠となり、そのための仕組みの構築が

重要となります。

富士フイルムでは、原材料からアーティクル、完成品など、

サプライチェーンのすべての領域に関わっていることか

ら、対応すべき事項の幅が非常に広くなっています。この

点を考慮し、サプライチェーンの川上に位置する化学メー

カー、川中に位置するアーティクルメーカー（部品・部材）、

川下に位置するセットメーカーなど、お取引先と協力しな

がら取り組み、必要な情報収集と開示を進めています。

富士フイルムの事業領域を踏まえた化学物質管理の考え方

が、サプライチェーン全体を視野に入れたJAMP＊3の考

え方に近いことから、写真工業界基準準拠のAISから

JAMPの書式に準じたJAMP MSDSplus＊4やJAMP

AIS＊5へと拡充展開し、情報公開を開始していきます。

富士フイルムグループでは、グローバルに事業を展開し、

世界各国に拠点を持つことから、グローバルでの法規制対

応に向けた整備を進めています。

2006年に欧州で施行されたRoHS指令に続き、日本や米

国、中国でも同様の規制が施行され、各国の要求事項に従

った情報開示に対応するため、海外の関係会社との緊密な

情報交換を推進しています。

例えば、欧州や米国のように法規制の基盤が同じ地域につ

いては、法規制情報・法規制対応情報の共有化により、法

対応力の強化とコストダウンを図っています。また海外の

関係会社と連携しながら、各業界団体の情報を収集し、国

内外法規制の監視強化も進めています。

含有化学物質管理の世界的な潮流 サプライチェーン全体に関わる情報管理

グローバルに含有化学物質管理を展開

富士ゼロックスでは、主なマーケットエリアであるアジア、

オセアニアだけでなく、ゼロックス向けに商品を供給して

います。そのため、商品の含有化学物質管理は、グローバ

ルな法対応が求められます。

REACHに関しては、2006年後半から、「体制づくり、

調剤対応、部品対応」の3つのテーマでワーキンググルー

プを立ち上げました。トナーなど調剤対応では、対象とな

る材料のお取引先すべてと予備登録に関する対応を取り決

め、必要な登録準備を進めています。部品対応では、今後

JAMPに則して対応していく予定です。

RoHS指令に対しては、鉛使用全廃に積極的に取り組み、

2007年からは業界に先駆けて、無鉛シャフトを複写機に

採用しました。

富士ゼロックスの含有化学物質管理

C S R 活 動 報 告

製品の含有化学物質管理
富士フイルムグループでは、社会の要請に応え、常に一歩先行した取り組みを行い、

製品・商品に含有化学物質管理をグローバルで徹底させ、取引先やお客様との情報共有を図っていきます。

富士フイルムはすべてのサプライチェーンに関わっている

サプライチェーンにおける製品含有化学物質情報の流れ

部品・部材製造企業
川中

セットメーカー
川下

化学物質・調剤関連企業
川上

情報の
流れと
文書

含有化学物質情報 含有化学物質情報

MSDS・MSDSplus AIS

欧州 中国・アジア・オセアニア 米州

FUJIFILM Europe GmbH

FUJIFILM Europe N.V.

FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.

FUJIFILM Recording Media GmbH

FUJIFILM Electronic Materials (Europe) N.V.

FUJIFILM Sericol UK Limited.

FUJIFILM Imaging Colorants Limited

FUJINON (EUROPE) GmbH

FUJIFILM UK LIMITED.

FUJIFILM Medical Systems Benelux N.V.

FUJIFILM CZ s.r.o.

FUJIFILM Medical Systems Italia S.p.A.

FUJIFILM Graphic Systems France S.A.S.

FUJIFILM Espan~a, S.A.

FUJIFILM France S.A.S.

FUJIFILM Medical Systems France S.A.S.

FUJIFILM Ireland Ltd.

FUJIFILM Danmark A/S

FUJIFILM Italia S.r.l.

FUJIFILM Slovakia s.r.o.

FUJIFILM Hunt Chemicals Europe, N.V.

他

FUJIFILM Canada Inc.

FUJIFILM Holdings America Corporation

FUJIFILM Dimatix, Inc.

FUJIFILM Electronic Materials U.S.A., Inc.

FUJIFILM Graphic Systems U.S.A., Inc.

FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc.

FUJIFILM Hunt Chemicals U.S.A., Inc.

FUJIFILM Manufacturing U.S.A., Inc.

FUJIFILM Sericol U.S.A., Inc.

FUJIFILM U.S.A., Inc.

FUJINON INC.

FUJIFILM Hawaii, Inc.

FUJIFILM do Brasil Ltda.

他

FUJIFILM (China) Investment Co., Ltd.

FUJIFILM Imaging Systems 
(Suzhou) Co., Ltd.

FUJIFILM Printing Plate (Suzhou) Co., Ltd.

FUJIFILM STARLIGHT CO., LTD.

FUJIFILM Starlight GRAPHIC SYSTEMS 
(SHANGHAI) CO., LTD.

FUJIFILM Medical Systems 
(Shanghai) Co., Ltd.

FUJIFILM Finechemicals Co., Ltd.

富士フイルムホールディングス

富士フイルム

フジノン

FUJIFILM Hong Kong Limited

FUJIFILM (Thailand) Ltd.

FUJIFILM Regional Services 
(Singapore) Pte Ltd

FUJIFILM Hunt Chemicals 
Singapore Pte. Ltd.

FUJIFILM (Malaysia) Sdn. Bhd.

FUJIFILM NZ Ltd.

他

グローバルな含有化学物質管理の展開（富士フイルムと関係会社）
（2008年3月現在）

関連ページ
P.38（環境法規制への対応） P.58（環境に配慮した製品設計） P.60（安全・環境に配慮した化学物質管理） P.83（資材調達に関する情報）

＊1 RoHS指令（Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment）：欧州における電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限指令。2006年7月
1日から電気・電子機器へのカドミウム、水銀、鉛、六価クロム及び臭素系難燃剤（PBB、PBDE）の使用を禁止。

＊2 REACH規則（The Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）：欧州で実施される既存化学物質やアーティクルを対象とするより厳しい化学物質管理システム。化学品の
登録、評価、認可及び制限により管理しようとするもの。

＊3 JAMP：アーティクルマネジメント推進協議会。アーティクルの含有化学物質などの情報を適切に管理し、サプライチェーンの中で円滑に開示・伝達するための仕組みづくりと普及を目的に、業界横断の活
動推進主体として2006年9月に発足。

＊4 JAMP MSDSplus：JAMPが提案しているRoHS指令やREACH規則に対応した化学品・化成品の含有化学物質情報シート。
＊5 JAMP AIS：JAMPが提案しているRoHS指令やREACH規則に対応したアーティクル製品の含有化学物質情報シート。



富士フイルムの展開
2004年度より、産業廃棄物の処理を委託している産業廃

棄物処理業者を調査・評価する全社的システムを構築し、

約100社の産業廃棄物処理委託先の協力を得ながら、厳

正な調査・評価を実施しています。自治体の条例で義務

づけられた産業廃棄物処理委託先の現地確認も、2006年

度から同じシステムで対応しています。必要に応じてシ

ステムを見直し、継続的に改善を進めています。

また、調査項目の改善や、調査担当者の力量を保証する

調査・評価資格認定制度を

2007年度に導入しました。

現在、調査・評価する力量

を持つ認定者は、富士フイ

ルムでは約20名となってい

ます。

富士フイルムの関係会社の展開
富士フイルムの販売系グループ会社と生産系グループ会

社委託先に対して、「産業廃棄物処理委託先調査・評価」

を実施しています。調査した委託先の評価はすべて、「産

業廃棄物処理委託先調査・評価データベース」にまとめ

られ、富士フイルムグループとして廃棄物管理情報を共

有化し、廃棄物管理ガバナンスの強化に役立てています。

▼ 富士フイルム販売系グループ会社（8社）の場合

2007年度より、8社がこの調査・評価システムに加わり運用を開

始しました。システムの展開にあたっては、評価の均一性保持の

ため調査・評価者の教育を実施しました。また、産業廃棄物の処

理委託先をリストアップして共有化と効率的運用を行い、継続的

な評価を行っています。なお、調査・評価する力量を持つ認定者

は、約80名になりました。

▼ 富士フイルム生産系グループ会社（8社）の場合

従来から個別に実施していた8社は、調査・評価担当者34名に対

する富士フイルムでの講習とOJTを経て、2008年度から同様に

運用を開始しました。

IMSの内部監査から実務担当者の力量向上が必要と判断

し、2007年度は、富士フイ

ルム関連会社の廃棄物実務

担当者150名に対して、全

国6カ所で廃棄物排出時の

実務教育を実施しました。

経済産業省（産業構造審議会）のガイドラインに準拠する

（社）産業環境管理協会支援の「企業の廃棄物・リサイク

ルガバナンス（WRG＊）登録・支援事業」に、富士フ

イルムは2007年度に本社部門と吉田南工場、富士宮工場、

神奈川工場の主要3工場でクラスゴールド登録を果たしま

した。また、富士ゼロックスの竹松事業所もクラスゴー

ルド登録を果たしています。

FUJIFILM Hunt Chemicals Europe, N.V.（ベルギー）

では、2000年にゼロエミッションを達成し、以降も継続

維持しています。現在は、リサイクルの質を高める活動

に努め、化学廃棄物の発生を避けるため、ストック管理

に力を入れています。基本的な考え方は「無駄の防止」

で、在庫管理を適切に運用し、「期限切れ」を出さないこ

とです。荷動きの悪い薬品は期限切れになる前に適切な

条件の下で処理を施します。

Laboratories FUJIFILM S.A.（フランス）は、フィル

ムの現像や写真のプリントなどを手掛けるラボで、2008

年2月、フランス国内の全7カ所のラボで、ISO14001を

認定取得しました。同社では、リサイクル率向上に取り組

んでいます。

FUJIFILM Electronic Materials（Europe）N.V.（ベ

ルギー）では、2007年度に廃棄物削減プロジェクトを計

画的に実施しました。リターナブル包装の原料の集配の増

加、過剰包装の廃止、一括配送による梱包ごみの削減など

の施策を行い、廃棄物の総重量換算で、2001年の3,465

トンから2006年の1,750トンの削減となっています。

富士フイルム香港（中国）では、富士フイルム富士宮工場

で製造される写真用印画紙やインクジェットプリンター用

紙の損紙のリサイクルプロジェクトを2005年に立ち上げ

ました。これらの用紙は、薬品などが塗布されているため、

特別なリサイクル処理を施す必要があり、中国で処理工場

を探し、リサイクル技術の確立を行いました。写真用印画

紙やインクジェットプリンター用紙を原紙、プラスチック

フィルム、製紙用パルプ、銀などに分離し、実用レベルの

素材に再生させます。2006年6月から発生した損紙を日

本から厦門（アモイ）のリサイクル工場へ送り、2008年

から本格的に稼働させました。年間約300トンの損紙リ

サイクルを見込んでいます。

廃棄物の適正管理と再資源化
産業廃棄物処理委託先の調査・評価を通じて継続的にシステムの改善を進め、

産業廃棄物に関わる社会的責任を果たしています。
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産業廃棄物処理委託先
調査・評価システムの運用

廃棄物実務担当者教育

産業廃棄物処理委託先調査

「産業廃棄物処理委託先 調査・評価システム」の運用状況

廃棄物実務担当者教育の実施

ゼロエミッションの達成と維持（ベルギー）

廃棄物削減プロジェクトを実施（ベルギー）

写真用印画紙のリサイクルプロジェクト（中国）

全ラボでISO14001を取得（フランス）

廃棄物リサイクルガバナンスへの登録

「産業廃棄物処理委託先 調査・評価システム」の導入実績

リサイクル内容
●工業用ラッピングフィルム、紙、ダンボール、木、スクラップ金属：
リサイクルしています。

●すべてのプラスチック、60リットルのドラム缶、コンテナー：業者
を通じて再利用するマーケットへ送っています。

●薬品（現像液・定着液）：補助エネルギーとしてセメント製造工程
やRenoxal（製品名）の原材料として利用し、NOx の排出量削減
につなげています。

●汚染された包装用廃袋などの部材：焼却用燃料としてエネルギー循
環に役立てています。

リサイクル内容

●薬品（カラー現像液）：65%リサイクル

●薬品（漂白定着液）：86%リサイクル

●銀：平均85.47％リサイクル（2007年は3,156kgの銀を回収・販　
売。2008年の目標はリサイクル率90％）

●ドラム缶：2007年の廃棄量は前年比22％削減

●「写ルンです」：2007年は197トンの「写ルンです」を回収・リサイクル

1年目 2年目 3年目

1年目 2年目

4年目

1年目

5年目富士フイルム
（9拠点）

販売系グループ
会社（8社）

生産系グループ
会社（8社）

2004

下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期

年 度

運用分類

2005 2006 2007 2008

神奈川工場（足柄サイト）

（一部関係会社も含む）

（小田原サイト）
フジノン

富士テクニス

富士宮工場

吉田南工場

朝霞事業所
電子映像事業部

富士フイルム

仙台事業所
電子映像事業部

R&D開成

東京本社

富士フイルム
オプトマテリアルズ

富士フイルム九州

富士フイルムメディカル

富士フイルム
グラフィックシステムズ

富士フイルムイメージング

富士フイルム
ビジネスサプライ

富士フイルム
テクノプロダクツ

富士フイルム
ファインケミカルズ

富士フイルムRIファーマ

富士フイルム
ビジネスエキスパート

富士フイルム
ロジスティックス

富士フイルム
コンピューターシステム

富士フイルムソフトウエア

富士フイルム
エレクトロニクスマテリアルズ

富士フイルムテクノサービス

富士フイルムメディアクレスト

販売系グループ会社 生産系グループ会社

＊「廃棄物リサイクルガバナンス登録・支援事業」とは、経済産業省が公表
したWRGガイドラインに基づき、事業者用のWRG 適合自己診断
チェックシートを開発・公開し、適合した事業者の自己宣言登録及び
WRG 構築支援など（社）産業管理協会の公益事業を指します。

リサイクル前の廃棄用紙

セミドライ
製紙用パルプに

脱水・分離

PE／繊維分離

写真用印画紙分離 沈殿

脱水・化学物質と
銀を分離

プラ圧搾

洗浄

プラスチックフィルムに 銀に

漂白（白色）したウッドパ
ルプ。輸入ウッドパルプと
交換可能

KodakEK10091135
の銀基準を達成可能リサイクルプラスチック

に使用可能

関連ページ P.88
（ゼロエミッション）（廃棄物発生量の推移（連結））
（廃棄物の主なリサイクル方法）



富士フイルムホールディングス　サステナビリティレポート2008 67富士フイルムホールディングス　サステナビリティレポート200866

富士フイルム富士宮工場がある静岡県富士宮市は、水が豊

富な土地柄、紙の製造が盛んな地域です。降雨量の減少や

地下水位の低下が起こると渇水となり、地域の農業を優先

し、取水停止が市から工場などへ命じられます。そのため、

表流水（湧水～河川）と地下水両方にそれぞれ取水規制が

あり、富士宮工場でも操業維持のため、水使用量を削減す

る必要がありました。そこで、1990～1992年に節水型

の生産設備を導入するなど施策を講じてきましたが、年々

拡大を続ける生産量に伴い、水資源の問題が差し迫り、

2002年より、富士宮工場では動力課が中心となり、地道

な取り組みを展開し、大きな成果を上げました。

製造工程を細かく分析し、職場ごとの必要最低限取水量の

基準値を割り出し、職場単位で基準値を意識するよう啓発

活動を進め、同時に動力課による適正量維持の監視や指導

を各職場に対し、継続的に繰り返し行いました。また、井

戸水を使っていた工程を見直し、再生水への切り替えを進

めました。水資源の節減は、渇水になる夏の時期だけで行

うのではなく、常日頃から意識して行っていくことが効果

的であると考え、年間を通じた節水活動に工場全体で取り

組みました。また、10年に1度の地下水位変動と併せた

「渇水予測シミュレーション」を動力課が独自に開発し、

渇水を予測・提示することで、工場全体の危機意識を高め

るなど、さまざまな側面から取り組みを展開しました。

その結果、2002年の年間取水量に対し、2005年に13％

削減、2006年に22％削減の実績を上げています。これ

は、コスト削減につながっただけでなく、代替物質がない

水資源の持続的な利用を実現し、操業維持という重要な使

命を果たしています。

持続可能な水使用
富士フイルムグループでは、地域と共生・調和しながら、節水型設備の活用や

節水活動によって、限りある水資源を有効に使用しています。

C S R 活 動 報 告

富士宮工場の構内
構内には、地域の水源でもある清
水川が流れる

清水川の清掃活動
地元の方 と々従業員ボランティアで
毎年実施

持続可能な水資源利用の探究
年間11億2,740万円のコスト削減に相当＊

節水に向けた設備投資と効果（富士宮工場）

5,637千トン

11億2,740万円

3,000万円設備投資（節水管理設備）

現在の年間節水量

節水効果金額（仮定＊）

T O P I C

Saluda-Reedy流域の保全活動の支援
FUJIFILM Manufacturing U.S.A., Inc.は、カラーペーパー、PS版、
QuickSnap（写ルンです）及び大型ディスプレイ用スクリーン素材を製造し
ています。同社では、「Saluda-Reedy流域コンソーシアム（SRWC）」へ
2003～2008年の5年間で50万ドル（約5千万円）を支援しました。SRWC

の主要スポンサーは、FUJIFILM Manufacturing U.S.A., Inc.と
V.Kann Rasmussen Foundationです。SRWCは、Saluda-Reedy

流域及びグリーンウッド湖を含めた川と湖の水質や水量の管理・保全活動を
行っています。また、地域住民へ河川流域保護の重要性を伝える活動も行っ
ています。SRWCの活動の詳細は、以下のホームページをご覧ください。
URL http://www.saludareedy.org./FUJIFILM Manufacturing U.S.A., Inc.と

その背後にグリーンウッド湖

＊環境会計で使用している200円／トンで試算

関連ページ P.87（水の投入量の推移（連結））

「生物多様性の保全」は、富士フイルムグループの中期CSR計画の重点課題のひとつです。2005年から、ステークホルダ

ー・ダイアログのテーマに取り上げ、継続して議論を重ねてきました。その結果、富士フイルムグループの製品･サービス

には、多くの天然資源を活用していることから、生物多様性の保全に真剣に向き合うことは、富士フイルムグループの責任

であると再認識しました。わたしたちは、この取り組みの具体化に向けて、生物多様性の保全と自分たちとの関わりについ

て、『自己認識』することから始め、ステークホルダーの意見を真摯に聞きながら、社会の要請とわたしたちができること

を明確に把握し、一つひとつステップを踏みながら、着実に取り組んでいきます。

「生物多様性」に関して、「認知度」「関わり」「影響」「社会との連携」に
ついて把握するため、「生物多様性の保全アンケート」を実施しまし
た。富士フイルムや富士ゼロックスの事業組織や関連会社など、
25組織に依頼し、22組織から回答がありました。回答の結果から、
「生物多様性」という言葉を約半数が認知していると分かりました
が、身の回りの生物の生息環境については、9割が知らないという
回答でした。また、生物多様性と事業活動との関係については、資
材調達時での関連性も理解していました。現段階で実施された施
策は、社内ボランティア活動が中心となっており、生物多様性を正
面に見据えたNPO／NGOとの連携は見られませんでした。これ
らの結果を踏まえ、今後の取り組みに生かしていきます。

Step1  アンケートについて

方針の明確化と取り組みの具体化に向けて

生物多様性の保全
富士フイルムグループは、「生物多様性の保全」を気候変動と並ぶ、重要なCSR課題として位置づけ、

具体的な施策立案に向け、グループ内や社外の意見を取り入れながら、取り組んでいます。

富士フイルムグループでの
生物多様性アンケートの実施
2008年3月

回答 ： 22社

ダイアログの開催
（将来世代、有識者）
2008年3月と5月

勉強会の開催
（経営層向け、管理職向け）
2008年度内に予定

方針策定：2008年度内
取り組み戦略 ： 2009年度内

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
自己認識 他者認識の確認

（自己と他者との認識差）
問題の認識・
理解の共有化

富士フイルムグループの
取り組み姿勢と戦略の明確化

生物多様性
ステークホルダー・
ダイアログを終えて

V O I C E

将来世代（中高生）とのダイアログに関わった率直な感想を述
べると「後生、畏るべし」という言葉が浮かんできます。将来世
代の発言や問いかけは、率直かつ根幹に迫るものがありまし
た。同時に将来世代の発言に、一人の大人として、真剣に向き
合った社員の姿勢から伝わったものも大きいのではないかと
感じています。また、5月のダイアログにおいては、「生物多様
性について、詳しいことは分からないなりにも、力を尽くして
やっていこう」という富士フイルムグループの覚悟を感じまし
た。皆さんの取り組みに今後ともエールを送ります。

ファシリテーター：
青木将幸ファシリテーター事務所

青木 将幸さん

関連ページ P.29（中期CSR計画の活動自己評価） P.35（生物多様性の基本方針の明確化）

生物多様性の保全は、その意味や重要性を認識することが大切で
す。今後、わたしたちの行動や施策につなげるために、「生物多様
性の保全」についての社内啓発を図るとともに、グループとして
の姿勢や方針を明示していきます。

今後に向けて

「生物多様性の保全」をテーマとした2008年のダイアログは、
「将来世代との対話」「有識者との対話」と、2回に分けて実施しま
した。特に、「将来世代との対話」は、富士フイルムグループにと
って初の試みです。「生物多様性の保全」は、世代を超えた問題で
あるため、大人世代と将来世代との連携は、実に大切なことです。
ダイアログは、大人世代と将来世代が対等な立場で、世代間連携
を実現するため、その端緒を探り、また、大人世代と将来世代と
の対話のあり方について、方法論を探ることも目的に開催しまし
た。今後も継続的に、将来世代や有識者とのダイアログを開催し
ていきます。

Step2  ステークホルダー・ダイアログについて
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C S R 活 動 報 告 生物多様性の保全

将来世代との対話
「生きものたちの価値を
知り、守り、残すためには、
何ができるのか、何をすべきか？」

2008年3月28日、新たな試みとして、「将来世代」と「生物
多様性の保全」をテーマにダイアログを行いました。「将来世
代」からの参加者は、「第24回　自然は友だち　わたしの自然
観察路コンクール」の最優秀・優秀賞を受賞した中高生7名、
「大人世代」からは、社外有識者3名と富士フイルムグループ社
員3名です。

「今、生きものたちの状況をどのぐらい深刻と感じているか」に
ついて、まず現状を参加者で共有しました。意見を出し合った
結果、生態系の異変、自然破壊、地球温暖化の進展などにより、
地球規模で深刻な状況にあるという認識を共有しました。

パート1 生きものたちの状況は？─現状の共有
生きものたちの価値を知り、守り、残すためには、「何ができ
るのか、何をすべきか」について、互いに課題を探りできるこ
との提案を出し合いました。

1.自然に親しみ、好きになる、体感する機会を増やす。

2.「足るを知る」消費者になる。グリーン・コンシューマーとして、
日常生活で環境に配慮した商品を選ぶ。

3.先を見据えて、行動。できることからアクションを起こす。
そして、あきらめず、希望を持つこと。

1.グリーン・コンシューマーなどの環境配慮の活動や意識を
身近な人に伝え、広めるには？

●自分でやってみせる。まずは身近なことから始める。
●具体的な成果を相手に見せる。
●学校などで、世代間を越えて、長期的に取り組む。
●エコバックなど、「エコがかっこいい！」のブームを作る。

2.もっと自然に親しみ、好きになるために、
誰を巻き込んだらいい？

●家族や友だち
●小さい子どもが興味を持つ「虫」をテーマにして、
自然と触れ合うといい。

3.富士フイルムグループにしてほしいことは？

●フィールドスコープや顕微鏡の貸し出し
●全国の生物部への支援
●自然をテーマにした写真コンテストの実施
●デジカメの使い方講座と併せた自然観察ツアーの実施
●コンビニでのデジカメプリントで、
自然観察をテーマにした写真の代金の値引

●廃校などを利用して、文化・伝統を守り、
自然に触れ合うワークショップの開催

●社員にマイ箸を持たせ、割り箸の廃止など

「わたしたちがすべきこと」の提案

パート3 今わたしたちができること、すべきことは？

生きものを巡る問題について、個人的に分からないことや知り
たいことを挙げ、有識者からの解説を交えながら、その答えを
探りました。

「分からないこと」（抜粋）

●生物種の数は？　
●外来種・帰化植物の駆除や増殖を食い止める方法は？　
●自然の最終的な責任者は誰？　
●破壊された自然の再生は可能なのか？　
●先進国は、どのくらい生活レベルを下げればいいのか？　
●法律では自然は守れないのか？
●20年前の自然がどうだったかは、分からない。
●今起きている自然破壊を止めれば、
地球は本当に再生できるのか？

パート2 分からないこと・分かっていること

ご参加いただいた社外の方々
○ファシリテーター：青木将幸さん　
○ファシリテーション・グラフィック：志賀壮史さん

［将来世代］（「第24回 自然は友だち わたしの自然観察路コンクール」
最優秀・優秀賞の受賞者の方々）
○札幌市立手稲中学校 菅原紗也香さん　
○白陵中学校 井上千華さん　
○淳心学院中学校 村山貴洋さん　
○東京農業大学第一高等学校 許田和暉さん　
○中央大学附属高等学校 北野朋美さん　
○兵庫県立大学附属高等学校 勢納亮太さん　
○兵庫県立大学附属高等学校 中西勇介さん

［大人世代］
○環境省 自然環境局総務課 自然ふれあい推進室長 岡本光之さん　
○資源・環境ジャーナリスト 谷口正次さん　
○WWFジャパン広報担当 大倉寿之さん

抽出された3つの「できること」

有識者との対話
「生物多様性
─富士フイルムグループの関わり」

2008年5月15日、3月28日の「将来世代との対話」に引き続
き、「有識者との対話」を開催しました。生物多様性に関わる
先進的に活動している社外有識者の方々8名と、富士フイルム
グループから4名が参加しました。
富士フイルムホールディングスから、グループとしての「生物多
様性」の考え方、取り組み計画の全体像が説明され、さらにグル
ープ内で実施した「生物多様性アンケート」の結果や、「将来世代
との対話」の概要報告の後、本題の議論へ入りました。

●生物多様性とは「地球上のあらゆる生命の総体であり、生物
種、生態系、そして生態的プロセスの一切」を意味し、「経済
的価値」「生態系サービス」「存在価値」を我々に提供している。
企業は本業でも、また事業に関わらない部分でも生物多様性の
保全にいかに取り組むかが重要な課題。
●生物多様性の低下は、企業の持続的成長にとってリスク。サ
プライチェーン全体での、生態系への影響や享受している生態
系サービスの把握と、将来的なビジネスリスクの分析・検討か
ら、今後の方針策定が見えてくる。
●「低炭素、循環型、自然との共生を実現する社会」への期待
はますます大きくなっている。生物多様性を社会貢献として取
り組む場合でも、それこそが本業であるという認識を持ってほ
しい。生物多様性に関わりのない企業はない。
●長期の時間軸を持つことが必要。企業は、半期や四半期など
で経営成果の分析・評価に慣れているため、20年前の自分達
を振り返る、20年後のリスクを想定するという発想がないか
もしれない。生物多様性の時間のスパンは、通常の事業活動に
おけるスパンとは、根本的に違う。
●事業展開において、単純化は多大なリスクにつながる。オプ
ションを多く持ち、多元化を取り戻して行く必要がある。従来
の一点豪華主義の強みを持つ企業が経営的にも強いという時代
は終わった。
●10年先、20年先の見えないリスクを、現在のリスクとして
設定できるか。これが差となる。

●資源をどう長持ちさせ、うまく使うかという研究開発にも取
り組むべき。原油だけでなく、代替エネルギーも考慮している
企業が圧倒的に優位になる。枯渇資源に依存している製品を持
つ企業のリスクは絶大であり、逆に生物資源の製品を持つ企業
は競争力につながる。
●富士フイルムはフィルムや液晶フィルム製品で、トリアセテ
ートやセルロースなど生物資源を主要材料としている製品で収
益を上げているが、これまで「生物資源の恩恵」という概念が
なかった。改めて考えてみたい。
●生物多様性のリスクは可視化しにくいため、企業には危機感
がなく、ゆっくりと進めたくなるだろうが、そのリスクは瞬時
に勃発し、発生すると一番危険なリスクになり得る。今は、そ
のような状況になってしまった。見切り発車でもすぐにスター
トした方が良い。その際、ひとつの価値にこだわるのではなく、
データチャート的発想をもっていかないと、多元的価値は入れ
られない。生物多様性に王道はなし。
●PES（Payment for Ecological Services＝生態系サー
ビスへの対価）という概念がある。自然から恩恵を享受してい
るものを価値評価するもの。具体的な指標を使って、分析でき
ると、企業は動きやすい。
●森林には木材調達だけでなく、保水機能による水害防止機能
もあるように、自然資源の多角的機能を把握していかなくては
ならない。
●日本の場合は特に哲学が必要に思う。「なぜ我々は、やらな
ければいけないのか」の哲学。基盤となる哲学がないと、経営
状態に振られ、活動が消えたりして、結局、継続しない。

ご意見の紹介

2008年の「生物多様性」をテーマにしたダイアログは、これ
までの「勉強型」から一歩踏み込んだ「実践型」への移行が特
色でした。「将来世代」及び「有識者」の両ダイアログも、こ
のテーマをどのように富士フイルムグループの事業の中に織り
込むことができるのかという視点から出発しています。このよ
うな姿勢は、ダイアログを活性化させ、すべての参加者が学び
を得る機会と、富士フイルムグループの取り組みに多くの示唆
を与えてくれました。これからも、ダイアログを継続し、ご指
摘を真摯に受け止めていきます。

まとめ

ご参加いただいた社外の方々
○ファシリテーター：
IIHOE「人と組織と地球のための国際研究所」代表 川北秀人さん

［外部有識者］
○青木将幸ファシリテーター事務所 青木将幸さん　
○株式会社レスポンスアビリティ 代表取締役 足立直樹さん
○WWFジャパン 業務室 法人グループ長 粟野美佳子さん　
○武蔵工業大学 環境情報学部 准教授 伊坪徳宏さん
○環境省 自然環境局総務課 自然ふれあい推進室長 岡本光之さん　
○株式会社 大和総研 経営戦略研究所 主任研究員 河口真理子さん
○コンサベーション・インターナショナル
日本プログラム代表 日比保史さん　
○独立行政法人経済産業研究所
コンサルティングフェロー 藤井敏彦さん

F O C U S ス テ ー ク ホ ル ダ ー ・ ダ イ ア ロ グ F O C U S ス テ ー ク ホ ル ダ ー ・ ダ イ ア ロ グ



富士フイルムグループでは、企業が社会に対して果たすべ

き責任として、社会の持続可能な発展に貢献し、良き企業

市民として社会とともに歩み、社会の要請や期待に誠実に

応えることを掲げています。

こうした考えに基づき、社会貢献活動の指針を以下のとお

り定め、世界各地でさまざまな活動を展開しています。

富士フイルムは、1983年、「自然環境の保全、育成」を

テーマに、10億円を拠出し公益信託富士フイルム・グリ

ーンファンド（以下、FGF）を設立しました。民間企業

による自然保護をテーマとする公益信託としては日本初で

あり、先駆的な取り組みとして知られています。

FGFの事業は、①未来のための森づくり事業、②緑のた

めの支援事業、③緑とふれあいの活動助成、④緑の保全と

活用の研究助成の4つで構成されています。FGFの設立か

ら25年の間に、自然環境の保全・育成に関する活動や研

究に対して95の助成や支援を行い、成果を上げてきまし

た。設立から現在まで6億9,000万円を助成しています。

「研究」を助成する基金は多くありますが、「活動」そのも

のを助成する団体は少なく、FGFの大きな特徴となって

います。

富士フイルム・グリーンファンドの助成活動
FGFでは、助成を希望する案件を広く一般から募り、助

成金を交付しています。2007年度は86件（活動助成41

件、研究助成45件）の応募があり、厳正な審査の結果、

2007年度助成案件として以下の4件を決定しました。

●赤とんぼ全国調査
（全国トンボ市民サミット全国実行委員会）

日本の風景を象徴する赤とんぼが減少して
おり、その状況や原因を究明する必要性が
高まっています。「赤とんぼ全国調査」で
は、全国に呼びかけて赤とんぼの数を測定
し、結果をホームページで公開するなどの
取り組みを通して、水辺環境の保全などに
役立てています。

●ニッポンバラタナゴを救う伝統的農業水管理法「ドビ流し」の効果
（特定非営利活動法人 ニッポンバラタナゴ高安研究会）

ニッポンバラタナゴの保護池である大阪法
科大学構内のふれあい池を対象として、伝
統的に行われているドビ流しの効果を科学
的に解明します。池を干す前後の土、水、
ヘドロを分析し、ホームページなどで活動
内容やデータ、論文などを公開していま
す。

●日本におけるカキ礁生態系の研究と保全
（山下 博由（貝類多様性研究所所長））

日本全国のカキ礁の古生、現生の分布を調
べるとともに、内湾河口や干潟域に分布す
るカキ礁について、水質浄化、深さ、成立
年、塩分濃度、随伴生物を調査し、全国分
布やデータベース、写真などで報告してい
ます。

●都市的環境で在来種が外来種に駆逐される要因の解明
（松本 崇（京都大学人間環境学研究科））

都市において在来種のタンポポが減少し、
セイヨウタンポポが増加していることにつ
いて、原因などを明らかにし、外来種問題に
対処できるようにします。セイヨウタンポポ
の花粉がカンサイタンポポの柱頭に付くこ
とで結実率が低下する仮説を検証します。

目に障がいを持つ人々は、全国に約30万人います。この

うち6～7割が弱視と言われていますが、弱視の子供たち

は大変苦労しながら学習しています。このため、ボランテ

ィアグループの方々が教科書の拡大版を手づくりで作成し

ていますが、挿絵・写真・地図・グラフなどを拡大カラー

コピーし、切り張りしながら進めるため、1冊を作り上げ

るのに数人掛かりで2カ月以上掛かっていました。そこで

富士ゼロックスでは、1989年以来、ボランティアグルー

プの方々や弱視児童・生徒の保護者に対して、営業拠点や

販売会社のカラー複写機を無料開放し、コピー作業の支援

を行い、膨大な手間が掛かる製作作業の負担軽減に貢献し

ています。

神奈川県の一部でスタートした活動は、1994年の全国展

開を契機に広く認知されるようになり、今や拡大教科書の

製作上なくてはならない存在となりました。2007年度に

は82のボランティアグループなどや弱視児童・生徒の保

護者に対して、全国48カ所の営業拠点において、前年比

4.8%増の79万枚の拡大カラーコピーを無償提供しまし

た。近年では、ドキュワークスというソフトを使って電子

上で切り張りをして、教科書を製作する活動も積極的に支

援しています。

富士ゼロックス

では、本業を生

かした社会貢献

活動として継続

支援しています。

ウォルマート・カナダと協力して慈善団体へ寄付
FUJIFILM Canada Inc.（カナダ）では、ウォルマート・

カナダと協力して、慈善団体Children Miracles Network

への寄付を行っています。寄付金は、北米の病院に送ら

れています。過去2年間で、寄付額は、40万カナダドル

に達しています。

また、「写ルンです」などの製品のマーケティング手段を

活用して、Canadian Breast Cancer Foundation

（CBCF：がんセンター）へのバックアップを積極的に展

開しています。2007年は、「写ルンです」の本体に

CBCFのロゴを使用する対価として５万カナダドル（約

490万円）を寄付しました。

医療分野への資金調達と寄付活動
FUJIFILM Australia Pty Ltdでは、がん協議会や国立
乳がん基金、白血病基金、乳幼児突然死症候群（SIDS）
の研究活動など、医療に関わる分野への寄付活動を積極
的に実施しています。従業員ボランティアを中心に、イ
ベント会場などでの資金調達活動を行い、会社側もこれ
をバックアップし、各主催者へ寄付しています。

従業員と会社による植樹とがん協会への寄付活動
ベルギーのFUJIFILM Hunt Chemicals Europe, N.V.

とFUJIFILM Europe N.V. は、がん撲滅を目指す団体

（Flemish League）が、2007年12月に開始した植樹

活動に協賛しました。活動支援の目的は、樹を買うことに

より「がん撲滅」に貢献すると同時に、環境保護を進める

ことです。従業員に樹の購入を働きかけ、従業員が購入し

た本数と同じ本数を会社が購入します（1本7ユーロ）。当

初目標の220本（全従業員が1本購入）を超え、250本の

購入にこぎ着けました。2008年3月16日に植樹が行われ、

小さな“FUJIFILMの森”ができました。この日を記念

して職場での紙削減活動も始めました。植樹式典には従業

員代表も出席し、Sint-Niklaas市長から従業員へお礼の

言葉をいただきました。今回のFlemish Leagueの活動

では、市民の協賛も得て計5,200本の樹が購入され植樹

されました。

社会貢献活動
グローバルに事業を展開する富士フイルムグループでは、

世界各地で社会の持続的な発展に貢献する活動を展開しています。
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社会貢献活動の基本方針

海外サイトでの取り組み自然環境の保全、育成を25年継続
富士フイルム・グリーンファンド

複写機とドキュワークスを活用
富士ゼロックス 拡大教科書の製作支援

富士フイルムグループは、企業市民として社会と共に歩み、社会の
要請や期待に誠実に応える社会貢献を目指します。この方針を
実践するため、次の活動指針を定めます。

1. 活動の主要分野
活動の対象として「学術・教育」、「文化・芸術・スポーツ」、
「健康」、「自然環境保全」の分野を中心に取り組みます。

2．活動において大切にすること
（1）連繋や協働による実践
活動の推進にあたっては、NPO／NGO、地域社会等との
コミュニケーションやパートナーシップを大切にします。
（2）ボランティア活動の積極的支援
従業員の自発的参加による地域との共生、社会への貢献を
大切にし、それらの活動を支援します。

拡大教科書

植樹式 植樹式の受付テントのポスター

ボランティア内容調達資金の寄付先時 期イベント

Cancer Council
　（がん協議会）

従業員がボランティア
で参加し、資金調達活
動（会社側の支援あり）
　
調達資金：A＄500

従業員がボランティア
で参加し、資金調達活
動（会社側の支援あり）

調達資金：A＄570

従業員がボランティア
で参加し、資金調達活
動（会社側の支援あり）

調達資金：A＄1.311

主催者が提供する商品
を従業員が購入（会社
側の支援あり）

調達資金：A＄1,000

National Breast 
Cancer 
Foundation
（国立乳がん基金）

Leukemia 
Foundation
 （白血病基金）

乳幼児突然死症候
群（SIDS）の
研究活動

ビックモーニング
ティー

ピンクリボンデー

ワールドグレイテス
トシェイブ

Jeans for 
Genes Day

2007年
5月24日

2007年
10月22日

2007年
3月16日

2007年
8月3日

支援の内容

関連ページ P.84（社会貢献活動の分類）

富士フイルムグループ 社会貢献方針
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貧困の子供たちを支援するサステナビリティプログラム
FUJIFILM do Brasil Ltda.（ブラジル）では、貧困の

若年層を援助し、より良い生活や裕福な将来を実現させ

るための寄付活動を継続的に実施しています。食糧、玩

具などを慈善施設や慈善団体の必要性に応じて寄付しま

す。これは、同社が力を入れている社会貢献活動のひと

つで、慈善団体を1年間、サステナビリティプログラムで

支援していきます。支援先

の団体は、管理・運営面や

反社会的な問題はないかな

ど、必要条件を満たしてい

るかを厳しくチェックし、

選考しています。

会社が後押しするボランティアデー
FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.（オランダ）

では、1年に1日ボランティアデーを設け、全従業員にボ

ランティア活動（地域美化や高齢者の住居清掃など）へ

の参加を推奨しています。2007年は、全従業員250名が

プログラムに参加しました。1グループあたり10名の25

グループに分かれ、業務に支障が出ないようグループご

とに異なる日にボランティアデーを設定しています。こ

のボランティアデーの1日は、従業員が有給休暇を半日使

い、会社側が残りの半日を提供します。

従業員によるボランティアグループPEIの活動
FUJIFILM Dimatix, Inc.（アメリカ）の従業員で構成

されるボランティアグル

ープPEI（Preferred

Employer Initiative）

では、慈善団体やがん研

究などへの寄付のための

資金調達を中心とした活動を展開しています。

「Rainforest Alliance」のフォトコンテスト支援を通じて
環境保全の意識向上へ
2007年に行われた「Rainforest Alliance（RA）＊1」

の第1回持続可能性フォトコンテストを富士フイルムのア

メリカの関係会社3社＊2合同で後援しました（2008年

も引き続き後援）。米国住民及びアメリカの富士フイルム

関係会社従業員は誰でも、このフォトコンテストに参加

することができます。入賞者には、富士フイルムのデジ

タルカメラ「FinePix S100fs」を、グランプリ受賞者へ

はガラパゴス島旅行と富士フイルム後援のニューヨーク

旅行が贈られました。グランプリ受賞者及び第1位受賞者

の写真作品は、式典でオークションにかけられ、その収

益はRAに寄付されました。また、今回の支援活動の一環

で、2007年2～3月にかけて全国的なラジオプロモーシ

ョンを行いました。地方のラジオ局ではピーク時間帯に

プロモーション用スポットCMを流し、番組内でRAのフ

ォトコンテストの案内を

し、幅広い方々に向けて

参加を促しました。なお、

この活動に参加したの

は、ニューヨーク、ロサ

ンゼルス、シカゴ、ボス

トンなど、全米の主要都

市のラジオ局です。

Sa~ o Tiago Homeにて。子供たち
へクリスマスプレゼントを寄贈

ボランティアグループPEIのメンバー

Listen Center Fuel Assistance Program
（経済的自立と家族支援を行う団体に
よる燃料支援プログラム）

CHaD
（ダートマス小児病院）

United Way
（全米規模の寄付仲介団体）

Norwich Catholic Church

The Haven

The Haven

The Haven（簡易宿泊所や食事、衣類、
就職のための教育支援を行う団体）

2007年2月

寄付実施日寄付内容寄付先

2007年4月

2007年8月

$331の資金支援、
食糧支援（約110kg）

サイレント・オークション
収益金＄5,000の寄付

バレンタインの慈悲くじ
収益金$500の寄付

$500の寄付、
ゴルフトーナメントの
収益金$16,000の寄付

ナイジェリアへ本を寄付

感謝祭でのターキ・ラッフル
（くじ）収益金$522の寄付

衣類の寄付並びに
その慈善購入収益金の寄付

2007年8月
2007年9月

2007年10月

2007年11月

2007年12月

支援の内容

支援の内容

富士フイルム 神奈川工場小田原サイトでは、2007年10

月に「富士フイルム環境対話集会in小田原2007」を開催

しました。環境保全の改善活動や防災活動を地域住民の

方々に説明し、対話を行うことが目的で、約150名の

方々に参加していただきました。対話集会は2部構成で行

われ、第1部は工場見学、第2部は環境活動を紹介し、そ

の後、意見交換会を実施し

ました。参加者からは工場

から排出される物質などに

ついて多くの質問が寄せら

れました。

また、富士フイルム 富士宮

工場では、2008年2月に

第3回目となる環境対話集会を開催しました。工場が立地

する富士宮市大中里の地域住民の方々や自治体関係者な

ど30名に参加していただき、活発な意見交換を行いまし

た。質疑応答では、「引き続き、たゆまぬ環境負荷低減の

努力を」とのエールをいただくとともに、発電設備の煙

突から出る白煙状の水蒸気などについてご質問が寄せら

れ、担当者が一つひとつ丁寧に回答しました。今後もよ

り効果的な開催形式を検討

し、地域の方々との積極的

なコミュニケーションを図

っていきます。

FUJIFILM do Brasil Ltda.（ブラジル）の製造拠点のひ

とつであるマナウス工場では、2004年以降、工場周辺の

地域に環境保全の重要性に関する情報提供を行う目的で、

環境教育プログラム（Environmental Awareness Program）

を展開しています。2004～2007年の間に、17回のプロ

グラムを開催し、地域の若年層581名が参加しました。リ

サイクル・廃棄物削減、水やエネルギー消費、環境汚染、

すべての人に影響を与える問題などの基本的な概念を教育

しました。この活動の目

的は、同社の環境施策や

住民の日々の小さな行動

によって、地球環境を良

くしていけると認識して

もらうことにあります。

FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.（オランダ）

の周辺地域では、2006年より国立公園が建設されており、

2010年に完成が予定されています。同社では、3年間で

5万ユーロ（約780万円）の、財政支援を行っています。

この支援により、公園内に数キロに及ぶ快適な遊歩道が作

られます。また、2007年は同社の設立25周年を祝して、

ティルバーグ市内に導入される25台の路面電車中5台の

資金5万ユーロ（約780万円）を提供しました。ティルバ

ーグ市では、2年前から町を走る路面電車を増やす活動が

行われており、同社の活動はこれを支援したものです。

FUJIFILM Hunt Chemicals U.S.A., Inc.（アメリカ）

のDayton工場では毎年、地元の小学校（Graysville

Elementary School）5年生の州都への遠足をスポンサ

ーし、Tシャツや「写ルンです」を提供しています。子供た

ちが遠足中に撮影した写真でフォトコンテストを行い、

Dayton工場の従業員が審査員となります。2007年は、

5月10日に子供たちを工場に招待し、工場見学とフォトコ

ンテストの優秀者の発表

会を行いました。上位

3名には、ウォルマートの

商品券（50ドル、25ドル、

15ドル）と、それぞれの

写真をフレームに入れ、

プレゼントしました。

地域との共生
富士フイルムグループの国内・海外の各拠点では、地域社会や地域住民の方々と

コミュニケーションを図り、さまざまな活動を実施しています。

C S R 活 動 報 告

環境対話集会を開催

国立公園の遊歩道・路面電車に資金提供

地域の若年層への環境教育を継続的に実施

Dayton工場が地元の小学生と交流

環境対話集会（神奈川工場）

環境対話集会（富士宮工場）

地元小学校の5年生を工場に招待し、
フォトコンテストを開催

環境プログラムに参加した子供たちと
記念撮影

備考寄付内容時 期寄付先

病院の患者用血液

玩具のプレゼント
従業員より600を超える数
の玩具の提供があり、寄付

牛乳、米、豆、油、砂糖、
塩などの食糧支援（900kg)

貧困の児童のためのクリス
マスプレゼント費用

テーブル、椅子などの廃品
事務用品

総食糧支援量（900kg）は、この
団体の 2 カ月間の消費量に相当。
São Tiago Home は、貧困の児
童に住まいと教育を提供。

クリスマスキャンペーンで、主に公
園用遊具購入の費用を支援。

社内で利用する可能性がなく、市場
価値がない古い家具を提供。

オフィスに献血テントを設け、従業
員から業務に支障のない程度の量で
健康な血液の献血を受け提供。

Antonio Aleixo Hospital とハン
セン病患者の治療を行う団体のため
の食糧支援。

Vhida Home は、特に SIDA 患
者である児童を擁護。
SOS Aldeias では、貧困児童に住
まいと教育を提供。

Evaldo Foz 
Hospital

São Tiago 
Home

Vhida Home & 
SOS Aldeias

Antonio Aleixo 
Hospital

2007年
8月8日

2007年
9月

2007年
12月

2008年
1月

2007年
10月

米、豆、油、牛乳などの
食糧支援（1.800 kg）

2007年
12月

サ
ン
パ
ウ
ロ
オ
フ
ィ
ス

マ
ナ
ウ
ス
工
場

URL http://www.raphotocontest.org/

＊1 RA：熱帯雨林の保護・生態系の多様性の維持を目的に1987年に設立された国際的な非営利
保全団体。

＊2 富士フイルムのアメリカの関係会社3社：FUJIFILM Holdings America Corporation、
FUJIFILM U.S.A., Inc.、FUJIFILM Hunt Chemicals U.S.A., Inc.

C S R 活 動 報 告 社会貢献活動

Rainforestフォトコンテスト2008の
ウェブサイト




