
「自ら考える企業」となるための「CSR活動の進化と深化」

富士フイルムでは、CSR活動を遂行するための専任組織「CSR推進部」を

2004年4月に設置して以来、左図のような段階を踏んでCSRの意識と行動

の向上に取り組んできました。2006年度はフェーズ3「企画化」（計画段階で

の反映）に達したと考えています。今後さらに「CSR活動の進化と深化」を

進めていきます。その第一歩として、富士フイルムグループ行動規範をすべ

ての会社で共通化しました。この行動規範は新しい企業理念・ビジョンの

精神を盛り込んだものであり、富士フイルムホールディングスを中心に富士

フイルムグループ全社の一人ひとりに浸透するように努めていきます。

富士フイルムグループは、14にわたる分野に事業を展開しています。

それらの事業を通じて、人間の活動に係わるあらゆる面でのクオリティ

を高めることが求められています。先進・独自の技術を駆使して時代と

ともに変化する顧客のニーズ、そして普遍的な顧客ニーズに応えていく

ことで、人々のクォリティ オブ ライフの向上に貢献していきます。一

方、事業分野の拡大に伴い、我々が抱える課題も増加しています。クォ

リティ オブ ライフの対象は人間だけではなく、例えば生態系をおびや

かさない調達方針なども含まれます。医薬・医療の事業分野が拡大した

ことにより、これまで以上に生命倫理に関わる実験や研究開発も行う必

要が出てきました。こうした課題については細心の注意を払い、慎重に

進めていきます。

富士フイルムホールディングス・CSRグループは、富士フイルムグループ

のCSR活動の推進、そしてステークホルダーとのコミュニケーションの推

進という重要な役割を担っています。法律に係る情報収集も重要な役割の

ひとつです。守らなければならない法律には、その時々の世界観や哲学が

反映され､法律として制定されることは社会的な動向の変化を背景とするグ

ローバルな変化をもたらします。その変化を敏感に受け止め、法律として

制定される前に吸い上げ、法律を守るだけでなく、社会の動向をキャッチ

し、企業として何をすべきかを自ら考えていくことが大切だと考えていま

す。また、現場や関係会社がCSR活動を進めるにあたっては、富士フイル

ムホールディングス・CSRグループは、信頼できる力強いサポーターとな

り、牽引役の務めも果たします。例えば、関係会社である富士フイルム九

州では、CSRグループのサポートにより、既に関係会社主導でのCSR活動

が展開されており、現場が自発的に考え、進めるという現場主導型CSRの

モデルケースとして確立しています。

企業は従業員の集合体であり、一人ひとりの力の和が企業そのものの力

となります。一人ひとりがあらゆる局面で「企業として何をすべきか」

「どう判断すべきか」の基準をしっかりと確立し、それに基づいて行動す

ることによって「良い会社」「強い会社」の実現に近づけると信じていま

す。CSR活動を継続的に進めることで「進化」「深化」を図り、コア人材

の育成に取り組み、富士フイルムグループ全体のCSRレベルを向上させ

ていきます。

M e s s a g e C S R 経 営 に あ た っ て

持続可能な発展

企画・計画段階での
CSR視点（経済・環境・社会）の反映

小集団活動などによる
日常活動でのPDCAの自主的な実行

研修などによる意識の浸透及び
現状把握・課題抽出の感度アップ

CSR活動の進め方

CSR経営

富士フイルムグループは、CSR活動の目標をコーポレートブラ

ンド・企業価値の向上と位置付け、未来へ向けて永遠に継続する

活動だと捉えています。その推進力として、持株会社制への移行

を機に、連結ベースでのコーポレート・ガバナンス、コンプライ

アンスとリスクマネジメント、環境と品質のマネジメントシステ

ムのより一層の強化を図っています。

富士フイルムホールディングス
コーポレートサポート部

CSRグループ長

山手一容
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富士フイルムグループは、企業価値の

向上を企業としての最大の使命と認識

し、その実現のためにコーポレート・

ガバナンスの強化・充実を経営上の最

も重要な課題と位置付け、諸施策を実

施することにより、すべてのステーク

ホルダーの皆様から信頼される企業を

目指しています。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

2006年10月1日をもって富士写真フイルムは、富士フイルムホールディングスとなり、会社

分割により新設した完全子会社の富士フイルムにすべての営業を承継させ、持株会社体制に

移行しました。この新体制の下、富士ゼロックスを含む連結ベースでのガバナンスを強化し、

グループ経営の透明性と健全性のさらなる充実を図っています。

定期的に開催する取締役会において、グループ経営の基本方針と戦略の決定、重要な業務執行

に係る事項の決定、並びに業務執行の監督を行っています。取締役の員数は現在8名で、うち

1名は社外取締役です。また、業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を採用し、執行役員

は取締役会が決定する基本方針に従い業務執行の任にあたっています。取締役及び執行役員の

任期は、その使命と責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応すべく、これを1年として

います。

また、取締役会に付議すべき事項及びその他の重要事項について、関連する執行役員による審

議を行う機関として経営会議を設置し、機動的に開催して効率的な業務執行、意思決定を図っ

ています。

監査役会については、監査役の員数は現在4名で、内2名は社外監査役です。各監査役は取締役

会に出席する他、常勤監査役は経営会議にも常時出席し、かつ代表取締役と定期的に意見交換

を行い、業務執行の全般にわたって監査を実施しています。また、業務執行部門から独立した

内部監査部門として、現在9名のスタッフからなる監査室を設けて、各部門の業務プロセスな

どを監査し、適正性の評価・検証などを行っております。グループ主要会社に対しては、監査

役と協働して定期的な監査を行い、内部統制システムの整備及び運用状況を確認しております。

今後も、内部監査機能の充実に向けて、内部監査スタッフの増員と強化を図ってまいります。

▼富士フイルムグループの内部統制システム概要図

富士フイルムホールディングス

株主総会

取締役会

業務執行

監査役会

経営会議

執行役員

広報/IR部門 経営企画部門 人事部門 総務部門 法務/CSR部門 技術経営部門

内部監査部門

代表取締役社長
CEO

コンプライアンス＆リスク管理

CSR委員会

富士フイルムグループ企業行動憲章

富士フイルムグループ行動規範

各種ガイドライン

相談
窓口

CSR担当部門
（事務局）

富士ゼロックス富士フイルム

会計監査人

「行動規範」の内容がグループ共通に

2006年10月の富士フイルムホールディングス設立を受け、富士フイルムグループの連結経営

強化、及びさらなるコンプライアンス推進に向けて、2007年4月、富士フイルムグループとし

ての「企業理念」「ビジョン」の精神を盛り込み、富士フイルムグループ共通の「企業行動憲

章」「行動規範」を制定しました。

「企業行動憲章」が「企業として、グループ全体として順守すべき行動、精神」を端的に表し

ているのに対し、「行動規範」は「従業員一人ひとりが順守すべき行動、精神」を規定するも

のです。

従来は、「企業行動憲章」のみがグループ共通で、「行動規範」については富士フイルムの規範

を元に、グループ各社が独自に作成しており、会社ごとに内容が異なっていました。しかし、

新しい企業理念やビジョンの下、富士ゼロックスを含めた富士フイルムグループ全体が一丸と

なって連結経営を強化し、グループとしてさらなるシナジーを実現していくため、私たちの

日々の行動のよりどころとなる行動規

範の内容もグループで統一するべきと

の考えから、改定しました。改定にあ

たっては、CSR推進部コンプライアン

ス＆リスク管理部が中心となり、2006

年4月に制定されたグループの企業理

念・ビジョンの精神を盛り込んだ新た

な「企業行動憲章」を作成し、富士ゼ

ロックスをはじめとするグループ各社

とグループ共通の「行動規範」を制定

するための協議を重ねてきました。

手帳サイズで携帯しやすい冊子

新たな「行動規範」の大きな改定ポイントは以下の4つです。

なお、「行動規範」の冊子については、常に持ち歩いてもらえるように、従来のB5判サイズか

ら、手帳サイズに変更しています。従業員は常にこれを携帯し、日々の行動のよりどころとし

ています。また、「行動規範」の項目に従って、関連する法令や、注意すべきケースなどを分

かりやすく解説したガイドブックも併せて作成しました。

今後は富士フイルムの関係会社と富士ゼロックスの関係会社に対し、「企業行動憲章」及び

「行動規範」の浸透を図っていきます。

富士フイルムグループ企業行動憲章

富士フイルムグループ行動規範

企業理念

ビジョン

富士フイルムグループ企業理念・ビジョン

▼企業理念・ビジョンと「企業行動憲章」・「行動規範」の関係

CSR活動で最も基本となるのは、コン

プライアンスとリスクマネジメントで

す。コンプライアンスは「倫理や常識

に照らして個人や企業が正しい行動を

行うこと」と捉えることが大切です。

富士フイルムグループでは、従業員一

人ひとりがコンプライアンスとリスク

マネジメントに積極的に取り組む企業

風土づくりを目指しています。

CSR経営

コーポレート・
ガバナンス

CSR経営

コンプライアンスと
リスクマネジメント

1. 国内外で共通の内容です。
国内外すべてのグループ会社に適用される、世界共通の内容です。また、「強制労働・児童労働の禁止」など、
グローバルな視点から配慮すべき項目も盛り込みました。世界中の従業員が、この行動規範に従って行動す
ることが求められています。

2.本文の主語を「わたしたち」に統一しました。
すべての従業員にとって、より一層分かりやすく、より身近な行動基盤と考えてもらえるよう、主体性ある
文章にしました。

3.グループの「コンプライアンス宣言」を初めて掲げました。
｢判断に迷う時は（ビジネスの利益より）コンプライアンスを優先する」という会社の姿勢を明確に示しまし
た。現在、こうした姿勢をここまで明確に表明している企業は少なく、グループとしても画期的なものです。

4.全従業員が「宣言書」にサインする形式にしました。
従来、役職者のみから回収していた誓約書を、全従業員が「宣言書」にサインする形に変更しています。
この「宣言書」に基づいて、個人の責任の下に、行動規範に沿った行動をすることが求められています。

富士フイルムグループの新しい「行動規範」は、ここが変わりました。

富士フイルムグループ
企業行動憲章・行動規範の
手帳サイズの冊子

富士フイルムグループのコンプライアンス宣言

わたしたちは、

事業活動のあらゆる局面において、

コンプライアンスを重視し、

新たな価値創造に挑戦します。

ビジネスの利益や他者からの要求が

コンプライアンスと衝突するときは、

コンプライアンスを優先します。

“オープン、フェア、クリア”の精神で臨む、

それがわたしたちの基本です。
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▼コンプライアンスとリスクマネジメント推進の歩み（富士フイルムとその関係会社）

組織 1999年 企業倫理委員会設置 2002年 コンプライアンス委員会改称 
 法務部コンプライアンス室設置 

2004年 コンプライアンス＆リスク管理部に改組

各種勉強会・ 

研修など

コンプライアンス
説明会

1999年 ｢社員行動規範｣説明会 2003年～　コンプライアンス説明会年1回実施 
 (コンプライアンス＆リスク管理部→役職者→職場）

2006年～ 対象を国内関係会社へ拡大

誓約書・宣言書 1999年 全役職者誓約書提出 
2000年～ 新任役職者誓約書提出

相談窓口 2003年 コンプライアンス相談窓口設置

2004年 受け付け対象を国内関係会社へ拡大

2005年 外部相談窓口設置

1999年 企業倫理委員会専用窓
 口設置

理念・ビジョン
企業行動憲章・
行動規範の 
制定・改定

1999年 ｢富士フイルムグループ 
 企業行動憲章｣制定 

1999年 ｢社員行動規範｣制定

2003年 ｢社員行動規範｣改定 

2004年  ｢富士フイルムグループ企業行動憲章｣改定

2004年 役職者向け「コンプライアンス事例集」配布
 役職者向けケースメソッド研修実施

2005年 ｢コンプライアンス事例集｣改定
 各職場で事例集勉強会実施
 個人情報保護教育CD配布

2006年 役職者向けコンプライアンスセミナー実施
 国内関係会社役職者向けケースメソッド研修実施

モニタリング 2001年～ 部門別｢国内関係会社 
 社員行動規範｣順守状況
 調査年1回実施

2003年～ コンプライアンス意識調査年１回実施 
 （タイプA：全従業員対象）

2005年 コンプライアンス意識調査実施
 （タイプB：2,000人対象） 

2006年～ 対象を国内関係会社へ拡大
 （タイプA：全従業員対象）

19991999（宣言）～ 20022002（共有化）～ 2006/102006/10月（さらなる共有化）～1999（宣言）～ 2002（共有化）～ 2006/10月（さらなる共有化）～

2007年～ 全従業員宣言書署名

リスクマネジメント 2000年 リスク案件報告システムの
　　　　　開始

2003年 リスク重点課題の設定・管理 2007年～ リスク重点課題の設定・管理を
　　　　　国内関係会社に拡大

2006年 企業理念の改定、ビジョンの制定

2007年 ｢富士フイルムグループ企業行動憲章｣改定
 ｢富士フイルムグループ行動規範｣制定

2007年 ｢情報セキュリティ事例集｣配布

2006年 富士フイルムホールディングス 
　 CSR委員会設置

0 100

第1回 40.4 7.2

第2回 73.9 22.9

第3回 79.4 18.3

83.4 14.4第4回

51.5

▼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▼コンプライアンス意識調査

コンプライアンス推進への取り組みが従業

員の意識向上につながっているかどうかを

確認するため、従業員を対象としたコンプ

ライアンス意識調査を毎年実施していま

す。4回目となる2006年度は、富士フイルム

とその国内関係会社も対象に含めて実施し

ました。

グラフは富士フイルムにおける調査結果の

推移ですが、職場での取り組みが実り、従

業員のコンプライアンス意識は着実に向上

していることがうかがえます。

一方、「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」「日常業務

において法律、ルール、倫理上の問題に直

面したらコンプライアンス相談窓口を利

用」という設問については「はい」の回答

が停滞傾向にあり、問題が発生した際には

迷うことなく報告するという意識をさらに

高めていけるよう取り組んでいきます。

0 100

第1回

第2回

第3回

第4回

46.8 14.4

62.9 32.2

72.7 24.5

78.2 19.0

38.0

▼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

0 100

第3回

第4回

63.1 34.1

63.5 33.5

▼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

0 100

第3回

第4回 63.3 32.5

64.1 32.3

▼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たとき「コンプライアンス相談窓口」を利用しますか

はい どちらともいえない いいえ 無回答

▼② ｢総合危機管理委員会」／ ｢コンプライアンス委員会」の役割と構成（富士フイルムとその関係会社）

総合危機管理委員会

7つの分科会により
迅速な判断・対応

委員長　社長

● 副委員長：
 CSR推進管掌執行役員

● 常任委員：
 連結経営管理管掌執行役員
 総務管掌執行役員
 法務管掌執行役員
 広報管掌執行役員

● 副委員長：
 CSR推進管掌執行役員

● 常任委員：
 連結経営管理管掌執行役員
 人事管掌執行役員
 総務管掌執行役員
 法務管掌執行役員

役割
① リスクが顕在化・拡大化
 しないように対処
② 事前対応
③ 予防活動

コンプライアンス＆リスク管理部長事務局 コンプライアンス＆リスク管理部長事務局

委員長　社長

コンプライアンス委員会

役割
① 企業行動憲章、行動規範の
 周知活動
② 行動規範浸透のフォローアップ
③ 行動規範の違反への対応

① 重大な製品クレーム対策（PLを含む）

② 環境関連リスク対策

③ 海外安全関連リスク対策

④ 輸出関連リスク対策

⑤ 個人情報漏えいリスク対策

⑥ 企業攻撃リスク対策

⑦ 災害関連リスク対策

CSR推進部
コンプライアンス＆
リスク管理部

● コンプライアンス＆
 リスク管理部長

富士フイルムホールディングスＣＳＲ委員会

富士フイルム、富士ゼロックス両事業会社に置く、ＣＳＲ関連の委員会・
会議からの重要事項の報告に基づき、富士フイルムグループに関わる
CSR関連事項について、

 （1） 基本方針の審議・決定
 （2） 重点課題・施策の審議・決定を実施する

委員長　富士フイルムホールディングスCEO

● 副委員長 ：富士フイルムホールディングスCSR管掌役員

● 委　　員 ：関係役員
   （必要に応じ、富士フイルムホールディングスまたは事業

会社の役員・部門長を委員長が指名できる）

● 事  務  局：富士フイルムホールディングスCＳＲ担当部門長

● 開催頻度 ：〈定期〉第1四半期、第3四半期の開始時に開催
　 　　　　　〈臨時〉必要に応じ、委員長の召集により随時開催

富士フイルム

■コンプライアンス委員会

■総合危機管理委員会

■PL委員会

■FRC委員会

富士ゼロックス

■リスク＆エシックス会議
　（倫理・コンプライアンス、
　情報セキュリティ、リスクマネジメント）

■ＣＳＲ会議（環境、社会貢献、ＣＳ、ESなど）

▼①富士フイルムホールディングスCSR委員会

コンプライアンスとリスクマネジメントの
推進体制とこれまでの歩み

▼推進体制

富士フイルムグループは、2006年10月1日、

持株会社制へ移行し、事業会社である富士

フイルム株式会社と富士ゼロックス株式会

社を傘下にもつ「富士フイルムホールディ

ングス株式会社」がスタートしました。右

図①は、新体制下におけるCSR推進体制で

す。富士フイルムホールディングス社長を

委員長とする富士フイルムホールディング

スCSR委員会は、グループ共通のCSR関連

事項について、基本方針や戦略、あるべき

姿、また重要な施策について審議・決定し

ます。この決定に基づき、事業会社が具体

的な施策を展開することになります。また、

事業会社側でのCSR関連会議での審議事項

は、定期的にホールディングスCSR委員会

に報告することになります。

右図②は、富士フイルムにおける総合危機

管理委員会及びコンプライアンス委員会の

役割とメンバー構成を示したものです。な

お、富士ゼロックスにおける推進体制など

については、「富士ゼロックス サステナビ

リティレポート」をご参照ください。

▼これまでの歩み

富士フイルムのコンプライアンスとリスク

マネジメント推進の歩み（P.40）を紹介し

ます。1999年に社長を委員長とする企業倫

理委員会（現コンプライアンス委員会）を

設置し、「企業行動憲章」、｢社員行動規範｣

を制定しました。

2002年コンプライアンス活動のさらなる推

進を目的として専任組織として法務部コン

プライアンス室を新たに設置し、2004年に

はコンプライアンス＆リスクマネジメント

を中心とした内部統制を総合的、一元的に

管理、運営する専門組織としてコンプライ

アンス＆リスク管理部に改組、コンプライ

アンス＆リスク管理部長が総合危機管理委

員会とコンプライアンス委員会の事務局を

務める体制としました。

2006年富士フイルムホールディングス社長

を委員長とする富士フイルムホールディン

グスCSR委員会を設置しました。

対象者数　富士フイルム 9,913名　　　　　　　　国内関係会社 12,347名
回答者数　富士フイルム 8,101名（回答率 82％） 国内関係会社 11,004名（回答率 89％）

http://www.fujixerox.co.jp/company/sr/
corporation/organization/index.html
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リスクマネジメントの推進

▼リスク予防・防止活動

富士フイルムの各部門及び富士フイルムの

国内関係会社では、リスクマネージャーが

中心となって、｢リスクを早期に予知・

予測し、リスクの発生・拡大を防止あるい

は回避｣することを主眼に活動を進めてい

ます。

各部門・会社でリスク重点課題を設定し、

その対応を基本プランとしてまとめ、

PDCAサイクルに沿って推進しています。

2007年度は富士フイルムの本社11部門が

担当する24項目を全社横断のリスクとして

絞り込み、重点管理を行っています。

▼リスク案件報告

リスクまたはリスク懸念案件が発生した場合は、下記の流れにより適切な対応を実施しています。

2006年度は富士フイルムの関係会社23件を含む66件が事務局に報告され、そのうち4件を分科

会案件として対応しました。

●リスク案件が発生した場合、リスク発生部門（会社）は、速やかに事務局（コンプライアン

ス＆リスク管理部長）まで報告。

●事務局は、報告されたリスクが委員会案件、分科会案件、部門内対応案件のいずれに該当す

るかを判断し、総合危機管理委員会に報告するとともに、リスク発生部門(会社)に回答。

●事務局の指示に基づき、リスク発生部門（会社）がリスク対応を実施。

▼輸出管理業務

輸出管理の基本は、輸出貨物及び技術の該非判定（輸出規制に該当するか否か）及び取引先審

査です。富士フイルムとその関係会社が販売する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、米国輸出管理法令への対応審査も確実に実施しています。各

部門で輸出管理責任者を任命し、教育・研修及び実務指導を通じ、事例集などの提供などで輸

出管理に対する理解促進と意識の向上を進めていますが、さらに教育の機会を増やすことを検

討しています。また、イントラネットで輸出管理業務の理解向上と実施が可能となるようホー

ムページの改善を進めています。

富士フイルムイメージテック

▼情報セキュリティ対策

昨今、セキュリティや情報管理のリスク案

件が増えていることを受けて、持ち出し

パソコンやUSBメモリーのセキュリティ対

策を再度徹底し、また、ウイルス感染防止

ルールを強化しました。

さらに、富士フイルム及び国内関係会社で

発生した事例を中心に｢情報セキュリティ

事例集｣を製作し、2007年4月に国内関係

会社の従業員に配布の上、職場でのリスク

管理教育に活用しました。

▼個人情報保護への取り組み

2006年に富士フイルムの関係会社で発生し

た業務委託先の個人情報漏えい懸念事故を受

けて、個人情報取り扱いを委託する業務委託

先の管理状況について再点検を実施しまし

た。また、他社で発生した個人情報漏えい事

故をコンプライアンス説明会及びコンプライ

アンスニュースで取り上げ、富士フイルムと

しての注意事項を社内に周知しました。

＊1 プライバシーマーク：日本情報処理開発協会
（JIPDEC）より、個人情報について適切な取り扱い
が行われている企業に与えられるマーク。

＊2 ISMS：個人情報をはじめとする情報全般の管理体
制に関する認証（情報セキュリティマネジメントシ
ステム）。

種類 取得済みの関係会社

Pマーク＊1

ISMS＊2

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

富士フイルムソフトウエア
▼リスク案件報告システム

ＰＤＣＡによる
推進

Plan

Check

DoAct

アクションプランの中間報告アクションプランの中間報告
アクションプランの最終報告アクションプランの最終報告
アクションプランの中間報告
アクションプランの最終報告

リスクの洗い出しリスクの洗い出し
リスク分析・評価リスク分析・評価

全社重要リスク課題の抽出全社重要リスク課題の抽出

リスクの洗い出し
リスク分析・評価

全社重要リスク課題の抽出

アクションプランのアクションプランの
策定と実施策定と実施

アクションプランの
策定と実施

次年度の次年度の
重要リスク課題の策定重要リスク課題の策定

次年度の
重要リスク課題の策定

報告

指示回答書

リスク案件
報告シート

総合危機管理委員会

事務局
（コンプライアンス&
リスク管理部長）

富士フイルム
統括部門長

富士フイルムの関係会社
社長

Pマーク、ISMSの取得状況
（富士フイルムの関係会社）

富士フイルムロジスティックス

富士フイルムテクノサービス

コンプライアンス相談窓口

相談者 外部相談窓口
ダイヤル・サービス㈱

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
相
談
窓
口

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会

対象
富士フイルムグループ
社員
臨時従業員
パート
派遣社員

相談

相談

報告

報告

電話

電話 メール

FAX メール Web 封書

全従業員が持つ携帯用カード

社員行動規範を守る上で、判断に迷ったら一人で悩まずに相談してください。

コンプライアンス相談窓口

ＴＥＬ：01200120－XXXXXXXXXX
富士フイルムグループ共通窓口

社内窓口

ＴＥＬ：03－XXX－XXXX
Email：xx＠fujifilm.co.jp
封　書：〒107-0052　東京都港区赤坂9丁目7番3号  ミッドタウン・ウェスト
　　　　富士フイルム㈱  CP委員会事務局宛（親展）

受付時間：月・水・金曜日／17：00～21：00

受付時間：月～金曜日（東京本社休業日を除く）9：00～17：40

（フリーダイヤル／祝日、年末
  年始12/29～1/4を除く）

（ただし、上記時間内でも担当者不在の
　場合があります。ご了承ください）

富士フイルム㈱窓口

▼コンプライアンス相談窓口の仕組み社内の小さな問題が重大事に発展することを

未然に防止するため、国内グループ会社全

従業員からの「行動規範」の順守や違反に関

する相談・連絡・通報を受け付ける相談窓口

をCP&RM内に設置し、運営しています。社

外にも相談を受け付ける外部窓口を設置し、

より相談しやすい窓口にしています。

相談者のプライバシーが守られ、不当な扱

いを受けることがないこと、相談は実名が

原則であることを｢行動規範｣に明記すると

ともに、「コンプライアンス相談窓口運用

規程」を制定し、相談後の対応を含め運用

ルールを明確にしています。

最近ではコンスタントに7～8件／月の相談が

あり、相談内容は「行動規範」の解釈に関す

るもの、職場の悩み、職場のモラルに関する

ものが中心です。相談件数は2005年度が61

件（内グループ会社17件）、2006年度が94件

（内グループ会社30件）と増加しています。

これらに関しては人事部など関連部門と連携

して解決に努めています。

コンプライアンス教育を富士フイルムの関係会社にも展開

職場でのディスカッション

経営層

対象 内容 頻度

新任役職者

新入社員

グループ会社役員

役職者

全従業員

外部講師による講話 適宜

1回／年

1回／年

1回／年

1回／2年
1回／年

1回／年

CSR推進管掌執行役員による講話

CP&RMによる研修

外部講師による講話

ケースメソッド研修（外部講師＋CP&RM）
コンプライアンス説明会　CP&RM →全役職

役職者→各職場で教育
コンプライアンス事例研究シートを使用したディスカッション

対象別のコンプライアンス教育（富士フイルムとその関係会社）

富士フイルムではコンプライアンス&リスク

管理部(CP&RM)が中心となって、富士フイ

ルムと国内関係会社へのコンプライアンス教

育を積極的に推進しています。2003年から

富士フイルムの全役職者を対象に、2006年

からは富士フイルムの関係会社の役職者にも

対象を拡げ、コンプライアンス説明会を実施

しています。説明会の後は役職者が中心とな

り、各職場で説明、コンプライアンス事例研

究シートなどのツールを利用してディスカッ

ションするという教育活動を繰り返し行い、

職場ごとの実施報告書を提出しています。

2006年の主な活動としては、富士フイルム

の役職者向けに桐蔭横浜大学法科大学院の郷

原信郎教授を招いて、コンプライアンスセミ

ナーを実施、また富士フイルムの国内関係会

社の役職者向けに慶応義塾大学の梅津光弘准

教授を招いて、ケースメソッド研修を実施し、

参加者から好評を得ました。コンプライアン

ス教育で使用するツールの作成にあたって

は、現場の声を反映し、実態に即した内容と

することによって、より理解が深まるよう工

夫しています。また従来、懲戒処分の類似行

為が再発するのを防止するため、懲戒処分に

至った行為と処分内容をイントラネット上で

社内に通知していますが、2007年度からは

その開示範囲を富士フイルムの国内関係会社

にまで拡大しました。

懲戒通知

対象 特徴 学習方法

コンプライアンスニュース

コンプライアンス事例集

コンプライアンス
事例研究シート

ケースメソッド

全従業員 週例会など職場で周知実際に起こった事例を基に処分内容
や対処法をまとめています。

他社の事例や世間動向を踏まえて、
注意喚起を行っています。
必要に応じて随時発行。

社員行動規範に沿った72事例を基に
Q＆A形式で解説しています。

身近な例を基にストーリー仕立てで
紹介しています。

判断に迷う事例を基に
ディスカッションします。

週例会など職場で周知

週例会で使用・自習可能

職場で議論・自習可能

小グループによる議論

全従業員

全従業員

全従業員

役 職 者

職場での議論に用いるツール

情報セキュリティ事例集

プライバシーマーク
使用許諾証

事
業
部
・
工
場
・
研
究
所

グ
ル
ー
プ
会
社

○
経
営
企
画
部

○
経
理
部

○
法
務
部

○
環
境
・
品
質
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部

○
コ
ン
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ラ
イ
ア
ン
ス
＆
リ
ス
ク
管
理
部

○
人
事
部

○
広
報
部

○
知
的
財
産
部

○
資
材
部

○
お
客
様
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

監
査
室

総合危機管理委員会
委員長（社長）

全社重点リスク管理部門

連携

連携

▼リスクマネジメントの組織と体制
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富士フイルムの環境・品質マネジメント

部がバックアップを行い、2006年12月よ

り富士フイルム九州（P.25）のマネジメ

ントシステムの構築を進めています。日

常業務でマネジメントシステムを運用す

ることを目標に、環境・品質・労働安全

の3規格を統合したIMSの認証取得を目指

しています。2007年2月に内部監査が終

わり、同年7月に環境・品質・労働安全

の3規格の認証を取得しました。

富士フイルムとその関係会社では、現

在、新たな経営体制のもとでマネジメ

ントシステムを活用した構造改革を進

め、高い顧客満足の提供と信頼の獲得

を目指しています。

統合マネジメントシステム推進体制の構築

富士フイルムでは、徹底的な構造改革を進めるために、マネジメントシステムの活用に意欲的

に取り組んでいます。構造改革を達成するために、EMS（環境マネジメントシステム）と

QMS（品質マネジメントシステム）を統合したマネジメントシステムIMS（Integrated

Management System）の運用体制を構築し、推進を行っています。

1. 本社・営業部門がEMSだけでなく、QMSも導入することにより、研究・開発～製造～本

社・営業／販売における一貫したマネジメントシステムとしての運用を可能にしました。

2. 富士フイルムグループとして企業理念、企業行動憲章、行動規範、環境方針、品質方針な

どが制定されているが、これらを各部門の業務課題に直接つなぎ、PDCAのサイクルを回

すことにより業務課題と一体となり、継続的に改善していく全社共通の仕組み・ツールと

して確立していきます。

▼ IMSの適用範囲（会社名、部門、対象人員）

▼ IMSの推進体制

IMS管掌最高経営者

実施部隊

各部門責任者

内部監査委員会

IMSテクニカルコミッティー

事業部門長

実行責任者

IMSステアリングコミッティー

IMS管理責任者 事務局

関係会社など部門責任者各部門責任者

部門IMS推進会議

IMS推進会議

部門管理責任者

富士フイルム
富士フイルム
ホールディングス

営業部門

本社スタッフ部門 
1,200人

富士フイルムイメージング
及びその関連グループ会社

●販売部門 ： 3,200人

●サービス部門など ： 800人

富士フイルムメディカル

●販売部門 ： 1,200人

富士フイルムテクノサービスなど
富士フイルムの関係会社

継続的改善へ

顧客の情報
成果

部門長報告（審議）

企業理念
企業行動憲章
行動規範

方針のブレークダウン

実施・活動

法的及び
その他の要求事項

富士フイルムグループ
グリーン・ポリシー

年度方針

部門長方針

対策見直し
（是正、予防措置）

相互内部監査
監視、測定 データ分析

顧客満足

富士フイルム
品質方針

▼マネジメントシステムのPDCAサイクル

富士フイルムホールディングス及び富士フ

イルム本社を中心としたIMS活動では、

2006年10月にEMSとQMSの統合を行い、

ISO審査機関から統合マネジメントシステ

ム（IMS）として認証され、運用証明書を

取得しました。

▼IMSの適用範囲

富士フイルムホールディングス及び富士フ

イルムを中心としたIMS活動は、富士フイ

ルムホールディングス、富士フイルムの本

社スタッフ、事業部門以外に富士フイルム

グループに所属する販売会社や関係会社も

含み、6,400人規模のマネジメントシステ

ムとなっています。

▼IMSの活動目標及び成果

IMSの活動目標としては、全部門の共通の

課題である「顧客満足の向上」を目指し、

「製品品質の向上」、「環境配慮」、「業務シス

テムの効率化」、「社内及び社外とのコミュ

ニケーションの継続的改善」について取り

組みを行い、ISO審査機関よりその運営内

容について、品質と環境という、時には相

反する課題がバランスをもって設定され、

継続的に効果のある改善が行われていると

の高い評価を受けました。

▼今後の課題

今後の課題は、「本社・営業／販売」の

IMSを「製造」、「研究開発」に広げ、事業

軸で一貫したマネジメントシステムに進化

させ、国内と併行し海外関係会社に範囲を

拡大することです。さらにIMSの中身をリ

スク管理、内部統制、コンプライアンス等

の要件を統合化していくことも検討してい

ます。

関係会社でのIMS導入

富士フイルム九州

.

富士フイルムホールディングス及び富士フイルム本社を中心としたIMS活動

富士フイルムエレクトロニクスマテリア

ルズ台湾（台湾 新竹市）でも、EMSと

QMSの統合を進め、IMSの運用を開始し

ています。2006年春より構築を進め、

2007年5月にISO審査機関から認証を受

けました。

これらの事例をもとに、他の事業所にも

マネジメントシステムの統合を広め、事

業軸で一貫したマネジメントシステムへ

の進化を進めていきます。

CSR経営

マネジメントシステム



message from oversea offices

海外サイトのCSR活動
富士フイルムグループでは、世界に拠点を持つ企業

として、国・地域ごとの多様な文化と社会問題など

に対応した社会貢献活動や教育支援、地域との積極

的なコミュニケーションを、海外現地法人などを中

心に展開しています。富士フイルムホールディング

スでは、海外サイトと定期的にコミュニケーション

を図ることで、国や地域ごとに異なる法規制や価値

観などの背景についても理解と知見を深め、グロー

バルな視点を持ってCSR活動を推進しています。

乳幼児突然死症候群（SIDS）研究開発費の助成
FUJIFILM Australia Pty Ltd.は、販売

活動を主とし、生産拠点ではないため、

環境負荷削減の大きな実績はありませ

んが、2001年に認証を取得したISO

14001を持続し、環境マネジメント運

用計画の策定・遂行により包装材料の

リユース・リサイクル、コミュニティ

環境への積極的な貢献、自社内リユー

ス・リサイクルプログラムの確立など

を達成してきました。また、労働衛生

と安全（OH&S）委員会を結成し、その活動によって長期にわた

り、来社するすべての人々及び従業員の労働衛生と安全を保障し、

先導的な役割を果たしてきました。

社会貢献活動においては、いくつかのファンドに貢献し、乳幼児突

然死症候群（SIDS）や白血病などの研究活動への助成を行ってい

ます。最近では、バリ島爆破事件やインドネシア津波に対する災害

救済寄付を行いました。

「景観」に対する課題を考慮した活動
オーストラリアはとても自然の美しい国です。FUJIFILM Australia

Pty Ltd.では、自然保護を訴えるポスターを400万枚作製し、各学

校へ配布しました。

主導的立場にある写真業界では行動規範「PURE」を策定し、廃

液処理の明確な指針を確立し、顧客にも

それを求めています。

包装材料協約（政府と包装協会が協力し

て環境保全に取り組んでいるもので、各

社の責任において調印するもの）に1999

年に調印し、2005～2010年の5カ年計画

で、包装材料削減に向けたアクションプ

ランを策定し活動を進めています。

「写ルンです」売上の一部の寄付と、
ティーンエイジャー・若者向けの社会貢献活動
FUJIFILM Canada Inc.では地元小売

チェーンの協力を得て、消費者が買い

物をすることで価格の一部を寄付でき

る“Cause-Marketing”（社会貢献型マー

ケティング）をフィルム及びレンズ付

フィルム事業に取り入れました。この

取り組みにより、レンズ付フィルム

「写ルンです」売上げ１本に付き＄0.50、

総額＄257,120が集まり、慈善団体

The Children's Miracle Networkに寄付

することができました。寄付金は北米各地の小児病院に贈られま

した。レンズ付フィルムについては、他の小売業者とも協働し、

リサイクルプログラムを続けています。2006年度は160万個をリ

サイクル用として、FUJIFILM Manufacturing U.S.A., Inc.（アメリ

カ）に送りました。ISO14001：2004での目標でもあるリサイク

ル率75％を目指しています。写真は生活を彩る重要なファクター

であり、人類にとって大切な財産であると思います。今後も写真

文化の発展に寄与していきたいと考えています。

この他にもティーンエイジャー・若者向けの社会貢献活動として、

地元の大学と共同で「プロ用フィルム、デジタルカメラと映画用

フィルムプロジェクト」の特別支援プログラムを設け、毎年、奨

学金の助成やワークショップ、教育フォーラムなどを開催してい

ます。また、McMaster大学とビジネスインターンプログラムを組

み、長期的な取り組みをしています。インターンプログラムは、

この10年間、インターンに本社マーケティング部でのフルタイム

の仕事を与えることで、戦略立案、販促支援、ブランディング及

び広報、市場調査・分析などにおける経験ができる、ビジネスと

教育を融合したインターンプログラムを提供しています。これか

らも本業と絡めた社会貢献を模索し、地域社会に貢献していきた

いと考えています。

中国の若年層の育成と、
環境に配慮した生産プロセスの推進
FUJIFILM（China）Investment Co.,Ltd.

では、教育水準を高めることを目的とす

る中国西部地方の国家教育支援プロジェ

クトに協力し、20の中等学校に在籍する、

経済的に厳しい状況にある優秀な生徒を

対象に本、カメラなどを提供しています。

また、個性的な才能を育成支援するため

に、教師・生徒とコミュニケーションを

図っています。

また、2006年度には写真文化の向上を図る活動も積極的に行って

います。広東の主要大学での「キャンパス写真文化」活動（著名

写真家による講演及び撮影会）の開催や、上海の外資企業社員を

対象とした写真コンテスト、富士フイルム杯「和 上海」を開催

しました。このコンテストでは応募された作品数に応じた額を上

海チャリティー団体に寄付し、経済的に恵まれない子どもたちを

支援しました。また、2006年5月に富士フイルム労働組合主催の植

林ボランティアに参加し、モンゴル地区で植林活動を行いました。

中国における生産サイトの活動としては、デジタルカメラなどの

生産を主とする、FUJIFILM Imaging Systems（Suzhou）Co., Ltd.

は、ロジンや錫などの原料リサイクルなど、3R（リデュース・リ

ユース・リサイクル）の実施をはじめとして、都市地区にある工

場敷地内や蘇州工業開発地帯に森林造成を行うなど、環境保護体

制の整備、環境に配慮した生産プロセスの実現を進めています。

この活動が評価され、蘇州環境局より「工業企業環境活動グリー

ン企業」として表彰されました。また、印刷製版用材料のPS版の

製造を主とする、FUJIFILM Starlight Co., Ltd.は、環境に配慮した

生産プロセスや基準より早く緑化を実現した実績などにより、地

域の人民政府から「省エネ・省資源のやさしい企業」として表彰

を受けることができました。

富士ゼロックス台湾
「桃園工場」で廃棄ゼロを達成
主にトナー、カートリッジなどの消耗品の

生産を行っている富士ゼロックス台湾「桃

園工場」は、「廃棄ゼロ」のコンセプトを

従業員に浸透させ、埋立地に搬送される固

形廃棄物の削減に努めました。使用済みト

ナーを塗料製造会社で補助原料として活用

したり、一般ゴミを再利用施設に送って発

電に利用するサーマルリサイクルを行うな

どの施策を通じ、2005年度に82トンあった埋め立て及び単純焼却

の廃棄物を再資源化し、「廃棄ゼロ」を達成しました。

社員支援プログラム（EAP）を実施
Fuji Xerox of Shenzhen Ltd.は、社員を大

事にし、安全で品質の高い製品の供給や

環境経営、社会貢献活動などに積極的に

取り組んでいます。2006年度から従業員

の成長や、精神面・心理面の健康を維

持・促進し、より安心して業務に従事し

てもらうために、NPO「深 当代社会観

察研究所」の協力を得て、従業員の能力

開発の教育を毎月実施しています。また

NGO「深 東方心智心理諮問有限公司｣

の協力を得て、職場や個人の相談を電話で行える「心理ホットラ

イン」を開設しました。さらに、社内の課題を提起する「CSR意

見箱」を設置し、コミュニケーションを図りながら従業員に安心

して働いてもらう環境づくりを目指しています。

Eric Lucis

FUJIFILM Australia Pty Ltd.

Kont Hatton

FUJIFILM Canada Inc.

陳忠成

Fuji Xerox Taiwan
Corporation

劉美華
Fuji Xerox of Shenzhen Ltd.

徐瑞馥

FUJIFILM (China)
Investment Co., Ltd.

オーストラリア

カナダ

シンガポール

中国

Christine Warner
FUJIFILM Australia Pty Ltd.

取引先の教育と意識啓発を推進
病院などの医療現場やミニラボなどの写

真処理を行っている事業所を訪問した結

果、写真処理用薬品の廃棄が、地元の環

境保護条例に対して必ずしも適切ではな

い実態を把握しました。その改善を図る

ため、化学物質廃棄に関する条例の内容

と適正な廃棄方法への理解を深めてもら

うために2005年10月にセミナーを3日間

にわたり開催し、代理店業者の方々を対

象にしたトレーニングを行いました。ま

た、条例の内容と必要な手続きをまとめ

たCDも配布し、意識啓発に積極的に取り

組んでいます。

Bernard Ng

FUJIFILM Hunt Chemicals
Singapore Pte. Ltd.

重要課題はREACHとGHS対応
FUJIFILM Electronic Materials（Europe）

N.V.の重要課題は、REACH規則とGHSへ

の対応です。特にGHSについては、日本

市場への輸出製品が多数あるので、日本

の期限に向けて準備を進めていますが、

多言語の国際的なルールが確立していな

いGHSラベルを、どう表示していくかが

課題と考えています。

排水のリサイクルシステム
FUJIFILM Europe N.V.が販売する化学薬

品などの製造会社FUJIFILM Hunt Chemicals

Europe N.V.（ベルギー）のSint-Niklaas

サイトでは、洗浄水など排水のリサイク

ルシステムを構築した結果、これまでの

22,000ｍ3の年間排水量を10,000ｍ3に削

減することができました。また、廃棄物

についてはゼロエミッションを達成しま

した。

ベルギー

Linda Heughebaert
FUJIFILM Electronic
Materials (Europe) N.V.

Nico Van Elzen
FUJIFILM Europe N.V.

中等学校での本の贈呈

従業員の能力開発の教育
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海外サイトのCSR活動

重要課題はRoHS指令とREACHへの対応
FUJIFILM UK Ltd.は、RoHS指令、REACH

への対応に向けてサプライチェーンマネジ

メントの推進に注力しています。サプライ

ヤー調査、調査結果のデータベースへの入

力も完了し、今後は引き続き管理レベルの

強化を図っていきます。

2007年より、廃電気電子機器規制（WEEE）

が施行されたため、廃棄物の回収・処理

など、効率的な法対応を目指して、数社

と協同でPICCS（写真イメージ協議会規

制対応計画）を創設しました。

友好と相互理解と価値観の尊重
FUJIFILM Europe GmbHの支店であるFUJIFILM Deutschland

（ドイツ）は、地域社会との友好に積極的

に努めています。例えば、ドイツではサ

ッカーの人気が高く、若年層の選手育成

が重要視されていることから、ケルンの

少年少女サッカークラブ「VFL1899」に

ユニフォームを提供するなど、活動の活

性化に貢献する支援を行っています。欧

州は25カ国以上の国があり、法令順守に

ついても各国で文化や価値観が違い、そ

れぞれの立場を尊重しながら、活動を展

開することを心がけています。

オランダ

Johann Zauner
FUJIFILM Europe GmbH

ドイツ

Chris Pearce
FUJIFILM UK Ltd.

イギリス

広く人々に貢献する文化・医療分野での活動
ニューヨークには、1930年代に建設された、

22の街区を通り、ハドソン川に臨む高架線

路がありますが、1980年代以降は使われて

おらず、すでに解体された部分もあります。

FUJIFILM U.S.A., Inc.は、この高架線の保

護・再利用を目的としたNPO法人「Friends

of the High Line」のスポンサーになってい

ます。将来もし必要となったとき、再び鉄

道としての利用も可能なように高架部分を

保存して、地域の人々が利用で

きるようないくつかのプランが

提案され、これから実行される

予定です。同法人の活動にはフ

ォトプリンターも提供し、地元

の人々やプロジェクト支援者の

写真を高架線の補修工事現場の

壁面に飾るという、ユニークな

写真展が実現しました。

また、女性100万人のマンモグラフィ受診を目指すNational Breast

Cancer Foundation（NBCF）と共に「Mammograms for a Million

Moms」キャンペーンを展開し、乳がん検診の啓発に取り組んで

います。この活動では「写ルンです」やデジタルカメラ「FinePix」

の売上の一部を寄付し、マンモグラフィ受診の周知と推進のため

のウェブサイトを設立しました。ウェブサイト上では、他にもユ

ニークな活動をしており、幼稚園から高校までの先生を対象に、

富士フイルムの製品を利用した授業アイデアを募集、優秀なもの

に対して製品を提供しています。このほか、犯罪現場の検証に役

立つ紫外線・赤外線撮影用カメラS3 Pro UVIRをウェストチェス

ター郡に寄贈したり、スミソニアン国立動物園内のジャイアント

パンダ・プロジェクトを支援したり、わたしたちが本業を通じて

行う社会貢献は、多岐にわたっています。社員一人ひとりが行う

ボランティア活動も、公園清掃、乳がんの撲滅、心臓病・自閉症

の方への支援ウオーク参加などさまざまなものがあります。一人

ひとりができる貢献は小さくても、それがグループ全体となると

大きくなり、企業間を越えてそうした輪が広がっていけば、わた

したちの住んでいる地球をより良くしていくことにつながると信

じて活動を行っています。

本業では、本社のグリーンポリシーに対応するための努力を続け

ており、工場施設のリサイクル率は76.5％、環境効率は2002年を

基準年とすると41％以上の実績を上げています。

アルミニウム汚泥の転換により廃棄物を大幅削減
製造拠点であるFUJIFILM Manufacturing U.S.A., Inc.では、印刷製

版用PS版の製造に伴うアルミニウム汚泥を有価物に転換し、年間

3,000トンの廃棄物を削減、89,000ドルの処理コスト削減が可能

になりました。また、この生成物を排水

処理用として販売しています。地域の水

源の保護・保存を目的とする活動として

は、Saluda-Reedy流域コンソーシアムへ

の支援として、2007年度までに総額50万

ドルの寄付を行っています。その他、写

真コンテスト、写真展、写真セミナーな

ど、地域の写真文化の発展に寄与する活

動を積極的に行っています。

芸術・文化活動の支援と希少品種生物の保護
FUJIFILM Espana, S.A.は、スペイン特有の

文化イベント支援と、自然保護支援に力を

入れてCSR活動を推進しています。文化イ

ベント支援は、ピカソ美術館、ミロ財団な

どの重要美術館との密接な連携による活動、

サグラダファミリア寺院、ガウディ美術館、

カサ・ミラ（「ラ・ペドレーラ」）といった

ガウディ代表作のスポンサー支援、バルセ

ロナ・リセウ歌劇場のスポンサー支援など

が挙げられます。希少品種であるレッサーパンダの保護援助、希

少品種であるアンゴラ・ライオンの保護援助なども積極的に行っ

ています。その他、マドリード動物園、バルセロナ動物園のスポ

ンサー支援も行っています。また、写真文化を守る活動の一環と

して、スペイン最大の写真家協会と協同し、毎年、国際的な写真

の賞である「Lux Award for Photography」の授与を行っています。

今後の活動として、スペインがん協会（Spanish Cancer

Association）と提携し、乳がん検診プログラムの提供やマンモグ

ラフィを搭載した乳がん検診車の派遣を計画しています。

Judy Z. Matson
FUJIFILM U.S.A., Inc.

青少年の教育支援サイト
http://www.ProductsforLearning.com

マンモグラフィ受診の周知啓発のサイト
http://www.imagesofhealth.com/

アメリカ

マンハッタンの高架道路の緑地公園化活動

Maresa Thompson
FUJIFILM Manufacturing
U.S.A., Inc.

Victor Zurita
FUJIFILM Espana, S.A.

スペイン

CO2排出量のさらなる削減
地域共生を基軸に据えた活動
政府が規定している2006年度のCO2排出

量の上限は、57 , 0 0 0トンでしたが、

FUJIFILM Manufacturing Europe B.V.は、

47,000トンに抑えることができました。

上限値の引き下げなどが予想されること

から、今後も、CO2排出量のさらなる削

減を目指した対応が必要となります。ま

た、2006年度は、雇用多様化の一環とし

て、医学上及び社会的問題を抱えるティルバーグ市民の臨時雇用

を試験的に開始しました。その他にもティルバーグ市の地域住民

とは、市内での文化イベント、スポーツイベントのスポンサー活

動、市内の自然再生地域における遊歩道や自然観察スポットの開

発の後援などによって、積極的にコミュニケーションを図ってい

ます。

エイズ予防を啓発する「写真小説」
蔓延するエイズの予防知識を啓発するた

めの写真小説「LA MENACE（脅威）」を

2003年に企画し、2004年12月に仏国内の

アフリカからの移住者関連団体施設・居

住地区に無料配布して以来、当活動を継

続しています。2005年の社会・環境レポ

ートでこの活動が特集として取り上げら

れたことで関心を集めることができ、活

動のサポート拡大にもつながりました。

エイズ予防知識の啓発活動のみならず、

アフリカへのサポートを行っているフランスの企業や援助活動団

体などとも意見交換をしながら、今後もこの活動を続けていきた

いと考えています。

Dick Notenboom
FUJIFILM Manufacturing
Europe B.V.

Eric C Morel
FUJIFILM Holdings
France S.A.S.

写真小説「LA MENACE」

少年少女サッカークラブ
「VFL1899」

2006年11月20日に、富士フイルムホールディングスの古森社長が、ドイツ連邦共
和国ホルスト・ケーラー大統領より、ドイツ連邦共和国功労勲章大功労十字章を受
章しました。この受章は、2005年4月から2006年3月にかけて開催された「日本に
おけるドイツ年」での貢献をはじめ、日独両国の友好と相互理解の促進への貢献を
評価されたものです。

フランス
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