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ごあいさつ

１　はじめに
昨年 4月の「熊本地震」では、熊本・大分県を中心に甚大な被害が発生しました。富士フイルム九州でも
二度にわたる大きなゆれにより、操業の一時停止を余儀なくされ、建物や機械設備の一部が破損しました。
関係各位から多くのご支援と励ましをいただいて、無事故・無災害での全ライン生産復旧を震災後 37日間
で実現しました。この成果を支えた原動力は、一つには東日本大震災を機に富士フイルムグループ全体で取
り組んできた災害発生時の BCP（事業継続計画）の諸施策であり、さらには被災生活の困難さに立ち向かっ
て工場復旧に懸命に取り組んだ従業員の当事者意識でした。
富士フイルム九州では、熊本地震で得た経験や自然災害に対する備えの重要性について、富士フイルムグ
ループでの講演会や新聞記事等を通じて社内外に情報を発信してきました。これからも社会とともに歩む企
業として、組織の強化と人の育成を推し進め、安心・安全な生産活動の基盤作りを継続してまいります。

２　富士フイルムグループのCSR 活動と富士フイルム九州の取り組み
富士フイルムグループは、「富士フイルムグループ　グリーンポリシー」を定め、製品・サービス・企業
活動における高い“環境品質”の実現に取り組んでいます。そして環境にとどまらず、2017 年に発表した
富士フイルムグループの新しいCSR 計画「Sustainable Value Plan 2030」のもと、革新的技術・製品・サー
ビスの提供など、事業活動を通じて社会課題の解決に取り組み、サステナブル社会の実現にさらに貢献して
いくことを目指します。
富士フイルム九州ではCSR活動を推進する仕組みとして、IMS（統合マネジメントシステム）を導入し「安
全・環境・品質」のマネジメントを強化してきました。2016 年に、これらの統合運用が高いレベルで機能
していることが認められプレミアム・ステージを認証取得しました。
※ IMSについては P. ６　富士フイルム九州のマネジメントシステムを参照

３　地域環境を守る活動
富士フイルム九州では 2005年の会社設立当初から、循環型の水資源活用や森林整備そして水田での稲作
活動等を通じて熊本の地下水をはぐくむ活動に取りくんでいます。2014 年にはステークホルダーエンゲー
ジメント活動として、地域住民と環境対話集会を行いました。地域の持続可能な発展に貢献していることが
認められ、2016年に公益財団法人「くまもと地下水財団」から、「ゴールド認定」と「グランプリ表彰」を
受賞しました。
また、継続的な省エネ施策の遂行や化学物質の管理強化など、さまざまな環境保全活動で地域環境の負荷
軽減に取り組んでいます。

４　今後の課題
今後も経営環境の変化に迅速に対応しつつ、より進化した BCP への見直しと地
域環境の保全を推進していきます。これからも、地域の皆様をはじめ社内外の皆様
から信頼される会社を目指して、良好なコミュニケーションを図ってまいります。
これまでの富士フイルム九州の活動をご理解いただくとともに、更なる改善につな
げることを目指して、このたびサステナビリティーレポートを発行することにいた
しました。皆様からのご指摘やご意見を賜れば幸いです。
私たちはこれからも、「Value From Innovation」のコーポレートスローガンの
もと、社会の持続的発展に貢献してまいります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2017年 12月

富士フイルム九州株式会社
代表取締役社長
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CSR グループ長からのメッセージ
富士フイルムの創業の原点と言える写真フィルムは、製造時に「大量の清浄な
水と空気が」が不可欠であり、撮影前に試すことのできない「信頼を買っていた
だく商品」です。そのため、環境保全、ステークホルダーからの信頼が、当社ビ
ジネスにとっての大前提という考え方が、事業活動の根底にあります。これが富
士フイルムのCSR（企業の社会的責任）の原点であり、DNAとなっています。
富士フイルム九州でも、この考え方に基づいて、省エネルギ―や廃水管理等に
よる環境保全と共に、地域との共生や社会への貢献を大切にした様々な活動に取
組んでいます。特に、水資源の保護は重要な課題の１つです。
今年度、富士フイルムグループは、2030 年をターゲットとした新しいCSR
計画「Sustainable Value Plan 2030」を策定しました。これは、国際社会が
合意した持続可能な開発目標（SDGｓ＝ Sustainable Development Goals）達成への貢献と長期的に
富士フイルムグループが目指す姿を示したものです。
環境、健康、生活、働き方を重点分野として、「事業を通じた社会課題の解決」と「事業によって生じる環境・
社会へのマイナス影響の低減」の両面の課題を設定し、活動を進めてまいります。
富士フイルム九州は、ディスプレイ材料事業の最大生産拠点として、安全・環境・品質を最優先に社会
課題の解決に取り組んでまいります。地域の皆様をはじめ、ステークホルダーの皆様のご理解とご協力を
お願いいたします。

富士フイルム株式会社 CSR推進部長
富士フイルムホールディングス株式会社
経営企画部CSRグループ長

川﨑　素子

2Sustainability Report 2017



会社概要

富士フイルム九州株式会社の概要

■代表者名　　　　　　代表取締役社長　　鈴木　直明
■所 在 地　　　　　　〒 869-1101　熊本県菊池郡菊陽町津久礼 2900番地
　　　　　　　　　　　TEL 096-340-9000　FAX 096-340-9200
■設　　立　　　　　　2005年４月１日
■事業内容　　　　　　ディスプレイ用部材の生産（フジタック他）
■資 本 金　　　　　　50百万円
■敷地面積　　　　　　254,526 ㎡
■従業員数　　　　　　306人　（2017年４月１日現在）

富士フイルム九州株式会社は熊本県の菊池郡菊陽町に立地する富士フイルム100％出資の生産子会社で、
2005年に設立しました。弊社では、「フジタック」をはじめとするディスプレイ用材料を生産しており、ディ
スプレイ材料事業の最大生産拠点として事業の一翼を担っています。
敷地では２月下旬～ 3月中旬に「春めき桜※1」が、3月下旬～ 4月上旬には「ソメイヨシノ」が咲きほこり
見応えがあります。毎年、この時期には従業員や地元の方々を招いて「さくら祭り」を盛大に開催しています。
※１.「春めき桜」とは、カンヒザクラとシナミザクラの交雑種の一つとされており、かつては足柄桜と呼ばれたこともある比較的新しい品種の桜です。
富士フイルム九州の「春めき桜」は富士写真フイルム（現：富士フイルム）の創業の地である南足柄市から移植したものです。
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会社概要

富士フイルム九州のあゆみ（2005～2016年）

2005年
4月　　富士フイルム九州　設立

2006年
10月　　第 1工場
           第 1ライン
           稼働開始

12月　　えほんのくに平和条約締結
2007年
2月　　屋上太陽光発電システム運用開始

3月　　 南阿蘇村水源
涵養林植樹
 

4月　　第 1工場第 2ライン稼働開始
7月　　IMS統合認証取得
8月　　第 2工場第 3ライン稼働開始

2008年
1月　　第 2工場第 4ライン稼働開始
3月　　第 1回春祭り開催

(さくら祭りと名称を変更し現在も毎年開催 )
6月　　富士フイルム九州　社長交代
10月　　第 3工場第 5ライン稼働開始
2009年
10月　　熊本県快適職場推進大会会長賞受賞

第 23回肥後の水と緑の愛護賞受賞
12月　　第 3工場第 6ライン稼働開始
2010年
4月　　菊陽町さんさんの湯へ熱供給開始
5月　　 水田お助け隊

調印式・田植え

2011年
8月　　第 1回熊本県森林吸収量認証制度第 1号交付
10月　　熊本県産業安全衛生大会労働局長賞受賞

2012年
9月　　防災倉庫開庫式

2013年
2月　　第 4工場第 8ライン稼働開始
3月　　第 4工場第 7ライン稼働開始

菊陽町杉並木
公園春めき桜
植樹式

 

6月　　熊本県労働安全基準協会菊池支部長賞受賞 
11月　　従業員家族向け会社見学会 
12月　　H25年度「コジェネ大賞」受賞
2014年
6月　　 第 1回環境対話集会開催

富士フイルム九州　社長交代
10月　　熊本県労働局長優良賞受賞

全国 THP推進協議会進歩賞受賞
2015年
6月　　富士フイルム九州　創立10年記念式典

8月　　地下水保全顕彰制度ゴールド受賞

2016年
4月　　（平成28年）熊本地震
5月 　　富士フイルム九州　全ライン完全復旧

 

11月　　菊陽まち遊び
震災記念碑　鳥居奉納
地下水保全顕彰制度最優秀グランプリ受賞
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会社概要

富士フイルム九州の製品／工程紹介

富士フイルム九州の製品紹介
富士フイルム九州ではディスプレイ用材料の「フジタック」や位相差
フイルムの「Z-TAC」「V-TAC」を生産しています。これらは、セルロー
スを素材とし、光学的に歪みが無く、透明性に優れ、薄く均一で耐久性
があるなど優れた特性を持っており、あらゆる液晶表示に使われる偏光
板において、偏光子をプロテクト（保護）するフィルムとして不可欠な
材料です。液晶には主に３つの表示方式（VA/IPS/TN）があり、それぞ
れ必要な偏光板及び保護フィルムが異なりますが、当社ではそのほとん
どをカバーした製品ラインナップとなっています。

工程紹介
富士フイルム九州の製造工程は、まずトリアセチルセルロース（TAC）、可塑剤、溶剤を攪拌しドープ状に
溶解します。濾過工程を経た後フィルム状に形成し、乾燥工程、製品巻取を行いロール状の製品が出来上がり
ます。様々な検査を合格した製品は、包装され出荷されていきます。

2016 年環境負荷
富士フイルム九州での生産活動に伴う主なエネルギーや排出量は以下のようになっています。

■エネルギー・井水・雨水　In
電力－買電力 42,415 千KWｈ
電力－自家発電 105,488 千KW
都市ガス 35,520 千Nｍ3

井水・町水 1,055 千ｍ3

雨水・リサイクル水 129 千ｍ3

太陽光発電 102 千KW
蒸気送量 40,298 ton

■大気放出
VOC 30.5 ton
CO2 131.9 千ｔ-CO2
SOx 0 ton
NOx 48.7 ton
ばいじん 0.51 ton

■廃棄物
リサイクル量 4,512 ton
（一般廃棄可燃物 7ton）

■排水量
公共用水（下水） 552 千ｍ3

＜巻取り風景＞＜管制室＞ ＜無人搬送車＞＜厳格な品質検査＞　

トリアセチル
セルロース
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会社方針と取り組み

会社方針と取り組み

富士フイルムグループ グリーン・ポリシー（環境方針）
≪基本方針≫

 “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ともに、“持続可能な発展”に貢献する。 

富士フイルム九州社長方針
　市場の変化が激しいディスプレイ材料事業で、たゆまぬ生産性強
化で競争力を高め、持続可能な発展に貢献することが富士フイルム
九州の使命と考えています。
　①社員が持っている熱意と日々進化する技術に磨きをかけ、
　　志ある人材を育成する。
　②安全・環境・品質を最優先にお客様と地域の皆様に満足
　　頂ける活気ある会社作りに取り組んでいく。
この 2つの想いを込めて社長方針を定めています。

環境対話集会
富士フイルム九州では環境方針のもと、地域の方々と環境保全活動につ
いて直接意見交換をする「環境対話集会」を熊本県菊陽町の協力を得て、
2014年 6月に開催いたしました。
「環境対話集会」では、環境に対する取り組みや工場見学を通して富士
フイルム九州およびその環境保全活動について理解を深めてもらいまし
た。工場見学後には参加者から提出された意見や質問をもとに意見交換会
を行っています。この意見交換会では、地域の方々から地下水の採集状況
や環境に対する取り組みについて具体的な質問やきたんのない意見を伺い、今後の工場運営を考えるにあたっ
て貴重な場となりました。

富士フイルム九州のマネジメントシステム
2005年会社設立時より、グリーンポリシーや社長方針を実現する為の仕組みとして、QMS、EMS、OHSMS
の 3規格統合運用するマネジメントシステムの構築を進め、2007年には同時に 3規格の認証（IMS：統合マ
ネジメントシステム※１）を取得しました。また 2015年には業務と一体化したマネジメントシステムの運用が
評価され IMSの最高レベルである「プレミアム・ステージ※２」の証明を取得しています。
※1.IMS：統合マネジメントシステム （Integrated Management System）は一般財団
法人 日本品質保証機構（JQA）が提供する複数のマネジメントシステム規格を 1つに
統合し審査するサービス。

※ 2. プレミアムステージ：JQAが統合マネジメントシステムを効率的に運用している事
を認証する統合プログラムの最上位グレード。

※ JQA資料より抜粋

6Sustainability Report 2017



2016年度 環境安全衛生活動 Topics

環境保全活動

環境リスクアセスメントを活用した環境リスクの抽出と低減対策
自分達が取り扱っている化学物質を知り、設備・作業における環
境リスクを洗い出し事前に低減対策を行うことで、環境トラブルの
未然防止につなげる事を目的に、2016年度に『環境リスクアセス
メント』を考案・導入しました。
作業の中の手順に対し、危険の度合いを (a) 化学物質の環境有害
性（ハザードレベル）、(b) 取扱量、(c) 発生の可能性、(d) オペミス（オ
ペレーションミス⇒作業ミス）の可能性、(e) 異常検知時間、(f) 結
果の重大性から評価し点数付けすることでリスク（危険性）を見え
る化しました。また高リスク箇所に対しては低減対策を行い、危険
性を20点未満とする事を目標に活動を行っています。

＜環境リスク低減対策実施　例＞
あるフィルター交換の作業では危険の度合いが（23点）となっています。このように高リスクの作業に対
して図で示すような低減対策（－ 10点）を実施する事でリスクが低減され、環境トラブルの未然防止に繋げ
ています。

（評価点数）

※1

※1

環境リスクアセスメントの概要（化学物質漏洩危険性の見積り）

a ハザードレベル：10点　d オペミスの可能性：0点
b 取　　扱　　量：　4点　e 異 常 検 知 時 間：4点
c 発生の可能性：　2点　 f 結 果 の 重 大 性：3点

危険の
度合い
23点

危険の
度合い

危険の
度合い

発生低減
対策
10点

低減
対策

ハザード
レベル
（a）

取扱量
（b）

発生の
可能性
（c）

オペミス
の可能性
（d）

異常検知
時間
（e）

結果の
重大性
（f）

危険性
（R）
13点

危険性
（R）

－

－

＝

＝

＝ ＋ ＋ ＋ ＋ ＋

合計点 リスク評価結果
27～31 許容できない。直ちに対策が必要。

20～26 重大な問題あり。新設備では許容できない。既存設備でも対
策が必要。

16～19 許容可能であるが問題がある。可能であれば対策を検討すべき。
　0～15 許容できる。

＜フィルター交換作業＞

手動バルブ

フィルター

ハウジング

もしも、バルブを閉め忘れても…

フィルター交換作業に於ける 環境トラブルリスク 環境リスクの低減対策 ① 環境リスクの低減対策 ②

ハウジング内の溶剤を抜いて、
フィルターを交換。

フィルター交換後に液詰め
した際に溶剤が漏れて環境
トラブルになる。

エア抜き配管 バルブを閉め忘れてしまうと…

配管の先端にキャップを取付けるこ
とで、バルブが開いていても、溶剤
が出てこない。

フィルター交換作業場の防液堤とタ
ンク設置箇所の防液堤を繋げて、想
定する最大の漏洩量であるタンク容
量の液が漏れても、全ての液を防液
堤内から外に出さない様にした。

＜環境リスクアセスメント活動＞　
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2016年度 環境安全衛生活動 Topics

労働安全衛生活動

労働災害発生状況の推移
工場立上げ当初は、毎年の様に労働災害が発生し
ていましたが、安全衛生委員会を中心に安全リスク
アセスメントによる危険源の抽出と対策、5S 活動
の展開、また災害リスクが高くなる非定常作業にお
いては申請書により事前 KYを徹底し、４年間労働
災害ゼロを達成しています。

安全を支える健康づくり
いつまでも健康でいきいき働く為に、全社で健康づくりを進めています。
全従業員に“活動量計※１”を貸与したウォーキング活動では、これま
での実績から毎日 7,000 歩以上歩くことで、メタボ所見の消失に効果が
あることを確認出来ています。
※１…歩行だけではなく家事やデスクワークなど、様々な活動を測定し、1日の総消費カロリーを表　  
示する計測器。

自分自身で引き締めたいところを意識した“美ボディ一直線”という
プログラムを展開。“成りたい自分をプロデュース”を合言葉に熊本大学　
都竹教授の指導のもと、食事と運動に取り組みました。２ヶ月間のプロ
グラムで腹囲の減少や、食生活改善などの効果がありました。

ｅラーニングを活用した教育による従業員の知識・意識の向上
従業員一人一人が環境や安全の重要性を理解・認識し、日々の業務の中で主体性をもって環境安全活動に取
り組むことを目的に、2015年から全従業員を対象にｅラーニング教育※２を実施しています。
環境では「熊本県と地下水の関係」 「富士フイルム九州の排水管理に関する知識」、安全では「法的知識」「KYT・
5S」などを教育テーマとして定期的に受講する仕組みを構築することで、新入社員や復職した従業員などに対
しても、知識・理解度アップを図っています。

＜安全衛生委員会メンバー＞　

＜ウォーキング活動＞　

＜“美ボディ一直線”活動＞　

※２…eラーニング（イーラーニング）の eは electronic（電子的な）の意味。コンピューター等を使用した電子媒体による自己学習形態のことです。

年度 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
不休災害 0 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0
休業災害 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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特 集 ①

富士フイルム九州の水に関する取り組み

１．富士フイルム九州 水資源の使用状況
富士フイルム九州では、年間 100万トン以上の地下水を使用しており、地下水で井水、蒸気、純水をつくり、
冷却水用、蒸気製造用、及び工程洗浄用として全工程へ供給しています。生産で使用する水は、循環して繰
り返し利用し、全水使用量の 55％以上をリサイクル水で賄っています。

２．環境への主な取り組み
（１）雨水の再利用

工場敷地内に降った雨水を、可能な限り循環させて利用しています。これにより、地下水の汲み上げ量
を約６％削減しています。

（２）中央調整池
敷地内にある調整池は、雨水を効率的に地下浸透させることができます。豪雨時には雨水を周辺へ流出
させず溜めて、地下へ浸透させることができます。

＜調整池⇒通称ひょうたん池＞　 ＜豪雨時に雨水が溜まった調整池＞　
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特 集 ①

（３）配管の地上化

配管、タンクについては地上化して漏
洩の点検、発見を容易にしています。そ
の結果、土壌や地下水汚染の発生を未然
に防止しています。

（４）水源涵養林
2006年に南阿蘇村に涵養林を合計5.24ha植樹しています。年間43.7トンものCO2を吸収しており、
温暖化防止にも役立っています。　現在は立派な森林へと成長し、多くの地下水を育んでいます。

（５）地下水涵養
南阿蘇村が主体となって展開している「水田お
助け隊」に 2010 年から参加し、社員みずから、
田植え・稲刈りを行っています。
これは、農地を水田として活用し、長期間に亘
り田んぼに水を張ることによって、湧水やせせら
ぎなど自然環境の機能回復に有効な地下水を涵養
することに繋がっています。

３．環境に優しい工場を目指して
富士フイルム九州は設立当初から、環境保全活動
へ積極的に取り組んできました。
2015 年には、これまでの様々な環境への取り組
みが評価され「地下水保全顕彰制度ゴールド認定」
を取得し、翌 2016年には、地下水保全顕彰制度ゴー
ルド認定を受けた企業の中で、「最優秀グランプリ」
を受賞しました。
これからも、節水・再利用や、使った水をきれいにして自然に帰す取り組みを継続して行い、更に使用す
る水のリサイクル率を上げる為の施策に取り組んでいきます。

＜熊本県森林吸収量認定証書＞

＜ゴールド認定書＞ ＜最優秀グランプリ受賞＞

2017年2006年
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発
災

③生産復旧
　活動②災対活動

④復旧支援活動

①減災活動

支援体制 Webシステムによる
災害情報、被害状況
速報の収集と報告

富士フイルム九州 災害対策チーム

富士フイルム本社 災害対策チーム

富士フイルム九州 災害対策チ ム

富士フイルム九州 発災

特 集 ②

熊本地震からの復旧

１．富士フイルム九州の被害と復旧の概要
『平成 28年熊本地震』では、最大震度７の激甚地震が
数日間に２回発生し、震源から 10㎞ほどに位置する富
士フイルム九州では、工程各所で被害を受け操業停止状
態となり、４月 16日の本震では「電気、ガス、水」の
ライフラインが断絶しました。この被災直後から、富士
フイルム本社と連携して復旧活動を開始しました。約２
週間で１ライン目の生産を再開し、37日目で全８ライン
の生産再開を実現することができました。
この熊本地震で富士フイルム九州が受けた被災状況か
ら再稼働までの BCP（事業継続計画）活動を通して、早
期復旧につながったポイントをまとめました。

２．早期災害復旧のポイント
BCP 活動は大きく『①減災活動 ②災対活動 ③生産復
旧活動 ④復旧支援活動』と４つのフェーズに分けること
ができ、それぞれのフェーズで最善をつくした活動が展
開され早期災害復旧へ繋がりました。

①減災活動

富士フイルム本社と連携した防災体制（※ EMT）
・2016年より首都圏直下型地震や南海トラフ地震が
発生した際、富士フイルム本社災害対策チームに
代わって、富士フイルム関係会社の情報を収集す
る機能（EMT※１）を本社合同で富士フイルム九州
に整備し、定期的な訓練を実施してきました。そ
の訓練の成果で熊本地震では本社への迅速な情報提
供ができ、迅速な支援を受ける事ができました。

※１）ＥＭＴ=Emergency　Management　Team

　　　
自衛消防本部兼防災倉庫の設置
・2012 年に富士フイルム九州敷地内の工場建屋か
ら独立した場所に自衛消防本部兼防災倉庫を整備
しました。熊本地震発生時には、食料、衛生用品、
通信機器、救命救助用具を常備した災対活動の拠
点として大きく貢献しました。定期的な地震訓練
もここを拠点として実施しています。 

《地震当日の富士フイルム九州》

《BCPの 4つのフェーズ》

《EMT機能》

《自衛消防本部兼防災倉庫》
（緊急事態）　　　（管理）　　（チーム）
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特 集 ②

②災対活動

訓練で培った初動対応
・発災直後、勤務者は一斉に防災倉庫へ避難。そ
の後すぐに、自衛消防組織が設置され、イン
ターネットを利用した「安否確認システム」
による全従業員の安否確認、工場被害状況の
確認、富士フイルム本社への情報提供と支援
要請を実施しました。

③生産復旧活動

支援者による協力とゼロ災害での復旧作業
・富士フイルム本社、協力会社、県内外の施工会社から 200名を超える復旧応援者の協力を頂きました。
復旧作業はすべてが非定常作業でしたが、安全第一を呼び掛け、作業前 KYを徹底することで復旧作
業でのゼロ災も実現できました。

④復旧支援活動

外部支援と社員の頑張り
・富士フイルム本社からのプッシュ型支援物資や
関連会社からの多くの支援物資を頂きました。
他にも温かい応援メッセージ、食堂会社の無
休営業等、多くの支援に支えられ復旧に向け
て社員一丸となり、37日間での全８ライン生
産再開を実現できました。
　頂いた支援物資の一部については菊陽町、阿
蘇くまもと空港、介護施設へ提供する事ができ
ました。

感謝の気持ち
・支援頂いた皆様や頑張った社員へ感謝の気持ちを込めた従業員会活動を行いました。

➡防災倉庫に一斉避難
➡本社との情報通信開始
地域情報の収集開始

➡安否確認で、負傷者が
いないことを確認

➡夜明けに社員帰宅許可

《プッシュ型生活物資・昼食提供・各種支援》

《本震直後の自衛消防活動》　

《復旧作業の打合せ》　

《従業員会活動》　

土日・GWも休まず
無休営業

お礼メッセージアート制作 ありがとうムービー制作 被災社員宅へのボランティア

賃貸物件の紹介 富士フイルムグループ従業員
からの温かい応援メッセージ
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環境側面データ

エネルギー原単位改善・CO2 排出量の削減
富士フイルム九州は、省エネルギー活動を継続しており、全ラインフル生産体制を整えた 2013年度比でエ
ネルギー原単位 10％低減を実現し、またCO2 排出量は 25千 t － CO2 の排出量削減を実現しています。

省エネルギー

※エネルギー原単位・・・生産面積あたりのエネルギー使用量
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環境側面データ

富士フイルム九州の工場排水等は、水質の汚濁を防止し、公共用水域の良質な水質維持のため定期的に水質
検査を実施して公共下水道に放流しています。

生活環境項目等
生活環境の保全に関する環境基準の定められている項目で、水の汚染状態を示す項目

生活環境項目 下水道流入水
基準値 自主基準値 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

1 水温 ℃ 45 ℃未満 40℃以下 20.5 21.5 21.8 22.1
2 水素イオン濃度(pH) -/℃ 5.0 ～ 9.0 5.0 ～ 9.0 7.3 7.2 7.0 6.9
3 生物化学的酸素要求量(BOD) mg/L 600 600 7.8 9.7 36.9 48.6
4 浮遊物質量(SS) mg/L 600 600 12.5 8.4 9.6 15.1
5 ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) mg/L 5 5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
6 ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類) mg/L 30 30 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
7 フェノール類含有量 mg/L 5 5 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
8 銅含有量 mg/L 3 3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
9 亜鉛含有量 mg/L 2 2 0.3 <0.2 <0.2 0.2
10 溶解性鉄含有量 mg/L 10 10 <1 <1 <1 <1
11 溶解性マンガン含有量 mg/L 10 10 <1 <1 <1 <1
12 クロム含有量 mg/L 2 2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
13 燐含有量 mg/L 32 32 <0.8 <0.8 <0.8 <0.8
14 窒素含有量 mg/L 240 240 3.4 4.0 4.1 4.6
15 沃素消費量 mg/L 220 220 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

有害物質項目
人の健康に係る被害を生ずる恐れのある物質を含む排水に係る項目

有害物質項目 下水道流入水
基準値 自主基準値 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

1 カドミウム及びその化合物 mg/L 0.03 0.03 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
2 シアン化合物 mg/L 1 1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
3 鉛及びその化合物 mg/L 0.1 0.1 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
4 六価クロム化合物 mg/L 0.5 0.5 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
5 砒素及びその化合物 mg/L 0.1 0.1 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
6 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/L 0.005 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
7 アルキル水銀化合物 mg/L 検出されないこと 検出されないこと 不検出 不検出 不検出 不検出
8 トリクロロエチレン mg/L 0.1 0.1 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
9 テトラクロロエチレン mg/L 0.1 0.1 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
10 ジクロロメタン mg/L 0.2 0.02 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
11 四塩化炭素 mg/L 0.02 0.02 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
12 1,2-ジクロロエタン mg/L 0.04 0.04 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004
13 1,1-ジクロロエチレン mg/L 1 1 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
14 シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.4 0.4 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
15 1,1,1-トリクロロエタン mg/L 3 3 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03
16 1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.06 0.06 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006
17 1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.02 0.02 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002
18 ベンゼン mg/L 0.1 0.1 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
19 セレン及びその化合物 mg/L 0.1 0.1 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
20 ほう素及びその化合物 mg/L 10 10 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
21 ふっ素及びその化合物 mg/L 8 8 <0.8 <0.8 <0.8 <0.8

22 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 mg/L 380 380 6.5 6.2 5.1 5.0

23 1,4-ジオキサン mg/L 0.5 0.5 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

排水管理

※計量値の『 ＜ 』の表記については、未満を示し定量限界を下回る測定値。
※有機化合物 /ポリ塩化ビフェニル（PCB）/チラウム /シマジン /チオベンカルブについては、測定免除項目となっています。
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環境側面データ

富士フイルム九州では地下水の汚染防止に努め地下水が汚染されていないか、定期的に水質調査行ってい
ます。

地下水　水質分析結果

地下水保全条例
(地下浸透)基準値 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

水温 ℃ 19.1 22.3 18.8 20.1

1 カドミウム mg/L 0.001 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

2 全シアン mg/L 0.1 <0.01 <0.1 <0.1 <0.1

3 鉛 mg/L 0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

4 六価クロム mg/L 0.04 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

5 砒素 mg/L 0.005 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

6 総水銀 mg/L 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

7 アルキル水銀 mg/L 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

8 PCB mg/L 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

9 ジクロロメタン mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

10 四塩化炭素 mg/L 0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

11 塩化ビニルモノマー mg/L 0.002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

12 1,2-ジクロロエタン mg/L 0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

13 1,1-ジクロロエチレン mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

14 1,2-ジクロロエチレン mg/L 0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

15 1,1,1-トリクロロエタン mg/L 0.0005 <0.1 <0.0005 <0.0005 <0.0005

16 1,1,2-トリクロロエタン mg/L 0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

17 トリクロロエチレン mg/L 0.002 <0.003 <0.001 <0.001 <0.001

18 テトラクロロエチレン mg/L 0.0005 <0.001 <0.0005 <0.0005 <0.0005

19 1,3-ジクロロプロペン mg/L 0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

20 チウラム mg/L 0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006

21 シマジン mg/L 0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

22 チオベンカルブ mg/L 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

23 ベンゼン mg/L 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

24 セレン mg/L 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

25 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L 10 4.4 4.6 4.7 4.5

26 ふっ素 mg/L 0.8 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08

27 ほう素 mg/L 1 <0.1 0.02 <0.01 <0.01

28 1,4-ジオキサン mg/L 0.05 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

地下水の保全

※環境基準は熊本県環境保全基準 第１章 水質（54項）（２.）水に関する基準廃用、環境基準地下水に基づき判断
※計量値の『 ＜ 』の表記については、未満を示し定量限界を下回る測定値
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環境側面データ

富士フイルム九州では、全ての廃棄物の再資源化処理を行っており、ゼロエミッションを実現しています。
廃棄物再資源化処理委託先には定期的に現地訪問を行って、適正に処理されていること確認する活動も行って
います。
生産数量拡大により、2015 年度は再資源化処理が増加傾向にありましたが、廃棄物の再生原料化を進め、
2016年度は減少しました。

熊本地震により、一部配管設備が破損し、2015年度比 3.6ton 増加となりました。
現在は工程総点検を行い、地震による影響は全て対策完了復旧しております。

廃棄物の管理

揮発性有機化合物（Volatile Organic Compounds）大気排出量
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地域とのコミュニケーション

地域との共生、社会への貢献を大切にし、様々な活動に取り組んでいます。

従業員による地域とのかかわり

◆水田お助け隊（田植え）… ５月
毎年、従業員とその家族、行政の方々に参加頂き、一斉に田んぼに入り田植えを行います。南阿蘇の大
自然を感じながら手植えで実際に田植えを体験しています。

◆水田お助け隊（稲刈り）… 10 月
黄金色に実った稲の収穫を農家や南阿蘇村役場の方の指導を仰ぎながら従業員とその家族、行政の方々
に参加頂き、鎌を片手に稲刈りを体験します。

◆さくら祭り … ３月
日頃からお世話になっている地域の皆様に感謝し、桜の季節に年１回構内を開放しさくら祭りを開催し
ています。2017年４月で第９回目を迎え 5,000 人に近い方々にご来場いただきました。

◆工場周辺の美化清掃活動
 毎月従業員による美化清掃活動を実施しています。
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地域とのコミュニケーション

◆水源涵養林
南阿蘇村で水源涵養林を整備し、水資源の確保に寄与しています。

    

地域の活動への参画

◆職場体験学習（ナイストライ）
職場体験学習とは、さまざまな職場での社会
体験を通して、「働く大人」と接し、働くこと
の厳しさや楽しさ、やりがいなどを学び、一人
ひとりの勤労観や職業観を育む学習です。富士
フイルム九州でも近隣中学校の職場体験学習の
受入を行っております。安全・環境への取り組
みなど 3日間プログラムを組んで体験学習を行
います。 

◆菊陽まちあそび
菊陽町商工会主催のまちあそびに参加し、地
域の皆様をお招きし、工場見学、製品を使った
万華鏡つくり体験、社員食堂での昼食会など実
施しています。

◆南阿蘇えほんのくに
「南阿蘇えほんのくに」とは、絵本をキーワードにまちづくりを行うプロジェクトです。
自然豊かな熊本県南阿蘇地域に位置する南阿蘇村・高森町一帯を「南阿蘇えほんのくに」と呼びながら、
文化振興と環境保全に取り組んでいます。富士フイルム九州は「南阿蘇えほんのくに」のパートナーとし
て参加しており、絵本的文化・写真文化の発信、えほんのくにづくりの支援に取り組んでいます。   
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〒869-1101　熊本県菊池郡菊陽町津久礼 2900
TEL：096-340-9000（代表）

本レポートに関するご意見・お問い合わせ：富士フイルム九州　総務部
｜発行：2017年 12月　｜データ対象期間：2016年 4月～ 2017年 3月　 


