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教育格差是正に貢献する	
新興国における教材提供プロジェクト
富士ゼロックスはグループ各社とともに、アジア・パシフィック地域の新興国における
児童の教育格差是正を支援するための教材提供活動を2014年度にフィリピンで開
始し、ミャンマー、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシアへと活動を拡大。これま
での支援児童数は約9万人、活動に参加した従業員は延べ600人を超えました。教
育格差が課題となっているベトナムでは、国際NGOセーブ・ザ・チルドレンと共に活

動し、2018年度は辺境地
域などの幼稚園や小学校
の図書室に就学前児童向
けの読み物や絵本7,500
冊を提供し、3,000人が
利用できる環境をつくり
ました。NGOや企業の皆
様との連携を深めながら、
プロジェクト全体で2023
年までに10万人の児童の
支援を目指します。

学校に図書館を設立する	
プロジェクトをサポート
FUJIFILM…Dis…Ticaret…A.S.（FFTR）は、学校用の図書館を設
立しているOne…Child…One…Hope…Associationの活動に参
加。FFTRのメンバーが約1,000冊の本を収集し、2018年11
月に「一人の子供、一つの希望、一つの本、千の夢」プロジェク
トの一環としてFFTRの名前で図書館が設立されました。この
協会では、設立以来8年間で62の都市にある142の村の学校
への支援を行い、数千人ものボランティアが参加しており、図
書館開設当日
はFFTRのメ
ンバーも学校
を訪問し、子
供たちと一緒
に開設を祝い
ました。

ホームレスの人々を支援する	
「写ルンです」で撮影した写真展
FUJIFILM…UK…Ltd.は、写真を通じてホームレスの人々が社会とつな
がることを目的に、Café…Artが主催するロンドンのホームレスの人々
による写真展を支援しています。彼らに「写ルンです」を配り、「私のロ
ンドン」をテーマに撮影してもらい、集まった写真から200枚以上を
展示。この中から、審査員と5,000人を超える一般の人々の投票から
選ばれた写真が2019年の「私のロンドン」カレンダーに掲載されまし
た。このカレンダーは2013年以来、3万部以上が販売されており、そ

の売り上げはホームレス
の人々のための資金に
なっています。またこの
活動はシドニーやトロン
トなど他の都市でも実
施され、富士フイルムグ
ループとして横断的に支
援しています。

21年目を迎えた「緑の協力隊」	
中国とベトナムで緑化活動を継続
富士フイルム労働組合は、1998年から中国・内モンゴル自治区ホルチン砂漠で緑化
ボランティア活動「緑の協力隊」を行ってきました。2017年には、協働してきた富士
フイルム（中国）投資有限公司
の活動が根付いたことから、
中国での活動は主体を同社と
し、富士フイルム労働組合は
新たにベトナム・カンザー地
区でのマングローブ林の再生
活動を開始しました。2018年
も中国・ベトナム共に多くの
参加者が集まり、緑化エリア
が広がっています。こうした緑
化運動の精神を引き継ぎ、今
後も実施していきたいと考え
ています。

写真を撮った経験のない子供たちに	
自分の写真をプレゼント
7月18日は、南アフリカ共和国の元大統領であるネルソン・マ
ンデラ氏の誕生日を祝して、彼の67年間の政治生活にちなん
で67分間の社会奉仕活動を世界中の人々に呼びかけるマン
デラDayです。FUJIFILM…South…Africa…（Pty）…Ltd.のスタッ
フはこの日、ラステンバーグのランケレニアン小学校を訪れ、
467人の生徒全員とスタッフの写真を撮影・プリント、また教
材用の大判プリントも作成し、非常に喜ばれました。生徒の多
くは貧しい環境にあり、自分の写真を撮ったことが一度もな
かったため、今回の体験は子供たちに写真の楽しさを知って
もらう貴重
な機会とな
りました。

社会貢献活動
SVP2030を支える基盤活動

富士フイルムグループは、事業活動を通じて社会に貢献するとともに、

企業市民として地域社会とも積極的に交流を行い、社会の持続的発展

に貢献する活動を行っています。事業の特性を生かし、文化財・美術品

のアーカイブ化、伝統文書の複製と活用、新興国や災害現場への医療

機器提供、写真を通じた支援など、富士フイルムグループならではの

特徴的な活動を多く実施しているほか、教育支援活動、地域との共生

を図る様々な活動も行っています。こうした活動を持続的に行うこと

は、富士フイルムグループの事業活動、そしてSVP2030の目標を達成

する上での重要な基盤になっています。

富士フイルムグループ	社会貢献方針
https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/society.html

▶︎関連資料・データ： マネジメント編 P82…企業市民活動
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インドネシア

日本

日本

多様な海洋生態系の回復と	
保全への取り組みを支援
PT.…FUJIFILM… INDONESIA（FFID）は、
ジャカルタの北に位置する108の島々か
らなるセリブ諸島で、マングローブ、海洋

性動物、サンゴが生息するマングローブの植林プロジェクトに参加、100を超えるマングローブ
の苗木とサンゴを植えました。地元のダイバーによると、昨年のジャカルタの洪水の際に本土か
らの廃棄物がマングローブ林の一部を破壊しており、回復への地道な取り組みが重要になって
います。FFIDはこうした活動を通して、インドネシアの多様な海洋生態系の回復と保全に貢献し
ていきます。

伝統文書の複製と活用で	
希少な文化や情報の伝承を支援
富士ゼロックス京都は、社会貢献の一環として伝統文書の複製を通
じた文化伝承活動を2008年から実施。今までに、250点以上の複製
品を贈呈してきました。2018年は、豊臣政権の書状「前田玄以定書」
や室町時代の作とされる成相寺所有の「成相寺参詣曼荼羅」などを複

製。日本の伝統色の金、白、朱色に近づけるために、原本確認を何度も行ったほか、社内の開発者と
知恵を絞って原本を忠実に再現しました。今後も「時を超えたコミュニケーション」をテーマに、贈呈
する複製品により、かけがえのない文化や情報の活用と将来世代への伝承に貢献していきます。

再生医療の発展・普及を	
目指し市民に向けた	
様々なイベントを開催
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
は再生医療の普及を目指し、再生医療について理解を深めてもらうための様々なイベントを行ってい
ます。再生医療のまちづくりを推進する同社地元の蒲郡市では、毎年、小学生を対象とした体験講座
や再生医療市民講座を開催しています。また2019年3月には、医のテーマパークをコンセプトとした
市民向け博覧会「健康未来EXPO…2019」に参加し、小学生を対象としたワークショップを開催しまし
た。（写真は蒲郡市で開催した体験講座「めざせ未来の研究者！！『わくわく♪再生医療講座』」（左）、健
康未来EXPO…2019で開催したワークショップ…わくわく再生医療ラボ「細胞培養体験講座」（右））。

復旧・復興支援活動

●防風林再生ボランティア
富士フイルムグループ労働組合連合会の主催
で、毎年、東日本大震災復興支援として防風林
再生ボランティアを実施しています。2018年
は福島県いわき市（四倉海岸）を活動場所に、
12組織・81名が参加。海岸沿いの防風林再生
のために、除草作業や黒松の植林作業を行いま
した。

●陸前高田市思い出の品	返却会&写真展
2019年3月、東京・原宿にある富士フイルムの

直営写真店「FUJIFILM…WONDER… PHOTO…
SHOP」で、三陸アーカイブ減災センターが行って
いる、東日本大震災で持ち主が分からなくなった
写真や物品を返却する「返却会」と、その活動の様
子や陸前高田市の震災前のお祭りや風景などの
写真140点以上を展示した「陸前高田市思い出の
品…返却会…&…写真展」を開催しました。

●物産品購入による被災地復興支援
富士フイルムホールディングスは、全国の富士フ
イルムグループ従業員を対象に、労使共催（富士
フイルム生活協同組合後援）で毎年実施している

東北・熊本の物産品を紹介・販売する「通信販売＆
一部商品の試食会」を実施しました。

●グループ従業員の募金サイトを開設
富士フイルムグループ従業員の誰もが手軽に社
会貢献できる仕組みとして、「富士フイルムホール
ディングス募金サイト」を2018年11月に開設しま
した。大規模自然災害発生時に、復旧・復興のた
めの寄付金をスピーディーに募る目的で、2013
年に富士ゼロックスで導入したものをグループ全
体へ拡大。北海道胆振東部地震災害救援募金で
は約140万円が集まりました。

海岸の防風林再生活動 被災地の物産品の試食会思い出の品のミニ返却会と写真展 北海道胆振東部地震からグループ全体に
従業員向け災害救援募金を拡大

エクアドル

アメリカ

世界の医療格差改善を目指し	
グローバルヘルスプログラムを実施
FUJIFILM…SonoSite,Inc.… (FFSS)は、社会的
条件、遠隔地、または資金不足のために医療
用画像にアクセスできない地域に、FFSSの超
音波システムを提供するグローバルヘルスプ
ログラムを実施しています。エクアドル南部の
アンデス山脈にあるクエンカは、これらの地域
の1つです。60人以上の医療専門家からなる
「Esperanza…2018」（Esperanzaはスペイン
語で“希望”）のチームが携帯型超音波画像診断
装置「SonoSite…M-Turbo」を使用し、貧しい子
供や大人の診断・治療を行いました。

アメリカ人女性の最大の健康問題である	
心臓病予防を支援
米国では心臓病による女性の死亡率が高いこ
とから、北米の富士フイルムグループは長年
にわたりアメリカ心臓協会（AHA）とカナダ心
臓脳卒中財団を支援してきました。赤い色の
服を着て心臓病の予防や検診を呼びかけるイ
ベント「National…Wear…Red…Day」の際は、
FUJIFILM…Holdings…America…Corporation
の全国の従業員が赤い服を身に付けるととも
に、1.7万米ドルの寄付を集めました。さらに米
国の富士フイルムマッチングファンドはカナダ
で6,500米ドル以上を集めています。
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ステークホルダーコミュニケーション…TOPICS
SVP2030を支える基盤活動

　グループ各社の省エネ技術や活動を共有し、良施策の水平展
開を進めることでグループ全体の省エネ効果をさらに高めるた
めに、2018年6月、富士フイルム、富士ゼロックスマニュファク
チュアリング鈴鹿事業所、富士フイルムエンジニアリングのエネ
ルギー戦略に携わるメンバー約30名が集まり、省エネ交流会を
開催しました。富士ゼロックスのグループ会社を交えての、省エ
ネに関する現場レベルでの交流会は今回が初めてとなります。
SVP2030ではCO2排出量削減に対して高い目標を掲げていま
すが、これまでも継続的に省エネ活動に取り組んでおり、従来の
延長線上での活動だけではこの目標を達成することは難しいの
が実情です。状況を打開し目標を達成するためには、国内外の
富士フイルムグループ各社が一体となって活動していくことが
必須です。今回の取り組みもその一つとして、これまで交流のな
かった部門が各々の省エネに効果的な技術や活動を共有し、お
互いのレベルアップを図ることを目的に開催。当日は「現場主体
のボトムアップ活動の推進」を目指し、参加した他拠点の技術者

が開催地の鈴
鹿事業所の生
産工程を視察
し、新たな視
点で省エネ施
策の提案をす
る「ウォークス
ルー（巡視）」
や、参加メン
バーがお互い
に省エネ活動の成功事例や悩み事を出しあい自職場に展開する
「省エネワークショップ」などを通じ、活発な交流が行われまし
た。交流会は、技術や活動の共有とともに、現場の省エネ意識向
上につながったとの声も多く、今後も省エネ交流会をグループ
全体に広め、グループ一体での省エネ活動によりエネルギー利
用効率の向上とCO2排出量削減を進めていきます。

　富士フイルムグループは地域社会の一員として、自社の環境
保全活動について情報公開を行うとともに、地域住民の方々から
意見をいただく場を設けています。富士フイルム富士宮事業場
では、富士宮市大中里地区の住民を対象に「環境対話集会」を毎
年開催しており、2018年度は中学生20名を含む約50名が参加
し、活動報告や意見交換、施設見学を行いました。その他、神奈
川事業場や吉田南事業場、神奈川県開成地区でも環境報告会を
毎年開催しており、中でも開成地区では、富士フイルム、富士ゼ
ロックス、富士フイルムテクノプロダクツ、富士ゼロックスマニュ
ファクチュアリングの４社合同で意見交換も含めた報告会を行っ
ています。
　また、神奈川事業場は、長年取り組んできた環境活動が高く評価

され、全国11会場で開催
された「公害防止管理者
等リフレッシュ研修会」（主
催：一般社団法人産業環
境管理協会、後援：環境
省）において地域の水を
守る取り組みについて講
演を行いました。今後も
事業場の環境活動をさら
に強化するとともに、社外
への情報公開・発信を積
極的に行っていきます。

　主に工場の様々な自動検査に使われているマシンビジョンシス
テム（産業用画像処理システム）では、「機械の目」となるレンズが非
常に重要です。通常のレンズと比べ、画面の隅々まで均一な高画
質を維持する光学設計と、振動の多い工場内で長年使用されても
性能が劣化しないメカ設計が求められます。
　富士フイルムはマシンビジョン用レンズを累計130万本以上生
産しており、それらは世界各地の生産・品質検査の現場で使われて
いますが、未使用のお客様に性能を実感いただく場がなかなかな
いのが現状です。「どのレンズがよいのか、検査対象を見ながらア
ドバイスが欲しい」「レンズを変えることでどれだけ性能が上がるの
か試してみたい」等の要望に応えるため、2018年12月、レンズ性

能を無料で体感していた
だけるマシンビジョンの
評価設備「T-Lab」を開設
しました。お客様が最適
な検査ができる設備を備
え、アドバイザーによるレ
ンズ選定も行っており、
既に国内外の多くのお客
様にご利用いただいてい
ます。今後も「T-Lab」を積極的に活用いただくことで、お客様の最
適な検査環境構築をサポートしていきます。

省エネ技術や活動を共有するグループ交流会を開催

マシンビジョンレンズ選定をサポートする評価施設

省エネワークショップの様子

富士宮事業場の「環境対話集会」（上）、開成地区
の意見交換及び環境報告会の様子（下）

マシンビジョン以外の放送用レンズ、監視カメ
ラ、各種撮影機材も備え、様々な検査・性能確認
ができる

ステークホルダーへの環境活動情報の発信
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