
社会的側面
4.1 ｜ 従業員の概況

4.1 従業員の概況

4.1.1 基本的な考え方
富士フイルムグループは、「Value from Innovation」をコーポレートスローガンに掲げ、変化が激しい事業環境においても果敢に変
革に挑戦し、社会に価値を生み出していくことを目指しています。その実現に向けて、多様な従業員一人ひとりが自分の強みを持ち、
能力を最大限に発揮し、社内外のステークホルダーと連携しながら、効率的な働き方で成果を出すことを重視しており、そのための環
境整備を進めています。

4.1.2 基礎データ
富士フイルムグループ従業員の構成� 2020年3月31日現在

全体 男性 �構成比 女性 構成比

執行役員（取締役除く） ７名 ５名  71％ ２名 29％

正社員 73,906名 53,396名 72％ 20,510名 28％

役職者 13,327名 11,390名 85％ 1,937名 15％

一般職 60,579名 42,006名 69％ 18,573名 31％

非正社員 10,010名

正社員の状況� 2020年3月31日現在

富士フイルム（株）

全体 男性 女性

社員数
構成比

4,702名
100%

3,888名
82.7%

814名
17.3%

うち役職者数
役職者率

1,166名
100%

1,119名
96.0%

47名
4.0%

平均年齢 42.68歳 43.06歳 40.83歳

平均勤続年数 17.88年 17.94年 17.58年

有給休暇消化率※1 72.1% ー ー

離職率※2 1.22% 1.15% 1.54%

※1 2019年4月1日から2020年3月31日で集計

※2 離職率 = 自然退職＋自己都合退職
前年度末日の富士フイルム（株）正社員数（定年退職、シニア転身は離職に含めない）

富士ゼロックス（株）

全体 男性 女性

社員数
構成比

7,731名
100%

6,461名
83.6%

1,270名
16.4%

うち役職者数
役職者率

2,278名
100%

2,128名
83.5%

150名
16.5%

平均年齢 45.01歳 45.92歳 40.39歳

平均勤続年数 20.08年 20.81年 16.36年

有給休暇消化率※1 66.6% ー ー

離職率※2 2.98% 2.85% 3.70%

※1 2019年1月1日から2019年12月31日の期間で集計

※2 離職率 = 自然退職＋自己都合退職
前年度末日の富士ゼロックス（株）社員数（定年退職、シニア転身は離職に含めない）

再雇用
富士フイルム（株）

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

19名 37名 45名 65名 59名

※ 当該年度に新たに再雇用となった人数

富士ゼロックス（株）

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

554名 554名 173名 215名 185名

※ 当該年度に新たに再雇用となった人数

≪4.1章における組織カテゴリーの呼称≫
・富士フイルムグループ ： 富士フイルムホールディングス（株）及びその国内・海外連結子会社
・国内富士フイルムグループ ： 富士フイルムホールディングス（株）及びその国内連結子会社
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4.2 従業員の多様性推進と機会均等

4.2.1 基本的な考え方
富士フイルムグループは、「富士フイルムグループ行動規範」に、「ダイバーシティの尊重と推進」「差別の禁止」を掲げています。人々の
多様性を前提とし、差別を禁止するとともに、様々な属性や価値観の違いにとらわれず、互いの人格と個性を尊重し、受け入れ、刺激し
あうことで、新たな価値を生み出し豊かな社会づくりに貢献できる強い組織となることを目指しています。
また、育児や介護といったライフイベントの際も柔軟な働き方や職場への円滑な復帰ができるような環境を整えて、一人ひとりが仕事
を通じた成長の機会を逸することなく、その多様性を活かして組織にも貢献できるように支援しています。

富士フイルムグループ行動規範�第1章「人権の尊重」　 https://holdings.fujifilm.com/ja/about/philosophy/law#

4.2.2 推進体制と仕組み
当社のCSR計画「Sustainable Value Plan 2030（SVP2030）」の「働き方」の領域において、「多様な従業員が活躍できるための仕組
み・職場づくり」を重点課題の一つに挙げています。具体的には、①優秀な外国人社員の登用、②女性の活躍推進、③法定以上の障が
い者雇用の維持、④育児離職率、介護離職率ゼロの実現を目標として、働き方変革と多様性推進の取り組みを進めています。
2019年4月には、富士フイルムグループ企業行動憲章・行動規範の改定を行い、多様性の尊重や差別の排除に関して明確に記述しま
した。改定された行動規範は24言語に翻訳され、グループの全従業員に対しグローバルに教育を開始しています。

4.2.3 取り組み実績と進捗
2019年度、富士フイルムグループでは、「多様な従業員が活躍している状態」を示す指標を見直すとともに、当社のCSR計画

「Sustainable Value Plan 2030（SVP2030）」のターゲット年度に合わせた長期目標を設定しました。

目標1�：�優秀な外国人社員の登用
主要指標 富士フイルムグループの基幹ポスト※における外国人の比率
 2030年度目標　35％、2019年度実績　26％
※ 基幹ポスト：主要子会社の社長、主要事業の事業部長などを基幹ポストに設定

グローバルに全社を見渡し、グループ会社の主要ポストに、グローバルビジネスの成長を加速していくために今後ますます重要となる
事業や本社機能における主要ポストも加えて再整理し、当社の基幹ポストとして明確化しました。国籍によらず、それぞれの市場におい
て当社の事業をリードするにふさわしい人材の登用を進めていきます。

目標2�：�女性の活躍促進
主要指標 ①富士フイルムグループの役職者に占める女性の比率
 　2030年度目標　25％、2019年度実績　14.5％
 ②国内富士フイルムグループの役職者に占める女性の比率
 　2030年度目標　15％、2019年度実績　5.4％
富士フイルムグループの全社において、優秀な女性の役職への登用を促進するとともに、将来の役職者候補になり得る女性人材の採
用を強化しました。

4.2 ｜ 従業員の多様性推進と機会均等

≪4.2章における組織カテゴリーの呼称≫
・富士フイルムグループ ： 富士フイルムホールディングス（株）及びその国内・海外連結子会社
・国内富士フイルムグループ ： 富士フイルムホールディングス（株）及びその国内連結子会社
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4.2 ｜ 従業員の多様性推進と機会均等

管理職に占める女性の割合

2018年度 2019年度 2030年度目標

富士フイルムグループ １３.９% １４.5% ２５.0%

国内富士フイルムグループ ５.４% ５.4% １５.0%

目標3�：�法定以上の障がい者雇用の維持（日本国内）
主要指標 グループ算定特例による障がい者雇用率
 2030年度目標　2.35％、2019年度実績　2.42％
国内富士フイルムグループでは、2016年度から継続して法定以上の障がい者雇用率を達成しており、今後も法定以上の雇用率の維
持を目標としています。

障がい者雇用率※　　　� 2020年6月1日現在

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2030年度目標

国内富士フイルムグループ −

2.32% 2.42％ 2.35%富士フイルム（株） 2.10% 2.24% 2.27%

富士ゼロックス（株） 2.09% 2.22% 2.18%

※ 2018年度より富士フイルムホールディングス株式会社を事業主とするグループ算定特例によるグループ全体での実績を開示

目標4�：�育児離職率、介護離職率ゼロの実現（日本国内）
主要指標� ①育児休職からの復帰3年後の定着率
 　2030年度目標　100％（国内富士フイルムグループ）、2019年度実績　92.0％（富士フイルム（株））
 ②介護休職からの復帰3年後の定着率
 　2030年度目標　100％（国内富士フイルムグループ）、2019年度実績　100.0％（富士フイルム（株））
育児に関しては、育児休職明けの社員とその上長を対象に、円滑な復職を促進・支援するセミナーを開催したほか、男性の育児休暇取
得についても、ストック休暇（積み立て有給休暇）の活用も含めた育児と仕事の両立を促進すべく啓発を行いました。介護に関しては、
介護離職の防止に向けた専門家によるセミナーの開催に加えて、介護相談窓口の充実を図りました。
さらに、ライフイベントの最中にある従業員に限らず、当社グループの全員がワークスタイルイノベーションを加速させられるように、
様々な取り組みを行いました。例として、労働時間の調整や休日設定の柔軟度を上げるルールの整備や運用変更などに加えて、会議
のWeb開催及び短時間化の促進、リモートワーク環境の整備が挙げられます。

ワークライフバランスに関する制度
育児や介護などのライフイベントに応じ柔軟な働き方ができるよう、法定基準を上回る諸制度を整備しています。
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4.2 ｜ 従業員の多様性推進と機会均等

富士フイルム（株）

出産・育児 介護 その他

● 産前産後期における支援制度
● 育児休職制度
● 育児目的によるストック休暇※利用
● 育児期に就業する者への支援制度
● 育児休業から復職時の3者面談の実施
● 看護休暇制度（該当する子が1人：年間12
日、2人以上：年間24日）

● 短時間勤務制度（小学校3年生まで）
● 不妊治療目的によるストック休暇※利用
● 出生支援休職（不妊治療を目的とした最長
1年の休職制度）

● 所定外労働制限・休日労働の免除措置
● 育児休職後の原則元職場復職制度

● 介護休職制度
● 介護休暇制度  
（要介護状態にある家族が1人：年間12日、
2人以上：年間24日）

● 介護目的によるストック休暇※利用
● 介護期に就業する者への支援制度
● 介護の相談窓口拡充

● フレックスタイム制度
● 在宅勤務制度
● アクティブライフ休暇制度
● ボランティア休職制度／ボランティア目的
によるストック休暇※利用

● 自己啓発目的によるストック休暇※利用
● 裁量労働制度
● 定時退社日（週2日）の設定
● 再入社制度
● 時間単位有休制度

※ ストック休暇：有給休暇の失効分を60日まで積み立てることができ、傷病やリハビリ、育児、介護、ボランティア目的などで使用可能な制度

富士ゼロックス（株）�（法律を上回る制度のみ記載）

出産・育児 介護 その他

● 産前産後休暇（有給）
● 育児休職制度（最長満2歳に達する日まで。
住宅関連手当相当額の援助金支給）

● 配偶者転勤、育児などを理由に退職した社
員の再雇用制度

● 家族のヘルスケアのための積立有給休暇※

● 短時間勤務制度（小学校3年生まで）
● 育児のための時間外勤務制限制度（小学校
6年生まで）

● 育児のための深夜業制限制度（小学校6年
生まで）

● 妻の出産時の特別休暇（第1子誕生時：2
日、第2子以降誕生時：5日）

● 出生支援休職（不妊治療を目的とした最長
1年の休職制度）

● 介護休職制度
● 介護のための時間外勤務制限制度
● 介護のための深夜業制限制度
● 介護休業制度
● 介護のための積立有給休暇※

● フレックスタイム制度
● 在宅勤務制度
● 永年勤続表彰特別休暇・リフレッシュ休暇
● ボランティア活動のための積立有給休暇※

● ソーシャルサービス制度(社会奉仕活動の
ための休職制度）

● 教育休職制度
● シニアテーマ休職制度（シニア社員のセカ
ンドキャリア支援）

● フレックスワーク制度（シニア社員のセカン
ドキャリア支援）

● 配偶者転勤帯同による異動及び休職

※ 積立有給休暇：失効した有給休暇を最大60日まで積み立てることができ、家族のヘルスケアや介護、ボランティア活動などに充てることができる休暇

育児休職・介護休職からの復職率の状況 2020年3月31日現在

富士フイルム（株）

全体 男性 女性

育児休職後の復職率※1 95.4% 100.0% 94.6%

育児休職復職後3年後定
着率※2 92.0% 100.0% 91.8%

介護休職復職後3年後定
着率※3 100.0% 100.0% 100.0%

※1 復職率 = 休職満了日が2019年4月1日～2020年3月31日で復職した人数
休職満了日が2019年4月1日～2020年3月31日の全社員数

※2 復職後3年後定着率 ＝ 

前々年度の育児休職後の復職者のうち 
当年度末日までに在籍している正社員数

前々年度育児休職からの復職者数
※3 ※2と同じ考え方

富士ゼロックス（株）

全体 男性 女性

育児休職後の復職率※1 99.0% 100.0% 99.0%

育児休職復職後3年後定
着率※2 89.2% 73.3% 93.2%

介護休職復職後3年後定
着率※3 0% 0% 0%

※1 復職率 = 休職満了日が2019年4月1日～2020年3月31日で復職した人数
休職満了日が2019年4月1日～2020年3月31日の全社員数

※2 復職後3年後定着率 ＝ 

前々年度の育児休職後の復職者のうち 
当年度末日まで在籍している正社員数

前々年度育児休職からの復職者数
※3 ※2と同じ考え方
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休職取得者数
富士フイルム（株）※

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度※2

育児休職

全体 53名 49名 45名 36名 51名

男性 5名 3名 3名 1名 10名

女性 48名 46名 42名 35名 41名

介護休職

全体 2名 4名 3名 5名 0名

男性 0名 2名 1名 3名 0名

女性 2名 2名 2名 2名 0名

ボランティア
休職

全体 0名 0名 0名 0名 0名

男性 0名 0名 0名 0名 0名

女性 0名 0名 0名 0名 0名

※ 当該年度（4月1日から翌年3月31日まで）に新たに休職を取得した人数

富士ゼロックス（株）※1

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度※2

育児休職

全体 60名 84名 69名 96名 106名

男性 10名 11名 14名 35名 38名

女性 50名 73名 55名 61名 68名

介護休職

全体 4名 4名 5名 4名 5名

男性 2名 2名 2名 1名 3名

女性 2名 2名 3名 3名 2名

ボランティア
休職※3

全体 0名 0名 1名 1名 0名

男性 0名 0名 1名 1名 0名

女性 0名 0名 0名 0名 0名

※1 当該年度（4月1日から翌年3月31日まで）に新たに休職を取得した人数
※2 2019年4月1日付で富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社を吸収合併
※3 ボランティア休職は「ソーシャルサービス制度」の利用者数

休暇取得者数（日数）
富士フイルム（株）※� （　）内は延べ取得日数

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

育児休暇

全体 7名 16名
(161.5)

18名
(141.5)

24名
(97)

21名
(131)

男性 5名 8名
(117.5)

10名
(86)

18名
(85)

16名
(124)

女性 2名 8名
(44)

8名
(55.5)

6名
(12)

5名
(7)

介護休暇

全体 15名 26名
(130.5)

39名
(162)

25名
(148.5)

38名
(148.5)

男性 10名 15名
(103)

25名
(37.5)

22名
(138)

24名
(107)

女性 5名 11名
(27.5)

14名
(24.5)

3名
(10.5)

14名
(41.5)

ボランティア
休暇

全体 1名
(1) 0名 0名 1名

(5)
1名
(0.5)

男性 1名
(1) 0名 0名 1名

(5)
1名
(0.5)

女性 0名 0名 0名 0 0

※ 当該年度（4月1日から翌年3月31日まで）に新たに休職を取得した人数

富士ゼロックス（株）※1

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度※2

育児休暇※3

全体 314名 373名 386名 382名 503名

男性 147名 206名 213名 241名※6 332名

女性 167名 167名 173名 141名 171名

介護休暇※4

全体 44名 59名 84名 85名 98名

男性 27名 40名 64名 69名 82名

女性 17名 19名 20名 16名 16名

ボランティア
休暇※5

全体 20名
（62）

11名
（36）

7名
（22）

8名
（50）

21名
（36）

男性 16名 8名 5名 6名 12名

女性 4名 3名 2名 2名 9名

※1 休暇取得者数（日数） 当該年度（4月1日から翌年3月31日まで）に休暇を取得した人数
※2 2019年4月1日付で富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社を吸収合併
※3 「積立有給休暇（子のヘルスケア）」「午前半日積休（子のヘルスケア）」「午後半日積休（子の

ヘルスケア）」「子の看護休暇」の各制度利用者
 育児休暇に準じる制度として、上記のほかに妻の第2子以降出産時に上の子の世話を行う

ための与する特別休暇(最大5日)の利用者特別休暇付与(最大5日)があり、妻の第2子以降
出産時に上の子の世話を行うために付与する特別休暇(最大5日)の利用者を掲載

※4 「積立有給休暇（家族介護）」「午前半日積休（家族介護）」「午後半日積休（家族介護）」「家族
介護休暇」「1日介護休業」の各制度利用者

※5 「積立有給休暇（ボランティア活動）」を取得した人数及び延べ活動日数。（ ）内は延べ活動
日数

※6 うち、妻の第2子以降出産時の特別休暇のみ利用者70名
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4.2.4 結社の自由
富士フイルムグループは、「富士フイルムグループ人権声明」及び「富士フイルムグループ行動規範」において、各国・地域で適用さ
れる法令や慣習に基づき、円滑な労使関係を維持すること、団体交渉に参加する権利並びに結社の自由を尊重することを明示して
います。

富士フイルムグループ人権声明��「富士フイルムグループの従業員に対する配慮」� https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/vision/policy/statement
富士フイルムグループ行動規範����第１章9項「労働基本権の尊重」　� https://holdings.fujifilm.com/ja/about/philosophy/law��

労働組合員の構成� 2020年3月31日現在

組合員数 組合員構成比※

富士フイルム㈱及び富士ゼロックス㈱ 8,442人 68.4%

※ 組合員構成比=役職者を含む正社員数に対する組合員の比率

労働組合と会社の合意による制度改定実績（過去5年間）

富士フイルム（株）� 2020年3月31日現在

年度 項目

2015年度

● 社員就業規則、賃金規程、退職金規程、海外出張者規程の一部改定
● 国内グループ出向先会社の拡大
● 在宅勤務制度の導入
● 時間単位有休制度の導入

2016年度
● 出張旅費規程、社宅運営規程の一部改定
● 事業場開設に伴う労働協約、社員賃金規程の一部改定
● 育児・介護休業に関連する労働協約、協定書、就業規則の一部改定

2017年度
● 社員賃金規程、労働協約の一部改定
● 育児休職に関連する労働協約、協定書、就業規則の一部改定
● マイカー通勤規程の制定

2018年度
● 社員賃金規程の一部改定
● 国内グループ出向先会社の拡大

2019年度
● 労基法改正に伴う労働時間上限変更と有給休暇の時季指定を追加
● F-PRO※1手当改定
● 休業制度に関する不備改善や使いやすさアップのためのマイナー改定

※1 F-PRO：富士フイルムの裁量労働制度

富士ゼロックス（株）� 2020年3月31日現在

年度 項目

2015年度 ● 国内グループ会社の諸制度統合に合わせた就労条件・勤務支援・福利厚生の改定

2016年度
● 配偶者転勤帯同による異動及び休職を認めるときに適用する条件等の明文化の労使合意
● 育介法改正に伴う育児・介護休業制度の改定
● 国内グループ会社の諸制度に合わせた会社所定休日の年単位の期間の変更（1/1起算から4/1起算へ変更）

2017年度 ● 時間単位有給休暇取得制度の2018年4月1日付導入の労使合意（2018年2月合意）

2018年度

● 海外勤務者規程の改定(2019年1月1日付）
● 社員旅費規程の改定(2019年1月1日付）
● 人事制度改定(2019年4月1日付）
● リモートワーク制度の対象者拡充（2019年4月1日付）
● 在宅勤務制度の対象者拡充（（2019年4月1日付）

2019年度 ● 休日・休暇制度（慶弔休暇、代休など）の改廃
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4.3 従業員の安全と健康

4.3.1 基本的な考え方
富士フイルムグループは、「富士フイルムグループ行動規範」にて、労働安全衛生に関し適用される法令やルールを順守すること、従業
員の心身の健康に配慮して、安全で快適な職場環境の維持・強化を目指すことを明示しています。2019年4月には「労働安全衛生方
針」を「労働安全衛生・健康推進方針」へと改定し、この行動規範の考え方をより具体的に示し、活動を推進してきました。さらに、企業
理念・目指す姿（ビジョン）を実践するための基盤となる従業員の健康維持増進を経営課題としてとらえ、健康経営を力強く推進するた
め、「富士フイルムグループ健康経営宣言」を2019年9月に制定しました。

富士フイルムグループ健康経営宣言及び関連情報　 https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/vision/policy/health-safety

富士フイルムグループ　労働安全衛生・健康推進方針

富士フイルムグループは、働く人々の安全確保と健康の推進が企業にとって最重要基盤であると考え、本方針に基づき企業活
動を展開します。

1. 事業活動において、派遣社員、請負事業者を含めた従業員の労働安全衛生を最優先し、安全で働きやすい環境を確保します。
2. 労働災害や過重労働の防止など労働安全衛生に関して適用される法令やルールを順守します。
3. 従業員の心身の健康維持・増進を積極的に支援し、健康経営を実践します。
4. 労働安全衛生および健康推進に関する従業員と会社との円滑なコミュニケーションを図ります。
5. 労働安全衛生および健康推進に関する教育を積極的かつ継続的に実施します。

2010年1月制定、2019年4月改定

富士フイルムグループ行動規範����第１章8項「労働安全衛生と健康推進」� �https://holdings.fujifilm.com/ja/about/philosophy/law�

4.3.2 推進体制
富士フイルムホールディングスでは、従業員の労働安全衛生に関してはESG推進部、健康に関しては人事部を主管として推進し、それ
ぞれに関連する重要課題は社長を委員長とするESG委員会を経て取締役会に報告しています。

推進体制

富士フイルムホールディングス
ESG推進部

富士フイルムホールディングス
人事部

富士フイルムホールディングス

取締役会

報告

健康推進労働安全衛生

ESG委員会
委員長：社長
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4.3.3 労働安全衛生
富士フイルムホールディングスは、「労働安全は事業活動の原点である」という考えのもと、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。加えて、M&A時の新規グループ会社についても、労働安全に関するデューディ
リジェンスを実施し、設備や作業に起因する労働災害リスクの調査の他、関連法規制の順守状況を事前に確認し、労働安全リスクマネ
ジメントを行っています。各社の重点課題と実績は、富士フイルムホールディングスESG委員会で報告・議論され、取締役会に報告さ
れています。
各社では労働安全衛生担当を任命し、セルフチェックリストに基づく自主点検や、労働災害件数を減らすための従業員教育など、労働
損失日数ゼロの目標に向けた施策策定、実施、実績管理を行っています。また一般的な労働安全衛生に加え、各社の事業特性に応じ、
化学物質管理など従業員の健康と安全を守るための個別項目の強化施策も行っています。
さらに、富士フイルムグループ各社各拠点の労使にて、労働安全衛生委員会など安全衛生に関する労使協議を定期的に行っています。
富士フイルムホールディングスでは、2020年、安全の国際標準であるISO45001:2018の要求事項に準拠した労働安全衛生規程を
新たに制定し、海外を含む全拠点で運用を開始します。規程の制定と運用を通じて、グループ全体の安全管理体制や活動目標設定を
明確化し、労働安全におけるさらなるガバナンスの強化を図っていきます。

1.�労働安全衛生の取り組み
全社目標1�： 重篤な労働災害ゼロ ※重篤：死亡もしくは身体の一部の機能に障害が残る事故

全社目標2 ： 2030年までに労働災害度数率 0.1以下

従業員の労働安全衛生教育受講人数

2019年度

富士フイルムグループ※ 23,157人

※ 対象範囲：富士フイルム及びその国内関係会社

2.�2019年度の重篤な労働災害
富士フイルムグループ　2件

● 組合活動中に、従業員が急性心臓発作により死亡（Fuji Xerox China Limited） 
● 荷物運搬作業中に構内請負従業員が搬送機から転落して死亡（Fuji Xerox Manufacturing Co., Ltd）

従業員の死亡事故発生件数

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標

富士フイルムグループ
従業員 0 0 0 1 0

（構内）請負従業員 0 0 0 1 0

富士フイルム※
従業員 0 0 0 0 0

（構内）請負従業員 0 0 0 0 0

富士ゼロックス※
従業員 0 0 0 1 0

（構内）請負従業員 0 0 0 1 0

※ 2018年までは富士フイルム及び富士ゼロックス単独、2019年より富士フイルム及び富士ゼロックスともに関係会社も対象とする
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3.�労働災害度数率・労働災害強度率
� （　）内は化学工業平均※6

日本 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標

労働災害度数率※4
富士フイルムグループ（日本） 0.00

（0.37）
0.35

（0.28）
0.12

（0.47）
0.42

（0.42）
2030年までに
労働災害
度数率
0.1以下

富士フイルム及び国内関係会社※1 0.00 0.30 0.00 0.30

富士ゼロックス及び国内関係会社※2 0.00 0.37 0.18 0.54

海外 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 目標

労働災害度数率※4
富士フイルムグループ（海外） 3.79 1.87 2.71 1.36 2030年までに

労働災害
度数率
0.1以下

富士フイルム及び国内関係会社 3.79 1.87 2.71 1.53

富士ゼロックス及び国内関係会社 − 1.23

日本 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

労働災害強度率※5
富士フイルムグループ（日本） 0.00

（0.00）
0.00

（0.01）
0.00

（0.01）
0.003

（0.01）

富士フイルム及び国内関係会社※1 0.00 0.00 0.00 0.005

富士ゼロックス及び国内関係会社※2 0.00 0.00 0.00 0.002

海外 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

労働災害強度率※5
富士フイルムグループ（海外）※3 0.07 0.04 0.06 0.031

富士フイルム及び国内関係会社 0.07 0.04 0.06 0.043

富士ゼロックス及び国内関係会社 − 0.022

※1 富士フイルム：2018年まで富士フイルム単独、2019年より富士フイルム及び関係会社の合計データをもとに算出
※2 富士ゼロックス：2018年まで富士ゼロックス単独、2019年より富士ゼロックス及び関係会社の合計データをもとに算出
※3 2018年までは富士フイルム海外関係会社のみ対象とする

※4 労働災害度数率＝ 休業災害被災者数
延べ労働時間数 ×1,000,000

※5 労働災害強度率＝ 労働損失日数
延べ労働時間数 ×1,000

※6 化学工業平均出典：平成31年「労働災害動向調査」（厚生労働省）

4.3.4 健康推進
富士フイルムホールディングス人事部長を健康経営責任者に任命し、各社の健康推進部門を束ねる役割として「富士フイルムホール
ディングス健康推進グループ」を設置、グループ全体の健康増進施策の立案・推進に力を入れています。「富士フイルムグループ健康
経営宣言」はグローバルのすべての会社に周知し、各国、各地域の特性に合わせて活動を推進しています。
加えて日本においては、健康保険組合、産業医、会社が三位一体となって従業員の健康維持・増進に取り組み、2019年度からは国内
グループ会社で、健康経営責任者、健康経営推進責任者、担当者を任命し、グループ横断の健康推進責任者会議を開催、グループで
一貫した方針の展開や情報共有を実施しています。

1.�富士フイルムグループ健康経営宣言の制定と従業員への浸透
健康経営宣言の制定を機に、全グループ従業員への浸透を目指した健康eラーニングを展開し、2019年度はまず国内の44,224名
が受講しました。並行して富士フイルムホールディングス及びグループ各社のイントラネットや社内報による情報展開を進めたほか、
2020年2月には、富士フイルム、富士ゼロックスの全役員及び関係会社社長が社内イントラネット上で自らの健康宣言を公開する試み
も実施しました。
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2.�従業員の健康データの一元管理・分析
当社は2015年に、従業員の健康診断結果を勤怠情報やストレスチェックの診断結果などと関連づけて一元的に管理できるシステムを
導入し、グループ全体や各社ごとの健康状態の見える化を進めています。
また富士フイルムグループ健康保険組合とのコラボヘルスにより、医療データも併せて分析し、従業員の健康度を各グループ企業別
に評価して改善のための具体的なアドバイスを記載した健康通信簿を発行するなど、グループ各社が取り組むべき課題を明確にして
います。

3.�健康課題における中期目標の設定
2018 年度からは、健康の課題から抽出した5領域（生活習慣病、喫煙、がん、メンタルヘルス、長時間労働）を重点課題と定め、グルー
プ全体で共通KPIと2022年度までの中期目標を設定し、取り組みを進めています。

富士フイルムグループ　健康課題におけるKPI、中期目標と実績

重点領域 KPI 中期目標
2022年度

実績
2019年度

生活習慣病対策
BMI値25以上（比率） 21% 25.9%

HbA1c6.0以上（比率） 6% 7.7%

喫煙対策 喫煙率 12% 22.6%

がん対策 受診率

肺 100% 98.6%

胃 100% 78.5%

内視鏡率 90％＋ 56.6%

大腸 100% 82.0%

乳 90％＋ 72.5%

子宮 90％＋ 59.2%

※ 対象：富士フイルムグループ国内従業員（胃・大腸がん検診受診率は40歳以上）   

がん対策
重点5領域のうち、がん対策については2014年、本社ビルに富士フイルム西麻布検診センター※を設置しました。このセンターの設置
により、グループ従業員の定期健診での胃がん検診受診率が10ポイント以上（2015年度比）上昇するなど、がん検診受診率向上に寄
与しています。今後、2022年度までに、国内のグループ従業員のがん検診受診率（胃がん・大腸がん・乳がん・子宮頸がん）90％以上
達成を目指します。がんを早期に発見し、適切な治療を受けさせることで、「在職中にがんが原因で亡くなる従業員を出さない」という
強い思いをもって対策を進めていきます。

※ 2014年7月に富士フイルム西麻布ビル内に開院。鼻からの挿入で咽頭反射による嘔吐感を軽減する経鼻内視鏡など、富士フイルム独自の先進技術を搭載し
た内視鏡システムを採用し、上部内視鏡検査・大腸内視鏡検査を行っている。さらに、マンモグラフィ、乳腺エコー検査設備も備え、富士フイルムグループ従業
員の婦人科検診にも対応している。また、神奈川県南足柄市に富士フイルム健康管理センターがあり、富士フイルム西麻布検診センターと同様の検査を受け
ることができる。
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がん検診制度（富士フイルムグループ健康保険組合の費用補助あり）

がん検診 検診方法 対象 検診期間

胃
内視鏡（X線） 35歳・40歳以上 毎年

食道

大腸
便潜血 35歳・40歳以上 毎年

大腸内視鏡 50歳以上 在職中1回

乳房
超音波（～39歳）

女性 毎年
マンモグラフィ（40歳～）

子宮 細胞診 女性 毎年

前立腺 PSA（血液） 50歳以上男性 隔年

肺 胸部ヘリカルCT検査 40歳以上 毎年

肝臓・腎臓・膵臓・胆道 超音波 35歳・40歳以上 毎年

4.�健康増進の取り組み
富士フイルムグループでは、各社の健康経営責任者主導のもと、様々な健康経営の取り組みをスタートさせました。
（1）日本国内の活動例

日本国内の活動例

重点領域 2019年度　活動施策 2019年度実績　他

生活習慣病対策 ウォーキングイベント（歩活） 22,649名参加（対前年3.3倍）

喫煙対策

オンライン禁煙プログラム 436名申込（対前年8.5倍）

就業時間内禁煙の徹底 2020年4月より就業規則化

月1回終日禁煙デー（休憩時間含む）の設定 10月より6回実施

がん対策 富士フイルム西麻布内視鏡クリニック院長による
講演会

「大腸内視鏡検査のすすめ」講演：本社での165名参加に加え、
講演動画を社内イントラネット上で全国の従業員に公開

（2）健康増進施策のグローバル展開
2019年度からは、米国、欧州、中国、アジア・パシフィックの健康推進担当者とも定期的なコミュニケーションを開始しました。海外の
グループ従業員に対して、各国・地域の医療制度や習慣等、実情に合った健康増進施策を実施し、本社部門と各地の担当者が連携しな
がら、取り組みを進めています。

グローバルの活動例

具体的活動

米国
北米ではウォーキングやヨガをはじめとした従業員向け健康増進プログラム「Fujifilm Fit」を展開。
トレーナーの指導のもと、2014年から延べ15,000人が参加。またウェブサイト「HealthyColors.com」を通じて、
健康的な食生活や検診情報提供を行い、従業員の健康をサポートしている。

欧州
欧州各地の健康推進の現状を調査し、各国の状況にあった施策を展開。
例えば英国では「Wellbeing Hub」というイントラネット内のコンテンツを通じて健康情報を発信。社員食堂のヘル
シーメニュー提供や乳がんに関する教育など様々な領域で健康増進につながる活動を推進中。

中国 日本と同様、生活習慣病やがんの罹患率上昇が課題となっている。腰痛予防の健康セミナーや体操、イントラネット
での情報発信などの活動を通じて健康増進を図っている。

アジア・パシフィック 東南アジア、インド、オセアニア地域など多様な文化を背景に「ヘルスケアカンパニーの一員として、私たちが健康に
働く」という意識の啓発活動、情報提供に取り組んでいる。
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（3）健康経営優良法人への選定
富士フイルムホールディングス（富士フイルム、富士ゼロックスを含む）はグループの様々な取り組みが認められ、経済産業省から4年
連続で、大規模法人を対象とした健康経営優良法人（ホワイト500）に選定されています。また国内グループ会社15社と健康保険組合
も健康経営優良法人2020に選定されています。

健康経営優良法人�ホワイト500に2016年から4年連続認定
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4.4 従業員の人材開発と優秀な人材の確保・維持

4.4.1 基本的な考え方
富士フイルムグループでは、会社全体の発展には個の成長がとりわけ重要と考え、人材育成を大変重視しています。変化が激しい事業
環境の中でグローバルな成長を加速していくためには、各自がプロフェッショナルとしての強みを持つと同時に、広い視野で社会の変
化をいち早くとらえ、対応し、自ら変革を起こすことが必要不可欠です。従業員一人ひとりが自身の能力を伸ばし、持てる力を最大限に
発揮して仕事に取り組み、より良いキャリアを形成できるよう、個と組織の強化に取り組んでいます。

4.4.2 人材開発の仕組み
富士フイルムグループでは、富士フイルムホールディングスの人事部を中心に各グループ会社の人事部と連携し、グローバルな人材
開発を進めています。当社において人材開発の方向性を定めるうえで共通の価値観となるのはSTPD(See-Think-Plan-Do)強化を柱
とした「富士フイルムウエイ（FF-WAY）」です。FF-WAYには、当社のビジョンの実現に向けた意識の転換と企業体質の変革に必要な
要素が盛り込まれており、日常の業務遂行に必要なメソッドもFF-WAYに沿った形で具体化されています。当社グループでは、各社トッ
プの主導のもと、すべての社員へのFF-WAYの浸透が推進されています。

1.�育成プログラム
富士フイルム（株）の人材育成マップ

プロマインド強化
キャリアライフデザイン研修
新入社員研修
キャリアデベロップメント
プログラム   など

選抜型研修
経営塾
次世代経営リーダー
グローバル強化　など

個の強化 組織・機能の強化

資格役割強化
新任部長研修
プロフェッショナル
マネジメント研修
新任役職者研修
昇格候補者研修
など

基盤スキル強化
ビジネス・戦略
販売・マーケティング
インテリジェント力

（ICT活用）
管理技術
合理的思考法

（KT法）
コミュニケーション

技術・技能強化
管理監督者強化
専門力強化
P,S,R 各種ゼミ
品質管理
安全、環境
危険予知

成長に向けて
闘う個

真剣勝負
の育成

強い
リーダー

プロフェッ
ショナル 多様性

富士フイルム（株）のグローバル人材育成研修

海外赴任予定者向け

海外派遣型研修

希望者向け

技術系向け

●日本人社員向け

●海外現地法人社員向け

海外赴任直前研修
海外経営人材育成研修

短期テーマ派遣制度
海外トレーニー制度
海外留学制度

語学レッスン、通信教育（語学）

企業理念の浸透

FUJIFILM Global Leadership Seminar
FUJIFILM Regional Leadership Seminar

FUJIFILM WAY研修

MOT（技術経営）研修

グローバルリーダー育成

≪4.4章における組織カテゴリーの呼称≫
・富士フイルムグループ ： 富士フイルムホールディングス（株）及びその国内・海外連結子会社
・国内富士フイルムグループ ： 富士フイルムホールディングス（株）及びその国内連結子会社
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富士ゼロックス（株）の人材育成マップ
目指す人材像の実現に向けて、社員の課題形成力を引き上げるとともに、職種別人材教育において高度な職種別専門力の向上に取り組んでいる。

目指す人材像

職種別人材教育

共通人材教育

必須教育

「自ら考え行動する」「成長と変化に挑む」人材

カストマーエンジニア
専門教育

システムエンジニア
専門教育

専門基礎教育
課題形成力強化教育

階層別/次世代リーダー育成教育
●階層別教育（新卒基礎教育、マネジメント教育など）　●次世代リーダー教育（選抜型研修など）　●キャリア開発教育

周知教育
●リスクマネジメント教育、CS/品質教育など

営業系専門教育技術系専門教育

2.業績評価
富士フイルムグループでは、国内外のグループ企業において、目標管理制度に基づく業績評価の仕組みの導入を進めています。社員
の主体性発揮と上司との双方向のコミュニケーションを促す目標管理制度は、当社の目指す「オープン、フェア、クリア」な企業風土の
醸成にもつながるものとして、グループ全社への導入を目指しています。

3.従業員エンゲージメント
当社は、CSR計画「Sustainable Value Plan 2030（SVP2030）」において、「働きがいにつながる環境づくり」を目指しています。グ
ループ内の各従業員の成長・能力の発揮が組織目標の達成には不可欠であると考え、能力発揮の土台となるのが一人ひとりの働きが
いの実感だと位置付けています。そのような認識のもと、従業員のエンゲージメントを測る意識調査を定期的に実施しています。
また、当社には、国内外において、富士フイルムグループ全従業員が職制を通さずに富士フイルムホールディングスに直接相談できる
窓口があります。詳細については本レポート「2.2.5 内部通報・相談窓口」を参照ください。

4.4.3 取り組みの実績と進捗
1.育成プログラム
2019年度も継続して「FF-WAY研修/課題形成力強化研修」を実施しました。国内では新入社員及び昇格時の研修への組み込み、海
外ではeラーニングを活用した組織単位での受講を進めるなど、浸透を広げています。

FF-WAY研修/課題形成力強化研修�富士フイルムグループ受講者� 2020年3月31日現在

2018年度 2019年度

新規受講者数 5,745名
うち日本国内 753名

4,865名　
うち日本国内�1,475名

従業員のITリテラシーを高めて生産性を向上させることを狙いに、業務全体のデジタル変革を目的としたデータサイエンス研修を
2019年度も継続しました。これまでに約500名が受講し、うち約150名に対しては実務適用のフォローも実施しました。従来のRPA（ロ
ボットによる業務自動化）の推進、ビジネスインテリジェンスツールの活用も継続的に進め、ICTを活用した業務効率化をさらに推進し
ました。
さらに、当社の成長を今後さらに牽引するメディカル事業の拡大のために、AIリテラシーを高め、製品へのAI応用・実装をサポートする
教育として「MATLAB（マトラボ）」研修の展開を始めました。
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MATLAB受講者数と関連商品の売上� 2020年3月31日現在

2019年度

MATLAB教育参加者数 参加者10名

【参考】関連商品の売上 ・AIを実装した画像診断システム(VINCENT)売上対前年増減率：112％
・新商品SAIを開発し2019年発売

従業員教育実績� 2019年3月31日現在

トータル時間 従業員1人あたり
の時間 トータルコスト 従業員1人あたり

のコスト

富士フイルム（株） 28,766時間 5.44時間 197,620千円 37,371円

富士ゼロックス（株）※ 112,456時間 13.8時間 263,645千円 32,472円

※ 役員、被出向者を含む

2.�業績評価
2019年度までに、国内富士フイルムグループ従業員の100％に目標管理制度が導入されました。

目標管理制度の導入状況� 2020年3月31日現在

2019年度

目標管理制度が適用されている従業員の比率 100.0％

3.従業員エンゲージメント
2017年12月にグループ全従業員93,000人を対象に、会社の方針に対する理解やコンプライアンスに関する意識調査を実施しました

（回答率97％）。このうち、「富士フイルムグループで働くことの誇りを感じている」従業員は84%でした。
上記に加えて、2019年度に実施した以下の各社個別の意識調査においては、年度ごとの実績を推移とともに分析し、従業員エンゲー
ジメントのさらなる改善につなげました。

（1）富士フイルム（株）�仕事に対するやりがい調査

2017年度 2018年度 2019年度

仕事にやりがいを感じていると回答した比率 92.5％ 92.2% 93.1%

（2）富士ゼロックス（株）及びその国内・海外関連会社　従業員意識調査
富士ゼロックスでは、国内・海外の関連会社も含めて、全社共通の指標「コア・モラール※1」に各国・地域で必要な要素を加えた従業員
意識調査をそれぞれ実施してきました。2019年度調査では、アンケート実施対象従業員の94.8%にあたる28,500人が回答を実施し
ています。

対象範囲 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

従業員意識
指標「コア・モ
ラール」のス
コア※2

富士ゼロックス（単独） 3.38 3.33 3.37 3.40

国内の販売会社 3.40 3.35 3.34 3.39

国内の関連会社（販売会社除く） 3.26 3.26 3.27 3.37

海外の関連会社（営業・事務職） 3.55 3.56 3.53 3.62

※1 「コア・モラール」とは富士ゼロックスが従業員の士気を測定するうえで重要と考える項目のことで、「仕事のやりがい」「職場の働きがい」「上司への信頼度」
「人事運営への満足度」「組織運営への満足度」の5項目を指す

※2 富士ゼロックス及び国内・海外の関連会社・販売会社の従業員を対象とした意識調査「ESサーベイ」における、上記「コア・モラール」の平均スコア（満点を
5.00ポイントとする）
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（3）従業員持株会
国内富士フイルムグループでは、グループ従業員のエンゲージメントを高めることを目的に、国内グループ従業員を対象とした持株会
制度を1975年に発足し、株式保有を推奨しています。

2018年度 2019年度

持株会加入者数 10,688 11,344

加入率※ 30％ 32％

※ 加入率＝ 当該年度末日時点の持株会加入者数
当該年度末日時点の国内グループ会社従業員数

4.正社員の採用実績
富士フイルム（株）

全体 男性 女性

新卒採用※1

技術系 56名 44名 12名

事務系 55名 39名 16名

事業場採用 2名 0名 2名

キャリア採用※2 39名 35名 4名

※1 2020年4月1日入社の人数（大卒、院卒含む）
※2 2019年4月1日から2020年3月31日までに入社した人数

富士ゼロックス（株）

全体 男性 女性

新卒採用※1
技術系

117名
50名 8名

事務系 37名 22名

キャリア採用※2 75名 62名 13名

※1 2020年4月1日入社の人数（大卒、院卒含む）
※2 2019年4月1日から2020年3月31日までに入社した人数
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4.5 人権

4.5.1 基本的な考え方
富士フイルムグループは、「人権の尊重」を企業が果たすべき概念として認識しています。24言語に翻訳された「富士フイルムグルー
プ企業行動憲章・行動規範」で人権の尊重に対する会社の基本的な考え方を示すことに加え、国連「国際人権章典」や国連「ビジネスと
人権に関する指導原則」などをはじめとした人権に関する国際的な原則を支持し、事業活動における人権侵害リスクの評価と低減に必
要な措置を取っていくことを宣言する「人権声明」を制定しています。「人権声明」は、国内外グループ会社や社外ステークホルダーから
様々なご意見・アドバイスをいただきながら策定し、富士フイルムホールディングス社長を委員長とするCSR委員会（現ESG委員会）で
の承認を経て2018年に導入されました。
また、富士フイルムグループは、従来より、社会的責任や企業倫理の重要性を認識した事業活動を、調達先にも理解いただき、共に発
展していくことを目指しています。そのため、「調達におけるお取引先へのお願い」として「富士フイルムグループ 企業行動憲章 行動規
範」を調達先にも周知し、順守を依頼しています。
2020年7月には、「富士フイルムグループ グローバルヘルスケア行動規範」を制定し、当社のヘルスケアに関連するすべての活動に
おいて患者の人権を尊重すること、医療関係者との交流では適切さや透明性を確保することなどの基本原則を明確にしました。「グ
ローバルヘルスケア行動規範」は、関連する事業の役員・従業員に適用されますが、さらに、それ以外の役員・従業員及び、販売代理店
などの取引先にも尊重を要請していきます。

富士フイルムグループ企業行動憲章「第2項：社会への責任を果たすために」�
「第3項：あらゆる人権を尊重するために」「第5項：社員が生き生きと働くために」� https://holdings.fujifilm.com/ja/about/philosophy/conduct
富士フイルム行動規範　第1章「人権の尊重」� https://holdings.fujifilm.com/ja/about/philosophy/law
富士フイルムグループ人権声明� https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/vision/policy/statement
調達方針「調達におけるお取引先へのお願い」� https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/vision/policy/procurement
富士フイルムグループ�グローバルヘルスケア行動規範� https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/vision/policy/global-healthcare

4.5.2　推進体制と仕組み
1.�人権デューディリジェンスプロセス
富士フイルムグループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」で示されている手順に従い、当グループが運営し、また関係するす
べての事業活動を対象範囲とした人権デューディリジェンスのプロセスを定め、推進しています。推進にあたっては、国連グローバル・
コンパクト・ネットワーク・ジャパンのヒューマンライツデューディリジェンス分科会で検討した「UN Guiding Principles Reporting 
Framework with implementation guidance」における要求事項を参考にしました。具体的には、潜在・顕在リスクの特定とそれが
自社活動及び当社グループのビジネスに関連したバリューチェーンのどこで発生するか、また具体的に誰のどのような人権課題が懸
念されるかの特定、予防・軽減策の検討・実施、外部との対話、情報開示を行っています。人権への影響の評価はリスクマッピングの形
を取り、定期的にレビューを行っています。
全グループの人権に関する重点課題とその予防・軽減策の実績は富士フイルムホールディングスのESG委員会で報告・議論され、取
締役会に報告されます。日常的には、自社従業員に関する人権リスクの場合は人事部、調達先や委託先構内協力企業に関する人権リス
クの場合は調達部門が各々リソースを確保して対応に当たります。またM＆Aや、大型投資を伴う新規事業の開始時には、広範なデュー
ディリジェンス項目の中に人権に関するチェック項目も盛り込み、投資の適性を評価しています。

2.�富士フイルムグループとして重点的に取り組む人権課題の影響評価
2019年度は、当社の事業や活動国の特性に基づく潜在的な人権課題を改めて洗い出し、その発生可能性と深刻さに基づき再評価し
ました。その結果、①調達先における不適切な労働環境・労働慣行、②自社の従業員の長時間労働や差別・ハラスメント、③ヘルスケア
事業における治験者の権利の侵害、の3つを重点的に取り組むべき人権課題と特定し、活動を進めています。加えて、継続的に参加し
ている「経済人コー円卓会議日本委員会 ステークホルダー・エンゲージメントプログラム（SHE）」において重要と認識された課題を当
社の評価に取り入れています。
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潜在的な人権課題の影響評価（既存事業におけるリスクマッピング）

深
刻
さ（
規
模
・
範
囲
）

発生可能性

②自社従業員の長時間労働や
差別・ハラスメント

③ヘルスケア事業における
治験者の権利の侵害

①調達先における不適切な
労働環境・労働慣行

患者の人権

製品安全

結社の自由

安全配慮

差別

環境保護

鉱物紛争

安全配慮
社会保障

長時間労働

長時間労働

強制労働
児童労働

差別
ハラスメント

差別
ハラスメント

個人情報の保護

個人情報の保護

腐敗防止

地域社会

消費者

自社従業員

調達先

3.�人権への悪影響発生の予防・軽減策と進捗モニタリング
（1）調達先における不適切な労働環境・労働慣行
製品や部材の組み立て・加工を必要とする事業を行う富士フイルムグループにとって重点的に取り組む人権課題の一つが、調達先に
おける不適切な労働環境・労働慣行です。調達先・委託先構内協力企業への取り組みについては、主にCSR調達の枠組みの中で活動
を推進しています。当社グループは、調達活動における考え方として「調達方針」及び「調達におけるお取引先へのお願い」を明示し、当
社グループの製品製造に携わる調達先にCSR経営の重要性を理解いただき、共に課題解決に取り組んでいくことを目指しています。
また2017年に発表したCSR計画「Sustainable Value Plan 2030（SVP2030）」においては、「サプライチェーン」を重点領域の一つ
に掲げ、労務・人権・環境・企業倫理などのCSR基盤をサプライチェーン全般にわたり強化することをコミットしています。当社グループ
のCSR調達推進プログラムは、①CSRの考え方など方針類の周知と理解、②調達先評価、③調達先への改善要請と支援、④調達先に
よる改善活動のプロセスで実施されます。強制労働や児童労働の排除はもちろん、労務管理や労働安全衛生、移住労働者への配慮な
ど、調達先に対する様々な確認や改善支援を行っています。

調達方針「調達活動におけるお取引先へのお願い」　 https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/vision/policy/procurement

（2）自社従業員の長時間労働や差別・ハラスメント
人権課題に関する従業員教育
当社グループでは、全従業員に対して「富士フイルムグループ企業行動憲章・行動規範」及び「人権声明」の周知を含むグローバルな教
育を開始しています。自社従業員に関する人権課題については、新入社員研修や新任役職者研修などの階層別教育の中で従業員への
注意喚起を行っています。特に新任役職者研修では、長時間労働の防止やメンタルヘルス対策を含む労務管理全般及びハラスメント
などに関する内容を充実させています。長時間労働については、毎月の所定外労働時間の推移を把握し、一定基準を超えた部門に対
する注意喚起や指導を行うなど、必要な対策を継続的に行っています。ハラスメントについては、通常の研修に加え、各社・各部門の状
況に応じた柔軟な施策を実施しています。
（3）ヘルスケア事業における治験者の権利の侵害
新たに制定した「グローバルヘルスケア行動規範」では、まず最初に、治験者の自己決定権、尊厳、プライバシー及び人権を尊重するこ
とを述べています。本行動規範は、富士フイルムグループのヘルスケア事業に関わる全役員・全従業員に対する適用に加えて、当社の
委託先、派遣社員、販売代理店、ヘルスケア製品・サービスの提供、販売及びサポートに関わる取引先などの関係者に対しても、グロー
バルヘルスケア行動規範の基準や要求事項の尊重を要請するために適切な手段を講じます。
ヘルスケア製品・サービスに関する苦情を受け取った場合は、速やかに関連する社内部門や関係会社などへ報告するとともに、適切に
調査を行い、必要に応じて是正手段を講じます、また、必要な場合には関連する規制当局に対し、当該苦情を適切に報告します。
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「グローバルヘルスケア行動規範」の導入は当社グループの全社に周知されており、今後、ヘルスケア事業に関わる国内外組織の全従
業員を対象に、eラーニングにより教育を行っていきます。

4.�人権に関する苦情及び意見を社内外ステークホルダーから収集する仕組み
「富士フイルムグループ行動規範」では、第一章に「人権の尊重」を掲げており、同章に記載された項目に対する違反や権利侵害が懸念
される場合には、当社グループの従業員は、内部通報制度を利用して是正・救済を求めることができます。当社グループの内部通報制
度における通報先は、①各社もしくは地域レベル、②全グループレベルの2段階で構成され、いずれの通報先でも相談者の匿名性が確
保されるとともに、相談したことを理由に、通報した従業員が不利な扱いを受けることはありません。
2019年度の内部通報に関する実績については、本レポート「2.2.6 取り組みの実績」の通報・相談実績を参照ください。
一方、社外のステークホルダーに対しては、グループ全体として公式ホームページ上に意見収集の窓口を設置し、人権課題を含む当社
のサステナビリティ活動に対するご意見を記名・匿名に関わらず幅広く取り入れられる体制も整えています。窓口に寄せられた苦情や
意見に対しては、実態を調査した上で適宜是正を行っています。

富士フイルムホールディングス�サステナビリティに関するお問い合わせ　 https://holdings.fujifilm.com/ja/contact

5.�人権領域に関して連携しているイニシアチブ
（1）国連グローバル・コンパクト
富士フイルムホールディングスは、人権、労働、環境、腐敗防止を4つの重点分野とする「国連グローバル・コンパクト」に署名していま
す。日本国内では、参加企業が関心のあるテーマ別に集まり議論や情報交換を行う分科会のうち、人権に関連するものとしては、ヒュー
マンライツデューディリジェンス分科会、サプライチェーン分科会、人権教育分科会にて活動を推進しています。
（2）経済人コー円卓会議日本委員会（CRT）
富士フイルムホールディングスは、CRTが事務局の「ニッポンCSRコンソーシアム」が2012年から開催している「ステークホルダー・エン
ゲージメントプログラム（SHE）」に参加し、業界ごとの人権課題を討議しています※1。また、CRT開催の「ビジネスとヒューマンライツに
関する国際会議in東京」では、日本企業における人権への取り組み事例として、自社の活動紹介※2のほか、会議に招聘された、国際的に
ビジネスと人権を牽引している有識者と個別ダイアログを行い、その結果を参考に自社の人権への取り組みの点検を行っています※3。

※1 CRTステークホルダー・エンゲージメントプログラム（SHE） 日本語� http://crt-japan.jp/portfolio/she-program/
� 英語� http://crt-japan.jp/en/portfolio/human-rights-due-diligence-workshop/
※2 CRT国際会議での事例紹介（会議プログラムと開催報告） 日本語� http://crt-japan.jp/human-rights/conference/
� 英語� http://crt-japan.jp/en/seminar-overview/global-conference/
※3 CRT有識者とのダイアログ（日本語のみ）  http://crt-japan.jp/human-rights/expert-dialogue/

ダイアログの概要については、本レポート「4.5.3-2」も参照ください。

4.5.3 取り組み実績（含む救済と是正措置）
1.�重点的に取り組む人権課題に関する取り組み
（1）調達先における不適切な労働環境・労働慣行
従来、CSR調達の枠組みで実施している労務・人権・環境・企業倫理などに関するセルフチェックリストを使ったリスク評価により、日本
と欧米の一次取引先におけるCSRリスクは少ないことを確認してきました。一方で、その他の地域については人権リスクの把握を強化
しています。2019年度は、当社フィリピンの製造拠点とその委託先会社における一つの労働慣行について、社内の監査により問題が
発見され、人権配慮の観点から是正を行いました。
紛争鉱物への取り組みなど、潜在的な人権侵害リスクを抱えるテーマを含め、当グループのCSR調達の取り組みについての詳細は、本
レポート「2.4 サプライチェーンマネジメント」を参照ください。
（2）自社従業員の長時間労働や差別・ハラスメント
当社グループの各社において、2019年度に、従業員の長時間労働及び差別・ハラスメントを自組織の顕在・潜在リスクとして特定した
のは92組織で、そのすべてが予防・軽減策を策定し、実施しています。潜在・顕在のリスクが高いと判断した部門に対しては、個別対応
でのハラスメント教育や、各組織のリスクマネージャーに対する、相談案件が発生した場合のより詳しいハンドリング方法の教育などを
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行いました。
全社リスク管理についての詳細は、本レポート「2.2.4 リスクマネジメント」を参照ください。
2019年度、富士フイルムグループの内部通報制度を介した通報・相談のうち、社外に公表すべき重大な人権侵害案件はありませんで
した。
富士フイルムグループでは、日本においても外国籍労働者に関わる人権課題が顕在化している状況を踏まえ、主な事業会社が日本国
内で直接雇用する外国籍労働者の状況調査を開始しました。2019年度は人数（2018年度末で312名）と国籍を把握し、今後は、把握
した外国籍労働者を対象として、労働環境の把握を進める予定です。
労働安全衛生に関する取り組みについては、本レポート「4.3従業員の安全と健康」も参照ください。
なお、富士フイルムグループの自社従業員において児童労働は行われていないことを2019年度も確認しています。
（3）治験者の権利の侵害
当社では生命科学倫理審査委員会を設置し、治験者に不利益が発生しないようにチェックを行っています。2019年度には、グローバ
ルヘルスケア行動規範に抵触するような違反は発生しませんでした。

2.�人権関連の活動に関する社外との対話
（1）経済人コー円卓会議日本委員会（CRT）
富士フイルムホールディングスは、経済人コー円卓会議日本委員会（CRT）が開催する「ビジネスとヒューマンライツに関する国際会議
in東京」において、2019年度も有識者との個別ダイアログを実施しました。

●2019年度有識者ダイアログ

日程： 2019年10月10日

場所： 東京/日本

参加者： 有識者） Livio Sarandrea, Business and Human Rights Advisor, 
   United Nations Development Programme, Bangkok Regional Hub
  Neill Wilkins, Head of Migrant Workers Programme, 
   Institute for Human Rights and Business
  Dirk Hoffmann, Senior Advisor, Denish Institute for Human Rights
  Pauliina Murphy, Engagement Director, World Benchmarking Alliance
 富士フイルムホールディングス） 萩原留美　ESG推進部マネージャー 

 荒木祐子　ESG推進部マネージャー
  星野俊彦　ESG推進部員
 モデレーター） 松崎 稔　経済人コー円卓会議（CRT）

テーマ： 富士フイルムグループによる人権課題への取り組みの現状に対する評価、今後強化すべき取り組みに関する意見交換

検討結果： 富士フイルムグループの取り組みについて、非常に多くのことに取り組んでおりレベルが年々アップしている点、国連の原則に則り、
人権に関するポリシーが外部からもわかりやすいように開示されている点が評価されました。また、慈善活動の色合いが濃く人権に
関する透明性が弱まる「CSR」よりも、事業活動を通じて社会に良い影響を与えるという視点に立つ「ESG」を強調している点も賛同
を得ました。

 一方で、サプライチェーンへの取り組みにおいては、調達先による自己評価だけではなく、現地の人権専門家やNGOといった第三
者の関与を得て、現地のステークホルダーとの直接対話や外部評価も実施していくべきとのコメントがありました。また、そのため
のすべてを自社で行う必要はなく、当該国にすでに存在するプログラムを活用する、他社と協力していく、といった具体的な示唆が
得られました。

（2）生命科学に関する外部有識者の意見の取り入れ（生命科学倫理審査委員会）
富士フイルムでは、生命科学に関わる研究・事業を行うに当たり、個人情報保護、倫理面及び科学面を含め総合的に実施の妥当性を審
査するため、外部有識者を入れた生命科学倫理審査委員会を設置し、審査結果をもとに研究開発及び関連事業を適正に推進していま
す。審査の対象は、ヒト由来の組織を用いた遺伝子解析研究、疫学研究、臨床研究、個人遺伝情報の取り扱いと関連業務です。例えば、
治験に関しては、参加により治験者に不利益が発生することがないように、治験者に代わり外部有識者が当社の治験計画をチェックし
ています。
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2019年度は、迅速審査を含めて計18回の生命科学倫理審査を実施しました。生命科学倫理審査委員会の規程、委員名簿、研究公開
文書、議事録は、社外にも公開されています。
（3）地域住民との対話
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、「環境対話集会」などの形で
地域住民の方々から意見をいただく活動を続けています。今後も事業場の環境活動をさらに強化するとともに、社外への継続的な情
報公開・発信を積極的に行っていきます。
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4.6 企業市民活動

4.6.1 基本的な考え方
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。2008年に社会貢献方針を定め、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」の分野を中心とし、地域社会、行政機関、NGO・NPO等との協働・連携、そして従業員の
自発的参加による貢献を大切に活動しています。

富士フイルムグループ社会貢献方針

富士フイルムグループは、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」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. 各種ステークホルダーとの連繋や協働
  地域社会、行政機関、NGO・NPO等との双方向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.  従業員の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。
 3. グループの強みの活用
  富士フイルムグループの製品・サービス・技術・ノウハウも積極的に活用します。

2008年4月制定、2019年4月改定

4.6.2 事業活動を通じた社会貢献の主な事例
  FF：富士フイルム　FX:富士ゼロックス

SVP2030 社会貢献のテーマ SDGs 事業への関連 活動内容 社会/環境面への影響

健康
医療環境の向
上、予防啓発
活動への貢献

ヘルスケア＆ 
マテリアルズ・ 
ソリューション

● アメリカ人女性に対する心臓病予防支援（FF）
● 世界の医療格差改善を目指すグローバルヘル
スプログラム実施（FF）

● 乳がん撲滅キャンペーン（FF）　等

● 新興国での医療プロジェクト
への参画による医療環境の
改善

● 医療機器の提供と技術指導

生活

写真・フィルム・
プリント技術を
生かした文化・
芸術・教育・災害
復興への貢献

イメージング・ 
ソリューション

ドキュメント・ 
ソリューション

● 伝統文書の複製（FX）
● 死別を体験した子供たちへの写真プロジェクト
（FF）
● 写真救済プロジェクト（FF）
● 学校に図書館を設立するプロジェクトをサポー
ト（FF） 等

● 地域での多様なパートナー
の連携促進

● 交流人口の増加
● 傷ついた子供たちへの元気
づけ

健康・
その他

次世代や障が
い者の教育課
題への貢献

ドキュメント・ 
ソリューション

● 新興国における教材提供プロジェクト（FX）
● 弱視児童のための拡大教科書製作支援（FX）
● KID’S ISO（FX）
● 貧困地域の子供たちに本や勉強道具を提供す
るための寄付活動（FF）

● 希少・難治性疾患の子供たちへの写真イベント
（FF）
● 写真を通じて子供たちの心をサポート（FF）
● 従業員の社会参画を支える仕組みの提供：端
数倶楽部（FX） 等

● 新興国、貧困地域の子供た
ちの知識レベル向上と元気
づけ

● 地域社会に貢献する人材づ
くり
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4.6.3 継続的に実施している主な社会貢献活動

● 写真救済プロジェクト(富士フイルム）
● 文化財のデジタルアーカイブ化(富士フイルム）
● “PHOTO IS”想いをつなぐ。50,000人の写真展(富士フイルム）
● アルバムカフェ(富士フイルム）
● 伝統文書の複製と活用（富士ゼロックス）
● ピンクリボン運動(富士フイルム）

●● 若者世代への写真教室(富士フイルム）
●● 弱視児童のための拡大教科書製作支援（富士ゼロックス）
●● 新興国における教材提供プロジェクト（富士ゼロックス）※1

　● スペシャルオリンピックス（富士ゼロックス）

　●● 聞き書き甲子園(富士フイルム）
　●● 「みどりの小道」環境日記(富士フイルム）
　●● 「Kids’ ISO 14000」プログラム（富士ゼロックス）

　　● 公益信託 富士フイルムグリーン・ファンド(富士フイルム）
　　● わたしの自然観察路コンクール（富士フイルムグリーン・ファンド 他）
　　● 南阿蘇「地下水保全活動」(富士フイルム九州）
　　● 中国・ベトナム植林ボランティア活動(富士フイルム）
　　● 自然観察指導員講習会（富士ゼロックス：端数倶楽部）

本
業
を
通
じ
た
社
会
貢
献 将

来
世
代
の
教
育
支
援 環

境
保
全・生
物
多
様
性

活動実績例（※1 富士ゼロックスの新興国における教育支援）

国名

2018年度 2019年度

配布した
教材数

サポートを
受けた

子供達の人数

メディア等
への露出数
(含むSNS)

ボランティア
人数

配布した
教材数

サポートを
受けた

子供達の人数

メディア等
への露出数
(含むSNS)

ボランティア
人数

フィリピン 0 0 0 0 0 0 0 0

タイ 39 39 21 26 0 0 0 0

ベトナム（2社合計） 10,860 7,000 8 24 11,912 7,500 19 23

マレーシア 800 250 3 0 418 418 0 0

合計 12,199 7,289 32 50 12,330 7,918 19 23

4.6.4 社会への貢献活動の実績（2019年度）
1.�社会貢献活動の支出額

富士フイルムグループの2019年度の分野ごとの支出額

貢献の種類 金額（百万円）

将来世代への教育活動 49

地域社会との調和 111

社会への文化芸術振興（国内） 729

国際社会の文化・社会への配慮 1

NGO・NPOとの協働 18

合計 908

※詳細内訳は「5.サステナビリティ会計」参照
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2.�コミュニティ投資への事例

国内 海外

●富士フイルム・グリーンファンド
富士フイルム創立50周年を迎えるにあたり、1983年に自然保護を
目的にして10億円を拠出して設立した。民間企業による公益信託と
しては日本で最初のもの。毎年、自然保護の活動と研究への資金的
な支援と、小中高校生への自然保護啓発活動を行っている。

●端数倶楽部（富士ゼロックス）
1991年に設立された当社の従業員によって自主的に運営されてい
るボランティア組織。従業員の自由意志で給料と賞与から端数(100
円未満の金額)に口数をプラスし、給与天引きにより拠出している。
その拠出金を積み立て、会員が必要と考える「社会福祉」、「文化・教
育」、「自然環境保護」、「国際支援」の４分野において、会社が同額（マッ
チング・ギフト）を上乗せした金額を寄付し、NPOや従業員のボラン
ティア活動を支援している。

●土地の復元への貢献
現地法人があるオランダ・チルバーグに近いハイステルハイデの
農村部に広がる土地は、1993年からオランダの自然保護団体「ナ
チュールモニュメンテン」によって森林や農地を元の低木地や沼沢地
に戻していく活動が行われている。当社は、約10年間継続して10万
ユーロ超の経済支援を行い、該当する土地の復元に貢献している。

4.6.5 社会や環境に対するインパクト評価の取り組み
1.�事業活動を通じた環境（CO2、水）対応による「お客様への貢献効果」
お客様への効果は、お客様が購入いただいた新製品を使用した場合と、お客様が旧製品を使用した場合の環境負荷量を比較して、効
果を金額に換算したのものです。
 単位：百万円

製　品
金　額

2017年度 2018年度 2019年度
1.�高密度磁気記録材料 7,165 8,414 8,252 

2.�現像液不要の無処理CTP版※ 1,746 2,598 3,382 

3.�液晶ディスプレイ用フィルム 4,120 2,790 2,398 

4.�オフィスプリンター 24,962 16,986 14,033 

合　計 37,993 30,788 28,064�

※ 上記の表の2項目目は、昨年までの「製版フィルム不使用のPS版」から「現像液不要の無処理CTP版」に対象を変更しました。

2.�社会貢献活動のインパクト評価
富士ゼロックスは、社会貢献活動の社会的な意義や成果、効果を客観的に把握し改善につなげるために、2018年に社会貢献活動を「見
える化」する活動に取り組みました。今後も定期的にインパクト評価を行い、活動の明確化と改善に取り組んでいきます。

【実施方法】
「新興国における教材提供プロジェクト」や「伝統文書の複製と活用」など当社の代表的な社会貢献活動の社会的インパクトを評価する
ために、ロジックモデルを策定し簡易評価を実施しました。
①GHG「社会的インパクト評価ツールセット」※を用いたロジックモデルの検討
②プログラム評価の考えに基づいたロジックモデルの作成と明治大学による監修
自社評価に対する信頼性を補完するため、2017年度に明治大学プログラム評価研究所による監修を受けました。

※ GSG　 http://impactinvestment.jp/about/
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3.�検討事例：社会的インパクト評価のロジックモデルと指標案
（1）�新興国における教材提供プロジェクト

富士ゼロックス「新興国における教材提供プロジェクト」のロジックモデルと評価指標案
マルチセクターとの協働により2023年までに10万人の児童への教材配布を目指し、新興国の児童の教育格差是正に貢献する

インプット/活動 アウトプット

子ども

初期アウトカム（直接目的） 中間アウトカム（作戦目的） 最終アウトカム（上位目的）

ビ
ジ
ョ
ン
：
ア
ジ
ア・パ
シ
フ
ィッ
ク
地
域
の
児
童
の
教
育
格
差
是
正
に
貢
献
す
る

人
担当者、従業員
ボランティア

物
PS機、用紙

金

学習機会が増加する

現地NGO
活動のパートナーが増える

学ぶ楽しさを感じられる
ようになる
・学習意欲が向上する

アンケートの肯定的回答数（自己肯
定感・自己効力感に関する心理尺度
の点数/将来に関する意識の程度）

• 進学状況 ： 中・高・大
• 進学者数/率：中・高・大
• 就業率

• ペーパーテストの点数
• アンケートの肯定的回答数
（進学意欲）

アンケートの肯定的回答数
（関心/意識の程度）

アンケートの肯定的回答数（将来
への意識に関する尺度の点数）

アンケートの肯定的回答数（児童
学習の重要度への意識の程度）

アンケートの肯定的回答数（学
習に対する関心/意欲の程度）

地域での知名度/評判が
高まる

地域における活動の参加数(各
種プロジェクトやイベントなど）

地域社会とのつながりが
深まる

子どもへの関心・意識・重
視度合いが高くなる

アンケートの肯定的回答数（出席
状況.家庭での学習時間/頻度）

アンケートの肯定的回答数（社会
への信頼感に関する尺度の点数）

学校の出席率が向上し、家庭
での学習習慣が定着する

周囲の大人と関わる機会
が増加する 社会への信頼感が高まる

・社会課題を自分事化する

アンケートの肯定的回答数（児
童の学習環境の改善の程度）

児童が学習できる環境が
構築される

身近な目標や将来のこと
を考えられるようになる

児童学習の重要性に対す
る理解度が高まる

学力が高まる
・基礎的知識/技能が向上する
・進学意欲が向上する

希望する進路（進学/就職）
を選択できるようになる

フィナンシャルスポンサー
社名が教材に掲載される

地域社会/地域住民

子ども

児童学習について考える
機会が増加する

保護者

活動を知る

自尊感情が高くなる
・自己肯定感が高まる
・自己効力感が高まる

• メンタリング/モニタリン
グを受けた子どもの数

• 活動に参加した従業員ボ
ランティア数

• 教材配布数
• 教材配布された子どもの数
• 配布された教材の種類

※上記は2018年6月時点の社会的インパクト評価のためのロジックモデルと指標案です。

教材を配布する

モニタリング/メンタリン
グを実施する（子ども/親）

• 活動に参画するパートナー数
• 外部メディア記事などの

露出数
• アンケートの肯定的回答数（地

域での認知度/評判の程度）
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（2）�伝統文書の複製と活用

• 伝統文書の鑑賞機会の増
加数

• 地域の文化/伝統文書へ
の関心度

• 本活動の紹介数
• 複製品の贈呈数
• 複製品に対する伝統文書

贈呈先の満足度

富士ゼロックス「伝統文書の複製と活用」のロジックモデルと評価指標案
時を超えたコミュニケーションとして、伝統文書の複製と活用により地域の歴史・文化を将来世代へ伝承する

インプット/活動 アウトプット

伝統文書の所有者/管理者

初期アウトカム（直接目的） 中間アウトカム（作戦目的） 最終アウトカム（上位目的）

ビ
ジ
ョ
ン
：
地
域
の
歴
史・文
化
を
将
来
世
代
へ
伝
承
す
る

人
複製作業

モノ
複合機、

和紙/材料

複製品を製作/
贈呈する

本活動を周知する

専門家（複製品を使用して
調査研究する者）

• 本活動のプレゼンを行う
• 原本保存などの課題を把

握する
• 本活動のアプローチ活用

事例集を作成する

複製品の活用企画を
実施する
• 教育
• イベント/フェア

複製品のニーズを
把握する

再現性が高く高品質な
複製品を製作する

所有者/管理者が製品を
展示/使用する

専門家が複製品を使用
して研究する

利用者（複製品から歴史文化を
学ぶことができる者）・地域住民

伝統文書の複製ニーズ
が満たされる

• 複製品の活用度（活用方法、
活用回数/頻度、閲覧者数）

伝統文書の複製品が活
用される

• 報道件数（社外）
• 掲載/投稿件数（社内）
• 閲覧件数（社内）

自社の高度な複製技術
が広く認められ、支持さ
れるようになる

• 贈呈先との関係性強化の件数
• 大学/公的機関との連携件数
• 大学/公的機関との関係

性強化の件数

地域(地域社会/大学)や
文化庁など公的機関と
の関係性が強化される

多くの人々が地域にある
伝統文書を見たり、触れ
たりできる

• 伝統文書に関する調査研
究の成果

• 伝統文書の活用状況
• 学校教育/社会教育との

連携数
• 教育受講者の理解度

伝統文書が複製される
ことで扱いやすくなり研
究や教育が進む

価値ある伝統文書が失わ
れずに保存/活用される
(伝統文書そのものの存
在価値が守られる）

人々が地域の文化伝承
に意義を見出す

地域住民の地域への愛
着や理解が深まる

• 伝統文書を所有/保有す
る組織/者の認知度向上

• 来館者/来場者数の増加

人々に伝統文書を所有/
保有する者の社会的価
値が理解される

贈呈先と複製品活用度
のフィードバック体制を
構築する

地域の文化関係行政や
文化庁に本活動をプレゼ
ンするなど働きかける

※上記は2018年6月時点の社会的インパクト評価のためのロジックモデルと指標案です。
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