
2022年 1月 

お取引さま各位 

富士フイルム株式会社 

資材部 

植物由来原材料に関する弊社管理規則制定に関しまして 

拝啓 

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

近年パルプやパーム油など植物由来原材料の採取において、企業の違法伐採による自然破壊や強制 

労働による人権問題の懸念が指摘されるケースが発生しており、このような行為に対する批判は直接  

行為に及んだ企業に留まらず、原材料を利用した企業にも及んでいます。このような社会情勢を踏まえ、

弊社として適正な植物由来原材料を購入することを目的に「植物由来原材料の調達に関する管理規則」

が社内で規定されました。茲にお取引さま各位に本規則の要旨をご案内するとともに、対象原材料を納入

頂くお取引さまについては規則の順守へのご協力をお願い申し上げます。 

つきましては下記内容をご確認賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。 

敬具 

記 

 

１．弊社規則について 

社内規則名：「植物由来原材料の調達に関する管理規則」 

要求事項：お取引先に関わる事項を別紙１に抜粋しました。 

 

２．植物由来原材料及び本規定の対象 

・ 「植物由来原材料」とは植物資源自体、植物資源を加工した材料、及び植物資源を原料として 

生産された成型品すべてを指します。 

・ 本規定の対象となる植物由来原材料は「セルロース」（a:パルプ,b：TAC）「パーム油及びパーム   

   油由来物」となります。 

 

３．対象となる植物由来原材料をお納め頂いているお取引さまへのお願い 

(1) 「植物由来原材料の納入に関する同意書」（別紙 2）及び「自己チェックシート」（別紙 3-1）のご提出を    

お願い申し上げます。 

(2) 毎年 4 月に前年度の「納入実績報告書」(別紙 4)及び「自己チェックシート」 （別紙 3-1）のご提出を 

お願い申し上げます。 

(3) 弊社側での確認で不備が認められ、改善が必要と判断した場合には「改善計画書」（別紙 5）の    

ご提出及びその実施を求めて参ります。 

 

４．植物由来原材料の包含有無に係わらず、2022 年 4 月以降新規原材料をお納め頂くお取引さまへの  

お願い 

(1) 「植物由来原材料の納入に関する同意書」（別紙 2）及び「自己チェックシート」（別紙 3-2）のご提出を    

お願い申し上げます。 

(2) 新規原材料に植物由来原材料が包含される場合、上記３-(2)及び(3)をお願い申し上げます。 

以上  



別紙１ 

 

【弊社規則：「植物由来原材料の調達に関する管理規則」の要旨】 

 

１． 目的 

植物由来原材料の利用における植物資源の保護、及び生物多様性の保全を目的とし、植物由来 

原材料を適正に調達する。 

２． 適用となる弊社組織 

富士フイルムホールディングス（株）の直接及び間接の全連結子会社 

３． 対象の植物由来原材料 

植物資源自体、植物資源を加工した材料、及び植物資源を原料として生産された成型品であり、 

「セルロース」（a:パルプ,b：TAC）「パーム油及びパーム油由来物」となります。 

４． 調達基準 

以下の「適合品の要件」を充たすもの。 

「適合品の要件」 

植物由来原材料 要求事項の詳細 

(1)セルロース 以下のいずれかに該当すること。 

1) 認証品：有効な認定森林認証機関は以下。 

・Forest Stewardship Council (FSC) 

・Associacao Brasileira de Normas Tecnicas/ Cerflor  

・Australian Forestry Standard Steering Committee/Standard Australia 

・Canadian Standards Association 

・ Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes

（PEFC） 

・Sustainable Forestry Initiative 

2) 認証品ではないが植物資源の保護、生物多様性の保全・維持の観点

で社会的に認知されている下記のもの。 

・FSC管理木材品※ 

※FSC が容認しない 5 つの木材カテゴリー（違法伐採／人権侵害／高い

保護価値／天然林の転換／遺伝子組み換え樹木）に属さない、またはこ

のカテゴリーの木材である可能性は低いと確認された木材。 

3) 契約書、同意書もしくは自己チェックにより、環境・人権問題等に関わる

リスクが許容されると購入者が判断した供給者からの購入品。 

 (1) -a 

パルプ 

：用紙、包装材料用途 

 

(1) -b 

TAC（トリアセチルセ

ルロース） 

(2) パーム油及びパーム

油由来物 

  

以下のいずれかに該当すること。 

1) 認証品：有効な第三者認証機関は以下。 

・Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 

2) 認証品ではないが植物資源の保護、生物多様性の保全・維持の観点

で社会的に認知されているもの。 

3) 契約書、同意書もしくは自己チェックにより、環境・人権問題等に関わる

リスクが許容されると購入者が判断した供給者からの購入品。 

 

 



５． 管理方法 

開始時 ： 同意書相当及び自己チェックシート 

定期 ： 少なくとも 2年毎に、納入実績および自己チェックシート 

６． 要求事項を満たさない場合の対応 

不備が判明した場合、当該供給者に対し、改善計画の立案を期限付きで求める。 

改善の見込みがない場合、当該供給者からの調達を中止する。 

 

 

  



別紙 2 

 

植物由来原材料の納入に関する同意書 

 

 

富士フイルムグループの下記要請について内容を理解し、同意いたします。 

 

 

記 

 

□ 1. 「富士フイルムグループ グリーン・ポリシー（環境方針）」を理解し、この内容に沿った活動を

推進します。 

 

□ 2. 「富士フイルムグループ 調達方針」ならびに「調達におけるお取引先へのお願い」について 

内容を理解し、これらに沿った活動を推進します。 

 

□ 3. 植物由来製品を納入するにあたり、「自己チェックシート」（付属書 表 3）および「納入実績  

報告書」（付属書 表 4）の提出による定期報告を行います。 

 

□ 4. 上記 1～3 の活動について、富士フイルムグループの取引部門からの改善協力要請があった

場合は、自社の状況確認と改善の計画と取り組みを行い、「改善計画書 兼 結果報告書」

（付属書 表 5）による報告を行います。 

 

□ 5. 富士フイルムグループの取引部門の改善協力要請に対して改善がみられない場合、当該の

取引契約書に則り、契約見直しの可能性があることを理解します。 

 

以上 

 

 

年      月      日           

                                       貴社名                         

   記入者（役職）                     

  



別紙 3-1 

植物由来原材料の納入に関する供給者の自己チェックシート 

 

年    月     日     

貴社名                  

記入者（役職）              

No. チェック内容 確認欄 

※ 自社が供給する植物由来の製品は、全て再生材を使用している。 

 → 右欄☑の場合は、これ以降のチェックは不要 

 

□使用している 

1 自社が取り扱う植物由来製品が、違法に伐採された原材料を使用していな

いことが確認できている。 

□確認できている 

□おおよそ確認できている 

□確認できていない 

□その他（下欄に記載） 

2 違法労働で取引先が指摘されたことがない。 □ありません 

□是正された業者 

 (過去   年間はない) 

□確認できていない 

□その他（下欄に記載） 

3 原住民居住地域へのプランテーションから採取された原材料等、人権を侵

害した行為に関わる原材料等を使用していない。 

□使用していない 

□確認できていない 

□使用している 

□その他（下欄に記載） 

4 高い保護価値（※）を有する地域で採取された原材料等を使用していな

い。 

 

※ここでは、主に「種の多様性（固有種、希少種、絶滅危惧種に代表される

種）」と「生態系及び生息域（希少、危急、絶滅の危機に瀕している生態系や

生息域）」を指す（日本森林管理協議会から引用） 

□使用していない 

□確認できていない 

□使用している 

□その他（下欄に記載） 

 

5 納入実績報告書（別紙 4）を提出する。 □提出済 

□未提出 

6 この 1年間、取引部門から改善要求がありましたか。 □ありません 

□あり。対応済み 

□あり。未対応（対応中） 

（自由記載欄） 

 

 

 



別紙 3-2 

植物由来原材料の納入に関する供給者の自己チェックシート 

 

       年    月     日     

貴社名                  

記入者（役職）              

No. チェック内容 確認欄 

※1 当社が納入する上記製品は植物由来原料を使用している 

 → 右欄「使用していない」に☑の場合は、これ以降のチェックは不要 

□使用している 

□使用していない 

※2 当社が供給する植物由来の製品は、全て再生材を使用している。 

 → 右欄☑の場合は、これ以降のチェックは不要 

 

□使用している 

1 当社が取り扱う植物由来製品が、違法に伐採された原材料を使用していな

いことが確認できている。 

□確認できている 

□おおよそ確認できている 

□確認できていない 

□その他（下欄に記載） 

2 違法労働で取引先が指摘されたことがない。 □ありません 

□是正された業者 

 (過去   年間はない) 

□確認できていない 

□その他（下欄に記載） 

3 原住民居住地域へのプランテーションから採取された原材料等、人権を侵

害した行為に関わる原材料等を使用していない。 

□使用していない 

□確認できていない 

□使用している 

□その他（下欄に記載） 

4 高い保護価値（※）を有する地域で採取された原材料等を使用していな

い。 

 

※ここでは、主に「種の多様性（固有種、希少種、絶滅危惧種に代表される

種）」と「生態系及び生息域（希少、危急、絶滅の危機に瀕している生態系や

生息域）」を指す（日本森林管理協議会から引用） 

□使用していない 

□確認できていない 

□使用している 

□その他（下欄に記載） 

 

5 納入実績報告書（別紙 4）を提出する。 □提出済 

□未提出 

6 この 1年間、取引部門から改善要求がありましたか。 □ありません 

□あり。対応済み 

□あり。未対応（対応中） 

（自由記載欄） 

 

 

製品名称 
 
 
 
 
 



別紙 4 

植物由来原材料の納入に関するサプライヤーの納入実績報告書 

 

年    月     日     

貴社名                  

記入者（役職）              

 

（報告対象期間） 例） 2021年   月  日 ～ 2022年   月  日  

分類 1) 認証品 

 納入品名（総称） 納入量 区分※ 備考 

1 例） A4コピー用紙  FSC認証品  

2 例） X線フイルム包装箱  PEFC認証品  

3     

 

分類 2) 認証品ではないが、社会的に認知されているもの 

 納入品名 納入量 区分※ 備考 

1 例） A4コピー用紙  FSC認証ミック

ス品 

 

2     

3     

 

分類 3) 購入者が、リスクが許容されると判断した供給者からの購入品 

 納入品名 納入量 備考 

1 例） 当てボール  指定銘柄 

2    

3    

4    

5    

※ここで言う区分とは、各分類中の納入品に対する第三者認証やそれに準ずる認証相当の区分けを指す。 

  



別紙 5 

植物由来原材料の納入に関する改善計画書 兼 結果報告書 

 

年     月     日における、貴部門からの指摘事項に関し、改善計画、改善経過（年 1回）、改善結果

（完了）の報告をいたします。 

 

供給者記入） 

1. 連絡の内容 

担当部門 （富士フイルムグループ会社名） （所属部門） （担当者） 

発生日 年    月    日 納入期間 年   月  日～     年   月  日 

該当製品  

発生内容、具体的な改善要求  

 

 

 

2. 改善計画 （立案日：    年     月    日） 

いつまでに  

誰が  

何を  

持続方法  

別途、資料添付も可 

 

3. 改善報告 （報告日：   年     月    日） 

いつ  

誰が  

何を  

持続方法  

別途、資料添付も可 

以上 

 

 年     月      日       

               貴社名    

             記入者（役職）        

 

購入者記入欄 

□ 改善活動継続、□改善活動完了、□改善活動中止（中止の場合は理由を別途報告願います） 

□ 報告内容に虚偽、漏れが無いことを確認した。 

 


