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2. SVP2030とCSR調達の活動サイクル
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2. SVP2030とCSR調達の活動サイクル
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例）
• 調達におけるお取引先へのお願い

(富士フイルムグループ 行動規範)の周知
• 説明会の開催

1) お取引先様による富士フイルム
グループのCSRの考え方の理解

例）
• お取引先様によるセルフチェックの実施
• 調達担当者によるお取引先様での

CSR取り組み状況の確認

2) お取引先様評価

例）
• 専門チームによるお取引先様のCSR
取り組み状況の実地確認

• お取引先様への改善アドバイス

3) 富士フイルムグループによる
お取引先様への改善要請と支援

例)
• お取引先様による改善計画策定、
改善実施

• 富士フイルムグループによる改善確認

4) お取引先様による改善活動
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3. 調達に関わる方針・基準等
方針・基準の体系

社会貢献
方針

資材部 パルプ調達基準

富士フイルムホールディングス㈱ (FH)

調達におけるお取引先へのお願い
（=企業行動憲章・行動規範）

CSR調達
ガイドライン

グリーン
調達基準

環境方針 生物多様性
方針

富士フイルムグループ企業理念・ビジョン

富士フイルムグループ企業行動憲章・行動規範

調達方針 品質方針

製品安全方針

責任ある鉱物調達に
関する富士フイルムグ

ループの考え方

富士フイルムグループ CSRの考え方 人権声明

労働安全衛生・
健康推進方針

2

3

2

1

富士フイルム㈱ (FF)
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3. 調達に関わる方針・基準等
①調達方針 ～富士フイルムグループ共通～

＜富士フイルムグループ 調達方針＞

◆「富士フイルムグループ 調達方針」 掲載先URL：

https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/vision/policy/procurement

“品質、価格、納期、技術力、サービス、
CSRへの取り組み、事業継続性に
ついて、サプライチェーン全体に鑑み、
総合的に選定された優良かつ信頼性の
高いお取引先と調達取引を行います。”

「富士フイルムグループ
企業行動憲章 行動規範」
に沿った活動をされている
お取引先様です。
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3. 調達に関わる方針・基準等
②調達におけるお取引先へのお願い (＝企業行動憲章・行動規範)

人権の尊重
1. 人権の尊重
2. ダイバーシティの尊重と推進
3. 差別の禁止
4. いじめ・ハラスメント行為の禁止
5. プライバシーの保護
6. ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の両立)の推進
7. 強制労働・児童労働の禁止
8. 労働安全衛生と健康推進
9. 労働基本権の尊重

公正な事業活動
1. 積極的なコミュニケーション
2. 情報開示
3. 公正な競争
4. 公正な販売活動
5. 公正な調達活動
6. 腐敗防止
7. 贈収賄の禁止及び贈答、接待等の制限
8. 役員・従業員の立場での思想・宗教活動の禁止
9. 反社会的勢力との断絶
10. 輸出入法規の順守
11. 財務報告の正確性と適正な納税
12. 品質保証、製品・サービスの安全確保
13. 責任あるマーケティング

会社資産・情報の保全、保護
1. 会社資産の有効活用
2. 会社資産の不正利用の禁止
3. 利益相反の禁止
4. インサイダー取引の禁止
5. 秘密情報の保護
6. 他者の知的財産の保護
7. 個人情報の保護
8. 危機管理

環境の保全・保護
1. 気候変動への対応
2. 循環型社会への貢献
3. 化学物質の安全確保と有効活用
4. 地域の環境保全と地域社会とのパートナーシップ

「富士フイルムグループ 行動規範」の項目一覧

◆「富士フイルムグループ 企業行動憲章・行動規範」 全文PDFファイル（24言語）掲載先URL：
https://holdings.fujifilm.com/en/about/philosophy#24languages

「富士フイルムグループ 企業行動憲章」
◆掲載先URL： https://holdings.fujifilm.com/ja/about/philosophy/conduct
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3. 調達に関わる方針・基準等
③CSR調達ガイドライン

お取引先様でのCSR推進に活用していただくため、
「調達におけるお取引先へのお願い」(＝企業行動憲章・行動規範)における
用語の解説や、自己評価のためのチェックポイントをまとめています。

児童労働禁止

用語の定義や解説

具体的にどんな取り組みを
していただきたいか

↓
貴社の自己点検に

ご活用ください

◆「CSR調達ガイドライン」 掲載先URL：
https://www.fujifilm.com/jp/ja/about/sustainability/procurement



お取引先様へのお願い

• 当社の企業行動憲章と行動規範の内容をご理解の上、
順守していただきますようお願いいたします。
また、富士フイルムグループから、これらの規範をお送りし、
同意書へのサインをお願いする場合がありますので
ご協力をお願いいたします。

• 貴社のCSRのお取り組み状況を把握するため、
セルフチェック（CSRアンケート）への回答をお願いする場合があり
ますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
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4. お取引先様へのお願い事項
(1) 企業行動憲章・行動規範の順守とセルフチェックについて
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4. お取引先様へのお願い事項
(2) 責任ある鉱物調達について

◆ 紛争鉱物問題 とは
多くの工業製品に使用される鉱物の一部は、
人権侵害や環境破壊などを引き起こしている武装勢力の資金源となることがあり、
国際的にも改善が要請されています。
問題のある鉱物を間接的でも調達し生産に使用することは、
武装勢力に加担する行為とみなされます。

コンゴ民主共和国（DRC）およびその周辺国で産出される3TG（タンタル、スズ、
タングステン、金)には、問題の鉱物が多く含まれるため、
米国は同国上場企業に対して法律で3TGの使用状況の開示を義務付けています。

欧州では、EU圏内の3TG輸入者※への義務を含む条項が適用された紛争鉱物規則が、
2021年1月1日より施行されています。※鉱物（鉱石・未加工金属）を輸入する企業

3TG以外に、コバルト等の鉱物においても、同様の問題が報告されています。

武装集団の支配下にある一帯では、子どもたちが「子ども兵士」として徴用され、
また鉱山で働かされるなど、人権侵害も問題になっています。



お取引先様へのお願い
• 当社が実施する鉱物来歴調査へのご協力をお願いいたします。
• RMI等の業界団体から紛争フリーの認証を受けた製錬所から

鉱物を調達することを推奨いたします。
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4. お取引先様へのお願い事項
(2) 責任ある鉱物調達について

◆「責任ある鉱物調達に関する富士フイルムグループの考え方」 掲載先URL：
https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/procure.html#link04

富士フイルムグループは、鉱物の採掘や調達に関し、社会的な責任を認識し、
公正な取引に取り組んでいきます。
富士フイルムグループはグローバル社会の一員として、鉱物の採掘や取引にかかる
人権侵害や環境破壊を、重大な社会問題の一つと認識しています。
採掘や取引を通じて紛争の資金源になる鉱物、あるいは、人権侵害や非人道的行為等が
関与する鉱物を使用する意思はありません。
富士フイルムグループは、米国の法規制に基づく報告を義務付けられてはいませんが、
報告が義務付けられるお客様からの要請に対し、グローバルのルールに基づく
鉱物来歴調査の結果を報告いたします。



お取引先様へのお願い
当社が実施する人権に関連した調査活動へのご協力をお願いいたします。
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4. お取引先様へのお願い事項
(3) 人権問題への対応について

◆「富士フイルムグループ人権声明」 掲載先URL：
https://holdings.fujifilm.com/ja/sustainability/vision/policy/statement

世界中でサプライチェーンにおける人権問題への意識・関心の高まり
● 各国で関連法規制の制定や強化が進む
● お客様や投資家等からのリスク管理に関する問い合わせが増加
● 企業の事業活動やレピュテーションへの影響拡大

⇒ 実態確認のための調査、問題防止・是正に向けた取り組みや情報開示のニーズが急増

富士フイルムグループでは、2018年に 「人権声明」 を制定
日々の活動であらゆる人権を尊重することが、ビジネスの基盤である、と宣言

お取引先様とともに、サプライチェーンにおける人権尊重の実践に向けて取り組みます
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4. お取引先様へのお願い事項
(4) 気候変動対応への取り組み

富士フイルムグループは、気候変動問題の解決に向けた積極的な取り組みを
継続していくことで、脱炭素社会の実現に貢献していきます

富士フイルムグループ環境戦略 「Green Value Climate Strategy」 (2021年12月策定）

以下の二軸で、環境目標達成に取り組んでいます：
● 環境負荷の少ない生産活動 (Green Value Manufacturing) の推進
● 優れた環境性能を持つ製品・サービス (Green Value Products) の創出・普及

自社の製品ライフサイクル全体におけるCO2排出削減量の実績と目標 (イメージ図)

● 富士フイルムホールディングスは 「RE100」 に加盟 (2019年)
● 富士フイルムグループとして 新たなCO2排出削減目標 を設定（2021年12月）
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4. お取引先様へのお願い事項
(4) 気候変動対応への取り組み

富士フイルムエンジニアリングによる支援例

お取引先様へのお願い
省エネ推進や再生可能エネルギーの導入など、
CO2排出削減に向けた取り組みをお願いいたします。

お取引先様の省エネ活動などを
積極的に支援していきます。
支援をご希望される場合は
ご連絡ください。

A社
原料

B社
製造加工

C社
組立 消費者へ

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2

CO2 CO2

脱炭素社会の実現を加速するには、
バリューチェーン全体で低炭素製品を生み出し、提供していくことが重要です

CO2

バリューチェーン全体でCO2排出削減に取り組む

1つの製品提供には
さまざまな過程での
CO2排出が伴っている
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4. お取引先様へのお願い事項
(5) 健康経営への取り組み

なぜ「健康経営」？
超高齢化社会において、社会保障をはじめとした基盤を持続させていくためには
「従業員が健康で長く働き続けることができる社会」が求められている
⇒ 安定した事業や取引の継続には、働く従業員の健康が欠かせない

お取引先様での健康経営への取り組み、従業員の皆様の健康も重要

「健康経営の推進について」
経済産業省ヘルスケア産業課
（令和3年10月 資料より）

健康経営・健康投資とは

富士フイルムグループは、お取引先様と共に健康経営に取り組み、
事業を継続・成長させ、社会に貢献していきたいと考えています
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4. お取引先様へのお願い事項
(5) 健康経営への取り組み ～当社グループの取り組み

 富士フイルムグループは、2019年9月に「健康経営宣言」を制定。
従業員の健康を大切にし、社会に貢献する、と決意表明

 生活習慣病、がん、喫煙、メンタルヘルス、長時間労働を
5つの重点課題とし、グループ全体で取り組んでいる

 健康的な生活習慣を身につける「７つの健康行動」を定め、
従業員の行動変容を図るべく、各施策を実施

従業員の健康増進に向けた取り組みは、従業員の活力や生産性向上などの
組織活性化、ひいては企業の業績・価値向上につながると期待されています。
当社の取り組みをご参考に、ぜひ「健康経営」の推進をお願いいたします。

■お問い合わせ・ご相談先：富士フイルムホールディングス 人事部 健康推進グループ
E-mail： gg-101-FH-health@fujifilm.com

富士フイルムグループは社会に新たな価値を創造するリーディングカンパニーである続けるために、
従業員が心身ともにいきいきと働ける健康づくりを積極的に推進すること、そして「100年を生きる
時代」の社会の人々に、生きる力、生きる楽しさを提供していくことを宣言します。

富士フイルムグループ 健康経営宣言

お取引先様へのお願い 富士フイルム 健康経営



17

4. お取引先様へのお願い事項
お願い事項のまとめ

(1) 企業行動憲章・行動規範の順守とセルフチェックの実施
• 企業行動憲章と行動規範の内容理解・遵守、および同意書へのサイン
• セルフチェック（CSRアンケート）への回答

(2) 責任ある鉱物調達への取り組み
• 鉱物来歴調査への協力
• RMI等の業界団体から紛争フリーの認証を受けた製錬所からの鉱物調達

(3) 人権問題対応への取り組み
• 人権関連調査活動への協力

(4) 気候変動対応への取り組み
• 気候変動等の環境課題解決に向け、省エネなどCO2排出削減施策の推進

(5) 健康経営への取り組み
• 貴社従業員の健康増進に向けた取り組みの推進
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本活動に関するお問い合わせは、
弊社調達担当者、もしくは下記にて承ります。

富士フイルムホールディングス（株）
ESG推進部 戸波
メールアドレス：

ff_csr_contact@fujifilm.com

4. お取引先様へのお願い事項
弊社問い合わせ先
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＜ご参考＞ 富士フイルムエンジニアリングによる省エネ活動支援
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