
地球環境とのかかわり

「環境」活動報告

富士フイルムグループでは、“持続可能な発展”は21世紀の地球、

人類、企業にとって最優先で取り組まなくてはならない重要な課

題であるという考えを基盤として、グループ共通の中期環境方針

「富士フイルムグループグリーン・ポリシー」を定めています。

グリーン・ポリシーに則して、すべての事業活動を進め、グリー

ン・ポリシーで掲げる目標達成に向けて、グループ全体で取り組

んでいます。

富士フイルムホールディングス
コーポレートサポート部 担当部長 兼
富士フイルム CSR 推進部
環境・品質マネジメント部長

末松浩一

M e s s a g e 環 境 活 動 推 進 に あ た っ て

事業の拡大と環境配慮

富士フイルムグループは既存事業分野と新規事業分野において事業の拡大を

進め、新たな成長戦略を構築しています。地球環境保全に対する関心が高ま

るなか、企業にとって環境負荷の低減は必須の責務です。事業の拡大、設備

増強に伴う環境負荷の増大をいかに抑え、同時に環境法規制に正しく対応し

ていくことが富士フイルムグループの最重要課題です。

富士フイルムグループの新たな成長軌道を確立するためには、「高機能材料」

「医療/ライフサイエンス」「ドキュメント」「光学デバイス」などを重点事業

とする成長戦略を推進することが重要です。そのため、富士フイルム九州の

設立など、大規模な投資を積極的に実施してきました。富士フイルム九州は

完全循環型工場として地域共生と環境保全を機軸に据えた新しい工場づくり

を行い、燃料は稼動時から100％天然ガスを使用しています。富士フイルム

グループのすべての生産拠点では、従来より環境保全を基軸に据えた運営を

行っていますが、事業分野の変化、拡大により、CO2の排出量は総量として

増えています。しかし、全社省エネ活動により既存工場では大きな成果を上

げています。温暖化対策において国内トップクラスを目指して2012年の目

標を、2010年よりさらに上方修正していきます。また廃棄物の委託先管理

や、排水のモニタリング、お取引先との協力による含有化学物質管理など

富士フイルムグループ全体の取り組みを強化していきます。

化学物質に関わる世界の法規制が年々厳しさを増し、格段の対応が企業に求

められています。富士フイルムはこの要求に対し、富士フイルムグループの

化学物質管理を拡充、徹底するとともに、化学メーカーとして誇るノウハウ

を十二分に活用し、法規制対応に向け発足したさまざまな国内外のプロジェ

クトを推進しています。また、新しい事業の創出にあたっては、これまで関

わりのなかった法規制への対応も必要となることから、徹底した取り組みを

進めています。

2006年度は、欧州RoHS指令（2006年7月施行）、中国RoHS（2007年3月施

行）、欧州REACH規則（2007年6月施行）などへの対応について、環境配慮

設計推進委員会を中心にして推進しました。さらにREACH規則への具体的対

応として、欧州内及び国内にそれぞれREACH対応推進チームを作り、要求事

項に対応した調査を進めています。GHSについても、別の推進委員会を立ち

上げ、2006年12月施行の改正労働安全衛生法への対応を完了しました。また、

日本化学工業協会のガイドラインづくりにも積極的に参加しています。

活動の詳細は、71ページでご紹介しています。

環境配慮・環境保全は企業活動の根幹を成すものです。富士フイルムの創業

時からの事業である写真フィルムの製造には、きれいな水と空気が欠かせま

せん。以来、富士フイルムグループには、自然から受けた恩恵を、自然環境

に返していくという思想が浸透しています。その思想の下、中期環境方針

「富士フイルムグループ グリーン・ポリシー」の重点実施事項の目標達成を

目指して、企業活動を進めています。グループ内においては、世界の環境担

当者が集まる「環境担当者国際会議」や、富士フイルムとその関係会社、富士

ゼロックスが参加する「環境フォーラム」などによって、富士フイルムグル

ープ全体の意識の啓発や情報共有の機会を定期的かつ継続的に行っています。

富士フイルムグループは、“事業の拡大”と “高い環境品質”の両立を目標

に、グループを挙げて環境負荷削減と法規制対応に取り組んでいきます。

富士フイルム吉田南工場
熱と電気を効率よく発生させる
高効率型天然ガスコジェネレーション設備
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富士フイルムグループ
グリーン・ポリシー

富士フイルムグループでは、“持続可能な

発展”は21世紀の地球、人類、企業にとっ

て最優先で取り組まなくてはならない重要

な課題であるという考え方を基盤として、

グループ共通の中期環境方針「富士フイル

ムグループ グリーン・ポリシー」を定めて

います。グリーン・ポリシーのコンセプト
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富士フイルムでは、2002年4月に中期

環境方針「富士フイルムグループ グリ

ーン・ポリシー」を制定し、富士フイ

ルムグループ全体で、製品・サービ

ス・企業活動における高い「環境品質」

を目指した活動を推進しています。

は、製品・サービス・企業活動において、

高い「製品品質」と「環境品質」を実現す

ることにより、顧客満足を達成し、ステー

クホルダーの皆様からの信頼を維持向上す

るとともに“持続可能な発展”に貢献する

こととしています。グリーン・ポリシーで

は、9項目にわたる重点実施事項を定め、

施策の目標としています。

2002年4月 制定

2007年7月 改訂

グリーン・ポリシー基本方針

“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・社会の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

すると共に、“持続可能な発展”に貢献する。

グリーン・ポリシー行動指針

1. 環境負荷低減と製品安全確保を次の3項目に留意

して推進する。

（1）企業活動のすべてにわたって実施

（2）製品の全ライフサイクルにわたって実施

（3）経済的、社会的効果を総合的に考慮

2. 化学物質の管理レベルを高め、リスクを低減する。

3. 法律及びグループ各社の自主規制、基準類、個別

に同意した要求事項を順守する。

4. 協力会社とのパートナーシップと行政、業界活動

への協力を強化し、地域活動に積極的に参加する。

5. 環境諸課題への取り組み状況とその成果を、地域

社会や行政、グループ各社従業員などの社内外関

係者に積極的に情報開示し、良好なコミュニケー

ションを確保する。

6. グループ各社従業員教育の徹底を通じて意識向上

を図り、環境課題に取り組む基盤を強化する。

富士フイルムホールディングス
社 長

各部門 各部門

委員長：環境・品質マネジメント管掌役員

FRC（富士フイルム
レスポンシブルケア）委員会 CSR会議

富士フイルム
（本社・サイト・関係会社）

富士ゼロックス
（本社・サイト・関係会社）

CSR委員会

重点実施事項　　　　 9項目

1. 環境効率の向上

富士フイルムグループは、A～F（P.68）の6つ

の環境負荷すべてにおいて、2010年度の環境

効率を2000年度の2倍とすることを目指す。

5. 化学物質管理の
レベルアップ

世界各国の化学物質規制法を順守するため、

確実な情報収集と法規制に対応した製品開

発と販売が可能な体制を維持強化する。同

時に、欧州で検討されている新化学物質規

制REACHを含めた、化学物質管理強化の動

きに対応する体制を強化する。また、安全

性試験及び法対応試験の新規技術導入によ

るレベルアップを図るとともに、富士フイ

ルム化学物質管理システムに基づく確実な

管理を実施する。

6. 含有化学物質管理（原材料、
部材、包材、サービス）

環境配慮製品実現のために、サプライチェ

ーン・マネジメントを強化し、調達先、調

達品及びサービスの調査を継続して実施す

る。調達先については、製品含有化学物質

管理体制を調査し、その向上を促進する。

またCSRマネジメントレベルの調査を順次

導入する。調達品については調査を行うと

同時に、禁止物質非含有の契約及び仕様明

確化を実施し、さらに検査体制も強化する。

7. マネジメントシステムの
構築と改善

富士フイルムグループ各社は、環境及び品

質マネジメントシステムの構築を図り、業

務との融合を強化するなどのマネジメント

システムの継続的改善を実施する。

8. 情報開示、情報提供、
コミュニケーション

企業活動については、富士フイルムグルー

プ各社が発行する社会・環境レポートなど

の改善、充実を図る。製品については、

GHS＊4に対応したMSDS・安全ラベル提供

を推進する。また、製品環境情報開示の充

実を図る。社内外関係者との対話などを通

じたコミュニケーションの充実を図る。

9. 従業員教育の徹底

富士フイルムグループ各社は従業員に対し

て、環境及び品質に関連する教育・訓練を

実施する。また、教育・訓練の内容の充実

及び教材の更新など、教育・訓練システム

の継続的改善を実施する。

2. 環境配慮設計

すべての新製品、改良品の設計を環境配慮

設計基本規則に従って実施する。同時に、

環境配慮設計を通じて達成した製品などの

環境品質データのグループ会社間での共有

を機器・包装材料から推進する。富士フイ

ルムグループとしても順次展開する。

3. 環境負荷低減と汚染防止

3-1. 温暖化ガス排出量削減

富士フイルム及び国内グループ各社の排出

量の多い下記生産事業場＊1においては、エ

ネルギー原単位＊2を2012年度に対1990年度

実績で30%改善する。また、CO2原単位＊3

を2012年度に対1990年度実績で40%改善す

る。上記以外の富士フイルムグループ会社

は個別に別途目標を定める。

3-2. 環境モニタリングの実施

国内生産会社の法規制など対象物質使用事

業場においては土壌・地下水、排水、揮発

性有機化合物大気排出量のモニタリングを

定期的に実施する。

3-3. 配管、ピット、タンクからの漏えい対策

国内生産会社は化学物質漏えい対策として、

地上化、二重化、その他早期発見を可能と

する施策を継続して順次実施する。

4. 廃棄物管理のレベルアップ

4-1. ゼロエミッションの継続・改善

国内グループ各社はゼロエミッションを継

続する。さらに資源リサイクルの質的な改

善を実施する。海外グループ各社は国別の

状況に対応して別途目標を定める。

4-2. 廃棄物ガバナンスの強化

国内グループ各社は廃棄物関連教育の充実

及び適正管理の徹底を図る。

▼ B. 天然資源投入量（連結） P.77参照

▼ C. 揮発性有機化合物大気排出量（連結）P.79参照

▼ D. 容器包装材料使用量（単独）P.77参照

▼ E. 廃棄物発生量（連結） P.78参照

▼ F. 水投入量（連結） P.77参照

環境効率＝

目標達成に向けて順調です

（目標達成計画ラインを上回った場合）

売上高

環境負荷の値

目標達成に向けて努力が必要です

（目標達成計画ラインを下回った場合）

▼グリーン・ポリシーの運用体制図
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▼ A. 温暖化ガス排出量（連結） P.73参照

天然ガス導入などの温暖化ガス削減施策を強力

に推進しているが、フラットパネルディスプレ

イ用材料の大幅増産により、2005年度から横ば

いである。
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フラットパネルディスプレイ用タックフィルム

の原料及び刷版材料用原料であるアルミニウム

の使用が大幅に増加したことにより環境効率は

低下した。

さまざまな工夫による回収率の向上、溶剤使用

量の削減などが寄与した。

デジタルカメラ包装材料の減量化などの削減施

策が寄与した。

工程安定化による廃棄物の削減や、従来は廃棄

物であったものを回収リサイクル、有効利用す

るなど、削減努力の積み上げにより向上した。

感光材料製造工程での水の使用量が減少したこ

とや日常の節水活動が寄与した。

＊1 生産事業場：富士フイルム神奈川工場
（足柄サイト、小田原サイト）、
富士フイルム富士宮工場、
富士フイルム吉田南工場、
富士フイルムオプトマテリアルズ、
富士フイルム九州

＊2 エネルギー原単位：換算生産量あたりのエネル
ギー使用量。

＊3 CO2原単位：換算生産量あたりのCO2排出量。

＊4 GHS：化学品の分類及び表示に関する世界調
和システム。

環境活動

富士フイルムグループ
グリーン・ポリシー

環境効率
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富士フイルムグループでは、製品の研

究・開発、資材調達、製造、販売、お

客様の使用のすべての工程及びこれら

すべての工程に関わる物流分野も含め

て環境負荷低減に取り組んでいます。

図の数値は2006年度の富士フイルムグ

ループ全体での資源投入量と、製品の

研究・開発、製造、物流の各段階にお

いて発生した排出量を表したものです。

「製品の使用」時を特に
考慮したLCA設計を実施

化学物質管理を徹底 天然ガスを積極的に利用 積載効率を向上
モーダルシフトの推進

省資源、省エネ設計

物流

水
（百万トン）

57.5

銀
（千トン）

0.53

ゼラチン
（千トン）

4.52

天然資源

PET
（千トン）

38.6

TAC
（千トン）

45.6

アルミ
（千トン）

124.3

エネルギー使用量 

購入電力
（百万kWh）

1,439

A重油
（千kL）

117

C重油
（千kL）

72.7

天然ガス
（百万Nm3）

118

灯油
（千kL）

3.99

液化
石油ガス
（千トン）

1.80

太陽光
発電
（千kWh）

149

風力発電
（千kWh）

1,254

天然ガス液
（千kL）

25.9

軽油
（千kL）

3.62

水
（百万トン）

54.4

水の循環
使用量

（百万トン）

112.3

資材調達研究・開発
お客様に
よる製品の
使用

写ルンです、トナー、
銀、アルミ、輸送箱（P.76）

リユース・
リサイクル

製品の
廃棄物

投入

排出

容器包装材料＊1

プラスチック
成形品
（千トン）

4.25

金属材料
（千トン）

2.58

紙材
（千トン）

6.77

段ボール
（千トン）

7.57

プラスチック
フィルム・シート
（千トン）

0.44

紙器
（千トン）

3.17

水系

CO2
総排出量
（千トン-CO2）

60.5

NOx排出量
（トン）

471.9

PM排出量
（トン）

36.3

物流＊2

廃棄 大気

CO2
（千トン-CO2）

1,543

VOC
（千トン）

1.6

SOx
（トン）

362

NOx
（トン）

1,003

ばいじん
（トン）

14.8

BOD
（トン）

40

COD
（トン）

107

総窒素
（トン）

292

総リン
（トン）

4

廃棄物
（千トン）

74.2

製品環境情報マスターデータベース

富士フイルムでは、すべての製品について

国内外の法規制対応情報などの環境情報を

「製品環境情報マスターデータベース」に

登録することを製造部門へ義務付け、

RoHS指令に関わる製品から順次、データ

ベースの登録運用を進めています。現在は

デジタルカメラやイメージング機器製品の

データベース登録が完了し、その他の機器

及び材料系製品に関しても順次準備を進め

ています。また、データベースのグローバ

ル運用を開始し、データベースに登録され

た製品環境情報は国内・海外の営業部門、

環境部門へ提供しています。

富士フイルムグループでは、2003年4

月以降のすべての新製品・改良品の設

計を「環境配慮設計基本規則」に従っ

て実施しています。2006年度は欧州

RoHS指令に続き、2007年3月に施行さ

れた中国RoHS指令や2007年6月に施行

された欧州REACH規則などへの対応を

重点課題として、取り組みました。

環境配慮設計の仕組み

富士フイルムグループの環境配慮設計は、

3R（リデュース・リユース・リサイクル）、

含有化学物質、使用資源、LCA（ライフサ

イクルアセスメント）、省電力、安全性な

どを考慮した製品設計で、「環境品質」が

審議・承認されなければ製品化されない仕

組みを確立しています。LCAについては、

2002年に「LCA運用規則」を制定し、運用

しています（LCA：製品の材料調達から加

工、輸送、使用、廃棄リサイクルまでの製

品生涯の環境負荷を定量的、客観的に評価

する手法）。RoHS指令（中国RoHSも含む）

や欧州REACH規則などへの対応も環境配

慮設計の中で行っています。

▼環境配慮設計の仕組み

安全性

含有化学物質管理
（グリーン調達）

3R

環境情報提供

物流・包装

法令順守

環境影響化学物質使用量の削減

グリーン調達基準の順守（原材料・部品の環境品質を保証）、含有化学物質管理基本規則・含有化学物質管理ガイドラインに基づく管理

包装材の削減、有害物質の回避 収集・運搬・回収容易性、物流効率化、梱包材の繰り返し使用

国内環境関連法・海外環境関連法・業界協定などへの対応

LCA（ライフサイクルアセスメント）　　              全ライフサイクルでのCO2排出量、環境影響化学物質含有量、廃棄物量などを評価

長期使用性、修理・部品交換再生資源の利用（リユース・リサイクル） 製造時・使用時の資源・エネルギーの減量化（リデュース）

環境ラベル、材料名表示など 再資源化・廃棄のための情報

使用済み製品の処理の安全性 廃棄物の安全性

環境配慮設計の
要素

LCA運用規則

製品化の流れ

営業部門・
商品企画部門

環境品質
目標の策定

研究開発部門

目標に従った製品
開発、環境品質評価/

LCA評価

国内・海外
営業部門

情報提供

お客様コミュニ
ケーションセンター

情報提供

製造タイプ
決定者

審議

製造部門

製造

作成 作成 登録 維持管理

＊1  環境品質情報シート：含有化学物質やリサイクルなどの製品の環境情報をまとめたシート

廃棄

製品化計画段階 研究開発段階 情報提供
お客様での
使用廃棄

製造タイプ
検討段階

製造・製造条件
変更段階

製品環境情報
マスターデータ
ベース

企画書

環境品質
目標シート

LCA評価
シート

環境品質
アセスメント
シート

＊1
環境品質情報
シート

（これらの要素に基づいて
「環境配慮設計基本規則」
を設定している）

使用製造 流通原材料の
採掘

環境品質
情報シート

環境品質
情報

＊1 容器包装材料のみ富士フイルム単独の数値です。

＊2 富士フイルムロジスティックスの国内物流のデータ
です。

環境活動

事業活動と環境負荷

環境活動

環境配慮設計
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化学物質管理の仕組み

富士フイルムではハザード、法規制及び管

理方針に基づいて化学物質を分類し、その

分類に応じた管理をしています。化学物質

管理のツールとして化学物質環境安全管理

用データベースを維持・整備し、逐次更新

しています。ハザードについては、富士フ

イルム素材試験センターが健康影響、生態

系への影響、物理危険性などを評価してい

ます。また安全性評価のさらなる強化を図

るため、2007年3月に評価施設を増強しま

した。

内分泌かく乱物質（いわゆる環境ホルモン）

などハザードや法規制が明らかではない

が、リスクが懸念されるものに関しては特

別管理物質として代替物質の研究を進めて

います。

安全性試験について

富士フイルム素材試験センターで実施して

いる安全性・毒性評価は、法対応試験（化

審法＊5、労働安全衛生法）と社内安全性試

験（自主的に行う試験）があり、新規化学

物質に対しては約1～1.5年をかけて安全性

を評価していきます。

2004年の改正化審法の施行により、年間10

トンを超えて使用する新規化学物質につい

ては従来の毒性試験に加え、ミジンコ、藻

類、メダカの3種の毒性試験が新たに必要

となりました。素材試験センターでは2005

年に上記3種の毒性試験施設としての環境

省認定を取得しました。

また、素材試験センターでは富士フイルム

で開発される化学物質に対し、「動物実験

倫理規則」に則して適正な動物実験を実施

しています。

動物愛護の観点から現在、社内安全性試験

のひとつである皮膚感作性試験について代

替化を進めており、2008年以降の導入を目

指しています。

「富士フイルム動物実験倫理委員会」は、

富士フイルムとその関係会社で行われる動

物実験が適正に行われているかを判断する

役割を担い、実験の妥当性の監査や指導、

助言、審議、勧告を行っています。

2006年度の活動

RoHS指令＊1により、欧州では2006年7月

1日より、電気・電子機器におけるカドミ

ウムなどの特定有害物質の使用が禁止され

ました。また、欧州RoHS類似の法規制が、

日本や米国カリフォルニア州、中国で開始

されました。富士フイルムでは、対象製品

にこれらの物質が含有しないようにするた

めに、部品の抜き取り検査（測定）のほか

に、お取引先に対して含有量調査をすると

ともに、含有化学物質の管理状況について

インターネットを利用した自己監査を依頼

しました。特に中国では、2007年3月1日

より要求事項に従った製品表示をする必要

があり、富士フイルムでは中国RoHS対応

連絡会を設置して対応しました。中国の現

地法人とも密接に情報交換を行いながら連

絡会を4回開き、2007年3月への対応を実

現しました。

GHS＊2は化学品の危険有害性の分類と表

示に関する世界調和システムですが、日本

では世界に先駆けて2006年12月からの労

働安全衛生法で対応が必要になりました。

富士フイルムでは、GHS対応推進委員会で

対応を推進し、GHSに対応した安全ラベル

及びMSDSの作成と提供を行いました。ま

た、GHSラベルの意味などについて、顧客

への説明のほか社内教育を行いました。

2007年6月1日より施行された欧州の

REACH規則＊3は、従来の化学物質規制で

は対象になっていなかった既存化学物質や

アーティクル中の化学物質も管理の対象に

なっています。製品に含まれる化学物質の

管理という面では、RoHS指令がカドミウ

ムなどの6物質を対象にしているのに対し

て、REACHでは1,000以上もの物質が対象

になります。富士フイルムでは、欧州の関

係会社の環境担当者会議と国内のREACH

対応推進チームで対応を進め、登録が必要

な化学物質の調査などを行いました。

REACHでは、欧州当局と産業界が協力し

てREACHを実施するための種々の取り組

みが行われており、富士フイルムもこの取

り組みに参加しています。REACHの実施

可能性を確認する検証プロジェクト

（SPORT）では、富士フイルムの現地法人

が参加し、REACHを実施する上での問題

点の抽出などを行いました。また、具体的

に対応するためのガイドラインの作成

（RIP）が行われているところですが、富士

フイルムの海外関係会社からも産業界の各

団体の代表の一員としてドラフトづくりに

加わっています。含有化学物質管理（お取

引先と進めるRoHS対応）については、57

ページをご覧ください。

富士フイルムでは、化学物質の開発の

初期の段階から安全性の評価を行い、

高性能で安全な化学物質の開発を目指

しています。化学メーカーとして培っ

たノウハウを最大限に生かし、使用か

ら廃棄までのすべての工程における化

学物質の総合的リスク管理を徹底して

います。

世界の法規制関連の動向

製品中に含まれる化学物質の管理に対しては、2006年7月にRoHS指令が欧州で施行されたほか、類似の規制が、日本や米国、中国でも施行され

ました。化学物質自体の管理や表示などの情報提供に対しては、GHSの法規制への組み込みが日本で先行して進められていて、世界各国でも

2008年を目標に法規制への組み込みが進められています。欧州ではさらに大きな枠組みであるREACH規則が2007年6月1日に施行されました。

化学物質単体
及び混合物
（化学物質
 約7,500種）

適用外

1.  富士フイルムとその関係会社が販売・提供する製品の原材料化学物質
2.  化成品
3.  原材料化学物質の製造で使用される溶剤、原料中間体
4.  製造設備や施設の運転、操作、維持に関わる化学物質（工程・製品試験用、排水・排ガス処理用、イオン交換水用）
5.  研究開発及び検査用化学物質（10kg/年以上）

A.  機器・器具及びそのパーツに含まれる化学物質
B.  包材・梱包材料・機能包材に含まれる化学物質
C.  製造装置に内蔵され暴露の可能性が低いもの

Ａ、Ｂに含まれる化学物質については「鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、臭素系難燃剤（PBB、PBDE）、ポリ塩化ビニル」の削減や
使用中止など、特別な管理を行う

▼管理の対象とする化学物質の範囲

化学物質
分類

C0 ○ ― ― ― ―

― ○ ○ ○ ○

― ― ○ ○ ○

― ― ― ○ ○

― ― ― ― ○

化学物質分類の基準

管理内容

C1

C2

C3

C4

①法律により取り扱い禁止
②管理方針により取り扱い禁止（水銀化合物、カドミウム及びその化合物など）

C０～C３分類化学物質以外

①特定の法規制などに該当する
②特定のハザードを有する

①法律による届け出/認可が必要
②作用が著しく強い特定のハザードを有する（発がん性、爆発性など）
③管理方針により取り扱い限定（鉛化合物、メチルセロソルブなど）

①管理方針により、中止、使用量・排出量削減（六価クロム化合物、
ホルマリン、ジクロロメタンなど）

禁止

中止または
使用量・排出
量削減の計画
立案と実施

密閉化
または限定管
理の実施

リスク評価に
基づく管理

一般管理
（法及び 
FMSDSに
 基づく管理）

代替化、使用・排出・暴露量低減などを目標とする研究開始、保護具
などの防護装置S 特別管理物質

製品に含まれるアスベストの調査

近年、日本ではアスベストの発がん性が社

会問題となり、製造者の情報開示が求めら

れています。富士フイルムでは2005～

2006年にかけて、機器製品に含まれるアス

ベストの調査を実施しました。過去に販売

した製品（医療機器、印刷関連機器など）

で、アスベストの使用が確認されましたが、

現在販売している製品については、アスベ

ストは使用されていません。医療機器につ

いては厚生労働省への届け出を実施し、そ

の他の機器製品を含めてアスベストに関す

る情報は、富士フイルムのホームページで

公表しています。

基本的な考え方

富士フイルムでは、「GSC（グリーン・サ

ステイナブルケミストリー）＝人と環境に

やさしい化学技術」の考え方を基本として

います。製品の開発や製造段階などで化学

物質の取り扱いにあたっては、「リスクの

高い化学物質を使わない」の考え方を重視

しています。また、毒性などの明らかな情

報が得られなくてもリスクの懸念がある物

質に関しても、特別管理物質として監視対

象に入れています。社会との関わりという

視点では、以下の4つの点を考慮し、さら

なる環境負荷の軽減に取り組んでいます。

▼化学物質の分類と分類の基準

▼毒性評価

▼化学物質管理の仕組み

研究開発・製造 ・AIS
・MSDS
・イエローカード ＊4

原材料 物流 お客様工場・
研究所

社外情報
登録

参照

富士フイルムの
管理方針

化学物質環境安全管理基本規則

富士フイルムグループで開発・
製造・使用する約7,500種の化
学物質の環境・安全情報を網羅

7万種以上の化学物質について、
国内外法規制などの情報をま
とめたもの

富士フイルム従業員の労働安
全、環境安全管理を目的とし
た社内用のMSDS

化学物質
環境安全情報
データベース

法規制情報
データベース

FMSDS
データベース

安全性試験

有害性の情報

化学物質の
分類・管理
（5 ランクに分類）

素材試験
センター

① ISOの仕組みに沿った化学物質管理

②リスクアセスメントに基づいた化学物質管理

③ 化学物質環境安全に関する法規制の多様化、

厳格化への対応

④世の中で懸念されている化学物質の管理

法対応試験
化審法

労働安全衛生法

社内安全性試験（自主的に行う試験）

＊1 RoHS指令（Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment）：欧州における電気・電子機器における特定有害物質の使用制限指令。2006年
7月1日から電気・電子機器へのカドミウム、水銀、鉛、六価クロム及び臭素系難燃剤（PBB、PBDE）の使用が禁止。

＊2 GHS（Globally Harmonized System of Classif ication and Labell ing of Chemicals）：化学品の分類及び表示に関する世界調和システム。化学品の安全ラベル・安全
データシート・労働現場での表示に適用する。

＊3 REACH規則（The Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）：従来から使用している化学物質（既存化学物質）やアーティクルに含まれる化学物質を対象とする、
より厳しい化学物質管理規則。化学品の登録、評価、認可及び制限により管理しようとするもの。

＊4 イエローカード：化学物質の危険有害性、事故発生時の応急措置、緊急連絡先などを記入した黄色いカード。危険有害性を有する製品を道路輸送する際に、運送事業者（運転手）が携行す
る。事故時の的確かつ迅速な措置に必要な情報が記載されている。

＊5 化審法：「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」

環境活動

化学物質管理
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富士フイルムの取り組み
コミュニティー開発炭素基金へ出資

富士フイルムは、世界銀行「コミュニテ

ィ－開発炭素基金」（CDCF）の運用方針

に共鳴し、2005年より総計900万ドルの出

資を開始しています。同基金は、京都議定

書で定められた京都メカニズム＊4を利用

し、開発途上国での小規模プロジェクト実

施によって環境と社会に貢献するという運

用方針を持っています。

世界ではじめて京都メカニズムに基づくク

レジットが発行されたエスペランザ水力発

電プロジェクト（ホンジュラス）もCDCF

のプロジェクトのひとつです。こういった

プロジェクトを通じて、発展途上国の継続

的開発と環境保全に貢献しています。

温暖化ガス排出量削減に向けて

富士フイルムグループでは、国内・海外の

工場で天然ガスの導入や、生産方法の効率

化、省エネルギー設備の導入などを積極的

に推進して温暖化ガス（GHG）排出量の

削減に努めています。国内主要化学系6工

場＊1では、グループ全体の温暖化ガス排

出量（CO2換算）の60％を排出しており、

これらの工場を中心に削減活動を展開して

います。その総量は生産量の拡大により増

加していますが、天然ガスの導入により

2006年度には約72,000トンのCO2を削減

し、2009年度（計画）では210,000トンの

削減となる見通しです（天然ガスの導入実

績及び計画に関しては下表①を参照してく

ださい）。また、富士フイルムの4工場につ

いては、今後CO2排出量の削減が順調に進

み、2009年度にはほぼ1990年度同等のレ

ベルにまで削減できる予定です。

一方、2006年度時点での国内主要化学系6

工場の生産量あたり原単位に関しては、

1990年度に比べてエネルギー原単位が

91％、CO2原単位が88％となりました。今

後さらなる生産効率の向上を図り、原単位

の改善を進めていきます。

富士フイルムグループの国内主要化学系

6工場では、「2010年度に対1990年度実

績でエネルギー原単位を10％、CO2原単

位を20％改善する」という目標を掲げ、

天然ガスの導入や省エネルギー設備の導

入を積極的に推進してきました。その結

果、この目標を達成できる見通しが立っ

たため、2007年度にさらにチャレンジ

ングな目標である「2012年度に対1990

年度実績でエネルギー原単位を30％、

CO2原単位を40％改善する」を策定しま

した。従来の施策に加え、製造工程のエ

ネルギー分析をより詳細に行うなどし

て、工程全体のエネルギーの省力化を進

め、新たな目標の達成を目指します。

総使用量：28,363 TJ（テラジュール）

海外サイト 
26％

その他国内サイト 
19％

国内主要化学系6工場
55 ％

▼ エネルギー使用量（2006年）割合

絶対値：千トン-CO2 原単位（%）
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176

89

富士フイルムオプトマテリアルズと富士フイルム九州
富士フイルム神奈川工場（足柄サイト、小田原サイト）、吉田南工場、富士宮工場
天然ガスによるCO2削減効果（重油を利用し続けた場合と比較）
原単位

620

780
621735 722

▼ CO2排出量＊3の推移（国内主要化学系6工場）▼エネルギー使用量の推移（国内主要化学系6工場）

絶対値：TJ（テラジュール） 原単位（%）
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16,000
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15,445
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（年度）
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富士フイルムオプトマテリアルズと富士フイルム九州
富士フイルム神奈川工場（足柄サイト、小田原サイト）、吉田南工場、富士宮工場
原単位

2,157

12,431

3,273

12,172

6,876

11,571

▼ GHG＊2排出量（2006年）割合

総排出量＊3：1,564千トン-CO2

海外サイト 
26％

その他国内サイト 
17％

国内主要化学系6工場
57 ％

表中の％は買電以外のエネルギーにおける天然ガスの割合

エスペランザ水力発電プロジェクト（ホンジュラス）

富士ゼロックスの取り組み
バイオマス発電の導入

富士ゼロックスは、日本自然エネルギー㈱

と委託契約し、バイオマスによるグリーン

電力発電を開始しました。植物などから得

られた有機物をエネルギー源として利用す

るバイオマス発電を利用することにより、

年間372MWh(メガワットアワー)を発電し、

CO2排出量の年間削減量は133トン-CO2に

なります。

木材を投入する装置 バイオマスマーク

富士ゼロックスの取り組み
省エネ点検108項目の徹底

富士ゼロックスは、すべてのオフィスから

出るCO2排出量削減のため、日常的に実施

している省エネ活動を徹底するとともに、

排出量削減を継続的に改善していくため

に、独自の108項目の省エネ点検を国内外

全拠点で実施しています。

省エネ点検は、オフィス・生産事業所向け

の共通項目36項目と生産事業所向けの72項

目の計108項目で構成されています。「省エ

ネパトロールを実施しているかどうか」、

「オフィスにおける空調の温度分布にムラ

がないかどうか」など、具体的な取り組み

レベルまで細かく点検しています。

108項目チェックシートの一部

天然ガスの導入実績と計画　表①

吉田南工場の熱と電気を効率よく発生させることのできる高効率
型天然ガスコジェネレーション設備

神奈川工場（足柄サイト）

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

100％

0％

0％

0％

20％ 50％

90％

80％ 100％

100％

神奈川工場（小田原サイト）

富士宮工場

吉田南工場

富士フイルムオプトマテリアルズ

富士フイルム九州

＊天然ガス：国内は都市ガスを天然ガスとして計上。

電力（合計）

単
位

国内・海外連結

2005年度2004年度 2006年度

A重油

C重油

灯油

天然ガス液
（NGL）

軽油

液化石油
ガス（LPG）

天然ガス＊

1,330.21,215.9

116.4

71.9

5.9

26.4

5.5

2.4

113.4

1,439.0

115.1 116.6

75.7 72.7

5.7 4.0

27.7 25.9

6.0 3.6

2.5 1.8

113.6 118.2

使用したエネルギーの内訳

百万
kWh

千kL

千kL

千kL

千kL

千kL

千t

百万
Nm3

＊1 国内主要化学系6工場：富士フイルム神奈川工場
（足柄サイト、小田原サイト）、富士フイルム吉田南
工場、富士フイルム富士宮工場及び富士フイルムオ
プトマテリアルズ、富士フイルム九州。エネルギー
使用量の多いこれらのサイトを対象に、経団連の自
主行動計画に取り組んでいます。

＊2 GHG：Green House Gases（地球温暖化ガス）

＊3 ｢算定方法」エネルギー使用によるCO2排出量を対
象に算出。国内：環境省のガイドライン（試案）に
準拠して算定。買電は2005年度までは、電気事業
連合会の平均値、2006年度は各電力会社の係数を
使用。海外：GHGプロトコルに準拠して、過去に
さかのぼり算定。買電はOECD発行「CO 2
EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION（2006
Edition）」より。

＊4 京都メカニズム：温暖化ガス削減数値目標について、
他国の排出量削減を自国の目標に活用できる仕組み。

みんなで止めよう温暖化
「富士フイルム」

地球温暖化対策の一環として、富士フイル

ムグループでは、環境省が展開する地球温

暖化防止の国民運動「チーム・マイナス

6％」のイベント「CO2削減／ライトダウ

ンキャンペーン」＊5に参加しています。

2006年に引き続き、今夏も「CO2削減／ラ

イトダウンキャンペーン」に賛同し、対象

を拡大して取り組みました。東京ミッドタ

ウン本社ビルをはじめ、全国104のライト

アップ設備を対象に、「ブラックイルミネ

ーション2007」＊6となる6月24日（日）の

20～22時までライトダウンしました。その

後も、9月末までの3カ月間、土・日・祝日

の延べ32日間にわたり、ライトダウンキャ

ンペーンを独自に延長して実施していま

す。この活動による電力削減効果は約

47,500KWｈ、CO2換算約20トンとなり、

これは一般家庭の約44軒/１カ月分に相当

します。2007年は、新たに「100万人のキャ

ンドルナイト」＊7にも参加し、国内関係会

社135社、従業員約43,000人に対して、職

場だけにとどまらず家庭での「100万人の

キャンドルナイト」への参加を呼びかけま

した。また、富士フイルムホールディング

スでは、省エネ施策として、6～9月末の期

間、東京ミッドタウン本社ビルを始め、各

地のオフィスで室温を28℃に設定し、夏季

ノーネクタイでの勤務を実施しています。

全国104のライトアップ設備を対象にライトダウンキャンペーンを実施

30％ 100％

環境活動

地球温暖化防止

＊5 環境省が温暖化防止のため、ライトアップ施設や家
庭の電気を消すように呼びかけているキャンペーン。

＊6 ｢CO2削減/ライトダウンキャンペーン」の中でも、
6月24日（日）の夜は「ブラックイルミネーション
2007」として、20～22時の2時間、消灯が呼びかけ
られています。

＊7 ｢ブラックイルミネーション2007」に連携して実施
されたNPO団体「大地を守る会」が呼びかけてい
る職場や家庭の身近な電気を消すキャンペーン。
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CO2排出量削減の取り組み

▼2006年度実績

富士フイルムロジスティックスでは、毎年

CO2排出量の削減となる施策を立案し、

日々活動を進めてきました。

2006年度実績では、CO2総排出量は約60.5

千トン-CO2となり、前年度より約10.7千ト

ン-CO2の増加となりましたが、一方で

種々の省エネ努力によるCO2削減率は

1.2％となりました。

▼5トンコンテナを使用したモーダルシフ

トの全国展開

2005年12月にトラック輸送からJR5トンコ

ンテナを使用した鉄道輸送への切り替え

（モーダルシフト）を実施しています。2006

年度は、鉄道輸送の対象範囲を18倉庫に拡

大し、さらなるCO2削減に取り組んでいま

す。このモーダルシフトによる2006年度の

CO2削減量は約46.6トン-CO2です。

プラスチックパレットの改善

ロール紙（カラーペーパーの原紙など）の

輸送においては、これまでは八角形のプラ

スチックパレットで運んでいました。この

プラスチックパレットをロール紙の円形に

より近づけ、大きさもこれまでより小さく

しました（右図参照）。

これにより、積載率が大幅に向上し、国内

物流において年間で26トンのCO2削減効果

につながります。海外も含めるとさらに数

倍の効果が見込まれます。今までは40フィ

ートのコンテナの中に8ロールの積載でし

たが、この改善により10ロールの積載が可

能になり、より効率的な輸送ができるよう

になり、毎月のコンテナ数量が大幅に減り

ました。

コンテナ内寸　11.550m（40フィート）

1.440m

最
低
寸
法
 2
.2
35
m

2006年度輸出包装資材の重量削減
の取り組み

富士フイルムロジスティックスで取り扱っ

ている輸出用包装資材は月間約350～400

トンです（リユースしている資材重量は含

みません）。2006年度の包装資材重量4,681

トン、総削減重量150トン、削減率は3.1％

になります。

物流分野におけるCO2削減及び輸出包

装資材の削減は、重要な課題であり、

富士フイルムグループの物流を担う

富士フイルムロジスティックスが中心と

なり、さらなる環境負荷の低減に向けた

さまざまな取り組みを行っています。

▼国内輸送におけるCO2 総排出量の推移

▼輸送効率改善によるCO2排出削減量と削減率

▼包装資材重量削減率の推移（累計）

NOx 、PM の排出実績

CO2 削減量が多い地区

（千トン‐ CO 2/年）

2003 200620052004 （年度）
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48.0 49.8

60.5

36.9

CO2 排出量は、走行距離をもとに協力会社実績ベースの基準燃費及び
CO2 排出係数（環境省資料）を用い算定しました。

CO2削減率（％）=
CO2削減量

CO2総排出量＋CO2削減量

2003 200620052004 （年度）

400

600

800

200

0

789.1 0.9 1.2

（％）

（トン-CO2/年） CO2削減率（％）

CO2排出削減量 CO2削減率
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包装資材削減率（％）=
削減重量

総資材重量＋削減重量
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471.9

36.3PM 排出量

（単位：トン/年）

▼従来パレット

▼新型パレット

▼従来パレット 8ロール積載

▼新型パレット 10ロール積載（特許申請中）

富士ゼロックス
100回以上繰り返し使用できる
リターナブル包装箱を開発

富士ゼロックスは、100回以上もの繰り返

し使用が可能な「リターナブル包装箱」を

スターウェイ㈱と共同開発しました。今回

開発したのは、富士ゼロックスの全国500

カ所のサービスメンテナンス拠点へ供給す

る機器などの補修用部品の輸送に利用する

輸送箱です。また、併せてこのリターナブ

ル輸送箱の回収システムなどの運用面の整

備を行い、2006年8月末から順次導入して

います。

これまで富士ゼロックスは補修部品の供給

に、通常の段ボール箱を使用し、新品の供

給、使用済み品の返送などを行っており、

これらの段ボール箱は往復2回までしか使

用できませんでした。リターナブル包装箱

を利用することにより、2010年までに累計

で梱包材投入量を1,294トン削減（従来投

入量の74%に相当）可能です。同時に、梱

包材の製造・リサイクル時に発生する二酸

化炭素を2010年までの累計で約658トン、

窒素酸化物を同じく約0.82トン削減でき、

物流分野における環境負荷軽減に大きく貢

献する見込みです。また包材費用にして年間

約4,000万円の削減にもつながっています。

▼木箱から段ボール包装による軽減

従来一部の国へは木箱を用いて船や航空機

で輸出していましたが、物流事情が良くな

った出荷先に段ボール化を提案し、了解を

得た上で、木箱から段ボール包装に切り替

えました。2006年度途中からの切り替えで

すが、出荷量が多いことから包装資材の重

量削減に大きく貢献しています。

▼リユース（繰り返し使用）による貢献

富士フイルムの国内各工場から、海外工場

などへ輸出する大型製品（フィルムのロー

ル）の包装で使用するパレット、外装段ボー

ル、ボルト、ナット、合板などは、ほとん

どの場合、戻して再度使用（リユース）し

ていますが、2006年度は今まで戻せなかっ

たところについても見直しを行いリユース

化しました。

出荷量の変化もあり、リユース効果は大き

く削減に貢献しています。中には何年かの

間に、10回以上繰り返し使用したパレット

もあります。

▼廃棄ストレッチフィルムのリサイクル

国内ベンダーからパレット包装された製品

を再出荷する場合、パレットに巻かれてい

るストレッチフィルムを剥がして包装しま

す。その際、不要なストレッチフィルムが

多量に発生します。従来、個々に廃棄物と

して処理していましたが、2007年3月より

富士フイルムロジスティックスの横浜輸出

センターに集め、機械で圧縮し、リサイクル

原料として再利用されるようにしました。

これにより、富士フイルムロジスティック

スの一部倉庫から排出される廃棄物の削減

にもつながりました。

リターナブル包装箱の折りたたみの様子

リターナブル包装箱（下写真）は、輸送効率面での配慮も万全です。写真のように箱を折りたたむと、段ボール箱のような余分なかさ

ばりが出ずに、ぴたっとたためる設計となっています。箱を3つ折りにしてたたむことで1つの箱の中に9枚収納することができ、収納

に優れています。これにより10個のリターナブル箱を1個口で一度に回収することができ、輸送効率面でも大きな効果につながります。

（厚み）40mm

520m
m 71

0m
m

510mm

70
0m
m

41
0m
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JR５トンコンテナの
回送本数実績

１０トントラック輸送と
比較したCO2削減量

43.0 

25.0 

42.0 
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－3,516.2
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新潟

札幌

発地区

（単位：トン /年）

鈴鹿

鈴鹿

鈴鹿

着地区
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環境活動

物流での環境配慮

ＪＲ5トンコンテナ
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▼廃棄物処理委託先の調査・評価

2004年度より開始した「廃棄物処理委託先

の調査・評価システム」は、2005年度上期

までに一巡しました。1年間をかけて本社

スタッフと各事業所の廃棄物担当者が協働

で調査を実施したことにより、この評価シ

ステムを富士フイルムの共通ルールとして

定着させることができました。また、調査

を進める過程において定期的な見直しを行

い、継続的な改善を進めています。また、

富士フイルムの関係会社（富士フイルム九

州や富士フイルムオプトマテリアルズなど

の比較的新しい生産事業所）でも、同じ評

価システムを導入しています。このシステ

ムの考え方の基本は、廃棄物処理の適正処

理を進めること、委託先とともにレベルア

ップを図ることです。今後、富士フイルム

の国内関係会社にもこの「廃棄物処理委託

先の調査・評価システム」を本格的に実施

し、さらなるレベルアップを目指していき

ます。

水使用における取り組み

2006年度も国内連結の水の投入量は前年度

を下回り、2000年度以来6年連続の削減を

達成しました。生産量の拡大にも関わらず

連結での水の投入量は、対前年比で低下し

ました。

これらは各生産事業場でのさまざまな節水

努力の成果です。写真フィルムの製造には

きれいな水が不可欠であることから、富士

フイルムは創業時より水を大切にし、水源

の保護にも努めています。神奈川工場（足

柄サイト）では、水源である箱根の外輪山

の斜面に約23万m2の山林をかん養林とし

て保有しています。また、同地域で、地元

の方々とともに700万m2の山林の保護に努

めています。富士宮工場では、水源地に約

3万m2の山林をかん養林として保有してい

ます。富士フイルム九州（P.25）では、雨

水の有効活用やくみ上げた地下水の循環利

用などの配慮を行っています。

水源の保護は、工場の安定稼働とともに近

隣にお住まいの方々の生活用水確保の観点

からも重要です。山林の管理は洪水などの

災害防止にもなるため、今後も適切な管理

を行っていきます。

FUJIFILM Hunt Chemicals Europe
N.V.の取り組み

欧州における環境関連条例は年々厳しくなっ

ており、製品及び製作工程での環境への配

慮がますます必要になっています。このよ

うな状況のなか、ベルギーではエネルギー、

廃棄物、水の削減の計画に成功しています。

なかでもシントニクラースサイトの「水再

生利用プロジェクト」では、90年代からタ

ンク洗浄プロセスの見直しによる節水、さ

らに井戸水に加え雨水も利用するようにな

り、年間4,500m3の雨水が製造過程で利用

廃棄物における取り組み

▼廃棄物の削減とゼロエミッション

2006年度も廃棄物の再資源化や発生量抑制

などの取り組みを継続しており、国内連結

の廃棄物発生量は対前年度比と同等となり

ました。国内・海外連結では、事業拡大に

も関わらず対前年度比1％の減少となって

います。廃棄物削減に関する具体的な取り

組みは、主に有価物化と工程ロス削減です。

富士フイルムでは2003年度にゼロエミッシ

ョンを達成しており、引き続き廃棄物管理

レベルの向上に努めています。今後の課題

は、富士フイルムの海外生産拠点である関

係会社でのゼロエミッション達成で、特に

廃棄物発生量の多いサイトを中心に指導を

進めています。なお、富士フイルムと富士

ゼロックスにおけるゼロエミッションの定

義は事業特性の違いから若干異なります

が、おおむね「事業活動で発生するすべて

の廃棄物を再資源化し、廃棄物の単純焼却、

単純埋立てをゼロにすること」と定義して

います。

富士ゼロックス台湾「桃園工場」が
廃棄ゼロを達成

富士ゼロックスの生産拠点、富士ゼロック

ス台湾「桃園工場」は、工場内の生産活動

において発生する段ボールやプラスチック、

一般ゴミ、トナーなどの廃棄物を再利用す

ることなどにより、「廃棄ゼロ」を達成しま

した。現在、使用済みトナーは塗料製造会

社において補助原料として利用したり、一

般ゴミを再利用施設に送って発電に利用す

るサーマルリサイクルを行っています。

神奈川工場（足柄サイト）と中沼コ
スモス学園で食用廃油のリサイクル

富士フイルム神奈川工場（足柄サイト）で

は、社員食堂の廃油のリサイクルに取り組

んでいます。食用廃油の全量を、知的障が

い者の授産施設である同地の「中沼コスモ

ス学園」に渡し、中沼コスモス学園では、

これをディーゼル車用燃料に精製していま

す。出来上がったバイオディーゼル用燃料

は、学園の農業用トラクターや運搬用トラ

ックなどに使用するほか、一般への販売も

行っています。2006年は神奈川工場（足柄

サイト）からの食用廃油の約95％にあたる

2,800リットルがディーゼル車用燃料に再

資源化されています。

限りある資源を大切にし、資源の枯渇

を防ぐために、富士フイルムグループ

では節水や水の循環使用、廃棄物の再

資源化、包装材料の削減、リサイク

ル・リユースに向けたさまざまな施策

に取り組んでいます。

▼水の投入量

これまでに得られた主な効果

中沼コスモス学園バイオディーゼル車

されています。さらに近年では、活性汚

泥・メンブレンフィルター・逆浸透膜を組

み合わせた排水リサイクル装置を導入する

ことにより、60％以上の排水が生産用に再

使用されるようになり、大幅に使用水量、

排出水量を削減しました。これらの取り組

みにより、かつては製品1リットル生産す

るのに3リットル以上の排水を排出してい

ましたが、現在では0.35リットル程度で、

1/10まで外部への排水を減少することがで

きています。

容器包装材料における取り組み

容器包装材料使用量は2000年から毎年順調

に削減しており、2006年度もデジタルカメ

ラの包装箱減量化や記録メディア製品の集

合包装化など梱包削減の工夫により、また

一部製品での出荷量の変化により、前年度

に比べて約9％の減量化を実現しています。

容器包装使用量の削減以外にも、デジタル

カメラの一部で包装箱の中板をプラスチッ

クからパルプ材へ切り替え、印刷材料の保

護当てボール紙のラミネート削減化などを

進め、プラスチックの使用量の削減を図っ

ています。

包装材料の環境への取り組みについては、

継続的に開催している「包装RC委員会」

で情報の交換や環境対応への取り組み内容

の検討を行い、さらなる環境負荷の低減に

努めています。今後は量の削減だけではな

く、含有化学物質の調査・削減にも積極的

に取り組んでいきます。

▼廃棄物発生量の推移

（百万トン）
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・富士フイルムとその関係会社とのコミュニケー
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・マニフェスト管理のレベルアップ
・廃棄物処理法に対する理解の深化など
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富士フイルム単独（除刷版製品）

プラスチックフィルムシート

今年度新たに一部の業務用製品の容器包装データについて見直しを行い、
2000年度に遡ってデータを修正しています。

プラスチック成形品 金属材料
紙器 紙材 段ボール
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▼素材別の容器包装材料使用量の推移

天然資源における取り組み

限りある資源を有効に無駄なく活用してい

くため天然資源投入量の削減に力を入れて

います。特に枯渇資源にあたる銀や使用量

の多いアルミに関しては、省資源化・リサ

イクルに努めています。

富士フイルムグループにおける主な物質投

入量は以下のとおりです。2006年度は写真

感光材料の減産傾向を反映して、銀が減少

し、逆にフラットパネルディスプレイ用材

料のTACと刷版材料のアルミが大幅に増加

しています。

▼主な製品材料の物質投入量

（千トン/年）
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FUJIFILM Hunt Chemicals Europe N.V.

リサイクル方法廃棄物

プラスチック（分別品）

プラスチック（混合品）

磁気テープ

フィルター

水酸化アルミ

無機汚泥・研磨材

有機溶剤

酸・アルカリ

可燃性廃棄物の混合品

蛍光灯

電池

残飯・生ゴミ・有機汚泥

書類、空箱

鉄、アルミ、銅など、金属類

パレット、配管、衣服、断熱材など

高炉原料

高炉原料

高炉原料

アルミナ

セメント、路盤材、建築用資材

塗料用シンナー

中和剤

固形燃料、発電・温水製造

グラスウール、水銀

亜鉛、鉄精錬

肥料、飼料

再生紙

金属精錬

▼廃棄物の主なリサイクル方法

環境活動

省資源への取り組み
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載しています。

富士フイルム富士宮工場では、VOCの代替

化やビスフェノールAのゼロ化などの取り

組みが評価され、2007年にPRTR大賞優秀

賞を受賞しました。

PCBの管理

2001年に成立した「ポリ塩化ビフェニール

（PCB）廃棄物の適正な処理の推進に関す

る特別措置法」に基づくPCB含有機器類の

処理が日本環境安全事業㈱で始まってお

り、富士フイルムでは、これまで厳重に保

管・管理していたPCB含有機器類につい

て、早い段階での処理完了を目指していま

す。一方、富士フイルムが製造していた旧

感圧紙（旧ノーカーボン紙）は、発色剤溶

解オイルに一時期PCBを使用していまし

た。1971年からはPCBを一切使用しない

感圧紙に切り替えましたが、旧感圧紙製造

の際に発生したPCBを含む汚泥11,520m3

（換算PCB含有量約1.5トン）を富士宮工場

が保有・管理しています。富士フイルムは

富士宮市と共同で年2回、観測用井戸水の

PCB調査を実施し、地下水への漏えいがな

いことを確認するとともに、現在、最適な

処理技術の選定を進めています。また地域

の皆様には定期的に進捗情報をご報告して

います。PCBを含む機器などの保管・管理

状況は下表のとおりです。

VOCの排出削減

富士フイルムは、製造工程から排出される

揮発性有機化合物（VOC:Volatile Organic

Compounds）の大気排出量を「1996年度

比で、2002年度までに50％削減する」と

いう目標を掲げ、58％削減を前倒しで達成

しました。次に「2000年度比で、2004年

度までに50％削減する」というさらなる目

標を掲げて取り組み、2004年度に削減を達

成しました。現在では、以下のように継続

して削減しています。

なお、2005年度に施行された大気汚染防止

法（VOC排出規制）については、2006年4

月に対応済みです。

化学物質の排出削減

PRTR法＊1（化学物質管理促進法）で届け

出対象になっている物質以外に、日本化学

工業協会が定めた自主管理物質を中心に富

士フイルムが自主的に追加した物質を管理

の対象とし、連結での排出量削減に取り組

んでいます。また、2006年度からは、製品

原材料だけでなく、研究用などの化学物質

にも範囲を拡大し、より厳格な対応を図っ

ていきます。富士フイルムとその国内関係

会社での使用量が1トン／年以上の物質に

ついては、詳細な管理情報（使用量・大気

排出量・下水への移動量・事業所外への移

動量・リサイクル量）をホームページに掲

富士フイルムグループでは法定より厳

しい基準値を設け、徹底した自己管理

を行い、製造過程などで排出される化

学物質を極限まで抑制することに努め

ています。

▼揮発性有機化合物（VOC）の大気排出量

削減に取り組んだVOCと大気排気量の
削減量

（千トン）
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（トン）
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の削減率（％）物質区分

PRTR法
届け出対象物質

自主管理
対象物質

＊2000年度実績に対する2006年度までの削減量
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ジクロロメタン

メチルアルコール

酢酸エチル

メチルエチルケトン

アセトン

富士フイルム単独

PCBを含む機器などの保管・管理状況
（微量PCB含まず）

保管・管理数量

国内連結 国内・
海外連結

PCBを含む機器などの区分

高圧トランス（台）

高圧コンデンサー（台）

廃PCB油など（ｋｇ）

汚泥など（m３）

蛍光灯の安定器（台）

蛍光灯以外の低圧コンデンサー（台）

低圧トランス（台）

ウエス（ｋｇ）

その他機器（台）

2

364

201.11

11,520

16,371

117,165

3

926

12

16

454

201.11

11,520

17,871

117,165

18

926

12

http://www.fujifilm.co.jp/
corporate/environment/activities/
chemical/prtr.html

大気・土壌・水系への排出削減

大気汚染防止のために硫黄含有量の極めて

少ない天然ガスへの転換などさまざまな取

り組みを実施しました。水質汚染物質の排

出防止に向けた取り組みとしては、法令で

規制されている水質汚染物質の排出につい

て、各事業所で環境調査を実施するととも

に自主管理基準を設けて削減に努めまし

た。大気汚染物質、水質汚染物質の排出量

の推移は以下の通りです。

大気汚染防止／実績と取り組み

実
績

計
画

1995年度

内容

神奈川工場（小田原サイト）にてボイラー燃料をＡ重油から硫黄分の少ない重油へ転換。SOx排出量を削
減。神奈川工場（足柄サイト）で、ばいじん対策として、煙突への高捕集効率式集じん機を設置。

1998年度 富士宮工場で排煙脱流装置に湿式電気集塵機を設置。SOx排出量を削減。

2000年度 神奈川工場（小田原サイト）で廃溶剤焼却炉を廃止。SOx排出量を削減。

2002年度 富士宮工場でCO2、SOx排出削減のため天然ガス導入。

2003年度 神奈川工場（小田原サイト）でCO2、SOx排出削減のため天然ガス導入。

2004年度
神奈川工場（足柄サイト）でCO2、SOx排出削減のため天然ガス導入。吉田南工場でボイラーに低NOx
バーナー導入。

2006年度 富士フイルム九州でCO2、SOx排出削減のため天然ガス導入。

2007年度 吉田南工場でCO2、SOx排出削減のため天然ガス導入。

2008年度 富士フイルムオプトマテリアルズでCO2、SOx排出削減のため天然ガス導入。

2010年度 神奈川工場（足柄サイト）でSOx排出削減のため天然ガス100％導入。

▼大気汚染物質排出量の推移　　連結（■国内■海外）

（トン）
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▼水質汚染物質排出量の推移＊2 連結（■国内■海外）

（トン）
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COD＊3排出量の推移
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BOD＊4排出量の推移

（年度）

総窒素排出量の推移

（トン）
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＊1 物流部門は「物流での環境配慮」（P.75）に記載
しています。

＊2 2006年度は、下水道への排出量の影響があり低下
しています。

＊3 COD（化学的酸素要求量）：水の汚れを示す指標
です。水中の汚れ（主に有機性汚濁物質）が、酸化
剤によって酸化されるときに消費される酸素の量を
指します。

＊4 BOD（生物化学的酸素要求量）：水の汚れの程度
を表わす尺度の一つで、汚れを分解する微生物がど
のくらい水中の酸素を使ったかを指し、酸素の減っ
た量で表わします。

＊1 PRTR 法 ： Pollutant Release and Transfer
Register。1999年7月に成立した「特定化学物質へ
の排出量の把握など及び管理の改善の促進に関する
法律」の通称。懸念化学物質の環境への排出量を把
握することなどにより、化学物質を製造・使用する
事業者が自主的に化学物質管理を改善し、化学物質
による環境保全上の支障を未然に防止することを目
的としています。対象となる事業者は2001年4月か
ら対象物質の排出量などの把握、2002年4月から行
政へのデータの届け出が義務付けられました。

環境活動

化学物質の排出削減
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▼環境モニタリング

環境への化学物質の排出を抑制するため、

富士フイルムグループでは、大気質、水質

に関して法規制値より厳しい基準値を設

け、徹底した自己管理を行っています。ま

た、PRTR法の届け出対象物質を使用して

いる工場境界及び周辺での該当化学物質の

大気濃度のモニタリングも定期的に実施し

ています。

▼土壌・地下水汚染の調査

▼土壌・地下水汚染状況の調査と浄化

土壌・地下水汚染に関して自主的な環境調

査を実施しています。生産事業所で使用さ

れ、環境基準値が定められている物質につ

いては、使用・在庫管理及び排水管理を厳

重に行うとともに地下水水質の定期的なモ

ニタリングを実施し、万一の事態が発生し

たとしても迅速な対応がとれるような管理

を行っています。現在、3事業所が浄化中

です（下表参照）。2006年度も浄化を継続

しています。

地下水モニタリング

http://www.fujifilm.co.jp/corporate/environment/activities/antipollution/cleanup.html

土壌浄化工事

▼土壌・地下水汚染の未然防止

新たな汚染の発生を未然に防止するため

に、新設配管、タンクなどについては地上

化して漏えいの点検、発見を容易にすると

ともに、既設の配管、タンクなどについて

も地上化、二重化計画を策定して着実に更

新を進めています。

配管の地上化

神奈川工場（足柄サイト）

神奈川工場（小田原サイト）

富士宮工場

吉田南工場

開成地区

朝霞地区

東京地区（南麻布）

仙台地区

海老名事業所

岩槻事業所

竹松事業所

中井事業所

関係会社事業所（3カ所）

本社（さいたま市）

フジノン佐野

フジノン水戸

竹松工場

岡谷工場

花巻工場

秋田工場

2001年11月

2001年  6月

2001年  3月

2001年  3月

2001年  3月

2001年12月

2004年10月

2001年10月

1998年  5月

1996年  3月

2000年  7月

1998年  ８月

2002年  3月

2001年  4月

1997年11月

1999年  9月

2002年  4月

1998年11月

2001年  6月

2001年  3月

2001年11月

2001年10月

2002年  3月

2001年11月

2001年  6月

あり（土壌）

あり（土壌）

なし

なし

なし

なし

あり（土壌）

なし

なし

あり

（土壌/地下水）

あり（土壌）

なし

なし

あり（地下水）

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

なし

あり（土壌）

なし

重金属類

重金属類

重金属類

VOC

重金属類

VOC

重金属類

土壌入れ替え

土壌入れ替え

未定

土壌浄化

揚水処理

土壌入れ替え

揚水処理

土壌入れ替え

2002年3月完了

2002年1月完了

舗装による被覆

　
浄化中

浄化中

浄化中

2003年4月完了

静岡工場

調査完了時期事業所名 汚染の有無 物質の種類 浄化方法 浄化状況

富士フイルム

富士ゼロックス

フジノン

富士フイルムテクノプロダクツ

富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ

富士フイルムフォトニックス（宮城県 黒川郡）

富士テクニス（綾瀬市）

富士フイルムイメージング 大阪事業所

その他事業所（9カ所）

＊1

＊2

＊1 定期的なモニタリングの結果、再度対応が必要となったため。
＊2 2009年度完了予定。

（金額単位：百万円）

ステーク
ホルダー

従業員

お客様

将来世代

コミュニ
ティ
（地域社会・
 行政）

国際社会

NGO・NPO

調達先

目　的 主な取り組み コスト合計

118

354

853

1,149

1,901

157

1,764

780

85

183

807

38

52

44

6,960

労働安全衛生

人材育成

多様性の確保

働きやすい職場づくり

お客様対応・安全確保

将来世代への教育活動

地域社会との調和

社会への文化芸術振興（国内）

国際社会の文化・社会への
配慮

NGO・NPOとの協働

製品への配慮

労働安全衛生管理、消防設備充実など＊1
健康診断・メンタルヘルス

学術・技術・技能に関する従業員教育

家庭と仕事の両立支援対策・障がい者雇用対応・
高齢化社会への対応＊2

カフェテリアプラン＊3など福利厚生

クレーム解析費用・お客様コミュニケーションセンター、
安全情報提供、ピンクリボンなど

写真づくり体験、小中学生環境日記協賛、大学講座

工場見学会などイベント開催、 
社員のボランティア活動参加支援＊4

富士フォトサロンなど

インドネシア大地震義捐金、国際映画祭協賛、WWFなど

拡大教科書製作支援など

説明会開催（SCM）など

合　計

労働環境・社会会計

CSR経営の内部管理目的とステークホルダ

ーへのアカウンタビリティーの観点から、

富士フイルムグループの取り組みの目的と

実績の関係を分かりやすくするため、2006

年度よりステークホルダー別に集計してい

ます。また、NGO・NPOとの協働、調達

先との取り組みについても新しく集計を始

めました。対応する効果についても現在検

討中です。

▼2006年度の状況

富士フイルムグループ内で従業員の労働環

境改善や社会貢献活動などにかけたコスト

の合計は約70億円となりました。特に大き

な項目は従業員の区分50億円で、この中に

は人材育成19億円、富士ゼロックスのカフ

ェテリアプラン（5億円）を始めとする働

きやすい職場づくり18億円などがありま

す。コミュニティの区分の合計は10億円で、

この

中には富士フォトサロン3億円を始めとす

る国内の文化芸術振興8億円などがありま

す。今後も環境に関連した地域社会貢献、

NGO・NPOとの協働をより積極的に行っ

ていきたいと考えています。

▼基本事項

○労働環境・社会会計の目的

従業員の労働環境の整備及び社会貢献に費

やした金額を集計し、富士フイルムグルー

プとしてこれらの分野の取り組み状況を把

握するため。

○集計方法

表中の「主な取り組み」に該当する当該年

度の支出（投資も含む）を集計しています。

投資設備に関する減価償却費は含まれませ

ん。なお、従業員への教育や社会貢献など

は、一部環境会計と重複する数字も含まれ

ます。

富士フイルムホールディングスでは、

企業の環境保全に関する投資や経費、

その効果などを「環境会計」として集

計しています。また、労働環境の整備

や社会貢献などに要した費用を「労働

環境・社会会計」として集計していま

す。これらを併せたものを「サステナ

ビリティ会計」と定義し公表していま

す。
▼2006年度の労働環境･社会会計

＊1 労働災害強度率：0.03、労働災害度数率：0.22(富士フイルム単独）
＊2 障がい者雇用率：1.78％、介護休暇取得数：1名、育児休職取得数：32人（富士フイルム単独）
＊3 富士ゼロックスの選択型福利厚生制度（旅行、健康、自己啓発など 2万円/年･人）
＊4 就業時間内ボランティア延べ時間は4,143時間

対象期間 2006年4月1日～2007年3月31日

労働環境・社会会計集計範囲

富士フイルムグループ国内51社

（富士フイルムホールディングス、富士フイルム

及び関係会社18社、富士ゼロックス及び関係会社

32社）

環境活動

サステナビリティ会計
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▼お客様への効果

１）高密度磁気記録材料

高密度磁気記録材料は従来製品に比べ、大幅に記録密度が高い

ため従来製品より少ない量で目的を達成でき、原材料の使用量

も減ります。

２）製版フィルム不使用のPS版

CTP版と呼ばれるPS版は、製版フィルムを必要としません。そ

のため製版フィルムと現像処理費用、PS版の合計金額からCTP

版の購入金額を差し引いた金額をお客様の利益として計算して

います。また、原材料の使用量も大幅に減ります。

３）液晶ディスプレイ用フィルム

視野角拡大フィルムと液晶保護フィルムを一体化させることに

より、従来は、2枚必要だったフィルムが1枚となり、原材料削

減とお客様の購入費用の削減となります。

４）オフィスプリンター

富士ゼロックスのオフィス用プリンターの電力使用量を従来型に較

べ大幅に下げ、お客様の使用電力を下げることができました。

その電力代金を効果として計算しています。なお、このCO2削

減効果は55,250トン-CO2です。

▼2006年度の状況

公害防止に関する設備投資の主なものは富

士フイルム九州の新規工場のVOC対策設備

28億円です。設備の高度回収技術により、

全社で排出量を159トン削減しました。ま

た、地球環境保全に関するコストの主なも

のは天然ガスなどのエネルギー使用量の増

加などがあります。天然ガス化でCO2及び

SOXの排出量を大幅に削減したものの、新

規工場の立ち上げやフラットパネルディス

プレイ用フイルムの増産によりエネルギー

使用量が増加し、省エネルギーはマイナス

効果となりました。

水については再利用をすすめ、約150万m3

の水使用量を削減し、5億円の経済効果を

得ました。この他原材料の有効利用により、

177億円の単位当たりの原材料削減効果を

得ました。

▼基本事項

○環境会計の目的

①社内外の関係者に、物量面、経済面の

定量化された正しい環境情報を提供す

ること。

②経営者層及び事業場統括者の意思決定

に役立つ、数値化された環境情報を提

供すること。

○集計方法

環境省発行の「環境会計ガイドライン

（2005年版）」を参考としています。

①減価償却費は、3年間の定額償却によっ

て算出しています。

②環境保全以外の目的が含まれているコ

ストは、支出目的による按分計算によ

り集計しています。

③社内への経済効果

汚染賦課金、エネルギー、原材料、水

などは前年との差額、回収、リサイク

ルなどは当該年度の実質効果金額を計

上しています。

④社外への経済効果

SOx、VOC、CO2については前年との

差額、リサイクルについては、当該年

度の予想効果金額を計上しています。

お客様への効果は、環境に配慮された

新製品を使用していただいたことによ

り社外に生じるプラスの効果を金額換

算して計上しています。

環 境 保 全 コ ス ト

（金額単位：百万円）

設備投資

1. 事業エリア内コスト

① 公害防止
新規工場のVOC対策設備
焼却炉の大気汚染対策
　　　　　　　　　　　　　

リサイクル
廃棄物処理

マネジメントシステム、環境測定、緑化、
従業員への環境教育

天然ガス化推進
② 地球環境保全

③ 資源循環

2. 上･下流コスト
市場からの回収

3. 管理活動コスト

4. 研究開発コスト

5. 社会活動コスト

汚染賦課金、汚染土壌浄化設備

自然保護団体への寄付など

6. 環境損傷対応コスト

合　計

8,239

5,625

2,408

206

344

1,333

11

0

10,237

16,669

6,128

5,276

5,265

12,072

20,050

310 11,318

97

236

60,442

費用

環 境 保 全 効 果

リユース･リサイクルによる
産業廃棄物削減

SOｘ排出削減＊1

SOｘ排出削減量

VOC排出削減＊2

VOC排出削減量

NOx 排出削減量

CO2
CO2

排出削減＊3

排出削減量＊4

9,590

37,652

1

28トン

159トン

－54千

－219トン

トン

95.9千トン＊5

47,152

56

社内への経済効果 社外への経済効果

汚染賦課金の削減

省エネルギー

原材料削減

水資源削減＊6

回収・リサイクル

銀

高分子材料

アルミ材料

その他

3,234

944

1,857

2,852 

「写ルンです」回収

下取り機器からの部品回収

－2

－2,111
－147

17,740

522

1,711

37,480

10,733

お客様への効果の詳細は
下表に記載しました。

環境会計

2006年度は富士フイルムグループのホール

ディングス化に伴い、環境会計の集計ルー

ルについても大幅な見直しを行いました。

具体的には環境保全コストの設備投資、研

究開発コストの按分に用いる環境寄与率基

準改定、費用計上内容の詳細な見直し、経

済効果の計上項目・計算方法・単価見直し

などです。

なお、従来の集計方法により集計した2005

年度の各金額合計は環境保全コストの投資

161億円、費用628億円、環境保全効果の

うち社内への経済効果546億円、社外への

効果751億円でした。

対象期間 2006年4月1日～2007年3月31日

環境会計集計範囲

富士フイルムグループ国内64社

（富士フイルムホールディングス、富士フイルム及び

関係会社20社、富士ゼロックス及び関係会社43社）

3,054

13,579

18,159

2,860

37,652

1）高密度磁気記録材料

2）製版フィルム不使用のPS版

3）液晶ディスプレイ用フィルム

4）オフィスプリンター

原材料削減
効果

省電力効果

合　計

製品

お客様への効果

金額効果

＊1 SOx削減：51千円/トン
米国環境省の2007年のSO2排出権オークショ
ンの落札価格

＊2 VOC削減：350千円/トン
㈱産業環境管理協会「有害大気汚染物質対
策の経済性評価報告書」平成16年2月

＊3 CO2削減：2,721円/トン
（2007年3月末EU排出権2008年先物取引価格）

＊4 2005年度は非エネルギー由来も集計

＊5 廃棄物埋め立て処理コスト（100円/kg）を
削減量にかけたもの

＊6 上水200円/トン、下水200円/トン

▼ 2006年度の環境会計
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富士ゼロックスとその関係会社において

も、eラーニングを活用しています。特に、

海外の事業所や関係会社では、各国での取

り組み事例をプログラムに入れ、推進して

います。

▼専門教育

専門的な知識や能力が必要な実務担当者や

管理者に対しては、基礎教育に加え、対象

分野・業務に合わせた教育プログラムがあ

ります。その一例を下表にまとめます。

▼基礎教育

富士フイルムグループでは、海外も含めた

全従業員に対して、基礎教育を進め、「富

士フイルムグループ グリーン・ポリシー」

への理解を図っています。

富士フイルムとその関係会社では、eラー

ニング（日本語、英語、中国語、ドイツ語、

ポルトガル語、スペイン語、オランダ語）

を主体とし、職場の実情に合わせた集合教

育も併用しています。日本語は、2006年5

月に内容を更新しました。現在フランス語

版を準備中です。

全従業員を対象とした環境教育の推進

富士フイルムグループでは、海外を含

めた全従業員に対して、企業理念に基

づく環境活動の継続・強化を図るため、

積極的に教育活動を展開しています。

▼｢環境担当者国際会議」を開催

2006年11月7～10日の4日間、第11回「環

境担当者国際会議」を開催しました（富士

フイルム：19部署33名、その関係会社：7

社19名の参加）。この会議は、「富士フイル

ムグループ グリーン・ポリシー」の重点施

策を中心に、海外関係会社との間で情報と

課題認識を共有し、施策のグローバル展開

に資することを目的に1991年から開催して

います。昨今の化学物質管理などは、まさ

にグローバル展開が必須であり、この会議

の重要性がますます高まっています。2006

年は、RoHS指令、欧州REACH規則、GHS

などを主要テーマに議論を進め、相互の連

携強化を確認しました。

▼欧州で最新の課題を関係会社と協議

富士フイルム環境・品質マネジメント部

は、現在の懸案となっている欧州REACH

規則など、今後厳しさを増す化学物質管理

について、欧州の現地法人との連携を深め

るため、2006年10月、欧州の富士フイルム

現地法人を視察し、重要課題の最新の情報

交換をはじめ今後の連携について協議しま

した。この欧州視察については、併せて同

業他社との意見交換も行うなど、REACH

規則やGHS対応について、着実な連携につ

いて理解を深めました。

▼第1回GSCアジア・オセアニア会議を

リーディング

グリーン・サステイナブルケミストリー

（GSC）ネットワークは、化学の立場で環

境に貢献することをコンセプトに、過去3

回の国際会議を開催し、国際的な活動に発

展しています。富士フイルムでは、GSC活

動の趣旨に賛同し、社長 古森がGSCネッ

トワークの会長を務めています（2006年6

月就任）。また、現在、アジア地域におけ

る産業の急拡大と環境への影響増大が顕著

であり、アジア・オセアニア地域でのGSC

活動の推進が重要視されています。GSCネ

ットワークでは、2007年3月7～9日、初の

GSCアジア・オセアニア会議（GSC-AON

2007）を開催し、社長 古森が議長を務め

ました。

将来世代への環境教育
「みどりの小道」環境日記を支援

「みどりの小道」環境日記は、（財）グリーン

クロスジャパンの活動です。小学生が環境

問題に対する毎日の発見や取り組みを90日

間日記に書き、彼らの環境意識を高めるこ

とを目的にしています。富士フイルムはこ

の活動に協賛し、従業員の子どもたちに参

加を呼び掛けています。2006年12月16日

には、「第8回『みどりの小道』環境日記コ

ンテスト」の表彰式とシンポジウムが、東

京ビッグサイトで開催され、全国約5,000

人の応募者の中から、洞隆太郎くん（当時

小4）が奨励賞を受賞しました。

富士フイルムは、2007年もこの活動に協賛

しています。

環境担当者国際会議

環境施策のグローバル展開に向けて

環境活動

環境コミュニケーション

洞さんご一家。隆太郎くん（前列左）が手
にしているのが環境日記

LCA教育

化学物質管理教育

産業廃棄物管理教育

化学品商品安全教育

開催回数

9

2

8

12

117

100

140

81

富士フイルムとその関係会社

富士ゼロックスとその関係会社

研究開発、商品企画従事者

化成品事業部所属者

管理責任者、実務担当者

管理責任者、実務担当者

参加人数主な対象プログラム


