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4.1 従業員の概況 

※4.1~4.4 における数値データについては、特に記載がない限り、「富士フイルムグループ」と書いてある場合は、「富士フイルム単体＋富士ゼロックス単体」を指しま

す。 

4.1.1 従業員に対する取り組みの基本的な考え方 

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     

2019 年 3 月 31 日現在 

従業員の構成  

 
   

  
 

正社員の状況 

       
 

 富士フイルムグループ（富士フイルム＋富士ゼロックス）

全体 男性 女性

31名 31名 0名

11,815名 9,835名 1,980名

1,333名

執行役員

正社員 

非正社員

富士フイルム

全体 男性 女性

役員(取締役除く) 14名 14名 0名

正社員 一般 3,361名 2,624名 737名

（計：4,710名）役職者 1,160名 1,110名 50名

シニアエキスパート 189名 189名 0名

非正社員 臨時従業員 105名

（計：284名） パート 28名

再雇用 109名

その他（嘱託・契約社員） 42名

女性管理職比率目標 2020年度末までに6％

富士ゼロックス

全体 男性 女性

正社員 執行役員 17名 17名 0名

（計：7,122名） 一般 4,925名 3,901名 1,024名

役職者 2,094名 1,955名 139名

嘱託 86名 56名 30名

非正社員 臨時従業員 412名

（計：1,049名） 再雇用 637名

女性管理職比率目標 2020年度末までに14％

富士フイルム

全体 男性 女性

42.50歳 42.88歳 40.61歳

17.74年 17.82年 17.37年

1.42名 　- 　-

約890万円 　- 　-

70.0% 　- 　-

2.63% 2.73% 2.18%

100% - 100%

96.0% 100% 95.6%

100% - 100%

平均年齢

平均勤続年数

平均扶養人数

平均年間給与　＊1

有給休暇消化率　＊2

離職率　＊3

育児休職後の復職率　＊4

育児休職復職後3年後定着率　＊5

介護休職復職後3年後定着率　＊6

＊1　2018年1月1日から12月31日で集計(期中の入社者除く)

＊2　2018年4月1日から2019年3月31日で集計

＊3　離職率 = 自然退職＋定年退職＋自己都合＋シニア転進

                   　　　富士フイルム単体正社員数年間平均

＊4　育児休職の期間終日が2018年4月1日から2019年3月31日までの人の復職率

＊5　復職後3年後定着率＝2016年度の育児休職後の復職者のうち

             2019年3月末日まで在籍している正社員数

　　　　　　　　2016年度育児休職からの復職者数

＊6　：5と同じ考え方
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採用 

   
 

再雇用 

   
 

休職取得者数 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士ゼロックス

全体 男性 女性

45.5歳 46.5歳 40.7歳

20.2年 21.0年 16.4年

1.16名 　- 　-

約900万円 　- 　-

72.3% 　- 　-

4.1% 4.0% 4.6%

96.3% 100% 93.9%

91.5% 91.7% 91.5%

50.0% 50.0% 50.0%

平均年齢

平均勤続年数

平均扶養人数 *1

平均年間給与　＊2

有給休暇消化率　＊3

離職率　＊4

育児休職後の復職率　＊5

育児休職復職後3年後定着率　＊6

介護休職復職後3年後定着率　＊7

＊1　平均扶養人数 =  健康保険加入者の扶養人数

                                健康保険加入者

＊2　2018年1月～2018年12月の課税月額の合計（ただし、執行役員、嘱託、新卒は除く）

＊3　2018年1月1日から2018年12月31日の期間で集計

＊4　離職率 =　　　　自然退職+定年退職 　　　　　　　

　　　　　　　　　前年度末日のFX単体社員数+出向者数

                      性別離職率算出方法： 男：男性正社員の離職者数/男性正社員人数

　                          女：女性正社員の離職者数/女性正社員人数

＊5　休職満了日が2018年4月1日～2019年3月31日の期間の休職者の復職率を掲載

＊6　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

＊7　：6と同じ考え方

富士フイルム

全体 男性 女性

新卒採用＊1 技術系 48名 35名 13名

事務系 56名 41名 15名

事業場採用 2名 0名 2名

キャリア採用　＊2 46名 34名 12名

＊1　2019年4月入社の人数（大卒、院卒含む）

＊2　2018年4月から2019年3月までに入社した人数

富士ゼロックス

全体 男性 女性

新卒採用＊1 技術系大卒 37名 14名

事務系大卒 22名 14名

中途採用　＊2 87名 80名 7名

＊1　2019年4月1日入社の人数

＊2　2018年4月1日から2019年3月31日までに入社した人数

87名

富士フイルム

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

13名 19名 37名 45名 65名

当該年度（4月から翌年3月まで）に新たに再雇用となった人数

富士ゼロックス

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

506名 554名 554名 173名 215名

2018年度中に再雇用した従業員の人数

富士フイルム

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

全体 3名 2名 4名 3名 5名

男性 1名 0名 2名 1名 3名

女性 2名 2名 2名 2名 2名

全体 43名 53名 49名 45名 36名

男性 1名 5名 3名 3名 1名

女性 42名 48名 46名 42名 35

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月から翌年3月）までに新たに休職を取得した人数

介護休職

育児休職

ボランティ
ア休職

富士ゼロックス

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

全体 3名 4名 4名 5名 4名

男性 1名 2名 2名 2名 1名

女性 2名 2名 2名 3名 3名

全体 56名 60名 84名 69名 96名

男性 9名 10名 11名 14名 35名

女性 47名 50名 73名 55名 61名

全体 3名 0名 0名 1名 1名

男性 2名 0名 0名 1名 1名

女性 1名 0名 0名 0名 0名

＊当該年度（2018年4月1日から2019年3月31日）に新たに休職を取得した正社員の人数

＊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

介護休職

育児休職

ボランティ
ア休職
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休暇取得者数（日数） 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士フイルム （　　）内は延べ取得日数

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

全体 13名 15名
26名

（130.5）
39名

（162）
25人

(148.5）

男性 9名 10名
15名

（103）
25名

（137.5）
22人
(138）

女性 4名 5名
11名

（27.5）
14名

（24.5）
3人

(10.5）

全体 6名 7名
16名

（161.5）
18名

（141.5）
24人
(97）

男性 4名 5名
8名

（117.5）
10名
（86）

18人
(85）

女性 2名 2名
8名

（44）
8名

（55.5）
6人
(12）

全体 48名 59名
73名

（262）
96名

（416）
96人
(368）

男性 9名 16名
31名

（105.5）
44名

（149.5）
42人

(131.5）

女性 39名 43名
42名

（156.5）
52名

（266.5）
54人

(236.5）

全体 0名
1名
(1)

0名 0名 1人
（5）

男性 0名
1名
(1)

0名 0名 1人
（5）

女性 0名 0名 0名 0名 0

＊当該年度（4月から翌年3月）までに新たに休職を取得した人数

介護休暇

育児休暇

看護休暇

ボランティ
ア休暇

富士ゼロックス

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

全体 26名 44名 59名 84名 85名

男性 17名 27名 40名 64名 69名

女性 9名 17名 19名 20名 16名

全体 298名 314名 373名 386名 382名

男性 86名 147名 206名 213名 241名＊5

女性 212名 167名 167名 173名 141名

全体
18名
(47)

20名
(62)

11名
(36)

7名
(22)

8名
(50)

男性 12名 16名 8名 5名 6名

女性 6名 4名 3名 2名 2名

※5 うち、妻の第2子以降出産時の特別休暇のみ利用者70名

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（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

介護休暇
＊2

育児休暇
＊3

ボランティ
ア休暇
＊4

＊1　休暇取得者数（日数）  当該年度（2018年4月1日から2019年3月31日）に休暇を取得し

た正社員の人数

＊2 「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

＊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
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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。 

富士フイルムグループ行動規範 第 1 章「人権の尊重」  URL:https://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/law/humanrights.html 

 

4.2.2 多様性推進の取り組み 

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・職場作り」を重点課題の一つに挙げています。具体的には、①主要ポジションにおける外国人比率の向上（グローバル）、

②女性管理職比率の向上（グローバル）、③法定以上の障がい者雇用の維持（日本国内）、④介護離職率、出産・育児離職率ゼ

ロの実現（日本国内）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する記述を強

化しました。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。 

 

正社員に占める女性の割合               役員及び管理職に占める女性の割合 

 2018 年度    2018 年度  目標（2020 年度末まで） 

富士フイルムグループ 16.7%  富士フイルムグループ 5.8% - 

富士フイルム 16.7%  富士フイルム 4.3% 6% 

富士ゼロックス 16.8%  富士ゼロックス 6.6% 14% 

上記 2 項目における「富士フイルムグループ」の割合については、第三者検証を受けていません。 

 

障がい者雇用率* 

 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 目標 

富士フイルムグループ -  

2.32% 

 

2.35% 富士フイルム 2.12% 2.10% 2.24% 2.27% 

富士ゼロックス 2.06% 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。2019 年 5 月 1 日時点のデータ 

 

 

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。 

 

富士フイルム 

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 

・ 不妊治療目的による休職制度 

・ 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 

・ 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 

・ アクティブライフ休暇制度 

・ フレックスタイム制度 

・ 裁量労働制度 

・ 定時退社日（週 2 日）の設定 

・ 再入社制度 

・ 在宅勤務制度 

・ 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 
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富士ゼロックス    

（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＊ 

・ 妊娠中及び育児のための勤務時間短縮制度 

（妊娠時から小学校 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） 

・ 家族介護休職制度 

（最長 2 年） 

・ 家族介護のための時間外

勤務制限制度 

・ 家族介護のための深夜業

制限制度 

・ 1 日介護休業制度 

・ 家族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 

・ 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） 

・ ボランティア活動のための積立有給休暇＊ 

・ 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 

 

4.2.3 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行動規範」及び「富士フイルムグループ人権声明」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行動規範  第１章 9 項「労働基本権の尊重」   

URL:https://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/law/humanrights.html 

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」  

URL:https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/human/index.html 

 

労働組合員の構成 
2019 年 3 月 31 日現在 

 組合員数 組合員構成率 組合員平均年齢 

富士フイルムグループ 8,083 人 68.3% － 

富士フイルム*1 3,191 人 68% 40.14 歳 

富士ゼロックス*2 4,892 人 69.3% 42.2 歳 

*1 組合構成率=正社員数に対する比率           

*2 組合構成率=執行役員と嘱託を除いた正社員数（管理職を含む）に対する割合 

 

 

労働組合と会社の合意による制度改定実績（過去 5 年間） 
2019 年 3 月 31 日現在 

富士フイルム 

年度 項 目 

2014 年度 ●介護休暇の日数拡大 

●フレックス勤務の特例適用の柔軟化（妊娠期・育児目的・介護目的） 

●国内グループ出向先会社の拡大 

●社員就業規則、賃金規程等の一部改定 

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 
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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 

 

 

富士ゼロックス 

年度 項 目 

2014 年度 ●新たな勤務制度（協働タイム制、在宅勤務制度、国内営業を対象とするリモートワーク制度）の導入 

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） 
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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。さらに 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

います。 

 

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」   URL:https://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/law/humanrights.html 

 

4.3.2 推進体制と取り組み 

推進体制 

富士フイルム、富士ゼロックスは共に、国内外の主要拠点には労働安全衛生担当を任命し、労働損失日数ゼロの目標に向かって、

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、施策の策定や実施、実績の管理を行っ

ています。また一般的な労働安全衛生に加え、それぞれの事業特性に応じ、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。 

健康経営については、富士フイルムホールディングス執行役員兼人事部長を健康経営責任者に任命し、同役員のもと、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に力を入れ

ています。特に日本においては、健康保険組合、産業医、会社の三位一体となって従業員の健康維持・増進に取り組んでいま

す。 

 

安全と健康に関するリスク管理 

当社では、毎年全グループ会社が事業プロセスにおける重点リスク課題（潜在的なものを含む）の抽出を行い、対策の策定と実施、

実績管理を行っています。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

報告されます。労務問題を含む従業員の安全と健康についても上記プロセスに組み込まれており、全社リスクマップの検討要素の

一つとして管理されています。当社グループのリスクマネジメント・プロセスの詳細および重点リスクマップについては、本レポート

「2.2.3 リスクマネジメント推進体制」を参照ください。 
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4.3.3 実績と進捗 

労働災害度数率・労働災害強度率  

富士フイルム 

（ ）内は業界平均＊3 

 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 目標 

労働災害度数率＊1 0.00 

（0.40） 

0.20 

（0.24） 

0.00 

（0.37） 

0.30 

（0.28） 

0.00 

（0.47） 
0 

労働災害強度率＊2 0.00 

（0.13） 

0.00 

（0.00） 

0.00 

（0.01） 

0.00 

（0.01） 

0.00 

（0.01） 
0 

 

富士ゼロックス 

（ ）内は業界平均＊3 

 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 目標 

労働災害度数率＊1 0.00 

（0.16） 

0.20 

（0.11） 

0.00 

（0.18） 

0.37 

（0.38） 

0.18 

（0.36） 
0 

労働災害強度率＊2 0.00 

（0.00） 

0.00 

（0.00） 

0.00 

（0.00） 

0.00 

（0.01） 

0.001 

（0.01） 
0 

 

 

従業員の死亡事故発生件数 

 2016 年度 2017 年度 2018 年度 目標 

富士フイルムグループ 従業員 0 0 0 
0 

請負従業員 0 0 0 

富士フイルム 従業員 0 0 0 
0 

請負従業員 0 0 0 

富士ゼロックス 従業員 0 0 0 
0 

請負従業員 0 0 0 

 

労働安全衛生委員会 

労働安全衛生委員会は法令に基づき、富士フイルム、富士ゼロックス各社にて労使同数で開催しています。 

 

従業員の労働安全衛生教育受講人数 

 2018 年度 

富士フイルムグループ 13,289 人 

富士フイルム 3,169 人 

富士ゼロックス＊ 10,120 人 

＊直接雇用でない従業員や役員を含む 

 

健康経営優良法人 ホワイト 500 に 2016 年から 3 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、個の成長がひいては会社全体の発展につながると考え、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 人材開発プログラム 

各社の人材育成の考え方 

 

富士フイルムの人材育成マップ                    富士フイルムのグローバル人材育成研修         

 

富士ゼロックスの目指す人材像 

 

 

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 26,752 時間 11.25 時間 169,756 千円 71,386 円 

富士ゼロックス* 88,950 時間 11.4 時間 274,992 千円 35,138 円 

＊役員、被出向者を含む 
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4.4.3 業績評価 

 目標管理による評価を行っている従業員の割合 

富士フイルムグループ 100％ 

富士フイルム 100％ 

富士ゼロックス 100％ 

 

4.4.4 従業員エンゲージメント 

富士フイルムグループ従業員意識調査 

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。 

 

富士ゼロックス従業員意識調査 

上記のグループ全社における意識調査に加え、富士ゼロックスでは国内関連・販売会社及び海外販売会社において、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。2018 年度は、この

調査のうち国内向けについて「エンゲージメントサーベイ」として設問内容を改定し、国内外ともに、過去の調査内容との継続性を

維持しながら、従業員の会社に対する自発的な貢献意欲と期待される行動に対する発揮度合いを把握できるようにしました。2018

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 30,283 人が回答を実施しています。 

 

 対象範囲 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 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） 3.36 3.38 3.33 3.37 

国内の販売会社 3.43 3.40 3.35 3.34 

国内の関連会社（販売会社除く） 3.23 3.26 3.26 3.27 

海外の関連会社（営業・事務職） - 3.55 3.56 3.53 

＊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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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」を果たすべき概念として認識し、「富士フイルムグループ企業行動憲章・行動規範」にうた

っています。企業行動憲章では人権の尊重に対する会社の基本的な考え方を示し、行動規範では従業員一人ひとりが守るべき 9

つの項目について述べています。企業行動憲章・行動規範の制定・改定並びに順守状況については、富士フイルムホールディン

グス ESG 委員会で議論・採択され、取締役会に報告されます。 

さらに 2018 年には、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」を制定しまし

た。「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の様々なご意見・アドバイスをいただき策定し、社長を委員

長とする CSR 委員会（現 ESG 委員会）での採択を経て導入されました。 

 

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」 

行動規範 

URL:https://www.fujifilmholdings.com/ja/about/philosophy/index.html 

富士フイルムグループ人権声明  URL:https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/human/index.html 

 

 

4.5.2 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。具体的な推進にあたって

は、国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンの人権デ

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、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活動のどこで発生

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、リスク評価・活

動の定期レビューと情報開示を行っています。 

 

4.5.3 重点的に取り組む人権課題（特定された人権リスク） 

重点的に取り組む人権課題特定に向けた、人権影響評価のプロセス 

まず既存の事業セグメントごとに、当社の事業活動が潜在的に影響を及ぼし得る人権リスクの洗い出しを行いました（表「既存事業

における人権影響評価」参照）。この中では、当社グループの事業活動により影響を受けうるステークホルダーとして、自社の従業

員、サプライヤー・委託先・構内協力企業の従業員（児童労働の観点で子供、移民労働者の観点で外国人労働者の権利への配

慮を含む）、地域住民（原材料調達における先住民の権利への配慮を含む）、及びお客様など（消費者の一部として子供の権利

への配慮を含む）に対する評価を行いました。 

その上で、人権リスク発生確率の高さ、万一発生した場合に想定されるインパクトの大きさ、これまでの取り組み状況などをもとに、

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を特定しました。このリスク評価の過程では、国際的な人権 NPO など海

外の外部有識者からの意見も踏まえ、重点課題を絞りこみました（図「化学・建築材料業において重要と考える人権課題」参照）。 

また大型投資案件など新規事業開始時には、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、新規

投資の適性を評価しています。 
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参考：化学・建築材料業において重要と考える人権課題 

「経済人コー円卓会議日本委員会」のステークホルダーエンゲ

ージメントプログラムにて、人権 NPO とのディスカッション、業界

他社との話し合いを経て抽出された重要課題は左記の通りで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

上記のプロセスを経て、2018 年度には、富士フイルムグループとして取り組む潜在的な人権課題（下表【既存事業における人権

影響評価】）のうち、１）サプライヤー・委託先構内協力企業への取り組み、２）自社従業員への取り組みの２つについて、改めて重

点テーマと定め、活動を進めています。 

 

既存事業における人権影響評価 （富士フイルムグループが重点的に取り組む人権課題を赤で記載） 

影響を受けるス

テークホルダー 
当社グループが取り組む潜在的な人権課題 

事業セグメントによる関係性の強さ 

イメージング 

ソリューショ

ン 
（デジカメなど） 

ヘルスケア＆ 

マテリアルズ 

ソリューション 
（高機能材料など） 

ドキュメントソ

リューション
（オフィス製品、ソ

リューションなど） 

お客様など 

製品安全 ◎ ◎ ◎ 

個人情報保護 ◎ ◎ ◎ 

製品サービスの意図しない使われ方による人権侵害 △ 〇 △ 

ヘルスケア事業の研究開発における被験者・試料提供者の権利への配慮 - ◎ - 

サプライヤー・委

託先・構内協力

企業の従業員 

適切な労働条件と労務管理、安全衛生管理 ◎ 〇 ◎ 

外国人労働者の権利及び安全への配慮（特に工場） ◎ 〇 ◎ 

地域住民 

違法投棄や化学物質の不適切な管理が原因の環境破壊による地域住民

の権利侵害（資産減少・生活環境の悪化・健康被害など） △ △ △ 

原材料の不正な調達による地域住民の資産減少・生活環境の悪化 〇 △ ◎ 

自社の従業員 

適切な労働条件と労務管理、安全衛生管理 〇 〇 〇 

差別・ハラスメント、プライバシー侵害などによる精神的・肉体的被害や機

会の減少等の不利益 〇 〇 〇 

製造及び研究開発工程における、化学物質やバイオマテリアルなど注意が

必要な物質の不適切な管理による健康被害 ◎ ◎ 〇 
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4.5.4 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）サプライヤー・委託先構内協力企業への取り組み 

富士フイルムグループが重点的に取り組む人権課題の一つであるサプライヤー・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「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お取引先に 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、①方針類の周知と理解、②サプライヤー評価、③サプライヤーへの指導、④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、

サプライヤーに対する様々な確認や改善支援を行っています。 

従来より実施している労務・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。2018 年度には、中国とベトナムのお取引先 46 社において CSR リスク

が高いことが判明し、当社グループ専門スタッフによる「専門訪問診断」を実施しました。サプライヤー従業員の人権に関わる代表

的なものとしては、労務管理（連続出勤や残業時間が多いなど）、スプリンクラーや火災警報装置など消防設備の不足、必要な防

護具の未着用や管理の不徹底、有害廃棄物管理の不徹底などの課題を発見し、各社に改善を依頼、改善計画に基づいて改善

を進めていただいています。 

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。 

調達活動における考え方として「調達方針」および「お取引先へのお願い  URL:https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/vision/procure.html 

 

（2）自社従業員に対する取り組み 

当社グループ従業員に対しての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。例えば 2018 年度は、潜在・顕在のリスクが高いと判断した部門に対す

る個別対応でのハラスメント教育や、リスク管理者に対し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行い

ました。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。 

2019年 4 月には、富士フイルムグループ企業行動憲章・行動規範をよりグローバルに汎用性のある内容に改定し、多様性の尊重

や差別の排除、いじめ・ハラスメント行為の禁止、労働安全衛生と健康推進など人権の尊重に関する記述を強化しました。改定し

た企業行動憲章・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。 

 

（3）人権課題に関するリスク管理 

富士フイルムグループでは、毎年グループ会社を含む全組織が事業プロセスにおける重点リスク課題（潜在的なものを含む）の抽

出を行い、対策の策定と実施、実績管理を行っています。各組織の検討結果を踏まえた全グループ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ます。人権課題についてもこのプロセスが適用されて

おり、特に各社が重点リスク課題を検討する際に留意すべき視点の一つとして「人権」が明記され、様々な人権リスクが全社リスク

マップの検討要素として管理されています。 

2017－2018年の重点リスク課題検討においては、人権課題に関連する主な項目として、労災、ハラスメント、製品事故、労務管理、

従業員の安全、個人情報管理、環境汚染などに関するリスクが挙げられました。当社グループが自社従業員に関して重点的に取

り組む人権課題として特定した労務管理及びハラスメントを顕在・潜在のリスクとして特定した組織数は 91 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。 

全社リスク管理についての詳細は、本レポート「2.2.3 コンプライアンス＆リスクマネジメント推進体制」を参照ください。 
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（4）人権に関する全社の活動の振り返り 

富士フイルムホールディングスでは、経済人コー円卓会議日本委員会（CRT）が開催している「ビジネスとヒューマンライツに関する

国際会議 in 東京」に招聘された、国際的にビジネスと人権をけん引している有識者と個別ダイアログを行い、自社の人権の取り組

みの点検を行っています。2018 年度は、主に 2017 年度の活動結果に対してのダイアログを実施しました。 

 

●2018 年度有識者ダイアログ 

日程：2018 年 9 月 12 日 

場所：東京/日本 

参加者： 

有識者）Livio Sarandrea 国連開発計画（UNDP）Bangkok Regional Hub ビジネスと人権に関する地域プログラムマネージャー兼チーフアドバイザ 

     William Rook 人権ビジネス研究所 中東地域担当マネージャー 

富士フイルムホールディングス） 小島麻理 経営企画部 CSR グループ マネージャー 

                    星野俊彦 経営企画部 CSR グループ シニアエキスパート（実施当時） 

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「人権声明」（2018 年 6 月制定）への評価と、社内、及びサプライヤーへの浸透 

富士フイルムグループ CSR 計画「Sustainable Value Plan 2030（SVP2030）」を SDGｓに沿って作成する際に行った、「当社グループの活動におけ

る社会へのプラスとマイナス面」を整理したことについて意見交換 

検討結果： 

富士フイルムグループ人権声明については、大変良くできているとの評価をいただくともに、社内への浸透の観点では、一般的にはあまりなじみ

のない「人権デューディリジェンス」という言葉について、正しい理解につなげることがキーとなる点とのアドバイスがありました。今後に向けては、

是正・救済措置について詳しくわかりやすく述べてほしいとの期待が示されました。 

当社の SDGｓに対する取り組みについてはしっかり取り組んでいるとの評価いただいた一方、当社グループの CSR 計画 SVP2030 が SDGs と紐

づいているというストーリー展開をより明確にするために、SDGｓに対するポリシーを策定することなどのアドバイスもありました。 

グローバル社会では、これまでの CSR を超える概念として「責任あるビジネス」が重要視されてきており、責任あるビジネスを遂行してこそ、その

先に「持続可能なビジネス」が見えてくるとのコメントもありました。 

 

4.5.5 人権に関する苦情および意見収集の仕組み 

「富士フイルムグループ社員行動規範」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。 

2018 年度の内部通報に関する実績については、本レポート「2.2.10 内部通報・相談窓口」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「CSR に関するお問い合わせ」窓口を設置し、人権課題を含む当

社の CSR 活動に対するご意見を幅広く取り入れられる体制も整えています。 

CSR（企業の社会的責任）に関するお問い合わせ  URL:https://www.fujifilmholdings.com/ja/sustainability/contact/index.htm 

 

4.5.6 人権領域に関して連携している連携しているイニシアチブ 

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「ビジネスとニューマンライ

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けん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組の点検を

行っています*3。 
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*1 CRT ステークホルダー・エンゲージメント・プログラム  

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/ 

 

国連グローバル・コンパクト 

富士ゼロックスは、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、ヒューマンライツデューデリジェンス分科会

にて 2017 年より共同幹事として活動を推進しています。 
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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/環境面の成果 

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 

・ザンビア共和国でヘルスケアの質向上

（FF） 

・日本式医療の国際展開（FF） 

・感染症の早期発見の取組（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 

・アナログ資産のアーカイブ事業（FF） 

・伝統文書の複製（FX） 

・壱岐市、遠野市、南足柄市などでの 

 みらい創り活動（FX） 

・フォトルネサンス運動（FF） 

・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）   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） 

・従業員への社会貢献活動の仕組みの 

 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 社会への貢献活動の実績（2018 年度） 

（1）社会貢献活動の支出額  

 
富士フイルムグループの 2018 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 68 

地域社会との調和 220 

社会への文化芸術振興（国内） 601 

国際社会の文化・社会への配慮 96 

NGO・NPO との協働 34 

合計 1,019 

詳細内訳は「5.サステナビリティ会計」 参照 

                                                        

（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。 

●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。 

●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。 

●富士ゼロックス株式会社小林基金 

1977 年から日本とアジア・大洋州諸国／地域との学術交流を通じた相

互理解と親善促進への貢献を目的に設立した企業内基金。上記の目

的を満たす人文・社会科学分野を専攻する博士課程在籍者を対象とし

て、41 年間にわたって学術研究助成を実施し、研究助成プログラムに

おける助成対象者は延べ 1,455 人（2018 年度末時点）にのぼっている。 

 

 

4.6.4 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」 

「お客様への貢献効果」は、お客様が従来製品から、環境に配慮した新製品に置き換えた際に、お客様の側で抑えられた支出の

合計を表しています（例えば、環境に配慮した製品を使うことで、電力や資源のコストを抑えられたり、従来使っていた消耗品など

の購入額が抑えられたりする金額を計算したものです）。 

単位：百万円 

製 品 金 額 

 2016 年度 2017 年度 2018 年度 

1. 高密度磁気記録材料 7,196 7,165 8,414 

2. 製版フィルム不使用の PS 版 66,267 83,506 96,352 

3. 液晶ディスプレイ用フィルム 5,527 4,120 2,790 

4. オフィスプリンター 28,601 24,962 16,986 

合 計 107,591 119,754 124,542 

 

 

 



   社会的側面 

18 

 

（2）社会貢献活動のインパクト評価 

富士ゼロックスでは、2016 年度から自社の社会貢献活動を「見える化」する活動に取り組んできました。 

 

①背景 

富士ゼロックスは、2012 年度に「コミュニケーションを本業とする富士ゼロックスらしい顔の見える社会貢献」の取り組みを強化する

ことを決定。「将来世代の人材育成」「希少な文化や情報の伝承」の二つを全社の重点テーマに定め、社会貢献活動に取り組んで

きました。このような活動を通じて、SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）の目標「4：質の高い教育を

みんなに」「11：住み続けられるまちづくりを」「17：パートナーシップで目標を達成しよう」の達成へ貢献していくことを目指していま

す。 

 

②目的 

活動の社会的な意義や成果を客観的に把握して改善につなげるため、「社会的インパクト評価」*に取り組みました。具体的には、

上記重点テーマに基づいた「新興国における教材提供プロジェクト」、「伝統文書の作成と活用」、「みらい創り活動」の３つのプロ

ジェクトについて、当該活動が社会にどのような変化や効果を与えているのかを定量的/定性的に評価する手法を確立し、社会的

インパクトを「見える化」しました。当社は、評価結果を PDCA に活用し、さらにはステークホルダーに共有することで継続的に地域

社会の課題解決や発展に貢献できると考えています。 

＊短期・長期の変化を含め、事業や活動の結果として生じた社会的・環境的な変化、便益、学びその他効果を定量的・定性的に把握し、事業や活動について価値判

断を加えること。 

 （Global Social Impact Investment Steering Group（GSG、旧 G8 社会的インパクト投資タスクフォース）の定義から） 

 

③活動内容 

「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。 

1）「社会的インパクト評価ツールセット」*1 を用いたロジックモデルの作成 

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。 

3）最新動向の把握と日本における社会的インパクト評価の普及啓発への貢献 

 2017年度から「社会的インパクト・マネジメント・イニシアチブ（旧社会的インパクト評価イニシアチブ）」*2事例蓄積・活用ワーキン

ググループのコアメンバーとして参画しています。 

*1 GSG 作成の社会的事業評価のための解説書 

*2 2016 年に発足した日本における社会的インパクト評価を推進する民間主導のプラットフォーム 
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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

 

URL:https://www.fujixerox.co.jp/company/csr/sr2017/communities/theme1.html#anc01 

 

②伝統文書の複製と活用 

 

URL:https://www.fujixerox.co.jp/company/csr/sr2017/communities/theme1.html#anc02 
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（4）今後に向けて 

今後もステークホルダーとの対話を大切にして、社会的インパクト評価結果に基づいて当社の社会貢献活動の改善に取り組み、

地域社会の課題解決や発展にいっそう貢献することを目指します。また、富士フイルムグループとして本評価の活用を検討してい

きます。 

 


