


編集方針

　当社グループの２０１０年度版ＣＳＲ報告書をお届けします。
　私たちは、ＣＳＲ報告書を作成するにあたり全体を５つの
構成としました。
　まず、「トップメッセージ」、続いて３つの側面である「経
営」「環境」「社会」の各パフォーマンス、続いて事業所、国
内及び海外のグループ会社の活動を紹介します。
　特集では、旧深川工場跡地の再開発によって「オフィス」
「ショッピング」「アメニティ（シネマ、フットネス）」が共存す
る複合施設「人が集う街・深川ギャザリア」の開発が１０年
を経て完了したのにともない、地域コミュニティとのかか

わりをご紹介します。
　ＣＳＲの取り組みでは、当社グループの目指す経営とＣＳ
Ｒの考え方をご紹介すると共に、ＣＳＲ理念、ＣＳＲ基本方針
に基づき新たに策定しました「フジクラグループＣＳＲ活動
指針」をご紹介します。
　本報告書は、ホームページでもご覧いただけます。また、
ホームページには英語版も掲載します。

ホームページアドレス
http://www.fujikura.co.jp/csr/index.html 
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２００９年度（２００９年４月１日～２０１０年３月３１日）のＣＳＲ活動を中心に掲載
しています。

CSR報告書の対象期間

［経営・社会データ］
当社および連結対象子会社72社
（内訳：国内26社、海外46社）

［環境データ］
当社および環境活動連絡対象の連結対象子会社42社※
（内訳：国内23社、海外19社）
環境活動連絡対象の非連結の子会社4社※
（内訳：国内３社、海外1社）

※環境活動連絡対象の連結対象子会社、非連結の子会社は
　１４頁に記載しています。

CSR報告書の対象範囲

２０１０年８月
（次回は、２０１１年８月の発行を予定しています）

CSR報告者の発行時期

株式会社フジクラ　コーポレート企画室CSR推進チーム
E-mail：fujikura_csr@fujikura.co.jp
TEL：03-5606-1024   FAX：03-5606-1501

お問い合わせ

ＧＲＩ（Global Reporting Initiative）
サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第３版（Ｇ3）
環境省「環境報告ガイドライン２００７年度版」

参考ガイドライン
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1881（明治14）年、創業者・藤倉善八が相次ぐ事業の失敗から新規蒔
き直しに神田淡路町に転居します。その住居は由緒ある賀来神社の境
内横でした。藤倉善八は、当時ご神木とされていた、境内のこの珊瑚
樹を朝な夕な大切に世話をします。そのためか事業はトントン拍子に
成功し、1885年から開始した電線事業も日に日に拡大しました。藤倉
善八が亡くなったあと、社員達は生きた「創業の記念物」としてこの珊
瑚樹を貰い受け、社員の手で今日まで大切にしてきました。その間、関
東大震災（1923年）、東京大空襲（1945年）と２回の火災で焼けます
がそのたびに焼けた樹の根から新たな芽を吹き蘇りました。それは工
場の再建に奔走する社員の心に大きな支えとなりました。

創業の記念樹・珊瑚樹

トップメッセージ

経営理念とCSRの取り組み
2009年度業績・事業紹介
コーポレートガバナンスとリスクマネジメント
事業継続計画（BCP）、G-FPS活動（経営理念の実現活動）

経営パフォーマンス
"

CSRの基礎
会社概要

誠実な企業活動

第三者意見、ご意見を受けて "!

環境マネジメントシステム
環境管理活動指針
環境監査
環境負荷削減の取り組み
グリーン調達・購入／廃棄物の削減
製品リサイクルと化学物質・VOC管理
環境配慮型製品および製品含有化学物質管理

環境パフォーマンス
環境への配慮 #"
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品質管理・品質保証
情報開示とコミュニケーション、調達活動
社員・家族と共に
安全衛生

社会パフォーマンス
社会との調和

人間の尊重
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深川ギャザリア  コミュニティと共に
国内事業所のCSR活動／地域との共創
グループ会社CSR活動

事業所・グループ会社
特集

事業所の活動
グループの活動
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トップメッセージ

お客様に感謝され、社会から
高く評価される企業グループを目指して
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　私たちフジクラグループにとって、２００９年度はグループ全
体で進めたさまざまな施策への手応えを実感することができ
た年となりました。前年２００８年度は、リーマンショックの影響に
よる世界同時不況によって世界のマーケット規模が縮小し、グ
ループの業績が大きく落ち込んだ年でした。その縮小した世界
のマーケットに私たちの身の丈（事業の規模）を合わせることを
基本に２００９年度はグループ全体でその施策を進めました。
　その第一は、“規模の拡大を追わず、収益率を重視する”とい
う方針への切り替えです。欧州や中国を中心にグループの事業
拠点の集約を行いました。
　第二は、電子配線部品の製造拠点が集中するタイ国で、その
グループ企業の内の７社を１社へと集約を進め、今年の４月、ＦＥ
ＴＬ(Fujikura Electronics Tailand Ltd.)社を設立しました。こ
れは将来を見据えた「選択と集中（Focus & Deep）」です。この
ＦＥＴＬ社設立の狙いは、間接部門のスリム化や生産技術開発機
能の強化、人財育成など、競争力の強化にあります。
　第三は、フジクラグループ全体の人件費、経費、償却費など
の総発生費用を抑えました。グループ全体では約２２０億円の費
用の圧縮・削減を行いました。
　このような施策の結果、２００９年度の業績は、連結売上高５,０
３５億円、営業利益１７９億円、経常利益は１６５億円となりました。
営業利益は前年度比で見ると１７７億円、また、経常利益は前年
度比で２０１億円の改善ができました。
　このように、２００９年度は、施策への手ごたえを感じると共に、
“事業活動を通じて社会へ貢献する”とする私たちの経営理念
からみて大変意義ある年となりました。
　また、本年５月に公表いたしました２０１０年度計画は、連結売
上高５,１６０億円、営業利益１８０億円、経常利益１６５億円を予想
しております。

　私たちフジクラグループは、１８８５年の創業より数えて今年
で１２５年です。光ファイバケーブルに代表される電線ケーブル
の“つなぐ”テクノロジーを通じて、私たちはわが国のインフラ
整備に一世紀以上に亘って貢献してまいりました。しかし、今や
日本をはじめ世界が大きく変わりつつあります。これまで培っ
てきた技術・ノウハウ・知見をフルに生かして世界で貢献するこ
とだけではフジクラグループとして十分とは言えません。低炭
素社会や人と地球環境にやさしい持続可能な社会の実現に向
けた取り組みを積極的に進めて行く必要があります。そのため

には、私たち全グループのテクノロジーを結集し、社会が必要
とする先端技術の研究・開発を進め、これまでにはなかったよう
な新しく、夢のある、魅力的なビジネスの可能性を切り拓いて
いく必要があります。例えば、超電導、従来の炭酸ガスレー
ザーに比べ省エネ省スペースであるファイバレーザー、スー
パーコンピュータに必需な光ファイバ技術と電子技術が一体
化した光インターコネクション、さらに進む少子高齢化時代に
向けて需要が高まる介護ロボットやパワースーツ向けテクノロ
ジーなどです。これらの社会が求め、時代が必要とする、可能
性にあふれ、事業としても期待できるニュービジネスへの研
究・開発・事業化を私たちは積極的に進めたいと考えています。
ただ、これらを進めて行く上でキーとなるのが「人」です。経営
の基本は「人づくり」にあります。国内はもちろんのこと、海外
の事業展開においてもナショナルスタッフの人財育成など、私
たちはグローバルな「人づくり」を進めてまいります。

　昨年１月に関連会社へ「高圧電力ケーブル」で、同年６月には
当社に「光ファイバケーブル等」などで、公正取引委員会の立
入り調査を受けました。また、「光ファイバケーブル等」では今
年５月に排除措置命令と課徴金支払命令がありました。これら
のことは絶対にあってはならないことと私たちは厳粛に受け止
め、カルテルとの決別を宣言し、全社員を対象にコンプライア
ンスプログラムを定め、e-ラーニングなどの教育を通して社員
一人ひとりに法令遵守の徹底を進めております。ステークホル
ダーの皆様にはご心配とご憂慮をおかけいたしましたことを
心よりお詫び申し上げます。
　私たちフジクラグループは、創業以来“つなぐ”テクノロジー
を通じて社会への貢献に積極的に努めてまいりました。創業１
２０周年にあたる２００５年、私たちはこの年を第３の創業とし、新
たな経営理念ＭＶＣＶを策定しました。その“ミッション”におい
て「フジクラは“つなぐ”テクノロジーを通じ顧客の価値創造と
社会に貢献する」と宣言しています。この経営理念ＭＶＣＶの下、
私たち社員一人ひとりが、ＣＳＲへの取り組みをさらに進め、「お
客様に感謝され、社会からは高く評価される企業グループ」を
目指してまいります。引き続き、皆様のご支援ご鞭撻をお願い
申し上げます。

株式会社フジクラ
取締役社長

フジクラグループ CSR報告書2010



第３の創業と経営理念ＭＶＣＶ

経営理念とＣＳＲの取り組み

　当社グループには、１８８５年の創業以来大切に守ってきた
“ことだま”と社風があります。『進取の精神』と『地道に、しぶと
く、ひたむきに』の２つの言葉です。２００５年の創業１２０周年を
機に、新たな時代に向けたさらなる発展を目指して第３の創業
を宣言し、創業以来の精神をベースに「“つなぐ”テクノロジー
を通じて、顧客価値創造と社会に貢献する」をミッションとした
当社グループの経営理念ＭＶＣＶを策定しました。

フジクラグループの目指す経営

　当社グループの目指す経営は、１２５年の歴史を通じて培わ
れた「ものづくりのＤＮＡ」、創業の精神である「進取の精神」、顧
客の視点から必ず実行すること、絶対にしてはならないことを
明確にし、これを必ず守るという組織風土「クオリティファース
ト」をベースとしています。その上で「Ｇ-ＦＰＳ（Global Fujikura 
Production System）」、「ものづくり風土改革」、「ＣＳＲ」を推進
力に、全てのコーポレートスタッフがグループ経営のルールを

回して、製造拠点、営業部門、研究開発部門の共創のエネル
ギーを図りながら「情報通信」・「電子材料」・「自動車電装」・
「ケーブル・機器」の４つの事業分野の中期計画ビジョンの実現
をめざしています。この実現を通して当社グループは、お客様
に「ありがとう」と感謝され、社会からは高く評価される顧客価
値創造型企業を目指すという経営理念ＭＶＣＶの実現とグ
ループ全体のさらなる発展を目指しています。

中期計画ビジョン

G-FPS活動  ものづくり風土変革　CSR

フジクラグループの企業価値の向上

※顧客の視点から「必ず実行すること、絶対にしてはならないこと」を
　明確にし、これを必ず守るという組織風土

クオリティファースト  ものづくりのDNA  進取の精神※

目標の実現

125年の歴史

ケーブル・
機器事業
ケーブル・
機器事業

自動車
電装事業
自動車
電装事業

電子材料
事業

電子材料
事業

情報通信
事業

情報通信
事業

コーポレート
スタッフ

グループ
経営
ルール
コーポレート
スタッフ

グループ
経営
ルール

営業
部門

製造
拠点

研究・開発部門

お客様から感謝され、社会から
高く評価される顧客価値創造型企業

経営理念MVCV

フジクラグループ経営理念MVCV

フジクラは、“つなぐ”テクノロジーを通じ顧客の価値創造と社会に貢献する
ミッション（M：Mission）

“つなぐ”テクノロジーの分野で顧客に最も信頼されるパートナーになる
ビジョン（V：Vision）

｢一人ひとりが主役｣として行動し、世界で通用する有能な人財集団になる

先進的で有用性の高い商品とソリューションを継続的に開発し、
“つなぐ”テクノロジーの分野でリーダーになる

基本的価値（CV：Core Value）
変革 共創カスタマーサティスファクション

!

・人財育成
・販売即経営の実現に係る活動
・生産革新活動
・プロセス＆プロダクトクオリティ改善活動
・業務プロセスのムダ取り活動
・顧客の視点で“ものづくりする活動”
・環境活動

フジクラグループ CSR報告書2010



ＣＳＲの考え方と取り組み

　当社グループは、経営理念ＭＶＣＶのミッション「フジク
ラは、“つなぐ”テクノロジーを通じ顧客の価値創造と社会
に貢献する」をＣＳＲの活動の理念とし、ＣＳＲを事業活動を
進める上で重要な柱の一つであると捉えて積極的な取り
組んでいます。
　私たちは、ＣＳＲ基本方針に定めた４つの重点分野ごとに
１７の活動指針を策定しフジクラおよび当社グループ企業
共通の指針としました。

企業活動を通じ、CSRを推進し、
経営理念MVCVを実現します。

フジクラグループCSR基本方針
　フジクラグループは、「社会」から成長・発展を望まれ、期待される企業
となるため、“つなぐ”テクノロジーを通じて、人、社会、地球環境の豊か
な未来への架け橋となることを目指します。そのために私たちは、企業
活動のあらゆる面において社会的責任を果すために4つの重点分野を
定め、各国・各地域の法令・国際的なルールとその精神を遵守すると共
に、社員一人ひとりが「社会」の一員として自分達の役割を自覚し、社会
的良識をもって行動します。

フジクラグループＣＳＲ活動指針
　 誠実な企業活動
①各国・各地域の法令、ルール及びそれらの精神を遵守し、誠実な企業活動を行 
　います。また、社会の一員であることを自覚し、倫理観及び社会的良識をもって
　行動します。
②お客様の立場に立ち、有用かつ安全で品質の高い製品及びソリューションを提
　供することにより、「お客様満足度」の維持・向上に努めます。
③自由でオープンな競争のもと、公正で透明な取引を行います。
④政治、行政並びに市民及び各種団体と健全かつ正常な関係を維持します。
⑤自社及びお客様にかかわる情報の管理・保護の徹底に努めます。

　 環境への配慮
⑥各国・各地域の環境規制を遵守するとともに、自主的な管理基準を設定し、そ
　の維持・向上に努めます。
⑦製品の開発、設計、調達、生産、施工、販売、物流、廃棄に至るすべての事業活
　動における環境負荷の低減を推進し、地球環境と調和の取れた持続可能な社
　会を目指します。
⑧環境に配慮した技術革新の推進と環境に優しい製品づくりを行うとともに、お客様
　に対して、製品の適切な使用方法、再資源化、廃棄方法などの情報を提供します。

⑨各国・各地域において、環境保全活動への積極的な参画を行い、広く社会に貢献
　します。
⑩地球環境における生物多様性の重要性を認識し、生態系保全に努めます。

　 人間の尊重
⑪グループの企業活動にかかわるすべての人の安全を確保し、働きやすい職場環
　境の維持・向上に努めます。
⑫すべての社員が自主性と創造性を十分発揮できる、差別のない、明るい職場作
　りを目指します。
⑬社員の機会均等及び仕事と私的生活との調和に努めます。
⑭すべての人の人権を尊重し、強制労働・児童労働などの人権侵害を絶対に許し
　ません。

　 社会との調和
⑮各国・各地域の文化や慣習を尊重し、積極的に社会貢献活動を行います。
⑯すべてのステークホルダーに対し、広くコミュニケーションを行うことにより、健
　全な関係の維持発展に努めます。
⑰適時適切に企業情報の積極的な開示を行います。

経
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誠実な企業活動 人間の尊重
社会との調和環境への配慮

フジクラグループCSR理念 フジクラグループが果たすべき企業の社会的責任とは、フジクラの経営理念MVCVに基づき、「持続可能な企業
経営」のために必要とされる活動と「持続可能な社会」の構築に役立つ活動から成立っていると考えています。

フジクラグループ CSR報告書2010

各分野の
「活動指針」

持続可能な社会の実現
サステナビリティ

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

フジクラグループの事業活動

社会側面

環境側面
経営側面 誠実な企業活動

環境への配慮
社会との調和
人間の尊重

〈3つの側面〉 〈4つの重点分野〉

経営理念MVCVのミッション「フジクラは“つなぐ”
テクノロジーを通じ顧客の価値創造と社会に貢献
する」が全てのCSR活動のベースになっている

CSRの「理念」「基本方針」

情報開示
コミュニケーション
社会のニーズ

取締役会

経営会議

社長

CSR委員会

CSR委員会
ワーキングチーム

拠点（本社、国内・海外グループ会社）

フジクラグループ
CSRマネジメント体制

フジクラグループのCSRの考え方
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2009年度業績

コストダウンで世界的な需要縮小を乗り切る2009年度の
経済環境は、世界的な需要縮小と、国内の設備投資縮小により
厳しい状況にありました。連結売上高は、銅価格の下落及び
為替の円高の影響を受けたこともあり、前年度比701億円
減少の5,035億円となりました。
営業利益については、グループを挙げて徹底的なコスト削
減を図った結果、発生費用を前年対比220億円削減。売上高
が減少する中で、営業利益は前年度比177億円増の179億円
と大幅な改善となりました。経常利益では、165億円（前年度は
経常損失35億円）となりました。
部門別では、情報通信事業、電子電装事業ともに、コストダ

ウンにより採算を改善。自動車電装分野では活況な中国市場、
FAE社の拠点統廃合効果で採算が改善。ケーブル・機器関連
事業は、国内の需要減と銅価下落により売上が減少しました
が、銅差損解消とコスト削減活動により採算は改善しました。

株式会社フジクラ
1885（明治18）年
1910（明治43）年
530億円（2010年３月31日現在）
連結5,035億円（2009年度）
長浜洋一
〒135-8512
東京都江東区木場1-5-1
佐倉、鈴鹿、沼津、石岡
東京、佐倉、シンガポール、タイ
大阪、名古屋、福岡、広島、仙台、札幌、富山、
高松／沼津
アメリカ、イギリス、シンガポール、マレーシア、
タイ、中国、ベトナム、インド、ロシア
連結50,639名（2010年３月31日現在）
光ファイバケーブル、光伝送システム、
通信システム、電子材料、電力システム、
被覆線、マグネットワイヤ、金属材料

商　　　号
創　　　業
設　　　立
資　本　金
売　上　高
取締役社長
本　　　社

事　業　所
研　究　所
支店/営業所

海外事業所

従　業　員
事 業 内 容

設備投資

会社概要

2009年度業績・事業紹介

発生費用削減により採算改善

2009年度設備投資額

情報通信事業

電子電装事業

ケーブル・機器関連事業

その他および全社

73億円

85億円

25億円

162億円

合　計 345億円

セグメント別売上高（連結）

売上高の推移（連結）
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当期純利益の推移（連結）

-200

-100

100

0

（年度）

（億円）

200

300

2004

54

2005

249

2006

214

2007

45

2009

25

2008

-190

　当社グループ（当社及び連結子会社）では「成長分野への経
営資源の集中」、「ものづくり体質の強化」の基本戦略のもと、
345億円の設備投資（有形及び無形固定資産受入ベース数
値）を実施しました。

光ファイバの世界的な需要拡大に対応する
ため、中国武漢市に設立した拠点において
光ファイバ母材の製造設備等の増強等
両面、多層など高難度ＦＰＣ製品の生産効
率向上のため、製造設備の改良など
メタルケーブル関連製造設備の整備等
深川地区再開発事業（「深川ギャザリア」）
の最終期である、オフィスビル「ウェスト２」
及び「ウェスト３」の2棟の建設等

情報通信
1,073億円

不動産
71億円

その他
60億円

電子電装
2,084億円

ケーブル機器
1,745億円

フジクラグループ CSR報告書2010



　１８８５年の創業以来、当社は１２０年あまり、電線・ケーブル製
造で培った多くの先進技術を基に、常に技術的な挑戦で、数々
の独創的な製品を創出し、社会インフラの発展、社会の持続的
発展に貢献してきました。そして今、地球温暖化を筆頭に、持続
可能な社会構築のために、幾多の課題の克服が求められてい
ます。‘新製品、新技術の創出こそが、企業存続、社会発展への
貢献の源’との熱い思いに満ちたエンジニア達が、数々の独創
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研究・開発

社会が感動する、新製品、新技術を！ 的な製品開発に取組んでいます。
情報通信、エレクトロニクス、自動
車、エネルギーの分野で、「地球を
守るテクノロジー」、「世界をつなぐ
テクノロジー」、「人と暮しをつなぐ
テクノロジー」、「未来の創造を目指
すテクノロジー」をキーワードとし
て、研究開発活動に取組んでいます。

　近年、エネルギーのクリーン化、高効率利用、再生利用への
取組みが世界規模で高まっています。そのなかで風力発電分
野では、発電ブレードの大型化や長寿命化、さらには発電の高
効率化に関する研究開発が積極的に進められています。当社
では、ブレード長寿命化、発電高効率化に貢献する光ファイバ
ひずみセンサの開発をおこ
なっています。このセンサ
で計測されるブレードのひ
ずみデータから、ブレード
の寿命診断と発電効率の
制御が可能となります。ま
た、センサ部（光ファイバ）
は電力不要のため、省エネ
ルギー化にも貢献する技
術であるといえます。

再生可能エネルギーの普及に貢献する
「風力発電用光ファイバひずみセンサ」

　ＦＴＴＨネットワークの経済的な構築のため、光ファイバケー
ブルの布設・接続作業時間の短縮が課題となっています。こ
のニーズに答えるため、細径・軽量で、光ファイバ心線の取出
しが簡単な「Ｃスロット型光ファイバケーブル」を開発しまし
た。本ケーブルは、従来構造と比較し、外形と質量が約半分に
軽減され、光ファイバ心線取出時間は約1/4程度に短縮され
ます。また、構成部材毎への解体が可能であるため、マテリア
ルリサイクルの実現が容易です。さらに、従来ケーブルより
も梱包形態の小型化・軽量化が可能であり、輸送時のCO2削
減にも寄与します。

ＦＴＴＨの省力化に貢献する
「Ｃスロット型光ファイバケーブル」

光電子技術研究所／電子デバイス研究所（千葉／佐倉） 環境・エネルギー研究所（千葉／佐倉） 光ケーブルシステム開発センター（千葉／佐倉）

光電子回路開発センター（東京／木場） 電子電装開発センター（千葉／佐倉） ケーブル・機器開発センター（千葉／佐倉、三重／鈴鹿）

取締役専務執行役員
研究開発部門統括

加藤 隆昌

コントロールタワー

計測
デー
タ

光ファイバセンサ

ひずみ計測器

フジクラグループ CSR報告書2010



コーポレート・ガバナンスとリスクマネジメント

輸出管理の学習会

輸出管理

!"

コーポレート・ガバナンス
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輸出管理室
山家　佳子

　２００９年度は特に社員教育に力
をいれ、当社及び国内・海外のグ
ループ会社にて輸出管理業務に
携わる社員を対象にe-ラーニング
による教育活動を行いました。ま
た、経営陣から一担当者までを対
象に輸出管理の基礎知識や最新
法令に関する研修DVDの視聴に
よる学習も行いました。
　継続的に社員一人ひとりの知識
の向上及び社会的責任に対する
自覚・感度を高める活動を行うこ
とで、責任あるグローバルな企業
としてグループ全体で輸出管理に
取り組んでいきたいと思います。

　国際的な安全保障の問題に目を向けますと、北
朝鮮の核・ミサイル問題などが大きな国際問題と
してクローズアップされています。わが国は、米国
と並ぶハイテク製品・技術の主要輸出国であるた
め、懸念国やテロリストもわが国の製品等に注目し
ており、もし、わが国から機微な製品や技術が流出
し、それが懸念国やテロリストの手にわたって大量
破壊兵器等が開発・使用されることとなれば、世界
の平和と安全に危機をもたらすことになります。
　近年、日本でも大量破壊兵器等にかかわる企業
の不正輸出事件が起こっています。このような不
正行為は、地域の安全を脅かすだけでなく、国家
の信用を損ねると共に、企業にとっても社会的・道
義的責任を問われ、社会的な制裁を受けることに
なりかねません。
　当社は、国際的な平和と安全の維持を目的とし

た安全保障上の貿易管理を尊重し、外為法令の
遵守及び社会的良識を持った誠実な企業活動の
遂行という基本方針を大切にしています。
　当社では、社内及び国内・海外のグループ会社
に輸出管理規程を設け、貨物・技術の該非判定、顧
客との取引審査、社内規程の整備、法令改正の周
知、社員への輸出管理教育、内部監査などの輸出
管理体制を構築し、法令遵守及び自主管理に努め
ています。

フジクラグループ CSR報告書2010

当社は執行役員制度の採用により、執行責
任の明確化と効率的なトップマネジメントの
構築を図ると同時に、経営意思の形成過程で
の監視・監督が行いやすい監査役制度を採用
しています。また、執行と監督の分離を進め、
取締役の監視・監督機能を明確に位置付け、
業務執行が法令・定款に適合するか管理して
います。
日常的な業務執行における内部統制活動は、
内部監査部門、本社共通管理部門、各事業部門
管理組織などが、業務執行過程で適法性・妥当
性を常に管理することを原則としています。
内部統制のための制度として、重要な経営情

報の保存・管理については文書及び電子情報
の管理規程を定めてこれを行い、また、リスク
管理委員会及び行動規範推進委員会を設けて
全社共通のリスクについての検討やコンプラ
イアンス体制の整備並びに内部通報制度の運
用を行っています。
企業集団としての統制については、『グルー

プ経営指針』を定めて当社グループの共通の
価値観を示して一体感の醸成を図るとともに、

グループとしての経営の管理精度向上とリス
ク管理体制及びコンプライアンス体制の整備
を進めることとしています。
監査役の業務監査をサポートし監査精度を

向上させるための仕組みとしては、監査役を
補助する使用人の任免、その執行部門からの
独立性並びに監査役が必要とする情報への
アクセスなどに関して取締役の義務を定め、
また、執行責任者との定期的な意見交換の場
を設けて監査役がその要求を表明する機会を
保証しています。

独占禁止法の遵守について
2009年9月28日開催の取締役会にて、「フ

ジクラ独禁法コンプライアンス・プログラム」を
決議しました。これは、独占禁止法の遵守につ
いて、改めて取締役社長が決意表明並びに全
役員及び従業員への指示と同時に社内体制の
整備を定めたものです。競合他社との接触に
関する規程の制定や、営業部門要員全員に対
する独占禁止法教育等、社内体制の整備を進
めています。



経
営
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

企業倫理、コンプライアンス、リスクマネジメント、情報セキュリティなどのさまざまな
テーマをバランスよく推進し、ステークホルダーの期待に応える企業を目指します。

!!

リスクマネジメント

　当社は管理すべきリスクを、事業機会に関
連するリスク（戦略リスク）と事業活動の遂行
に関連するリスク（業務リスク）に分類し、戦略
リスクは取締役会および経営会議のトップマ
ネジメントの合議により管理し、業務リスクは
「フジクラリスク管理規程」に基づきリスク管
理委員会が管理する体制をとっています。
　また、危機管理についても、「フジクラリス
ク管理規程」において、情報のトップへの速や
かな伝達と対応組織の構築および責任体制
などを定めています。
　業務リスクは、コンプライアンス、品質保
証、環境管理、安全衛生、情報セキュリティな

ど、現代社会における企業活動に伴い発生す
る多様な事象を、それぞれの専門組織を中心
とした体制によって日常的に管理していま
す。法務室、品質保証部、地球環境保護推進
室、人事・総務部、システム部、輸出管理室な
ど、当該事象を専門的に取り扱う組織が、役
員および従業員に対して、企業が社会から求
められている価値基軸を示しながら、最も適
切な行動を選択するよう、単に法令遵守にと
どまらず社会的な要請を意識しながら、社
会、顧客、消費者、従業員、取引先、株主など
の多様なステークホルダーから信任を得られ
るよう活動しています。

「フジクラリスク管理規程」に基づき、
対応組織の構築と責任体制の強化
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フジクラビジネスサポート
高橋　吉宏

　当社はお客様の情報資産をお
預かりしてものづくりをすること
を主な事業としています。
　お客様へ常に「安全・安心」を提
供していける企業であり続けるよ
うに情報セキュリティレベルの着
実な向上を目指し、日々努力をし
ています。お客様が当社にセキュ
リティ監査で訪れ、「フジクラの情
報セキュリティ対策はよく出来て
いる。」というお言葉をいただく
と、当社の情報セキュリティ活動
を推進しているものとして大変う
れしく思います。ＩＴの進展でセ
キュリティリスクもどんどんと増
えてきています。そのセキュリ
ティリスクに対し、私たちはお客
様に安心していただけるように更
なる情報セキュリティ活動を推進
していきます。

 

　この基本方針を実現するために情報セキュリ
ティ管理体制の確立や各種セキュリティ対策を
実施することにより、基本方針の実践をはかっ
ております。
　具体的には、情報漏えいリスクの削除に向
け、下記のさまざまな施策を実施しております。
主な施策
すべての従業員への情報セキュリティ教育
実施と定着化
ＩＣカードによる事務室への入退室管理による
入室制限
ノートパソコンのハードディスク暗号化による
持ち出し時の盗難・紛失事故対策
メール／Ｗｅｂフィルタリングによる重要情報の
漏えい対策
全パソコンへのウイルス対策ソフト搭載徹底
パソコン操作ログの収集による情報資産の
アクセス履歴の保存
外部からの不正アクセス対策　など

　２０１０年度も、情報資産管理の着実な実施・
定着、情報セキュリティ教育を通じ、情報セキュ
リティ推進活動をさらに強化するとともにＰＤＣ
Ａ手法を用いたマネジメントシステムにより
情報セキュリティレベルの底上げを図り、当社
グループが取り扱うすべての情報資産の安全
を確保して社会から信頼される企業グループ
を目指しています。

情報セキュリティ
　高度情報化社会の進展
は、企業活動における情報
の重要性と情報システムの
活用度を飛躍的に高めて
います。特に近年、電子情
報に対するリスクは増大し
てきており、セキュリティに
対する取り組みは企業活動上の最重要課題の
一つであると認識しております。当社は当社グ
ループが取り扱うすべての情報資産を適切に
保護するために、２００５年に「電子情報のセキュ
リティ基本規程」を制定しました。これを役員・社
員に継続的に周知・徹底し遵守することにより、
情報セキュリティに関する社会的責任を果たし
ます。
基本方針
適切な人的、物理的、技術的対策を講じ、情
報資産において不正な侵入、漏えい、改ざ
ん、破壊などを阻止する。自らが加害者にな
らない。
万一セキュリティ事故が発生した場合に速やか
に対応し、その被害を最小限にとどめる。
セキュリティに対する活動を継続的に実施
し、かつ新たな脅威にも対応できるよう、セ
キュリティ管理体制を確立し、その活動によ
り高い安全性を確保する。
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事業継続計画（BCP）について

事業継続計画（BCP）

　当社では事業を取り巻くリスクから被害を最小限にとどめ、
早期の復旧を実現し事業を継続していくため、事業継続計画
（BCP）の策定に取り組んでいます。

パイロット事業部を選定し
事業継続計画の策定を実施
　従来より、リスク管理の一環として、本社及び事業所内
の建屋、設備に関して耐震診断を実施し計画的に進めて
いました。
　２００９年度は対象事業部を選定、その事業部を取り巻くバ
リューチェーンを具体化し、大規模自然災害発生において被災
した場合を想定した事業継続計画の検討・策定に取り組みまし
た。パイロット事業部でのBCP策定後は順次、他事業部におい
て展開を予定しています。
　これらの事業を横断したBCPの構築を行うことにより、復
旧時間の短縮、事業基盤の強化を実現し総合的な災害対応
能力の向上、取引先要請に対する信頼性の確保を実現して
いきます。

アクションプラン策定

マネジメント体制

事
業
影
響
分
析（
B
I
A
）

B
C
P
の
具
体
化

B
C
P
の
策
定

B
C
M
の
推
進

中
期
課
題
へ
の
対
応

グ
ル
ー
プ
他

事
業
展
開

組
織
浸
透

・部
署
行
動
基
準

・詳
細
マ
ニュ
ア
ル
化

実施内容
脅威の想定

リスク分析

事務機能一覧の整理

業務優先度の価値基準

優先業務候補の抽出

業務分析

事業脆弱の抽出

業務分析に基づくボトルネック特定

施策検討（対策と復旧目標の検討）

BCP策定（対策方針と復旧目標の決定）

教
育
研
修

プ
ロ
グ
ラ
ム
の

実
施

訓
練
実
施
に

よ
る
検
証
と

改
善

業務復旧目標品質
限定的 平常時と同レベル

業
務
復
旧
目
標
時
間

よ
り
早
く

維
持

現 状

復旧時間を短縮する
ことを優先した暫定的
な対応

理想とする業務復旧目
標を実現するための抜
本的な事業基盤の強化

平常時の業務品質を確
保するための事業基盤
の強化

名    称 受賞者 内    容

茨城県スバル会会長特別賞

文部科学大臣より創意工夫功労者賞

茨城県危険物安全大会会長賞

フォルクスワーゲン社から「グループアワード２００９」受賞

日本原子力開発機構、高エネルギー加速器研究機構他より感謝状

日刊工業新聞、モノづくり推進会議から「“超”モノづくり部品大賞」受賞

マツダ株式会社より感謝状

電気通信産業功労賞

（財）平成基礎科学財団より感謝状

石岡事業所

沼津事業所
青森フジクラ金矢

石岡事業所

フジクラグループ

フジクラ

フジクラ

フジクラ

個人

フジクラ

敬称略

事業所全員の協力と努力で販売に協力

創意工夫による技術の改善向上

設備の充実と安全功労

サプライヤーとしてのグローバルな貢献が高い評価

大強度陽子加速器施設建設に貢献

技術の独創性と拡販・改良

販売への協力

通信電線製造事業の発展に貢献

わが国の基礎科学の育成に寄与

４月

４月

６月

６月

７月

１０月

１１月

１１月

１月

９日

１７日

１２日

１８日

６日

３０日

１２日

３０日

20日

社外からの表彰

フジクラグループ CSR報告書2010



経
営
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

G-FPS活動

　2009年度から「全員参加のムダ取り活動」
を開始しました。間接部門の4～5名でチーム
が組まれ、改善活動を行っています。現在、国
内グループ会社に661のチームが展開し、非
常に大きな成果を挙げています。 

間接ムダ取り

　一方“スローガンに掲げた”ハーフ or ダ
ブル or ゼロ”に直結する活動として、Zero-
Defect活動をグループ内で行っています。こ
の活動は、不良率をppmレベルでとらえ、それ
をゼロにする活動ですが、一つの不良事象に対
し、各工程での良品条件(Q-Condition)を確
立しそれをクオリティファーストの考えで遂行
すれば、他の不良事象も同時に減少したとの事
例報告が数多くされています。

Zero-Defect-Manufacturing

　一方安価な改善「からくり改善」も推進して
います。自然のエネルギーを利用して自働化・
少人化する方法で。重力・バネの力・歯車・滑車
で伝導する・等知恵と工夫を生かした改善で、
投資額の何倍もの効果を出す改善が多く報告
されています。

からくり改善報告会

　ものづくりは何と言っても「ひとづくり」です。
次世代のものづくりを担う人財育成にも力を
入れており、各階層毎に研修プログラムを持っ
ています。今年は3年目になる海外現場力育成
学校は中国・ベトナム・マレーシア・タイからの
研修生を受け入れています。
　この学校は、海外から将来有望な人財を日
本の製造部門で研修させ、現場での諸改善及
び日本的製造マネジメントを勉強、自国のマネ
ジメントとの違いを理解し、両国の良いところ
を融合した新しいスタイルで海外製造拠点に
「現場力旋風」を巻き起こしています。

海外現場力

　Ｇ-ＦＰＳ活動（Global Fujikura Production 
Systemの略）とは、ものづくりのプラットフォーム
である、クオリティファーストという基本概念の
下で、お客様の視点から「必ず実行すること、絶
対にしてはならないこと」を明確にし、これを必
ず守る組織風土に変えることです。
　Ｇ-ＦＰＳ活動では、ＭＶＣＶをナビゲータとして
一人ひとりが主役として行動し、「ものづくり
体質」の強化並びに“聖域なきムダ取り”を当社
グループ国内だけでなく、海外を含めたあらゆ
る職域で、さらにものづくりの製造現場だけで
なく間接部門に対しても行い、当社グループの
持続的な成長を図ります。

　この活動では、“ハーフ or ダブル or ゼロ”
をスローガンとしています。このスローガンの
目標はそれぞれの活動の指標を半減や倍増
または、内容によってはゼロにすることです。
　さらに、｢全員参加のチームアプローチ」も
スローガンに加え、全員参加のチームアプロー
チで、「ものづくり力」を強化し、時代の変化を
チャンスに変えて行こうと取組んでいます。

経営理念ＭＶＣＶを実現させる
具体的活動としてのＧ-ＦＰＳ活動

G-FPS活動の位置付け

事業戦略ゴール
MVCV

事業戦略（全社、事業部門）

中期・単年度実施計画

G-FPS活動 ものづくり風土「変革」

聖域なきムダとり 品質改善 アメーバ

クオリティ
ファースト

お客様の視線から「必ず実行すること、
絶対にしてはならないこと」を明確にし、
これを必ず守る組織風土に変えること。

　2009年5月より10ヶ月間、G-FPS
推進室主催の「海外現場力育成
学校」に参加しました。この学校
は、フジクラの哲学や理念につい
て自発的学習や自発的吸収を促す
ものです。研修を通じて、改善活動・
チームワークが全従業員のモチベー
ションを高め、結果として強い組織
は構築されるということを学びま
した。価値ある視点と知識を学び、
さらに、フジクラと世界の繋がりを
感じることができました。研修で
過ごした沼津事業所は自分にとっ
ては第2の故郷です。常に暖かい
気持ちを与えてくれた沼津の皆さ
んは、家族だと思っています。
　学びは終わることはなく、私た
ちの新しい家である「FETL社」に
おいて、ともに学びともに働く仲間
たちを幸せにするために、これから
もベストを尽くしていきます。

Fujikura Electronics（Thailand）Ltd.

Parichat Bhoonchaisri
（パリチャート ブーンチャスリ）

!"

G-FPS活動（経営理念の実現活動）

フジクラグループ CSR報告書2010



!"

フジクラ地球環境憲章

前文
人類の文明は、科学技術の急速な発展とともに、飛躍的な

進歩を遂げ、私たちは豊かな生活を享受できるようになりまし
た。しかしその一方で、地球温暖化、大気のオゾン層破壊、酸性
雨、熱帯林の減少、砂漠化、海洋汚染など地球レベルで環境破
壊が進み、人類のみならず地球上の生命全体の存続にかかわ
る深刻な事態が進行しています。
この地球環境問題には複雑多様化した社会システムが深く
かかわっており、企業活動がその重大な要因のひとつであるこ
とは否めません。フジクラは、私達の事業活動が地球環境と密
接な関係をもつということを深く認識し、地球環境を保護する
ために最大の努力を尽くします。

基本理念
フジクラは、『フジクラグループ全員の努力により豊かで明
るい生活を確保する』との基本方針を地球的規模に広げ、経営
の最高課題のひとつとして、全社を挙げて地球環境の保全に
取り組んで行きます。

行動指針
企業活動の全領域で、一人ひとりが地球環境の保全を優先

して行動します。

　 組織と運営
環境担当役員を責任者とする環境保全のための社内組織
及び運営制度を整備し、各組織は環境目的、環境目標を明
確にし、計画的かつ継続的な改善を推進する。

　 環境管理基準と環境管理レベルの向上
国や地方自治体などの環境規制を遵守することはもちろ
ん、自主的な管理基準を設定して、環境管理レベルのいっ
そうの向上に努める。また定期的に環境監査を実施し、自
主管理の維持向上をはかる。

　 事業活動において
製品の開発、設計、購買、生産、施工、販売、物流、廃棄等に
至るまで、企業活動の全段階において環境の保全に努め
る。さらに省エネルギ－、省資源、リサイクルの促進、廃棄
物および環境負荷物質の削減に取り組み、環境の汚染予
防をはかる。

　 顧客への適切な情報提供
製品の利用者に対して、適正な使用方法、再資源化、廃棄
方法などの情報を提供する。

　 地域社会への貢献 
地域環境の保全活動に積極的に参画して、相互理解と協
力関係の強化につとめ、地域社会の一員として貢献する。

海外での事業活動
進出先国の環境基準を遵守することはもちろん、自主的な
管理基準を設定して環境の保全に努める。更に環境保全
のための技術、ノウハウを積極的に活用するとともに、環
境管理に関する人材育成に努める。

広報、啓蒙活動
全従業員に教育、広報および啓蒙活動を実施し、地球環境
保全の理解と環境意識の向上を図る。1

2

3

4

5

6

7

制定  1992年4月　改訂  2000年4月

環境マネジメントシステム
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環境活動推進体制

当社では、１９９２年に「フジクラ地球環境憲章」を制定すると
共に、社内の環境保全整備体制を整備しました。
２００９年には、グループＣＳＲ委員会を設立すると共に、環境
活動の推進組織も再構築しました。
当社グループでは、「持続可能な社会」構築のため「環境へ

の配慮」を重点分野と定め、環境担当役員を環境推進の責任
者として、環境側面部会を設立しました。
環境側面部会では、年度・中長期目標の策定を行うと共に、

活動推進状況をモニタリングしています。
活動の推進のために、重点課題には専門部会を設け、施策立

案、対策の横展開などのサポートを行うことにより、環境活動
の推進を進めています。

当社は環境負荷の低減に取り組む中で、エネルギー消費量
や廃棄物量、使用している化学物質など、事業活動に伴う環境
関連の情報を正確に把握し課題を明らかにして事業活動の改
善につなげるため各工場・事業所に分散しているデータを効率
的に収集管理しています。
さらに、収集したデータを分析することで、企業の環境負荷

や取り組み成果を「見える化」し、グループ内で常に情報を共有
できるシステムを、１０年度上期に立ち上げる予定です。

（フジクラグループ ECO-PASS制度）

当社は92年のリオ・デ・ジャネイロで開催された地球サミットの年に
「フジクラ地球環境憲章」を制定し、全社を挙げて地球環境を保全することを宣言しました。
現在もこの憲章を当社グループの基本理念として、地球環境保全に取り組んでいます。

環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

当社グループ CSR 環境活動推進体制

フジクラグループ ECO PASS

社長

フジクラ　各拠点

国内グループ会社

海外グループ会社

※環境管理委員会、
環境連絡会 他

・地球環境専門部会
・省エネ専門部会
・製品環境専門部会
・その他※

環境側面専門部会

環境側面部会

環境担当役員

・地球環境保護推進室
・事業部企画部
・営業企画部
・開発企画部
・コーポレート企画室
・品質保証部
・知的財産部
・主要拠点環境管理責任者
 ほか

事業所、支店など
各部門の環境関連データを入力

環境パフォーマンスの「見える化」

国内関連会社 海外関連会社

・届出書類
各種レポート

・経営層向け指標
・各部門への
フィードバック情報

環境経営指標
・目標達成状況
・記録文書

環境マネジメント

・グリーン購入
・環境会計
 など

法規制の遵守

環境に関する法規制や条例、協定の順守は、環境マネジメン
トシステムの中に組み込んで取り組むと共に、結果としての順
守状況を評価しています。

2009年度の当社および国内、海外グループ会社いずれも
法規制等に違反する事例はありません。

・エネルギー使用量
・生産性向上
・CO2量

・廃棄物、有価物
・化学物質
・梱包、資材

環境活動連絡対象のグループ会社
国内連結子会社
西日本電線（株）
米沢電線（株）
第一電子工業（株）
（株）東北フジクラ
（株）青森DDK
（株）フジクラコンポーネンツ
協栄線材（株）
沼津熔銅（株）
フジクラプレシジョン（株）
シスコム（株）

（株）フジクラ・ダイヤケーブル
藤倉商事（株）
フジクラ開発（株）
（株）ケーブルネット鈴鹿
（株）スズキ技研
（株）シンシロケーブル
フジクラ物流（株）
（株）青森フジクラ金矢
富士資材加工（株）
（株）フジクラエンジニアリング
（株）フジデン

プレシジョンファイバオプティクス（株）
（株）フジクラビジネスサポート

海外連結子会社
Fujikura Electronics（Thailaｎd）Ltd.
DDK（Thailand） Ltd.
Yoneden（Thailand） Ltd.
Fujikura Federal Cables Sdn.Bhd.
Fujikura Malaysia Sdn.Bhd.
Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd.
America Fujikura Ltd. グループ

珠海藤倉電装有限公司
広州米沢電線有限公司
藤倉電子（上海）有限公司
藤倉電子（無錫）有限公司
第一電子工業（上海）有限公司
江蘇藤倉亨通光電有限公司
Fujikura America Inc
Fujikura Asia Ltd.
FIMT Ltd.
藤倉香港有限公司
Fujikura Europe Ltd.

Fujikura SHS Ltd.

国内非連結子会社
武蔵金線（株）
（株）フジ工営
（株）FPS技研

海外非連結子会社
米沢電線（昆山）有限公司
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フジクラ環境管理活動指針３版

２００9年～２０１０年度の環境経営目標を定め活動しています。２００９年度の活動結果の概要を以下にまとめて示します。

環境管理活動指針

 評価　　…計画通り進んだ　 　…計画より遅れたが削減した　 　… 計画未達

項　目 目　標 主な施策 結　果 参照頁

温暖化防止

廃棄物
ゼロエミッション

環境負荷物質
削減

揮発性有機
化合物の
排出削減

代替フロン削減

汚染予防・
グリーン調達

環境対応製品
拡大

20
|
21

G-FPS活動「全員参加のムダ取り活
動」の実践
液化天然ガスへの燃料転換
省エネ型設備更新など

売上高原単位は07年
度比15%増
総量では07年度比
12%削減

２００９年度の原単位は
基準年度の5.3%削減

２００９年度は国内のグ
ループ会社全てを含め
1.27％

07年度比90%以上
削減

国内は概ね減少したが
一部の製品で生産量
増などにより増加

2010年度全廃の
見込み

2009年度の登録無し

製品含有化学物質
データベースの運用を
一部で開始

木ドラム再生や小割板の
再生、不使用で木材2100
トン、プラスチックドラム･箱
再利用分1900トン、段ボー
ル再利用で15トンの削減

製品輸送時の積載効率アップ、
拠点の集約、共同配送、
モーダルシフト

23

24

25

19

中間処理後の埋立処分量も含め
た埋立ゼロ（完全ゼロエミ）に目標
をシフトし取組んだ

木ドラムの再生利用による新ドラム
の利用抑制、梱包・包装材の利用見
直しや再利用による資源削減量を
定量化目標として推進

鉛使用量の削減
一般電線ケーブル２０１０年度に２００７
年度比８０％以上削減する

一般電線ケーブルの被覆材の塩ビの
非鉛化 

25

26

生産工程で使用するVOCの大気排
出量を２０１０年度に２００５年度基準の
２０％削減する
（国内グループ生産拠点）、
同上１０％削減する
（海外生産拠点）

有機溶剤の大気排出抑制、蒸発抑
制、再回収などの実施

HCFC225とHCFC141ｂ全廃に向
けたスケジュールを作成する
（国内、海外生産拠点）

離型剤や洗浄剤の代替化の検討

サプライチェーンでの製品含有化学物
質管理を推進する
（グリーン調達及び高懸念物質管理の
推進）

REACH規則等の情報伝達や顧客要
求に速やかに対応するためのシステム
作り

26
フジクラグリーンプロダクツ製品登録数
を毎年３件以上とする
（国内グループ生産拠点）

製品アセスメントの仕組みを見直し

オフィス部門を含む生産量CO2排出
原単位を２０１０年度に２００７年度比
５％以上削減
（国内、海外生産拠点）

①

製品物流に要するエネルギー原単
位を２０１０年度に２００６年度基準の
４％以上改善する
（フジクラ製品の国内輸送）

②

産業廃棄物の埋立比率を２０１０年
度に１％以下にする
（国内グループ生産拠点）

①

梱包材使用量を２０１０年度に２００７
年度比２％以上削減する
（国内グループ生産拠点）

②

!"

生物多様性の確保への取り組み

当社は、従来から地球温暖化対策（省エネ）、資源循環型社
会の形成（廃棄物の削減、リサイクルの推進、埋立比率の削
減）、自然環境の保全のための取り組みを実施しています。
2009年8月に環境省より生物多様性民間参画ガイドライン
1版が示されたことを受け、当社グループとしても、地球環境

における生物多様性の重要性を再認識し、2010年度にガイドラ
インを制定し、生態系の保全活動をさらに進めます。本社のある
深川ギャザリアでは、現在ビオガーデンの建設を進めています。

フジクラグループ CSR報告書2010



国内・海外における法律・条例・協定などの環境法規制を遵守し、
中期３カ年目標「フジクラ環境管理活動指針３版」に基づき、
グループ全体で環境活動に取り組んでいます。

環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

認証機関名称
BSI ： British Standard Institute 
CQC ： China Quality Certification Center　中国質量認証中心
JQA ： Japan Quality Assurance Organization　財団法人日本品質保証機構 
LRQA ： Lloyd's Register Quality Assurance Ltd.
MIC ： Moody International Certification Ltd.
PJR ： Perry Johnson Registrars
SGS ： Societe Generale de Surveillance 
SGS Yarsley ： SGS Yarsley International Certification Services Ltd.
SIRIM QAS ： Standard and Industrial Research Institute of Malaysia　Quality Assurance System 
TUV CERT ： TUV CERT through  TUV Rheinland Cert Gmb
TIRT ： Beijing TIRT Quality Certification Center　北京泰瑞特質量認証中心
J-VAC ： 株式会社ジェイ-バック

環境ISO認証取得状況

ＩＳＯ１４００１は国内１６拠点、海外20拠点で認証取得しています。

フジクラ事業所 認証機関 認証取得日

本社（国内8支店、関係会社15社含む）

佐倉事業所（関係会社3社含む）

鈴鹿事業所（関係会社1社含む）

沼津事業所（関係会社1社含む）

石岡事業所（関係会社3社含む）

LRQA

LRQA

LRQA

LRQA

JQA

2000年  ９月

1998年  ９月

1999年  ９月

2002年  3月

2001年12月

国内グループ会社 認証機関 認証取得日

西日本電線㈱（関係会社1社含む）

㈱東北フジクラ

第一電子工業㈱（関係会社1社含む）

米沢電線㈱　

㈱青森フジクラ金矢

㈱スズキ技研

沼津熔銅㈱　金谷工場

富士資材加工㈱　本社/富士事業所

藤倉商事㈱
本社/大阪支店/北関東支店/北陸営業所

シスコム㈱　本社

フジクラプレシジョン㈱

LRQA

LRQA

JQA

J-VAC

LRQA

LRQA

MIC

LRQA

LRQA

PJR

LRQA

1999年  5月

1999年  6月

1999年11月

2009年  9月

2000年  3月

2000年  9月

2001年  9月

2003年  2月

2004年  3月

2004年  8月

2006年  6月

国名海外グループ会社 認証機関 認証取得日
Fujikura Electronics（Thailand）Ltd. Navanakom  Factory 1 

Fujikura Electronics（Thailand）Ltd. Navanakom  Factory 2

Fujikura Electronics（Thailand）Ltd. Navanakom  Factory 3

Fujikura Electronics（Thailand）Ltd. Navanakom  Factory 4

Fujikura Electronics（Thailand）Ltd. Lamphun  Factory 1

Fujikura Electronics（Thailand）Ltd. Ayuthaya  Factory 1

Fujikura Electronics（Thailand）Ltd. Prachinburi  Factory 1

DDK (Thailand) Ltd.　

Yoneden (Thailand) Ltd.

Fujikura Federal Cables Sdn. Bhd.

Fujikura (Malaysia) Sdn. Bhd.

Fujikura Asia Ltd. 

Fujikura Fiber Optics Vietnam Ltd.

珠海藤倉電裝有限公司

米澤（昆山）電線有限公司

広州米沢電線有限公司

藤倉電子（上海）有限公司

藤倉電子（無錫）有限公司

第一電子工業（上海）有限公司

江蘇藤倉亨通光電有限公司

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

SGS

TUV CERT

SGS

SGS Yarsley

SIRIM QAS

LRQA

BSI

CQC

CQC

SGS

SGS

SGS

SGS

TIRT

タイ

タイ

タイ

タイ

タイ

タイ

タイ

タイ

タイ

マレーシア

マレーシア

シンガポール

ベトナム

中国

中国

中国

中国

中国

中国

中国

2010年  6月

2010年  6月

2010年  6月

2010年  6月

2010年  6月

2010年  6月

2010年  6月

1999年11月

2003年12月

2002年  8月

2004年12月

2004年12月

2005年  1月

2004年  5月

2004年  8月

2004年12月

2005年  2月

2009年  4月

2006年  5月

2008年12月

!"

深川ギャザリア ビオガーデン
深川ギャザリアに都心では数少ない自然とふれあえる場として、地域の方々が憩えるビオガーデ

ンを建設しています。2010年10月完成予定で、近接する小学校などの環境教育にも役立てていた
だく予定です。ビオガーデンでは池や木々を配して出来る限り自然に近い状態にし、生命の豊かさを
大切にしていきます。やがて時間とともに生態系が整って、昆虫や魚を求めてオナガやカワセミ、コゲ
ラなど多くの野鳥の飛来が待たれるところです。（ビオガーデンの予定地は、37頁をご参照ください）

コゲラ
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社内環境監査

環境監査

　当社では環境ISO14001マネジメントシステムの内部監査
（第一者監査：社員による他部門の規格適用監査）、ISO14001
認証審査機関によるマネジメントシステム監査（第三者監査）の
他、お客様による顧客監査（第二者監査）が定期的に行われ、
環境保全活動のレベル向上につなげています。
　また当社にはこれとは別に環境担当役員、人事・総務部長、監

査役、地球環境保護推進室等のメンバーが現地におもむき、公
害防止や環境保全活動および地域の条例への遵守状況などに
ついて書類や現場で確認する活動が従来より行われています。
　2009年度は国内11のサイトの環境監査を行いました。いず
れのサイトも環境保全面、安全衛生面、法遵守面などで改善が
必要な場合、直ちに対応が実施されています。

積極的な環境監査と環境保全活動のレベル向上

ISO14001マネジメントシステム
内部監査 外部監査

当社グループ環境監査 顧客監査

ISO14001
認証取得事業所、
関連会社すべて

国内

海外

佐倉事業所、第一電子工業㈱、㈱東北フジクラ、
㈱青森フジクラ金矢、青森DDK

Fujikura (Thailand) Ltd.、PCTT Ltd.、
LTEC Ltd.、DDK (Thailand) Ltd.、
Yoneden(Thailand) Ltd.、藤倉電子（上海）有限公司、
広州米沢電線有限公司、
Fujikura Malaysia Sdn.Bhd.、
第一電子工業（上海）有限公司、Fujikura SHS Ltd.

環境会計

　環境会計は、企業が環境対策を進めるためにどれだけコスト
をかけ、その結果、どんな効果が得られたかを定量的に評価す
ることで、自社の環境保全への取り組みを効果の高いものに
するための経営管理上の分析ツールです。当社と連結会社で
環境保全に要した投資や費用を環境省の「環境会計ガイドライ

ン2005年版」に基づいて集計しています。2009年度の環境
コストおよび効果は表に示します。

対象範囲：当社と国内グループ会社18社
対象期間：2009年4月から2010年3月末まで

投　資投資内容／取り組み内容 費　用

合　計

合　計

（１）事業エリア内コスト
（公害防止コスト、地球環境保全
  コスト、資源循環コスト）

（２）上・下流コスト

（３）管理活動コスト

（４）研究開発コスト

（５）社会活動コスト

（６）環境損傷対応コスト

空調設備インバータ設備、乾式スクラバ設備、
高効率照明設備、アスベスト対応工事等

フロン回収･破壊費、リサイクル設備改造費、
撤去ケーブル解体費など
ＩＳＯ外部審査費用、図書･教育費、展示会出展
費用、緑化費、環境測定費、地下タンク検査等

超電導線材、色素増感型太陽電池開発費等

事業所周辺の美化活動参加、地域団体への支援

大気汚染負荷量賦課金支払いなど

317

395

0

192

0

0

904

1,264

37

310

1,067

11

84

2,773

不要物や使用済み製品のリサイク
ルによる有価物の売却益
資源の循環的利用あるいは効率的
利用に伴う原材料費の節減額

省エネルギーによるエネルギー節減額

廃棄物の減少による廃棄物処理費
の節減額
水の循環的利用に伴う排水処理費
等の節減額
環境マネジメントの効率化により人
件費その他の経費節減がされたもの 

（単位：百万円） （単位：百万円）

358

39

154

5

8

1

565

収益

節減

佐倉事業所、鈴鹿事業所、沼津事業所、
石岡事業所、第一電子工業㈱、沼津熔銅
㈱、㈱東北フジクラ、㈱シンシロケーブル、
米沢電線㈱、武蔵金線㈱、フジクラ物流㈱
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事業活動に伴う環境影響

　２００９年度の当社および国内グループ各社の事業活動を通して環境に与えた主要な影響を示します。

環境保全にかかわる組織、管理システムおよび手続きの状況を客観的に評価するため、
内部監査、環境マネジメントシステム外部監査、環境監査などを定期的に行っています。

環
境
パ
フ
ォ
ー
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ス

環境教育

一人ひとりが省エネルギーやリサイクルなどの省資源活動
に取り組み、さらに日常の業務を通じて地球環境保護に努める
よう、全従業員に対する環境教育を実施しています。新入社員

研修で行う環境講座、事業所でのOJT、事業所・部課単位の
ISO14001教育、業務に係わる専門的な教育などを定期的に
行い、意識の向上を図っています。

※1 PRTR（Pollutant Release and Transfer 
　　 Register）：環境汚染物質の排出と移動登録
※2 VOC（Volatile Organic Compounds）：
　　揮発性有機化合物

INPUT

銅
ポリエチレン
ポリ塩化ビニール
アルミ

930,000
14,000
9,000
5,500

原材料 トン

2,996,000
エネルギー ギガジュール

エネルギー起源CO2
製品物流CO2

109,000
6,600

トン

内　埋立処理量
　　PRTR※1  排出と移動量
　　VOC※2  排出量

7,500
190
27
82

製造 OUTPUT
光ファイバケーブル
電線･ケーブル
電子機器用部品
自動車用部品
産業用電線
ケーブル接続部品などの製造

上水
工業用水
地下水・海水淡水

200,000
79,000

1,610,000

水資源

廃棄物

トン

事業所
事業所では環境法の改正や化学物質管理、廃棄物の保管

を含め全従業員の環境活動の知識向上のため研修会や講習
会を定期的に実施しています。事故や緊急事態の発生を模擬
した訓練も定期的に実施しています。
また新入社員には会社業務の一環として環境導入教育を
実施しています。
さらに食堂会社や社内サービス会社など地区内で活動す

る人全員を対象にした勉強会も毎年行っています。

本社
定期採用および中途採用新入社員への教育研修プログラ

ムとして、毎年全員に研修を行っています。
２００９年度はLCA（ライフサイクルアセスメント）トップセミ
ナーを外部講師に依頼し、カーボンフットプリント制度などサ
プライチェーン全体のCO2排出量を「見える化」することで全
体最適化を実現する制度について講演会を開催しました。

フジクラグループ CSR報告書2010



!"

地球温暖化対策

環境負荷削減の取り組み

当社グループでの省エネ活動は、当社拠点、国内グループ
会社、海外グループ会社のエネルギー消費量を製品・工程・エ
リア面積など２０６のエネルギー原単位（２００９年度）として細
分化し、エネルギー消費の見える化を図っています。細分化に
より、改善の実施とその効果が毎月確認できるようになり、
PDCAの回転を早めることで、省エネ活動の推進を行ってい
ます。
２００９年度は、エネルギー費用の削減効果としては、２００７
年度比４．３％の削減効果が得られました。

CO2の削減活動としては、CO2排出量原単位を、２０１０年
度に２００７年度比５％以上削減を掲げて削減に取組んでいま
す。２００９年度の当社グループでのCO2総排出量は、下記の
グラフで示すように、当社では、前年より若干の増加をした
ものの、グループ全体では国内、海外とも減少しています。
しかしながら、原単位では、２００７年度と比較して電線ケーブ
ルなどの生産減の影響を受けて、１５％増加しました。
CO2削減には、従来の燃料から、よりCO2排出量を削減す

る効果が高い天然ガスへの、燃料転換を図ることも重要です。
下記２件は、燃料転換の事例ですが、天然ガスを利用した、
省エネ技術の導入にすることにより、環境負荷の低減も進め
ています。

地球温暖化対策と省エネ活動

単体　CO2排出量推移

グループ　CO2排出量推移 CO2年間2,020トン削減達成
　２００９年１月より沼津熔銅㈱の銅
溶解炉の燃焼ガスをＬＰＧからＬＮＧ
へ変更しました。温暖化ガスである、
ＣＯ２の削減目標を、２，０２０トンとし、
燃料変更による、品質の安定化のた
め、様々の調整が、必要となりました
が、目標を大幅に達成することが出
来ました。

海外でのCO2削減
２００９年４月より、タイＰＣＴＴ ＮＶＫ
工場（現ＦＥＴＬ ＮＶＫ－２工場）にて、軽
油炊きボイラーを天然ガスボイラー
に変更すると共に、台数制御を行
い、温室効果ガスＣＯ２を年間４８５ト
ン削減することが出来ました。

■ CO2排出量

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2007

90.3

2008

72.7

2009

73.2

1990

78.7

2006

70.3

2005

63.1

左目盛り■ 国内グループ排出量
　　　　■ 海外グループ排出量

右目盛り　 原単位（排出量／売上）

226 226
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（CO2-t／億円）

電気のCO2排出係数は、各電力会社排出係数にて算出、海外の
排出係数は、GHGプロトコル排出係数を使用

（年度）

（年度）

（千CO2-t）

（千CO2-t）
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二酸化炭素排出量

温室効果ガス削減を推進するため、生産工程の見直し、生産ラインの集約、
冷暖房ゾーンの局所化、照明の高効率化設備更新などに積極的に取り組んでいます。

環
境
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フ
ォ
ー
マ
ン
ス当社では、生産活動におけるCO2削減の取組だけでなく、

オフィスでの省エネに２００７年度より取組んでいます。　本
社、営業支店などの非生産拠点も年度削減目標値を床面積
当りのエネルギー消費原単位を、前年度比１．５％以上の削
減と定め、省エネ活動を進めています。
省エネの推進には、空調・照明設備の運用管理を強化する

と共に、エネルギー消費の見える化によるムダ取り、高効率
設備の更新等を進めることによりエネルギー消費の削減に
取組んでいます。

オフィスでの二酸化炭素排出量削減

当社の国内生産事業所および本社から排出される廃棄物は
全て許可業者に処理を委託していますが、この廃棄物の処理
場までの移動に伴なう収集運搬時のCO2量を把握し、これを
削減する取り組みも2006年度から進めています。
2009年度の廃棄物処理で排出された間接的なCO2量は

32トンになります。（経産省･国交省ロジスティクス分野におけ
るCO2排出量算定方法共同ガイドラインの改良トンキロ法に
より算定）
2010年度からは国内関連会社を含み廃棄物処理時のCO2

削減にも取り組くむこととしています。

省エネ事例

本社地区Ｒ＆Ｄセンターの、空調
機風量調整は、ダンパーで制御さ
れていました。CO2センサーを取
付、インバーターにより風量を調
整することで、室内環境の改善と
省エネの両方が実現できました。
年間24tのCO2削減が図れました。

オフィスのCO2排出量削減
（CO2-t）
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左のグラフは、当社（本社、R&Dセンター、９支店・営業所）のCO2排出量の推
移を示しています。２００９年度は前年度比で211CO2-ｔ（10.2％）削減され目標
を達成しました。本年度も、前年度比１．５％削減を目標に、オフィスの省エネを推
進します。電気のCO2排出係数は、各電力会社排出係数にて算出、海外の排
出係数は、GHGプロトコル排出係数を使用しています。

CO2濃度により変風量。

CO2センサー

INV設置
外気ダンパ

室内温度
センサー

廃棄物処理委託に伴うCO2量

当社グループは、環境省が進めるCO2排出削減による地球温暖化防止
の国民的運動「チャレンジ25キャンペーン」に参加しています。
7月7日は「七夕ライトダウンキャンペーン」に参加し、本社・事業所をはじ

め、支店や関係会社の一部も一斉にライトダウン（消灯）を実施しました。
20時を過ぎるとビルが全館真っ暗となり、辺りにはいつもと違う静けさ
が広がりました。「光りがない」というこの夜は、普段いかに明かりを使って
いたかを知るとともに、私たちが地球を思いやる”小さなやさしさ”が生ま
れた特別な一夜になりました。

ライトダウン前 ライトダウン後

ライトダウン実施

（上の写真は本社屋上のネオンサイン）
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グリーン調達・購入／廃棄物の削減

無機分析 原子吸光、ICP、XRF、EPMA、XRD等 

有機分析 GC/MS、UV吸収等の各種分光計測器、IC等

　調達先に以下の事項の環境側面管理状況調査を実施しました。
　調査の結果、環境負荷が大きく、かつ環境側面管理が不充
分と思われる調達先には改善を要請しました。

環境・分析センター　ISO/IEC17025を取得
　環境・分析センターでは、“ゴムおよびプラスチック”分野に
おいて、分析値の正確性と再現性を有する分析試験所として
ISO/IEC17025試験所認定（2004年10月1日）を取得しま
した。試験所認定制度とは、ISO/IEC17025を基準にして認
定機関が試験機関または校正機関の審査を実施し、試験・校
正機関が特定分野の試験を行う能力を有することを認定す
る制度です。認定取得により次の効果があります。

グリーン調達

調達先の環境側面管理状況調査と改善要請

2 One Stop Testingの実現（Accepted 
Worldwide）：国際取引で認定試験所
データを活用すれば、購入者が試験デー
タを改めて取り直す必要がなくなります。

1 認定試験所は技術能力の信頼性が国
際的に評価されるので、そのデータは
国際的に通用するものとなります。

3 企業内試験においても、PL対応や環境問題対応に関する自
社データの信頼性向上になります。

!!

環境関連法規制遵守状況（廃棄物処理法、水質汚濁
防止法、下水道法、大気汚染防止法、騒音規制法、
振動規制法）

4

過去３年間の環境にかかわる事故の有無3

著しい環境影響をおよぼす緊急事態への対応体制2

環境マネジメントシステム（ISO14001等）の整備・
運用状況

1

環境品質の高い原材料・部品の調達
お客様に環境品質の高い製品をお届けするためには、まず
製品を構成する原材料・部品自体の環境品質が高いことが大
前提となります。当社は、購入品の環境負荷物質含有を防止す
るために、次のような活動を行い、細心の注意を払っています。

環境負荷物質含有調査アンケート
資材部では、「環境負荷物質ガイドライン」を主要なお取引
先すべてに配布し、周知徹底いただくと共に、購入品への負荷
物質含有の有無のアンケートを実施しています。含有している
場合には、その含有率をppm単位で管理しています。

環境負荷物質データベース
「環境負荷物質データベース」を構築し、上記の調査で判明
した約4,500品目の購入材料・部品のデータをこれに登録して
います。含有状況を知りたい部門は、イントラ上でいつでも
このデータベースにアクセスし、検索することが可能です。

組織と運営
主要な調達先に対し、環境管理に関して以下の協力を要請

しています。

社内での購入品の分析・管理
安全な製品を安定して供給できるよう、当社自身でも

ISO/IEC17025の認定を受けたトップレベルの分析技術を用
いて、購入品の環境負荷物質に関する分析・管理を行っています。

当社への納入品（以下、「納入品」という）に対する、
環負荷物質の使用禁止または削減

1

MSDS（化学物質等安全データシート）等、納入品の
有する危険有害性および適用法令に関する情報提供

3

納入品の簡素化、減量化および環境負荷の小さい
材料の選択

4

納入品に関する、再生容易な材料の選択、分類・分解が
容易な構造の選択などのリサイクルへの配慮

5

納入品の製造工程中での、環境負荷への配慮2

納入品への再生資源の積極的利用6

納入品輸送時に生ずる環境影響への配慮7

フジクラグループ CSR報告書2010



“グリーン調達”および“グリーン購入”に積極的に取り組むと共に、
取引先に対して、環境への配慮をさらに進めていただくように要請しています。

環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

オフィスの廃棄物削減
当社本社地区（東京都江東区木場）では、
2000年9月に環境ISO14001を取得し、オ
フィスの廃棄物削減、分別リサイクル活動を進
めてきました。
現在、本社地区では「地区環境方針」に基づ

き、埋立てゴミの量を同地区から出る全廃棄物
の1％未満にする「ゼロエミッション」に向けた
以下の取り組みを進めています。

この活動を通じて「2010年度の年間を通し
てのゼロエミッション」の実現や「埋立てゴミの
量を全廃棄物の0％にする完全ゼロエミッショ
ン」の実現を目指すとともに、持続可能な社会
の実現に貢献していきます。

廃棄物の削減

グリーン購入

国内グループの総排出量、廃棄物量、埋立率

!"#$$
%&'()

人事総務部
水野　博之

廃棄物削減分科会では、法規制の
遵守や社員の分別廃棄の徹底、廃
棄物削減に向けての改善、提案な
ど、ゼロエミッション活動を推進し
ています。

　生産工程やオフィスから発生する不要物を
減らし最終的に埋立て処分量を減らすことで
埋立処分地の逼迫を緩和できます。また従来、
廃棄処分を行っていたものを可能な限り有効
利用できる先を開拓し資源循環型社会を実現
することが企業に望まれています。
　当社では従来から、銅やアルミは有価金属と
して回収し、ほぼ100％が再び銅やアルミとし
て利用されています。現在は、その他の材料を
グループ全体で、原材料のロス低減活動によ
るムダ取り、さらに分別回収による有効利用に
よって、最終処分で埋立てされる廃棄物を削減
する活動を行っています。
　２００９年度、当社および国内グループの廃棄
物等の総排出量は１5,100トンでそのうち埋立

処分された廃棄物量は１92トン（比率は１．２
７％）でした。
　また、当社は日本経団連の環境自主行動計
画の廃棄物対策として日本電線工業会の定め
た生産工程から排出される産業廃棄物の最終
処分量を１９９５年度を基準として２０１０年度まで
に82％削減する活動にも取組んでいます。

　当社では、文房具・事務用機器の購買品リス
トをイントラ上に掲載しており、そこには環境
対応品がエコマークやグリーンマークで表示

されています。購入希望者が環境対応品を
選んで購入するようグリーン購入促進運動を
推進中です。

!"

廃棄物ゼロエミッション

左目盛り■ 総排出量（t）
　　　　■ 廃棄物量（t）
右目盛り　 埋立率（%）
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環境に関わる法規制等の遵守と自主管
理基準の設定による管理レベルの向上

1

環境マネジメントシステムによる継続的
改善活動

2

社員一人ひとりのゴミの分別の徹底3

リデュース・リユース・リサイクルの3Rへ
の取り組み

4
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　独自の比重分別法により、当社のエコ電線は、
リサイクル性が高く、マテリアルリサイクル※1

やサーマルリサイクル※2が容易にできます。鈴
鹿事業所では、使用済み撤去電線の被覆材を
回収し、３種類の材料（ポリエチレン、エコ材
料、PVC）の比重差を利用した「液体サイクロン
被覆分別回収装置」を稼働してリサイクルを行っ
ています。このリサイクルシステムを用いると、
99％以上の純度で分別回収が可能になります。

電線のリサイクルシステム

木製ドラムのリサイクル

電線等廃材エコ電線 電線等の
解体・粉砕

銅と被覆材の
分別

混合被覆材の
回収

再生ペレット
の製作

整流部

分離部

空ドラム回収品の入荷再生ドラムの加工

再生ドラムの納入
再生ドラムに巻いた
ケーブル出荷

　このほか、ビニル電線についても、銅および被
覆材の電線等へのリサイクルを推進しています。
　光ファイバケーブルの普及に伴い、今後使
用済み光ファイバケーブルの適切なリサイク
ルがユーザーおよびメーカーの課題になって
きます。当社では関係会社の富士資材加工
(株)が産業廃棄物処理業の許可を取得し、撤
去光ファイバケーブルのリサイクル処理を行っ
ています。

　電線・ケーブルの製造および輸送にはドラム
が使用されます。鉄製ドラムやプラスチック
製ドラムもありますが、大部分は木製ドラムに
巻かれてお客様に届けられます。当社への木製
ドラム供給は、関係会社である富士資材加工
(株)が担当しています。
　お客様で使用済みとなった空ドラムは回収
され、再生ドラムとしてリサイクルしています。
裸線用、輸出用等の特殊ドラムを除き、必要
量の80％以上を再生ドラムで供給しています。
2009年度に再生したドラムを木材重量に換
算すると約2,100トン分の木材を補うことが
できたことになります。

※１ マテリアルリサイクル
 使用済みの製品や生産工程か
ら出た材料を回収し、利用しやす
いように処理して、新しい製品の
材料もしくは原料として使うこと。

※２ サーマルリサイクル
 廃棄物を単に焼却処理するだけ
ではなく、焼却の際に発生するエ
ネルギーを回収・利用すること。

※３ 新ドラム
 新ドラムはニュージーランド等で
計画的に植林した木材を使用し
て製造しており、森林破壊は発
生させていません。

※４ 再生できないドラムの処理
木製ドラムは、リサイクル使用す
ることにより４～６回使用できる
と言われています。再生加工でき
なくなったドラムは、チップ材料等
としてリサイクルされます。

銅の回収

新ドラム※３

お客様
空ドラム回収

再生ドラム

富士資材加工

フジクラ

チップ材料等にリサイクル ※４

富士資材加工（株）
富士事業所

榎本　俊一

私たちは、撤去電線・ケーブルの
解体加工により銅、鉄等の金属を
回収し、再資源化するとともに被
覆材の再資源化を進め、「電線に
使われていた材料は電線の材料
に戻す」を基本に活動しています。

!"

製品リサイクルと化学物質・VOC管理

!"#$$
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　当社および国内グループの生産会社で製品原材料や製造
工程で使用された化学物質のうち、PRTR法「特定化学物質の
環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法
律」で定められた取扱量1トン以上の指定化学物質は、毎年各
事業所より国に排出・移動量を届け出ています。2009年度の
当社および国内グループ会社14社の排出・移動量は26,981
キロでした。2007年度に比べ排出・移動量合計で34%削減し
ました。
　主な取り扱い物質であるアンチモンや鉛化合物、フタル酸
ビス（2-エチルヘキシル）、モリブデンなどはプラスチックやゴ
ム材料の添加剤として、キシレン、トルエンなどはインキ溶剤や
運搬車輌用のガソリン等に使われています。これらの化学物質
の排出・移動量を削減する取り組みとして製品の非鉛化やエコ
化、代替材料への転換を進めていきます。

2007

30,237

10,674

2008

14,880

8,748

2009

12,117
14,864

　ＶＯＣとは大気中でガス状となる有機溶剤の総称で、シン
ナーやアルコール類も含み工場などでも広く使われている化
学物質です。
　ＶＯＣは人の健康に影響を及ぼす浮遊粒子状物質であり
光化学オキシダントの原因物質といわれている環境汚染物質
のひとつであるため、フジクラグループでは工場で多く使われ
ているキシレン、トルエン、アセトン、シクロヘキサノン、メチル
エチルケトン、イソプロピルアルコール、メチルアルコール、エ
チルアルコール、酢酸エチルの９物質を優先的に削減するもの
として特定し、使用および大気排出の削減を進めています。
　右表は国内グループ会社において年間1トン以上を大気
排出した物質の合計値を示しています。

化学物質の管理・削減

ＶＯＣ管理

PRTR指定化学物質の排出・移動量の推移

VOC大気排出物質内訳

（年度）

（kg）
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注）当社及び国内グループ会社14社の合計値
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銅電線、光ファイバケーブルのリサイクル処理を行う関連会社の
富士資材加工（株）の協力のもと、マテリアルリサイクル率向上への
取り組みを進めています。
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化学物質の排出・移動量を削減するための
製品の非鉛化やエコ化

揮発性有機化合物の大気排出量削減

排出量（t）
移動量（t）

大気排出量
（トン）

2005年度
（基準年度）

85

2006年度

114

2007年度

92

2008年度

82

2009年度

82

IPA
33％

MEK
26％

トルエン
16％

エチルアルコール
15％

メチルアルコール
7％

酢酸エチル 4％
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環境配慮型製品の拡大

製品含有化学物質管理

製品含有化学物質管理システム

グリーンプロジェクトマーク

環境配慮型製品
企画・開発・設計の段階で、製品の環境配慮性をライフサイ

クル（原料～製造～廃棄）において評価する製品アセスメント
を実施し、環境性能の向上に取り組んでいます。また事業部門
より申請された製品アセスメントチェックシートを製品環境専
門部会で審査し、基準点以上の製品を環境配慮型製品として
登録を行っています。

グリーン製品
地球環境保護の観点から当社製品の優位性を市場にア

ピールすること、および環境対応型製品の開発を推進する

ことを目的としてグリーン製品認定制度を設けています。
“グリーン製品”とは、環境配慮型製品より更に環境に配慮され
た製品で、有害物質を含まず、当社従来製品と省資源、省エネ、
リサイクル、再資源化、リユース等の評価項目で定量的に評価
された製品です。グリーン製品には、製品または、製品案内に
グリーンプロジェクトマークを表示します。なお認証方式は
ISO14021に定める環境ラベルタイプⅡに準拠しています。

2002年のヨハネスブルグサミット（WSSD）の実施計画に
おいて、2020年までに化学物質の製造と使用による人の健康
と環境への悪影響の最小化を目指すこととされ、その後2006
年にSAICM（国際的な化学物質管理のための戦略的アプロー
チ）が取りまとめられています。またEUのREACH規則、化審法
等を代表としてWSSD合意実現に向けて規制が強化されてき
ています。 当社ではこれらの国際動向、規制強化に対応するた
め当社グリーンポリシーに基づき化学物質のリスク低減に向
けた管理を強化しています。

当社の製品に含有する化学物質を特定し、環境への負荷が
高い物質の使用を削減または廃止する取り組みを進めていま
す。また、サプライチェーンの中での化学物質情報の開示、伝
達を重要事項と定め、情報伝達基盤の整備を行っています。
具体的には、業界団体の共通調査様式であるJGPSSI , 

JAMP AIS,JAMP MSDSplus,JAMAにより、調達先やお
客様と協調して情報の伝達が行える仕組みを整備しています。

　当社では、環境側面部会のもとに「環境配慮型製品の拡大」および「製品含有化学物質管理」の各々をテーマとした2つの製品環
境専門部会を設置し、活動を推進しています。

!"

環境配慮型製品および製品含有化学物質管理

JGP
AIS
MSDSplus
JAMA

JGP
AIS
MSDSplus
JAMA

顧
客

調
達

設
計

お
客
様

調
達
先

フジクラグループの製品含有化学物質管理に
関するポリシー（グリーンポリシー）

フジクラグループのCSR理念に則り、化学物質の適正
な管理を行い、使用禁止物質の不使用を徹底すること
で、お客さまが安心して使用できる製品を提供します。さ
らに環境負荷物質を削減することで、持続可能な社会の
実現に貢献します。

環境データベース

フジクラグループ CSR報告書2010



環境配慮型製品
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“つなぐ”テクノロジーで環境配慮型製品の開発を推進し
「環境」に貢献します。

環
境
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

環境管理物質リストの対象法規制類
JGPSSI ： グリーン調達調査共通化協議会
JGP ： JGPSSIの含有化学物質調査様式
JAMP ： アーティクルマネジメント推進協議会
AIS ： JAMPの含有化学物質調査様式
MSDSplus ： JAMPの含有化学物質調査様式
JAMA ： 日本自動車工業会の含有化学物質調査様式

禁止物質
化審法　第1種特定化学物質
安衛法　製造禁止物質
毒劇法　特定毒物
REACH規則　付属XVⅡ制限物質
EU 2009/251/EC
EU 2009/425/EC
モントリオール議定書　オゾン層破壊物質

用途により禁止又は管理となる物質
RoHS指令
ELV指令

JIG-101 Ed2.0
JAMP 管理対象物質ver2.02
GADSL 2010版
管理物質
REACH規則　認可候補物質
化管法　第1種指定化学物質

細径低摩擦インドア光ファイバケーブル

マンション配管布設用インドア光ファイバケーブル

製品名称

用途

環境配慮の説明

細径・低摩擦化することで、マンション内配管への光ファイバケーブルの布設が可能
となり、各戸への光配線を実現。従来品との比較でケーブル断面積約50％減、梱包
体積も約50％減となり省資源に貢献。各戸までの光配線により、共用部のVDSL装
置を必要とせず、省エネ（CO2削減）にも貢献する、地球環境にやさしい光ファイバ
ケーブルです。

細径HDMIケーブル

HDMI

製品名称

用途

環境配慮の説明
従来品のケーブル外径は5mmφ程度でしたが、当該ケーブルは3.5ｍｍφの極細タイ
プであり、省資源、省スペース、軽量化に効果があります。また、ジャケットはノンハロゲ
ン材を使用しており、環境負荷物質の低減にも配慮しています。　

■ 情報通信部門

■ 電子部門

ノンハロゲンチューブドワイヤ（HFTUF 2cx0.3f）

自動車のシート内配策用電線

製品名称

用途

環境配慮の説明 従来のチューブドワイヤと比較して、使用電線を細径化することにより、外径で13％削
減、質量で19％（4.7g/m）低減を実現した省資源チューブドワイヤです。

■ 電装部門

エコ電線・ケーブル、鉛フリー電線・ケーブル

産業用電線、通信ケーブル、計装ケーブル、同軸ケーブルなど

製品名称

用途

環境配慮の説明 ノンハロゲンケーブル技術を応用した分別リサイクルが容易なエコ電線をはじめとし
て、RoHS指令対応の鉛フリー電線・ケーブルなどの環境配慮をしています。

■ ケーブル機器事業部門

フジクラグループ CSR報告書2010
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　当社は、全社品質方針「フジクラ クオリティ
方針」を掲げて、“お客様の視点に立って、お客
様の信頼に応える”品質管理を指向していま
す。　
　２００６年度より本格展開したＧ-ＦＰＳ活動は、
製品品質だけに着目するのではなく、さまざま
な業務プロセスの質を対象にしています。これ
は日々の仕事によって、製品を生み出す業務の
質が製品の品質として作り込まれて行くからで
す。２００９年度は海外拠点を中心に「品質の作
りこみ」「Ｚｅｒｏ-Ｄｅｆｅｃｔ活動」を継続して行いま

した。品質は企業の総合力としてとらえ、営
業・開発・設計・製造・間接部門が一体となって
“お客様の視点に立った”活動を進めています。

　当社の各事業部、国内・海外グループ会社は
ＩＳＯ９０００の品質マネジメントシステム（QMS）
をベースに事業に適したＱＭＳを構築し運用し
ています。
　品質保証担当役員のもと、全事業部長が参
画して行われる全社品質保証委員会を定期的
に開催し、全社の方針や品質目標の決定、品質

に関する全社的な様々な問題に対する審議・
決定と意見交換を行っています。
　一方、社内品質保証監査委員会は事業部
及びグループ会社に対してＱＭＳの運用状況
を監査しています。２００９年度も引き続き“もの
づくり”に着目して監査を実施しました。

顧客視点の品質管理

品質保証体制

顧客の視点に立って

顧客の信頼に応える

有用で安全な質の高い商品
およびソリューションを提供する

品質保証部
宮田　裕之

　品質保証部はグローバルフジ
クラの視点で ①社内品質監査②
標準化活動 ③製品安全にかかわ
る予防活動 ④QC教育・小集団活
動の４つの柱を中心に組織横断
的な品質保証活動を推進してい
ます。2010年度は、攻・走・守三拍
子揃った品質保証活動を展開し、
昨年度に引き続き「重大クレーム
０、製品安全事故０、環境事故０」を
目標に活動を推進していきます。

品質管理・品質保証

フジクラ クオリティ方針

全社品質保証組織 社長

全社品質保証委員会

QA担当連絡会

事業部
ISO9001のQMS

ISO9001のQMS
国内・海外グループ会社

事業部組織 全社組織

委員長：品質保証担当役員
委　員：各事業部長、営業部長、
　　　　地球環境保護推進室長　他

委員長：品質保証部長
委　員：事業部OA部門　他

監査 社内品質保証監査委員会

QA担当

品質保証部

!"#$$
%&'()
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　クレームの状況は次図のとおりです。０７年度からお客様の
視点からクレームを再定義しました。これまでよりも幅広く
クレームをカウントし、改善に取り組めるようにしました。したが
いまして、以降は０７年度を基準として表しています。
　クレームはお客様にとって最も望ましくないことであり、
クレームの低減は重要項目として引き続き取り組んでいき
ます。当社では、製造の多くが国内・海外のグループ会社で
行っており、発生したクレームは、再発させないようにグループ
会社と連携をとって原因究明、対策を実施しています。
　なお、重要なクレーム（重大クレーム）は、品質保証担当
役員、経営者に報告するとともに、お客様との連絡を密にして
お客様への影響を最小限にすべく処置を行っています。重大
クレームはゼロではありませんが、今後とも「重大クレーム 
ゼロ」を目指して品質保証活動を進めていきます。

品質状況

品質管理教育と小集団活動

　当社の人財育成計画の一つとして、階層別に毎年若手技術
者を対象にした品質管理教育を実施しています。また、グルー
プ会社内でも独自に品質管理教育を実施していますが、これと
の連携をとり、品質管理教育の充実と国内・海外グループ会社
への教育の拡大を図っています。
　「すぐに使える」を合い言葉に教育内容の見直しを進めて
おり、実践に役立つ品質管理の基礎能力の獲得を目指してい
きます。２００９年度から研究開発部門の新入技術者に対する品
質管理教育を開始しました。
　また、小集団活動について、２００９年度より、G-FPS活動との
共創を図りました。
　発表会名称を「グローバルフジクラ改善発表大会」と
し、２００９年10月に第1回を開催しました。共創により、さら
に活動の範囲が広がっており、間接部門からの発表が急増
しています。

製品安全への対応

　製品事故が発生した場合は、トップに報告すると共に最優先
で対応できる体制を取っております。当社は、製品の安全性は
重要な要素であると認識しています。製品の安全性について、
予防の観点から、製品安全リスクアセスメントツール（Ｒ-Ｍａｐ
手法等）を活用し、設計プロセス、製造プロセスを中心に細心
の注意を払っていきます。

社
会
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

お客様の視点に立って、お客様の信頼に応える品質管理を指向し、ISO9001の
品質マネジメントシステム（QMS）をベースに事業に適したQMSを構築・運用しています。

第1回 グローバルフジクラ改善発表大会
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情報の開示とコミュニケーション

当社は、全てのステークホルダーに対し、会
社の正しい情報を、迅速・正確・公平に開示する
とともに、当社の経営理念MVCVに基づいた
コーポレートブランドの理解を促し、コミュニ
ケーションを通じた企業価値の向上を目指して
います。
東証開示やプレスリリースにおいては、より

スピーディーな情報開示を努め、ホームページ
の「投資家情報」のサイトでは、四半期開示日
程、四半期毎の業績開示資料、中期経営計画資
料および新規事業、研究開発成果、新会社の設
立等のプレスリリースについて和文・英文で充
実を図っています。また、今年から中国版も新
たに加わりました。
IR活動においては、国内では機関投資家、

証券アナリスト向けに四半期毎の決算説明を
行い、中間期と決算期には経営トップが自ら決
算説明会の場で業績の推移とその根拠の説明
を行い、また毎年1回、今後の持続的な成長力
を伸ばすための中期経営計画も併せて説明し
ています。海外では社長をはじめIR担当役員
が、欧州・米国・香港の海外機関投資家・証券ア
ナリストと訪問ミーティングを行い、日本での
外国人機関投資家向けセミナーにも積極的に
参加し投資家との対話を重視しています。
一般株主・個人投資家の皆様に対しては、イ

ンターネット上のWEBサイトで情報をタイム
リーに提供しています。また業績開示の日程や
業績予想に関してのお問合せにつきましても、
広報グループが窓口となり対応しています。

私たちの“社会貢献の原点”・「藤倉学園」
知的障がい者施設「社会福祉法人 藤倉学

園」は、1919年（大正8年）6月7日に当社元
監査役で創業者の弟である中内春吉によっ
て伊豆大島に創設されました。当時の私財
23万円（現在に換算すると約20億円にあた
ります）とともに伊豆大島にあった４万坪の土
地、学園の建物・敷地が寄贈されました。今年
で創設９１年です。現在でも社員一人ひとりの

寄付が続いています。藤倉学園は、私たちフ
ジクラグループの社会貢献の原点です。

社会福祉法人　藤倉学園
創　設 １９１９年(大正８年）６月７日
理事長 川田仁子
事業内容 大島藤倉学園
 多摩藤倉学園
園生数 約１２０名

大島藤倉学園建物 藤倉学園創設者 中内春吉

コーポレート企画室
吉田　真由美

　IR活動では、投資判断の必要な
内容をタイムリーに情報開示し、
また業績の推移とその根拠、今後
の持続的な成長力を伸ばすため
の経営戦略などをきちんと分かり
やすく説明して、投資家の理解を
得るよう努めています。一番重要
となるのは、投資家とのコミュニ
ケーションの充実によって信頼関
係の構築を行い、企業価値の正し
い評価と向上につながっていくこ
とと考えています。

　２００９年１１月、大島の藤倉学園
を訪問しました。三原山の裾野の
広大な敷地に多くの建物、農園が
広がっていました。園生の生活の
様子を見学させてもらい、皆さん
と触れ合うことができ、貴重な体験
をしました。それは９０年にわたり
先輩達から受け継がれてきた社会
貢献の心にも触れる一日でした。
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コーポレート企画室
湯谷　彰

情報開示とコミュニケーション
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調達先との関わり
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資材部
原田　裕一

　私たちはお客様に提供する製品、
サービスがお客様のニーズに合
致するのみならず、社会の健全
で持続的な発展に貢献すること
を目指していますが、これは調達
先様のご協力なしには実現でき
ません。
　原材料、中間製品、製造工程、
物流、アフターサービスなどが連
鎖となって、一緒に製品、サービス
を作りあげている企業の集合体
をサプライチェーンと言います。
　私たちは調達先の皆様にお願
いして、環境への配慮や人権の尊
重などの社会的責任を共有し、信
頼しあえるサプライチェーンの構
築に取り組んでいます。

人権・安全・衛生1

公正取引・倫理3

環境2

品質・安全性4

情報セキュリティ5

社会貢献6

1

3

2

調達活動
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社会的信用の維持・向上を目指す
公平公正な調達活動
当社グループの経営は、原材料・部品や設

備を供給していただく調達先の方々にも支え
られています。
公平公正で、誠実な調達活動を通じ、調達

先との強固な信頼関係を築くために私達は、
「フジクラ購買基本方針」を定めて、WEBに公
開しています。さらに「フジクラグループ調達
購買部門行動規範」を制定し自らの行動を厳
しく律しています。また、グループ各社が参加
して下請法講習会を定期的に行うなど、コン
プライアンスに対する取り組みを継続してい
ます。

フジクラ購買基本方針
　 公平公正な取引
公平公正で自由な競争の原則に立ち、国内
外を問わず優良なお取引先との購買取引
を求めています。お取引先の選定は、品質・
価格・納期・安定供給力・信頼性等の観点か
ら、公正な評価に基づいて行ないます。

　 相互信頼を基盤とした協力関係
信義・誠実の原則を守り、共存共栄の理念
のもとに、お取引先との相互協力関係を築
く努力をします。

　 関連諸法規の遵守・機密の厳守
購買取引にあたっては、関連する諸法規を
遵守します。また、お取引で知り得た機密
情報は、お取引先の承諾無く第三者へ開示
いたしません。

ＣＳＲ調達活動
当社グループでは主要な調達先に以下の項

目についてCSR活動の推進をお願いするとと
もに、自主的にその進捗状況をチェック（自己
採点）できるWEBサイトを開設しました。当社
グループは、調達先の皆さまの理解と協力を
得て、サプライチェーン全体でCSR活動に取り
組んでいます。
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CSRに関する調達先への要望事項（項目）

①児童労働禁止及び青少年
労働の制限
②強制労働の禁止
③差別の禁止
④体罰・虐待・ハラスメントの禁止
⑤適正な労働時間管理
⑥安全で衛生的な職場環境及び
　健康管理の推進
⑦公平で公正な報酬の提供
⑧労働者の権利の尊重

①製品に含有する化学物質の管理
②製造工程で用いる化学物質
　の管理
③環境マネジメントシステムの運用

④排出基準の遵守
　(排水・汚泥・排気など）
⑤法規制・条例の遵守
⑥資源エネルギーの有効活用
⑦温室効果ガスの排出量削減
⑧廃棄物削減
⑨環境保全への取組状況の開示

①汚職・賄賂などの禁止
②優越的地位の濫用の禁止
③不適切な利益供与及び受領
　の禁止
④競争制限的行為の禁止
⑤正確な製品・サービス情報の提供
⑥知的財産の尊重
⑦適切な輸出管理

①製品安全の確保
②品質マネジメントシステムの運用

①コンピュータ・ネットワーク上の
　脅威に対する防御
②個人情報の漏洩防止
③顧客・第三者の機密情報の
　保護

国際社会・地域社会への貢献

⑧自主的な情報公開
⑨不正行為の予防・早期発見
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安全衛生管理および倫理的配慮
当社グループは「フジクラ行動規範」の基本理念に則り、全

世界のすべての社員に対して、人権の尊重と差別排除を含め、
倫理観に基づいた安全衛生管理および労働環境を保障してい
ます。また、労働法、安全衛生法等の関係法規や規範、社会通
念との兼合いを十分に考慮しつつ、国際基準であるILOの条約
に沿った対応を基本とし、公平で公正なマネジメントを実施し
ます。

十分な協議を重視した労使関係
当社は労使がお互いの立場を尊重しながら、話し合うことで

相互の信頼関係を築くことを約束しています。経営方針や
事業計画、経営施策・事業施策については、適宜「経営説明会」
や「労働協議会」を開催し、経営から組合員に対して十分な説明
を行う一方、組合との意見交換を十分に行い、労使で理解を
深めながら課題解決に努めています。
また、当社を取り巻く経営環境・会社方針や、労働組合の
運動方針について、労働組合幹部・社長・各事業部門長を講師
とした研修会を定期的に実施しています。労働条件について
も、労働協議会にて労使間の合意を得る為の協議を尽くして
決定しています。
①経営説明会（年2回）
②労働協議会（毎月＋適宜）
　四半期決算状況、月次採算、生産状況、労務状況、労働条件など
③労使研修会（年１回）
　経営理念・方針、労働組合の運動方針など

④関係会社との連携（適宜）
　関係会社労使との意見交換、海外労使視察など

定年退職者の再雇用
定年退職（60歳）されたOBが永年培った「モノづくり技術」

や「経営ノウハウ」は当社グループ内における貴重な財産であ
り、会社と個人双方の合意の下、雇用の必要性の高い人材をマ
スターズコンサルタントとして再雇用しています。
また、2006年4月の高齢者雇用安定法の改正を踏まえ、労
使協定に定めた継続雇用の選考基準を満たした社員につい
て、定年後再雇用する制度（最長5年間）を導入しています。

女性の活躍の推進に向けて
女性の積極採用や登用など、今後も継続的に女性の活躍を

支援するための取り組みに注力していきます。

障がい者雇用
ここ数年積極的な取り組みを推進してきましたが、2010年
3月現在、当社の障がい者雇用率は1.68％で、残念ながら、法
定雇用率1.8％を下回っています。今後、法定雇用率の達成に
向けた継続的な活動を展開します。

社員・雇用

社員・家族と共に

児童労働の禁止および青少年労働の制限1

差別の禁止3

強制労働の禁止2

体罰、虐待、ハラスメントの禁止4

適正な労働時間管理5

安全で衛生的な職場環境および健康管理の推進6

公平で公正な報酬の提供7

労働者の権利の尊重8

社員に対する安全衛生管理および
倫理的配慮に関する基準

男  86.4%
女  13.6%

新卒総合職の男女比率
2010年4月入社の新卒総合職
採用者は66名で、女性比率は
13.6％です。

男  99.0%
女    1,0%

管理職の男女比率
2010年3月末現在の管理職総
数は868名で、女性比率は1.0％
です。

男  87.8%
女  12.2%

社員の男女比率
2010年3月末現在の従業員数は
2,557名で、女性比率は12.2％
です。

男  95.7%
女    4.3%

総合職の男女比率
2010年3月末現在の総合職総数
は1,431名で、女性比率は4.3％
です。

障がい者雇用率
2007年度末
1.31%

2009年度末2008年度末
1.68%1.44%

フジクラグループ CSR報告書2010
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フジクラ・アカデミーの人財教育の考え方

　当社は120年の歴史を経て第3の創業期に
入り、経営理念も一新し、”つなぐ”テクノロジー
を通じ、顧客の価値創造と社会に貢献する企業
を目指しています。新しい経営理念に相応しい
人財を育成するため、2006年4月に当社
グループの教育部門としてフジクラ・アカデミー
を発足させました。

ワークライフバランスの
実現に向けた取り組み
　当社は社員一人ひとりがライフステージに
応じた、より柔軟な働き方を選択できるよう、
ワークライフバランス実現のための環境整備
に注力しています。
　2010年1月には、改正育児介護休業法（2010

年6月施行）を先取りする形で、育児休業制度
において、「専業主婦（夫）除外規定の廃止」「父親
の再取得を可能とする」等の拡充を行いまし
た。これにより、男性の育児休業取得者が2名
となるなど、性別にとらわれることのないライフ
ステージに応じた仕事と生活の調和が着実に
進んでいます。

多様な人材がお互いの個性を積極的に認め合うことでそれぞれの強みを活かし、
能力を最大限に発揮できるような組織風土の醸成に力を注いでいます。

フジクラ労働組合
宮川　康太

　2010年4月末に第一子が生ま
れ、5月の1ヵ月間丸々育児に専
念しました。妻の産後の経過があ
まり良くなかったこともあって、育
児から家事までほとんどこなしま
した。日頃の妻の苦労を知るとと
もに子供と十分に触れ合う経験
ができ充実した日々が過ごせま
した。また、改めて自分自身の仕
事の仕方や仕事と家庭生活のあ
りかたを考え直すよい機会にも
なりました。
　こういった機会が得られたの
も、職場の後押しや会社がワーク・
ライフ・バランスに前向きに取り
組んでいたことが大きかったと思
います。男性の取得については、
まだまだ進んでいませんが、組合
役員として環境づくりを力強く後
押ししていきたいと思います。

フジクラ・アカデミー1

　製造業として成長していくための技術・技能
の継承プログラムも整備されています。継承
すべき技術・技能を認定登録し、その技術・技能
の保有者に「匠」の称号を与えます。これらの
「匠」は技術・技能を絶やさないため、若手後継
者への継承活動を計画的に推進しています。

技術・技能継承4

カリキュラム3

　当社グループとして、国内だけでなくグロー
バルなビジネスを展開できる能力、発展してい
く企業に必要な行動力、社会や環境に配慮で
きる考え方等が必須であり、これらの習得を目
指して人財の育成を行っています。教育の基本
はあくまでも職場のOJTであることを踏まえ、
職場における人財教育を支援しています。また
アカデミーでは、”気づき”を通じてOJTでは不
足しがちな分野の教育や、職場単位ではでき
ない全社横断的な教育プログラムを提供する
と共に通信教育やｅラーニング等の自己啓発
プログラムをサポートすることにより、右図に
示す三位一体の教育を推進しています。

育成すべき人財2

社
会
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

半日休暇制度

短時間勤務制度、フレックスタイム制、
時間外・休日労働の免除

育児休業制度
年次有給休暇を半日単位で取得することができる制度（年20回まで）

子が満3歳に到達するまでの期間について取得可能

介護休業制度 家族の介護をする為に休業する場合の制度（最長1年間）

特別通院休暇制度 障がい者の定期的な通院をサポートする制度（年6日まで）

小学校3年生以下の子を養育する場合に適用可能
（いずれか1つを選択）

人財育成の考え方

社内
教育制度
アカデミー

職場
OJT

本人
意欲

　全従業員を対象とした階層別研修、リーダ

層育成等のための選抜研修、希望者のための
選択研修の３種類のプログラムがあります。　
階層別研修は、「新入社員」から「総合職」をカ
バーし、選抜研修は、種々の分野でのリーダ育
成を目指し、選択研修は、各人の能力向上をサ
ポートするプログラムを用意しています。ま
た、グローバル化に対応した社員教育の一貫
として、海外グループ会社の現地リーダを国
内製造現場に派遣し、「ものづくり精神」を学ん
でもらう「海外現場力学校」も実施しています。

フジクラグループ CSR報告書2010
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安全衛生活動

　「安全は全ての基本であり、大切な企業基盤
である」との経営方針に基づき、グループ全体
での安全衛生活動を推進しております。
　2009年度につきましては、労働災害ゼロを
目指し、①「ＫＹ」と「２Ｓ」の徹底②機械設備の本
質安全化③安全衛生教育の徹底④心とからだ
の健康づくり活動を中心に経営陣と全社員が
一丸となり安全衛生活動に取り組んだ結果、

当社の休業度数率ゼロを達成しました。
　また、災害リスクのさらなる低減を目指し、
労働安全衛生マネジメントシステムの構築の
検討を行い、2010年度に運用を開始しまし
た。あわせて、「フジクラグループ安全衛生基
本方針」を制定し、運用にあたっては「基本方
針」と「年度方針」に基づき、事業所としての
安全衛生計画を策定し、活動を実施します。

安全衛生

鈴鹿事業所　事務管理課

鈴鹿地区安全事務局として、年
度計画に沿った安全衛生諸活動の
推進、災害・ヒヤリハット情報をは
じめとする安全衛生に関連する情
報の周知などを担当しています。
今年度からは安全衛生活動の

さらなる向上を目的にＯＳＨＭＳ
（労働安全衛生マネジメントシス
テム）が導入されました。
事務局として、システムが地区

内へスムーズに浸透するよう努
め、効果的で活発な安全衛生活動
により災害ゼロを目指します。

伊藤　克幸

2010年度安全衛生活動方針

「安全文化の継承と危険要因の排除で 
　達成しよう“災害ゼロ”」

スローガン

安全衛生教育・訓練の充実1

危険予知（ＫＹ）活動の充実2

５Ｓ活動の徹底3

機械設備の本質安全化のさらなる推進4

安全パトロールの励行5

心とからだの健康づくり活動の推進6

交通事故防止活動の推進7

労働災害発生状況
労働災害発生頻度（休業度数率）

出所：厚生労働省
厚生労働省は年、当社は年度での数値

（注）休業度数率とは、労働時間100万時
間当たりの休業災害による死傷者数で、
休業災害発生の頻度を表す指標。
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主な活動内容

作業経験のない人や浅い人に対する教育
　作業中に起こりうる危険行動などをまとめた
資料を基に現場でマンツーマン教育を実施し
ています。その後のフォローとして、安全衛生

交通安全指導
　朝の通勤時間帯に事業所周辺や駐車場入り
口等で、交通指導を行っています。また、指導す
る側にとっても生きた交通安全を再認識する
機会になっています。

メンタルヘルス
　管理監督者を対象に、メンタル不全に対す
る研修を実施しています。また、自分自身でメ
ンタル不全を評価できるストレスチェックを
イントラに開設するなど、早期発見・早期治療
に重点を置いた取り組みを進めています。産
業医・保健士による診療所での相談窓口や、
産業カウンセラーによるカウンセリング窓口
を設けています。

OSHMS（労働安全衛生マネジメント
システム）の取り組み
　2009年度より、災害リスクのさらなる低減
を目指して、事業所安全担当による、OSHMS
の導入がはじまりました。2010年度につきま
しては各事業所で、システムの理解と定着を
図るための取り組みを行い、次年度以降、グ
ループ各社でも順次OSHMSの運用を開始し
ていきます。

安全集会
　年度当初や全国安全週間時に、事業所トップ
による安全確保に向けた決意表明を行い全員
参加の意識付けを図っています。特に、全国安
全週間時には、役員が各事業所で社長メッセー
ジを代読するとともに、安全確保の強化を要請
しています。

リスクアセスメント
　見えないリスクを把握し、改善することが
安全な職場環境の実現につながることから、
危険性・有害性を摘出・評価し、職場に潜む危険
の芽を摘む活動を展開しています。また、この
一連の活動は、一人ひとりの安全意識を高める
目的もあります。

構内運搬車輌の点検と教育
　運搬車輌の日常点検・定期点検はもちろん
のこと、点検・整備状況をチェックする一斉点
検も実施しています。また、急ブレーキ、急ハ
ンドルなどの危険体験を通じて、危険予測・危
険回避能力を高める教育を実施しています。

健康づくり
　健康づくりのベースとなる定期健康診断は、
法定検査項目だけでなく、生活習慣病の早期
発見を目的とした当社独自の検査項目を加え
て実施しております。発症リスクの高い因子を
多く有する社員に対しては指導を行うなど、
健康意識の向上を図っています。
　また、「健康増進法」や「職場における喫煙
対策のガイドライン」に
基づき、受動喫煙を防
止するため、喫煙室を設
置しています。

ＫＹ（危険予知）活動
　一人ひとりの危険に対する感受性を高め、
ヒューマンエラーを防ぐために、作業の中に
潜む危険性の摘出と対策について話し合う
ＫＹＴ（危険予知トレーニング）を日常的な職場
の小集団単位で取り組んでいます。

社
会
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

安全衛生は企業の根幹に関わる重要な事項として、
心身ともに安全で健康的に働ける職場環境づくりのために取り組んでいます。

!"#$$
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電子電装開発センター
電子材料開発部

小川　俊之

　「変化・初めて・久しぶり（３H）」
には気をつけろと言われますが、
開発職場では新しい「設備・材料・
作業」が頻繁に発生します。特に、
事故は経験の浅い場合に多く見
られるので、安全意識を高める教
育が重要です。そこで私たちの
職場では、職場全員の安全意識
の底上げを目的として月毎に安
全目標を設定し、テーマに沿った
安全と衛生の両面について各種
活動を実施しています。小さな変
化を見逃さないためにも作業前
KYの定着・職場全員交代制によ
る各種パトロールでの相互注意・
熟練作業者から若年層作業者へ
技能伝承教育等などを展開して
います。「安全は全てにおいて最
優先」を基本に、今後も労働災害
ゼロを目指し、5S推進・各種安全
衛生活動の啓蒙に取り組んでい
きます。

フォークリフトスピード体験訓練

委員等による職場パトロール中に、作業員に再
度確認するとともに、必要に応じて指導して
います。

フジクラグループ CSR報告書2010



地域の方 と々の対話
　1923年にここ深川の地に移って約90年。2002年までの約
70年間、深川の地で電線メーカーとして工場を操業してきた
当社は、まず、地域の8町会、平久小学校へ再開発の説明に伺
いました。その際「フジクラさんが再開発をするのなら全面的
に協力します」とたくさんの方に励ましのお言葉をいただき、こ
れほどうれしく、また地域の方々と信頼関係を育んできた諸先
輩方に感謝したことはありませんでした。
　しかし、全てが順調に進んだわけではありませんでした。第1期開
発（イトーヨーカドー様の建設）と第4期開発（ウエスト3棟の建設）の
際に近隣住民から反対運動が起きました。当社は誠意を持って交渉
に当たり、最終的には地域の方々の理解を得ることで苦境を脱する
ことができました。地域の方々との対話を続け、理解と協力を得ら
れたからこそ再開発事業が無事に進めてこられたのだと思います。

特
集

開発の経緯
　深川ギャザリアの敷地には、もともと当社のケーブル製造の
工場がありました。その建設は1923年。製造したケーブルは
主に船で運搬していたため、これを運び出す手段として塩浜
運河を利用することにしたのが、この地に工場を構えた大きな
理由でした。しかし、ケーブルの大型化が進むと、ハシケでの運
搬も難しくなり、ケーブル製造工場は1992年に千葉県の富津
へ移転しました。それに伴い、約2万坪という広大な敷地の有
効利用が検討されることになりました。1997年、「ビジネス
ニーズにも応え、地域にも貢献できる施設を」といった考えの
もとに、深川ギャザリアの開発は始まりました。

　第4期事業が終わり、ウエス
ト2棟・3棟が無事完成しまし
た。設計監理者、施工者が一丸と
なってプロジェクトに打ち込んだ
結果、計画以上の施設ができた
と喜んでいます。

徳本　廣明  フジクラ開発

2000年 
2002年 

2003年 
2007年 
2010年

第1期
第2期

第2期
第3期
第4期

イトーヨーカドー木場店　オープン
ウエスト1棟（オフィスビル）竣工
商業施設“ロータスパーク”オープン
タワーS棟（オフィスビル）竣工
タワーN棟（オフィスビル）竣工
ウエスト2棟・3棟（オフィスビル）竣工

深川ギャザリアの歴史

!"

旧深川工場（1985年）

深川ギャザリア コミュニティと共に
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梅本　英夫
木場一・六町会（東京都江東区）会長

「これからも仲良く、
共存共栄のモデル地区に」

深川ギャザリアは、「オフィス」「ショッピング」「アメニティ」が共存する複合施設です。
プロジェクト発足から10年の月日をかけて段階的に建設してきた複合施設が一つの街区を形成して、
さまざまな人々が行き交い賑わい溢れる街へと進化しています。

歴史と未来を結ぶ21世紀の“まち”づくりを
再開発の基本構想とした
～人の集う街－「深川ギャザリア」～
　

　深川という歴史と情緒がある下町に、近代的
な発想を織り込んだ、地域に愛される“まち”
づくり。ビジネス・ショッピング・アメニティの
3要素をはじめ、さまざまなニーズに応えなが
ら段階的に発展を遂げてきました。単なる
オフィス機能にとどまらず、幅広い層のお客様
の利便性に応えるためショッピングセンター
やレストラン、フィットネスクラブなどを揃えま
した。さらには盆踊り、地域の学生によるコン
サートやハロウィンなど多くのイベントにもエ
リアを開放し、人々に多様な楽しみを提供して
います。緑も多く配して、地域の人々に憩いと
安らぎを提供し、誰からも愛され親しまれる、
魅力的な“まち”となるよう努力しています。

地域の方 と々のコミュニケーション
・楽しく緑あふれる豊かな空間を提供

　緑の街路樹が連なる歩道、多様な木々に
出会える“みち”、ゆったりとした公開空地、遊歩
道や「ビオガーデン」などの整備により、安全
で自然環境が豊かな街歩き空間を形成しま
す。「ビオガーデン」は自然に触れ合える場とし
て、また、地域コミュニティや環境教育に貢献
できる場として、多様な生物が生活できる豊
かな自然環境を提供します。
　冬には毎年恒例のイルミネーションを装飾
し、広場にはクリスマスツリーを飾って訪れる
人たちに楽しんでいただけるような演出を
行なっています。イルミネーションの装飾はLED
の電球を使用し、省エネに配慮しています。
・飲料用ペットボトルキャップ回収

　深川ギャザリアでは、約2年前から清掃業者
の方のご協力を得て、オフィスビルから廃棄さ
れた飲料用ペットボトルのキャップを分別回収
し、NPO法人に送っています。送られたキャッ
プの売却益は「世界の子どもにワクチンを日
本委員会」を通じてユニセフに寄付され、世界
の子どもたちにワクチンを贈る活動に貢献し
ています。

!"

　私たちの「木場一・六町会」は、
木場一町会と六町会の２つの町
会が一緒になってできたちょっと
珍しい名前の町会です。会員数は
およそ７５０世帯で、そのうち５００
世帯がマンション、残りが地場の
方になります。私が町会長になっ
たのは、ちょうどフジクラさんの
深川ギャザリア計画がはじまった
ころです。再開発がスタートした
当初はいろいろな問題がおきま
したが、フジクラさんの誠実な対
応により、地域の方々との対話を
通して解決しました。現在は、深
川ギャザリアの中央広場をお借り
して、毎年盆踊りを催したり、イ
トーヨーカドーさんや109シネマ
ズ木場さんに行事でいろいろと
ご協力いただき、たいへんに良い
関係となっています。これからも
フジクラさんと私たち木場一・六
町会が仲良く、共に栄えていくこ
とで、共存共栄のモデル地区とし
たいですね。

!"#$%"&'
(#)*"

ビオガーデン
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総務課
工藤　陽子

地域活性化に貢献する
べく様々なことに取り組
んでいます。

鈴鹿事務管理課
福本　洋介

地域の皆様に愛される
事業所づくりを目指して
います。

三重県
鈴鹿事業所

　鈴鹿事業所では毎月１度、外周の公道の清掃
ボランティア活動に取り組んでいます。地区内
のグループ各社の職員が集い、昼休みにゴミ
拾い・草取りをして、清潔な環境作りに励んでい
ます。地域社会の一員として、今後も環境にや
さしく住みよい町づくりに貢献していきます。

清掃ボランティア活動
　事業所内にあるグラウンドは、土曜日・日曜日
の多くは外部に開放されています。主に近隣の
小学生で構成された野球チームが利用し、週末
は子供達が試合・練習に元気よく駆け回る姿が
見られます。従業員だけでなく、地域の方も含
めた健康増進とリフレッシュの場として、今後も
役立てていきます。

グラウンドの外部貸出

クリーン活動 地域の自治会にグラウンドを開放
　佐倉事業所では、｢事業所と地域の関係を考
える｣を事業所の統一テーマに、毎週末、全員が
グループに分れ、ＪＲ佐倉駅から事業所までのゴ
ミを拾うクリーン活動を行っています。最近で
は、地域の方から｢ご苦労さまです｣など、声を
かけられる回数も増えてきました。これがまた
私たちの励みにもなっています。この歴史ある
佐倉の町の一員として、私たちは、『できること
から一つ』、『佐倉の歴史と文化を学びながら』、
『継続的に行動し』、『建設的な成果が得られる
活動へ』を目標に、これからも地域への貢献活
動に取組んでいきます。

　私たち佐倉事業所では、休日に、地域の
自治会にグラウンドを開放し、大変喜ばれ
ています。グラウンドゴルフ場として使わ
れている方から「これまで練習場がなくて
思うような練習が出来ずに困っていまし
た。フジクラさんのグラウンドが借りられ
るようになって、佐倉市の大会にも参加で
き、良い成績をあげる事ができました。今
では、メンバーも倍の３０人程に増えて全
員で楽しくプレーをしております。」とお
礼の言葉をいただきました。皆さんの健康
で楽しそうなプレーを見ているとつい私た
ちの顔もほころんでしまいます。

国内事業所のCSR活動／地域との共創

千葉県
佐倉事業所
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石岡事業所が所属する石岡市
柏原工業団地運営協議会の
会長職に当社が就任

!"

茨城県
石岡事業所

総務課
高野　一男

総務の高野です。環境を
はじめ、事業所の総務一
般を担当しています。

　正上内地区は、石岡事業所の北東約２ｋｍ世
帯数３４０の地域です。この地区の区長として地
区住民と協力し地区防災組織を結成し毎年１１
月に防災訓練を実施しています。
　平成２１年度は、住民１５０名の参加と、地域の
消防団の協力を得て、１１月２２日防災訓練を行
い、一次避難、二次非難訓練、救助訓練（心臓
マッサージ）、炊き出し（おにぎり、豚汁）訓練等
を行いました。
　当社が社内で培った防災訓練の知識を活用
し地域の防災意識向上に寄与して行きたいと
考えています。
　防災訓練後、餅つきなどのアトラクションを
行い皆さんでお餅、おにぎり、豚汁などで楽し
く過ごしました。　　　　　　　

正上内地区防災訓練

　工業団地のルールが変更後はじめての会長
職を当社が担当することになりました。面積
１６５万㎡、従業員総数３，６００名、大小４０社の
運営協議会の会長事務局として、団地内の
仕事や市・県等の対外窓口としての役割を果し
ています。　

総務課
宇津木　誠

地域との積極的な交流を
通して環境保全など社会
貢献に取組んでいます。

　沼津事業所では、環境保全を向上するため、
社内での省資・省エネ・廃棄物の削減はもとよ
り、地域の環境保全活動にも積極的に参加して
います。その一環として、事業所の通勤路周辺
の清掃作業を毎日おこない、地域の皆様が
気持ちよく過ごせるよう環境美化に努めてい
ます。また、沼津市内全域で市民や企業の従業
員による環境美化を推進する事を目的とした、
沼津市主催の市内一斉クリーン週間にも積極
的に参加し、地域社会の一員として環境美化
活動を推進しています。今後も、このような
地域社会貢献活動を積極的に行うことで、地域
に密着した事業所を目指していきます。

事業所周辺清掃
　沼津事業所は、富士山のふもと、駿河湾に
面した温暖で緑豊かな自然環境に恵まれた
沼津市の中心地にあり、地域・社会の皆様との
積極的な交流を通じて、様々な社会貢献に取り
組んでいます。事業所近くにある沼津市千本
浜清掃は、毎年6月の環境月間に合わせ、近隣
企業及び開北小学校の生徒さん、沼津学園
第一幼稚園の園児たちと一緒に、海岸に流れ
着いたビンやカンなど色々なゴミを回収し、
県内の観光地をきれいにする活動を展開して
います。

千本浜清掃

静岡県
沼津事業所

各事業所では、近隣地域とのコミュニケーションを図るために、
さまざまなイベント開催や社会への貢献活動を行っています。

事
業
所
・
グ
ル
ー
プ
会
社

柏原
工業団地
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グループ会社CSR活動

総務部　総務・人事Gr
生田　枝里

地域社会の皆様との“つ
ながり”と従業員満足“を
いちばん”に！

経営企画部
渡部　博

米沢電線では、基本的価値と
して「社会の信頼」を掲げ、社
会貢献を行なってきました。
その一例をご紹介します。

山形県
米沢電線
株式会社

大分県
西日本電線
株式会社

　毎年秋に米沢電線杯スポーツ少年団野球大会
を開催し、12年目を迎えました。当社八幡原事業
所内野球場を会場に開催し、今回も成功裡に終
了することが出来ました。８チーム総勢約１９０名
の参加で計７試合を行いました。両日共に天候
に恵まれ、参加チームの小学６年生にとっては、
今大会が最後の公式戦ということもあり、白熱
した試合が繰り広げられ、毎試合緊迫し非常に
見応えのある試合が展開されました。
　今年度も、市民企業活動の一環として、野球
を通し地域との交流を図りながら社会に貢献
する事を目的とし開催して行きたいと考えて
います。

米沢電線杯スポーツ少年団野球大会開催
　「花いっぱい運動」は１９９４年から始めました
ので、今年で17年目を迎えました。今年は本社
地区では黄色のマリーゴールドを植え、八幡原
地区ではベコニアを植えて、それぞれとても綺
麗に育ちました。
　また、郡山地区はパンジーやマリーゴールド
など季節の花を玄関前に飾りました。各地区そ
れぞれに工夫して花を育成し環境美化に努め
ています。
　毎年５月から１０月までの活動予定としており
ますが、出来るだけ長く綺麗に咲き続くよう努
力しています。
　今後も花の育成を通じて「花いっぱい運動」
の推進を図り、明るく活気のある会社づくりに
努めます。

花いっぱい運動

!"

　健康づくりの一環として「禁煙駅伝大会」を
企画しました。3人1組でエントリーし、50日間
の完走を目指すというもので、すごろくの要素
も取り入れてたのしめるものにしました。リタ
イヤするグループが続出する中、グループで
はなく1人で参加した２名によるマッチレース
となりましたが、最後に１人がリタイヤ。完走を
果たした1人には達成賞が贈られました。西日
本電線ではほかにも、健康に関するセミナー
の開催や面談、問診を実施し、身体の健康は
もとより、メンタルヘルス不全の早期発見とケ
アに努めています。

禁煙駅伝大会
　西日本電線では次世代の人財育成への貢献
と、地域社会とのコミュニケーションを目的に
次の活動を行っています。西電祭を通した近隣
地域の皆さまとの交流、学生のインターンシッ
プ受入れ、工場見学の受入れです。また、参加
いただいた皆さまから「雰囲気のよい会社だと
感じた」「働きたいと思った」などの声をいただ
くことで、私たち自身も仕事への誇りや責任を
再認識するとともに、当社の文化形成にも繋
がっていると考えています。

近隣住民皆さまとの交流および人財育成
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グループ会社では、環境活動や近隣地域とのコミュニケーションを図るために、
さまざまなイベント開催や社会への貢献活動を行なっています。

CSR推進室
曽我　芳文

環境負荷の低減と救命
措置対応の向上を目指
します。

　心臓突然死を防ぐ一次救命処置用装置として
社内にAEDを昨年設置しました。これに伴い
AEDの操作方法を含めた｢普通救命講習会｣を
昨年2回、そして今年に入り１回開催しました。
昨年の受講者は計43名、今年は計16名が受講
しました。講師として真岡消防署西分署の方を
招き、「救命の連鎖」と言われる救急車が到着す
るまでの｢通報～心肺蘇生～ＡＥＤによる電気
ショック｣について実技主体の講習が行われました。
この講習は命に関わるものであり、受講者全員
が真剣に取組む姿が印象的でした。受講者のほ
とんどが「非常に有意義で再受講も希望」との
感想が多く寄せられました。今後も定期的に開催
し、多くの方の受講計画も立てて行く予定です。

「普通救命講習会」を定期開催
　地球温暖化防止対策の一貫として、事業所
内の照明に関わる消費電力量の削減をめざし、
次の取り組みを実施しています。まず、普段
人通りの少ない事業所内の廊下の照明の明る
さを従来よりも、少し暗くしました。次に、部屋
の中に蛍光灯の手元スイッチを取付け、個別に
消灯できるようにしました。手元スイッチには
消灯責任者の名前が記入され、誰もがどこか
の蛍光灯の消灯責任者となり、全員参加のこま
めな消灯活動を展開しています。従業員の
意識も徐々に変化しはじめ、省エネ意識の高揚
につながっています。

こまめ消灯活動

栃木県
第一電子工業
株式会社

普通救命講習会受講風景

コミュニティー・リレーションズ
Corie Culp（コーリー・カルプ）

地域社会への財政支援及び社員
が奉仕する機会を作ることを通し
て模範的な企業市民となること、
これがAFLの目指すところです。

　モンテレー市（メキシコ）にある当社のメキシ
コ社のボランティア社員2名が友人達とともに
12月初旬、社内で集まった200kgの食べ物や玩
具を含む合計4トンを超えるクリスマスプレゼント
をヌエボ・レオン州南部の家庭に届けました。
　ここあたりは辺境という言葉がふさわしい地
で、彼等は四輪駆動のジープやトラックを使っ
て、摂氏0度とこの地方としては冷え込みの厳
しい季節に山を越え、川を渡り、人が簡単には
近づけない海抜約3,600mの地域に点在する
10の村の800を越える家庭にクリスマスプレ
ゼンを届けました。
　そして、それと引き換えに彼等がもらったク
リスマスプレゼントは、子供達の笑顔、という何
ものにも代え難いものでした。

四輪駆動のサンタクロース
　当社本社所在地サウスカロライナ州で、毎年
外部のアドバイザーを招き、慎重に３つ選んで実
施しているスピリットプログラム（労務と$3,000
の提供）の一環として、地域内のお年寄りや身体
の不自由な人たちが住む家屋や庭の手入れを無
料で提供している非営利団体の活動支援を行い
ました。
　14人のボランティア社員が、他からのボラン
ティア11人とともに小雨の降る中、トラック、カー
ナビ、修繕工具や芝刈り機を受け取り、24軒の家
屋の改修や庭の手入れを行い、作業終了後に同
団体に$3,000相当の小切手を贈呈しました。
　各家に住む助けを必要とする方々から笑顔と
感謝の言葉を贈られ、参加したことに改めて意義
を感じることのできた一日でした。

差し伸べよう温かい手と優しい心

!"

米国　　 AFL
(America Fujikura Ltd.)
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マングローブを植林

藤倉希望小学校への貢献活動 教育・研修

タイ地区地域貢献活動

グループ会社CSR活動

フジクラグループ CSR報告書2010

G-FPS推進部
木内　清次

明るい未来を築くべく、
タイ地区でも様々な活
動を行っています。

　タイ沿岸部の風景を特徴あるものとしてい
る湿地帯の森“マングローブ”も、地球温暖化
の影響と、木炭や家畜の餌にするための伐採や
海老養殖池への転換などにより、年々減ってい
るのが現状です。
　２０１０年３月に、バンコク南東部沿岸に位置
するＫｌｏｎｇ Ｋｏｎｅ地区の３万２千㎡の広大な湿
地エリアに、環境破壊で失われたマングロー
ブの再生を願って植樹を行いました。
　希望者多数のため３工場から抽選で選ばれ
た２００名の従業員が、自然保護官からレク
チャーを受けた後、ひざ上までつかる泥に苦戦
しながらも、全員の心を合わせたチームワーク
で６９９本の植樹を行いました。

　中国グループ全社の社会貢献活動として、
安徽省六安市舒城県にある藤倉希望小学校へ
の寄付活動を毎年行なっています。2009年度
はトイレと給水塔の改装を実施、11月11日に
現地で記念式典を開催しました。2010年度は
校庭の整備、学習机・椅子の改装を予定してい
ます。生徒たちの嬉しそうな笑顔が私たちに
とって最高の励みとなります。少しでも多くの
グループ社員が本活動に参画出来るよう、毎
年継続して寄付活動を行なっていきたいと考
えています。

　2009年12月、駐在員・ナショナルスタッフ幹
部を集めて、2泊3日で研修を実施しました。駐
在員・ナショナルスタッフ一丸となり、諸側面に
おける藤倉貿易の課題・問題点について忌憚
（きたん）の無い議論を交わしました。日常業務
の中ではなかなかこのような議論に時間を多
くかける事が出来ずにいたのですが、本研修を
実施する事により、国境・立場を超えた参加者
一同の結束が強まりました。今後も継続してこ
のような場を設け、みんなで力を合わせて藤倉
貿易という会社を成長させていこう、という思
いでいます。

　当社グループとして、パトムタニ県内の小中
学校に毎年合計400,000バーツの奨学金を寄
付しています。ナワナコン工業団地の付近にあ
るタマサート学校（小中高）に近隣42校の取り
まとめをお願いしており、選考委員会から選出
された、経済的に恵まれない学生や成績優秀
な学生に寄付を行っています。
　2009年度は8月にタマサート学校にて奨学
金授与式を開催しました。グループから社長、
副社長が出席し、全42校から集まった272人
の学生一人ひとりに奨学金を手渡しました。ま
た、チェンマイ地区では地域住民への経済サ
ポートとして、リサイクルユニフォームなどの衣
類提供を行いました。

総務人事部
仇　麗娜
中国グループ全体のCSR活動
窓口としてより幅広い活動に
取り組み、地域社会に貢献して
いきたいと考えています。 

タイ　　 FETL
（Fujikura Electronics
（Thailand）Ltd.）
（Fujikura Electronics
（Thailand）Ltd.）

中国　　 FST中国　　 FST
（藤倉貿易（上海）有限公司）
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株式会社イースクエア
代表取締役副社長
東北大学大学院
環境科学研究科非常勤講師

　

　ここ数年、事業戦略とCSRの一体化を試みる企業が増えつ
つあります。CSRは黎明期から企業経営における本格的な発
展期に入っています。
　今年の報告書では、CSR活動指針としての4つの重点分野に
関する具体的な17の指針が発表され、実施内容が明確化され
ました。企業活動の基礎となる取り組みや事業活動における配
慮、コミュニケーションと社会貢献など重要な要素が盛り込ま
れています。社内の方が語る“Staff Voice”はよい印象を受け
ます。「企業は人なり」と言いますが、どんな人がどんな思いを
持って日々の業務にあたっているのかが伝わってきて好印象
です。グローバル性という観点でも、海外のグループ企業の方
のメッセージが掲載されていている点が評価できます。

　一方で、設定した17の指針の展開方法や各施策との関連
付けに関しての説明が望まれます。より具体的な課題認識と
その対応策が見えると、パフォーマンスの向上やそのための
努力が伝わります。経営・環境・社会の側面で報告書をまとめ
ており、各分野で誠実に取り組んでいることが伝わってきま
すが、フジクラとしてどんな社会を目指しているのかなどの
将来ビジョンが描かれると、より独自性が表せるのではない
でしょか。
　パフォーマンス面に関しては、障がい者雇用比率は改善の
途上にあるものの、1919年に創設された藤倉学園など、障が
い者に対するケアに先駆的に取り組むフジクラとしては低調
な数字となっている点が気になります。さらに、企業の競争力
向上という観点からも、女性の活用に関する今後の施策の説
明があるとよいでしょう。
　最後に切り口に関する意見ですが、サプライチェーンに関す
る取り組みが、グリーン調達とCSR調達とに分かれており、整
合性が見えづらくなっています。対象者が異なる部分もあるか
と思いますが、サプライチェーンとしての括りで説明するとよ
いのではないでしょうか。
経営哲学として創業の精神を大切にするフジクラならではの
本業を通したCSRを実践していくことに期待しています。

第三者意見

國本　隆
取締役常務執行役員

　私たちフジクラグループが取組むＣＳＲは、２００５年の
創業１２０周年に定めた経営理念ＭＶＣＶの｢フジクラは
“つなぐ”テクノロジーを通じ顧客の価値創造と社会に貢
献する｣を基軸とし、事業活動を通じて、“当社グループの
継続的発展”と“持続可能な社会の実現”の両立を目指し
ています。
　昨年度、当社グループは、ＣＳＲ活動のレベルを高める
ために、｢ＣＳＲ理念｣と｢ＣＳＲ基本方針｣を策定し、進むべき
方向を明確化すると共に、｢ＣＳＲ活動指針｣を定めて、「誠
実な企業活動」｢環境への配慮｣｢人間の尊重｣｢社会との
調和｣の４つの重点分野ごとに私たちの取組む内容を定
めました。今年度は、コーポレートガバナンスやリスクマ
ネジメントなど２５項目からなるＣＳＲの重点方策を定め、
現在、それらの項目についてグループを挙げて社員一人
ひとりの日々の活動への落とし込みを進めています。今
回の『フジクラグループＣＳＲ報告書２０１０』の作成にあた
り、専門家である本木啓生様より頂いたご意見は、これか
ら私たちがＣＳＲを進める上で重要なこととして捉えて取

組みを進めます。
　今後、低炭素社会や持続可能な社会の実現などで企業
が果たすべき役割、企業に対する社会からの要求は、ます
ます高まってくると考えています。当社グループは、その
ためにも社会との対話を行い、これらのさまざまな課題
や要求に向き合い、事業活動を通じて、“人にも環境にも
やさしい社会の実現”を目指した取組みをこれからも積
極的に進めて行きます。

ご意見を受けて




