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社会貢献活動
良き企業市民として地域や社会と調和すること。
富士通グループの重要な行動目標です。
方

針

The FUJITSU Way の目標に則り、良き企業市民として国際社会・地域社会との共存共栄をはかっていきます。また、IT企業
としての特色を生かした社会貢献活動を実施していきます。
し く み

社会貢献
学術・文化
他の活動

ラボラトリにおける地域貢献活動を環境目標

それぞれの取り組みごとの推進部門にて活

と設定。従来からの工場などに加え、全国

動しています。

の営業／ソフト・サービス部門の事業所にお
いても地域貢献活動を推進しています。

2. 環境貢献
地域貢献

環境貢献

1. 学術・文化他の活動

環境本部を中心に、環境社会貢献活動の推

4. 支援制度

進に努めています。

従業員のボランティア活動を支援するため
の制度を設けています。

3. 地域貢献
各工場・地域の推進部門を中心に活動して
• マネジメントシステム
• 支援制度

います。また、全社一括での環境マネジメン

• 青年海外協力隊参加のための休職制度：
最高3年間
• 積立休暇：年5日間として最高20日を積立。

トシステムにおいて、全国の支社・システム

成

果

学術・教育の振興、国際交流
日米経営科学研究所（JAIMS）
（1972年設立）

富士通アジア・パシフィック奨学金制度
（1985年設立）
1985年の創立50周年を機に設立した、アジ

環太平洋諸国のビジネスパーソンの相互理

ア太平洋諸国の学生・ビジネスパーソンを

解の向上をはかるため、ハワイ州教育局認

対象とした奨学金制度です。日米中の経営、

可の非営利教育法人として設立。日米を中

文化を学習し、異なる価値観への理解を深

心としたマネジメントの思想と手法につい

める機会を提供することを目的としています。

て教育と研究を行っています。

文化・芸術活動
文化・芸術・スポーツへの協賛活動
• 音楽公演（つくばコンサート、富士通コン
サートなど）
• スポーツ（富士通レディースゴルフトーナ
メントなど）
• 囲碁・将棋（世界囲碁選手権富士通杯、本
因坊戦、富士通杯達人戦など）

数学オリンピック財団への活動支援
数学オリンピック財団は、国際数学オリン

企業スポーツ

ピック大会への日本代表選手の選抜、派遣

陸上競技部/アメリカンフットボール部/女子

に関わる事業を展開しています。国際数学

バスケットボール部が成果をあげています。

オリンピック
（IMO）の第44回大会は2003年

講義風景

7月7日から19日までの間日本で開催され、

川崎フロンターレの活動を支援

富士通はメインスポンサーとして全面的に

川崎市をホームタウンとする川崎フロンター

支援しました。

レは、1999年にJリーグに加盟し、プロサッ
カー事業の展開、地域の青少年の育成やス

財団法人情報処理教育研修
助成財団（FINIPED）
（1972年設立）

ポーツ文化発展に貢献する活動に取り組ん
でいます。

情報処理に関する国内外の人材育成の支援
を目的に、富士通グループにより設立され
ました。民間各界約170社の会員賛助のも
と、JAIMS並びに国内・海外の大学で教育・
研修を受ける学生への援助事業などを行っ
ています。
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環境貢献活動
啓発から実践へ。緑の地球を守るため、社会全体と身近な地域をみつめた自発的な活動を行っています。

教育機関との連携
武蔵工業大学環境情報学科
インターンシップ
温故知新

教育機関への授業支援活動

東京工業大学大学院情報理工学研究科

独自のプログラムで、小学校から高等学校

森欣司研究室「技術経営プログラム開発委

インターン実習プロジェクトとして、武蔵工

の環境の総合学習を支援しています。環境

員会」
に協力。IT最前線「富士通サステナブ

業大学の学生と共同研究を実施しています。

に配慮した新素材の研究や製品開発など企

ル経営戦略レポート」
と題するMOT（技術経

2年目の今年は江戸時代の循環型社会を庶

業としての役割を紹介し、実際の製品をと

営）で、富士通グループの環境経営をケー

民の生活を描いた「落語」を題材に研究し、

おして身近な部品と地球環境の関わりを一

ス・スタディとして学び、その実践の位置付

現代に活かせる課題を検討しました。その

緒に学んでいただきます。植物性樹脂を筐

けで企業の今後のあり方や改善策を大学院

成果として、使い捨て社会を顧みて修繕・修

体に使用した試作パソコンを紹介した小学

生が提言しました。

復の大切さを見直し、モノの価値を実感す

校では、製品への興味とともに、ゴミを減ら

る 「New江戸システム」をエコプロダクツ

す取り組みにも児童の関心が高まりました。

2003で発表。教育関連の方々から講演を依

保護者の方々からも、環境についての情報

頼されるなど盛況でした。

をしっかり伝えていくことの大切さを改めて
感じられると、感想をいただきました。
東京工業大学MOT IT最前線授業風景

立命館大学理工学部
（社）電子情報技術産業協会（JEITA）講座「IT
最前線」の一環として、
「環境と企業活動」
と
題する講義を行い、社会の持続的発展に向
エコプロダクツ2003
共同研究の成果発表

けた企業の取り組みや、ITが地球環境の改
善に役立つ可能性について紹介しました。

「New江戸システム」
紹介冊子

札幌市立あいの里東小学校
第3回教育実践発表会 公開授業

約380名の学生が参加し、環境活動の重要
性が共感されました。

NGO/NPOとの連携

エコプロダクツ2003事前授業

バーチャルの世界でのセッションが実際の

エコプロダクツ2003でのNPOとの
協働事業（NACS※との協力にて）

NACSが主催する、東京都立江戸川高等学

植林活動へと結びつくものです。毎月の利

校1年生の総合授業へ参加。パソコンのリサ

用実績が苗木の本数に換算されます。2003

2033年のビジョンと私たちのくらし

イクルや、新素材を採用したパソコンを紹

年度もご利用いただいた多くのアクセスが

inエコプロダクツ2003

介しました。

植樹につながりました。

NPO法人かながわアジェンダ推進センター

その他連携している団体

（神奈川県地球温暖化防止活動推進センタ
ー）
が主催するパネルディスカッション
「2033

• 環境報告書ネットワーク

年のビジョンと私たちのくらし」
へ参画。
企業・

• 日本環境倶楽部

NPO・高等学校それぞれからの提案は、
これ

•（社）産業環境管理協会

からの社会を共に考える一歩となりました。

• 通信機械工業会 環境保全委員会
•（社）電子情報技術産業協会

※NACS：
（社）日本消費生活アドバイザー・コンサル
タント協会

•（財）クリーン・ジャパン・センター
東京都立江戸川高等学校 総合学習授業
（エコプロダクツ2003事前学習、
（社）日本消費生活アドバ
イザー・コンサルタント協会〈NACS〉主催）

•（社）日本経済団体連合会
•（財）国際緑化推進センター
• 日本機械輸出組合
• 環境パートナーシップ・CLUB

国際NGOオイスカ「子供の森計画」
（財）オイスカが推進する「子供の森計画」植
エコプロダクツ2003「2033年のビ
ジョンと私たちのくらし」
ビジョン「無意識に環境への
配慮ができる〜支える技術〜」

林事業を支援するネットワークゲーム「リ

（名古屋EPOC）
•（社）国土緑化推進機構
• 秋田大学

ズムフォレスト」が、昨年からスタートしてい
ます。このサービスは富士通とニフティ
（株）
、
（株）フォトンが構築し、映像と音楽による
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海外植林活動
富士通グループ・マレーシア・エコ・フォレストパークでのボランティアによる植林
富士通グループでは、タイ、ベトナム、マレ

■海外植林活動の体制

ーシアで1998年度から継続して植林活動を
実施しています。マレーシアでは2002年に

事業資金
• 富士通グループ

「エコ・フォレストパーク」を開設し、3ヵ年計

社員による寄付

事務局
• 本社 総務部
• 環境本部
• 富士通労働組合

画で活動を始め、約70haにフタバガキ種な

技術支援
•（財）国際緑化推進センター

FUJITSU Eco Club

ど4万本を植樹します。2004年1月には、第

活動支援

3次植林活動として、富士通グループ従業員
ボランティアによる植樹を実施しました。次

タ イ

ベトナム

マレーシア

年度からはサバ州森林開発公社に移管され、
環境学習、エコ・ツーリズムなどの用途に利
用されます。
マレーシア政府機関、在コタキナバル日本大
使館、国際協力機構（JICA）
や
（財）国際緑化
推進センターと協調したこの活動は、荒廃し

協力拠点
◎Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
• Fujitsu Systems Business
(Thailand) Ltd.
• Fujitsu General (Thailand)
Co., Ltd.

協力拠点
◎Fujitsu Computer Products
of Vietnam, Inc.
• VNPT-FUJITSU Telecommunication
Systems Ltd.

協力拠点
◎Fujitsu (Malaysia) Sdn. Bhd.
• Fujitsu Microelectronics (Malaysia) Sdn. Bhd.
• KUB-Fujitsu Telecommunications Sdn. Bhd.
• Fujitsu Telecommunications Asia Sdn. Bhd.
• Fujitsu Components (Mayaysia) Sdn. Bhd.
• Shinko Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.

◎印は、幹事会社として植林事業

た土地を緑豊かな「生物多様性緑化」
として
生態系と共存できる姿に戻すことが目的です。
労働組合と協同し、富士通グループ会社の拠
点へ現地の従業員と日本からの従業員が自
主的に参加する、共同作業が特徴です。
また、富士通タイランドは、植林活動の実施
と植林後の保全活動の継続に対して、2003
年度にタイ王国からの表彰を授与されました。

マレーシア植林ボランティア参加メンバー

タイ国王即位50周年記念
植林キャンペーン授賞式2003「功労賞」

地域での貢献活動
各工場・事業所において、地域とのさまざまなコミュニケーションやボランティア活動を行っています。

地域とのコミュニケーション
川崎工場「春まつり」

地域ボランティア活動

2004年で9回目の開催。従業員とそのご家

東海地区富士通グループ
「肢体不自由者対象パソコン講習会」

族および近隣の方々など約4,700名が来場

身体が不自由な方へのボランティア活動と

富士通インフォソフトテクノロジ
「パソボラ
（パソコン・ボランティア）
倶楽部」

されました。

して2000年より毎年継続して開催していま

2001年に設立され、静岡県を中心に高齢者

す。2003年は、全3回の開催でのべ96名の

や身体の不自由な方がパソコンをはじめと

方が来場されました。

したIT機器を習得するためのさまざまな支

あきる野テクノロジセンター
「2003富士通あきる野フェスタ」

援活動を行っています。また、静岡県内の福

従業員とそのご家族への感謝と、地域社会

祉関連団体の情報発信を支援するホームペ

との協調のために、センター開設1周年の

ージ「e-switch」を開設し、運営しています。

2001年より毎年実施。2003年は約4,000名

http://www.e-switch.jp/

の来場者で賑わいました。

長野工場「富士通長野工場 感謝Day」
地域との共生を目的として、工場運営への

パソコンに取り組む受講者

理解を深めていただくために、地域住民や
従業員のご家族の方々を工場にお招きして、
工場見学、化学実験コーナーなど各種イベ
ントを実施しま
した。当日は約
福祉関連団体支援ページ「e-switch」

2,500名の方が
来場されました。
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地域団体への講師派遣
（山形富士通）

クリーン・ハイキングの実施

公園の整備活動支援

（富士通テン）

（富士通サポートアンドサービス〈Fsas〉）

地域に密着した情報共有の取り組みとして、

本社工場にほど近い六甲山で、ハイキング

神奈川県川崎市幸区の区民活動「市民健康

近隣の政府機関や企業において、工場での

コースに沿って道中のゴミ拾いを実施し、従

の森づくり 夢見ケ崎公園の整備」
に企業市

ゼロエミッション活動や環境保全活動など

業員とその家族141名が参加しました。他の

民として参加。20名の参加者が公園道路脇

の講演を実施しました。

工場でも「地域クリーン作戦」として従業員

の花壇整備を実施しました。その他、Fsas

およびその家族や協力会社が、地域住民に

では多くの支社・支店でその地域での清掃

よる清掃活動に参加しています。

活動に参加しています。

六甲山ハイキングとゴミ拾い

川崎市夢見ケ崎公園の整備

「環境保全活動への取り組み」講演

支社（支店）
・システムラボラトリ
での取り組み例（2003年度）

海外拠点での貢献活動

日本赤十字への献血活動

Fujitsu Computer Products Corporation

（北海道支社、川崎工場、沼津工場他）
従業員希望者を募り、献血へ協力しています。

地域での植樹（FCPP〈フィリピン〉）
of the Philippinesで は 、放 送 会 社 ABS
CBNの 自 然 保 護 団 体 で あ る ABS CBN
Bantay Kalikasan（バンタイ カリカサン）財

ニューイヤー駅伝の応援フェア
（関越支社）

団に協力し、2003年8月に Quezon（ケソ
ン）市のLA Mesa（メサ湖）周辺への植栽

全日本実業団駅伝（ニューイヤー駅伝）
にお

として100本の樹木を寄付し、その一部を15

いて、第3中継所付近で応援フェアを開催。

人の従業員が手分けして植樹しました。

FCPP前社長による植栽

豚汁、甘酒をふるまい、好評をいただきまし
植栽する従業員

た。駅伝終了後はゴミ拾いを実施しました。

工場・システムラボラトリでの従来からの活動に加え、全国の営業/ソフト・サービス部門の事業所において、地域に密着し
た活動に取り組みました。
■地域清掃活動への参画（例）

支社・支店

北海道地域
旭川支店

開催場所
旭川市（買物公園）

東北地域

八戸市（三八城公園）
、盛岡市（開運橋〜旭橋 北上川河川敷両岸）
、秋田市（千秋公園）
、

東北支社、青森支店、岩手支店、会津支店、福島支店、

山形市（霞城公園野球場周辺）
、郡山市（福島駅近辺）
、いわき市（新川東緑地）
、

八戸営業所、いわき営業所、郡山営業所

会津若松市（大町中央公園）

関越地域
神奈川支社、千葉支社、幕張システムラボラトリ、長野支社

東海地域
静岡支社

北陸地域
北陸支社

関西地域
西日本営業本部、滋賀支店、姫路支店

神奈川県（三崎公園）
、千葉県（千葉ポートパーク、海浜幕張）
、長野県（長野駅須坂駅駅周辺）

沼津市（片浜海岸）

石川県（白尾海水浴場海岸）

大阪市（大川周辺）
、滋賀県（琵琶湖なぎさ公園）
、姫路市（南駅前）

中国・四国地域

鳥取県（鳥取砂丘）
、岡山市（芦田川、福山駅前）
、

中国支社、四国支社

広島市（平和大通り、京橋川両岸）
、高松市（中央通り沿道）

九州地域
九州支社、九州R&Dセンター、熊本システムラボラトリ

福岡市（櫛田神社）
、熊本県（テクノリサーチパーク）
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