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Oyama Plant Sustainability Report
1935年の創業以来、「自然と共生するものづくり」を追求してきた富士通グループは、
環境保全を経営の最重要事項の一つと位置づけ、FUJITSU Wayの企業指針「社会に貢献
し地球環境を守ります」に基づき、環境経営に取り組んでいます。

1. ごあいさつ
2017年12月に小山工場長に就任いたしました。富士通グループでは、2050年までの中長期環境ビ
ジョン「FUJITSU Climate and Energy Vision」を策定し、デジタル革新を支えるテクノロジーによ
りCO2ゼロエミッションの達成と脱炭素社会の実現および気候変動への適応策に貢献することを目
標としています。小山工場においても、昨年度と同様にCO2排出抑制を含むすべての目標を達成す
べく環境活動に取り組んでまいります。
また、今年度は第8期環境行動計画の最終年としてお客様とともに豊かな未来の実現に向け、いか
に安全で豊かな社会づくりに貢献できるかを中心に企業活動を行っております。小山工場も、ネッ
トワークビジネスの生産拠点としてさらなる成長をはかるべく、IoT技術を活用した生産革新に取り
組んで行くとともに、社会・環境課題の解決に貢献し、持続可能な社会の実現を目指します。

富士通株式会社
小山工場
工場長 佐藤 和博

2. 事業所の紹介
小山工場内

 富士通小山工場

主要関連会社
富士通ﾃﾚｺﾑ

 所在地 ： 栃木県小山市城東3-28-1
 開設
： 1959年11月
 従業員数 ： 2,118名
（グループ会社含む）
 敷地面積 ： 149,300㎡

ﾈｯﾄﾜｰｸｽ(株)
富士通ｵﾌﾟﾃｨｶﾙ
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報告URL：

http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/communication/report/group/
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3. 環境活動
 エネルギー消費CO2の排出抑制

総エネルギー使用量を2018年度末迄に31,240ｔ-CO2以下に抑制します。
 2017年度は下記の省エネ施策実施により、目標値を2,247ｔ-CO2下回ることができました。
1）空気調和機（西6番館）の更新による省エネ
2）エアコン（西6番館2F）の更新による省エネ
3）建屋フロア内照明（東5番館、東7番館、北1番館4F）のLED化による省エネ
 2018年度も前年度同様に、CO2の排出抑制に尽力して参ります。
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東5･7番館フロア内のLED照明
（投光器タイプ）

 廃棄物の排出抑制

廃棄物の排出量を2018年度末迄に280トン以下に抑制します。
 社員食堂の生ゴミを装置でたい肥化しています。社外でも希望される方に無償配布しています。
 2017年度は中国の環境規制が強化され、一部の廃プラスチックの有価売却（輸出）が停止にな
りました。これにより有価率が4.1%ダウンし、有価化推進*1が厳しくなりました。
 2018年度は、昨年から行き先を失った廃プラスチックを廃棄物として見込んでいるため、今年
度分も含め、廃棄物の目標値を40トン上乗せしています。
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*1 廃棄物をリサイクルできるよう分別し、資源として有価売却すること。

 地域社会貢献活動
小山工場は、地域との共栄をめざし、社会の持続可能な発展に貢献するとともに更に広く社
会へ普及啓発を図ります。
小山市主催の「渡良瀬遊水地クリーン作戦」や花火大会翌日に実施する「フェスタ2018ク
リーン作戦」などのボランティア活動に参加し、地域に密着した社会貢献活動を行ってい
ます。
栃木県内の富士通グループ合同で「足尾の山植林活動」を実施しています。
今年も200本の苗木を植林して緑を取り戻すと共に、渡良瀬川に清流を取り戻す活動を継続
しています。
環境月間に工場周辺の一斉清掃活動、毎月初めの朝には「おはようクリーンアップ」と称し
た周辺道路の清掃活動を継続実施しています。
使用済カード・切手・書き損じハガキ等を収集し、「公益財団法人 緑の地球防衛基金」を
通じて植林活動に役立てています。
栃木県産業環境管理協会・栃木県経営者協会地域環境委員会等へ積極的に参加し、地域環境
の改善と啓発に広く取り組んでいます。
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足尾の山植林活動

工場周辺の清掃活動
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4. 環境教育・環境啓発活動
 環境教育活動
 工場で働く全社員対象にWebを活用した環境教育を実施しています。
 保全関係者を対象に工場排水の異常を想定した緊急訓練を実施しています。
 廃水処理関係設備の設備総点検を定期的に実施し、スキル継承を推進しています。
 環境啓発活動
 毎年6月の環境月間に地球温暖化などの環境に関するビデオ上映会・環境施設見学会を開催
し、従業員への環境啓発活動を実施しています。

水質異常を想定した緊急時訓練

 地域社会への貢献
 従業員家族工場見学会の中で、子供たちに環境保全に関する教育を実施しています。
 工場イベント「ふれあいフェスタ」に環境コーナーを設け、体験型の環境啓発に取り組んで
います。
 小山市生物多様性地域戦略検討協議会に小山市内の企業代表として参画し、ラムサール条約
湿地に登録された渡良瀬遊水地へのコウノトリ共生活動などを推進しています。
ふれあいフェスタ

環境コーナー

5.安心・安全な工場への取り組み（環境基準値の遵守状況）
 環境分析の状況
 工場排水・地下水等の安全性を確保するために、各種の環境分析器機（VOC＊2 ・重金属類分
析器）にて分析・監視を継続実施しています。
*2 揮発性有機化合物。常温常圧で大気中に容易に揮発する有機化学物質の総称

 工場廃水の無害化
 製造工程で発生した廃水は、浄化処理後、ビオトープ(最終放流生物監視池）を経由して河川
に放流しています｡排水は社内分析を行い、法定基準を遵守していることを確認しています。
以下の表は、2017年度の工場排水の代表的測定項目の最大値を記載しています。
物質名
法定基準値（mg/L）
測定値（mg/L）

ＢＯＤ

ＣＯＤ

ＳＳ

ｼｱﾝ

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

フッ素

ＰＨ

25

25

50

＜0.1

＜0.3

＜8

5.8～8.6

14.9

14.0

29.1

＜0.08

＜0.01

0.2

6.9～7.2

 大気汚染防止の取り組みと状況
 暖房・加湿用の蒸気用ボイラーの24時間監視と適正整備を行っており、排出されるガスは法定
基準を遵守しています。(2回/年測定)
また、VOCについては使用量削減活動により大気への排出を抑制しています。

新廃水処理棟

VOC排ガスモニターでの監視

以下の表は、2017年度のボイラー排ガスの代表的測定項目の最大値を記載しています。
物質名

硫黄酸化物のＫ値

窒素酸化物

煤塵

7

180（ppm）

0.3（g/N㎥）

0.48

62（ppm）

0.005＞（g/N㎥）

法定基準値
測定値

BOD測定システム

 騒音振動防止の取り組みと状況
 敷地境界で、騒音・振動の測定を実施しています。2017年度も法定基準以下でした。
 土壌・地下水問題への取り組みと状況
 小山工場では、2007年度～2009年度に敷地内のVOC高濃度箇所の浄化工事、重金属含有土壌の
掘削除去を実施しました。その後、揚水処理による浄化対策・監視を継続しています。
 揚水後の浄化処理を行うと地下水中の鉄分が高いため、鉄分を除去する設備を導入し工場排水
への影響を防止しています。

ビオトープを泳ぐカルガモ

以下の表は、2017年度に法規制を超える測定値が確認された物質の最新の測定値(最大)を記載しています。
物質名

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

環境基準値（mg/Ｌ）

0.01

0.04

測定値（mg/L）

0.372

4.076

*3

*3 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝが土壌中で自然に分解され生成される化学物質。
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浄化状況（2017年度実績）
・敷地外への汚染流出防止揚水処理の継続実施
(敷地境界85箇所に揚水井戸を設置し、7箇所の地下水浄化設備で
無害化）
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6.グリーン＆スマートファクトリに向けて
 小山工場では施設設備の管理にもICTを活用し、環境に

優しい工場を目指して日々取り組んでいます。
 施設の点検・記録にはタブレットを活用し、収集したデータ
をタイムリーに運転管理へ取り込み解析、省エネ運転などを
実現しています。
 ビッグデータを利用したデータベースソフト「PIシステム」で
設備日報などの帳票管理や各計測機器とのデータ連携を行って
います。
様々な施設の運転データを一元管理することで、データ活用を
効率的に行うことを可能にしました。
今までの閾値管理からデータを活用した傾向分析による予測を
実現し、さらなるリスクの低減を図り、先進的な施設管理を
行っていきます。

B/NET

分電盤内に設置した
電力計測機器

タブレットを活用した設備点検

7.環境行動計画を通した、富士通グループのグローバルな環境経営
 富士通グループは企業指針に基づき、計画的かつ継続的に

環境経営に取り組んでいます。3年ごとに、富士通が具体的
に取り組む目標を定めた環境行動計画をレベルアップし、持
続可能社会の実現に貢献しています。現在の第8期（2016年
～2018年）は、ICTの活用をさらに社会全体に推し進めてい
くことで、お客様や社会の環境課題解決への貢献を拡大して
いきます。
小山工場においても、進化し続けるICTを活用して持続
可能でさらに豊かな社会の発展に貢献し、環境保全を
積極的に推進します。

8. 環境マネジメントシステム・環境方針
 環境マネジメントシステムによる

 富士通小山工場環境方針（2018年度）
小山工場は、地球環境の保全が人類共通の最重要事項の一つであることを
認識し、世界の最先端を行く通信システムを製造している事業所としてその
持てるテクノロジーと創造力を活かし、社会の持続的な発展に貢献します。
 富士通小山工場では、国際規格（ISO14001）
また、豊かな自然を次の世代に残すことができるよう、すべての組織と一人
に基づく環境マネジメントシステムを構築し、
ひとりの行動により先行した取り組みを継続して追及していきます。
地域と調和した環境活動を行っています。

環境活動

1．ISO14001認証取得（1997年11月）

（1）当拠点の活動、製品、サービスが環境に与える影響を常に認識し、環境関連
法規規制、協定、自主基準等を遵守します。

2．ISO14001統合認証取得（2004年3月）

（2）環境汚染防止を経済的・技術的に可能な限り推進するとともに、環境マネジ
メントシステムを継続的に改善し、環境パフォーマンスの向上を図ります。

3．部門活動の推進（23部門）
4．分科会による活動の推進
①CO2削減分科会

（3）社員一人ひとりは、それぞれの業務と市民としての立場を通じて気候変動対
策や生物多様性保全を初めとした地域社会保全に貢献し、更に広く地域・社
会へ普及啓発を図ります。

本方針に基づき、次の項目を環境活動の重点テーマとして設定し、関係・
関連会社を含む当拠点で働く全ての人を挙げて推進します。

②廃棄物削減分科会
・自らの環境負荷低減の強化
・環境リスクの低減
・地域・社会貢献活動の推進

お問い合わせ先

富士通株式会社
小山工場 環境管理部
〒323-8511 栃木県小山市城東3-28-1
TEL： (0285)30-2618 FAX：(0285)23-8402
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