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より豊かな社会・地域づくりに向かって 
富士通テングループは、企業行動宣言（ＣＳＲ方針）に掲げた「私たちは、社会の一員であること

を自覚し、企業活動を通じてより豊かな社会・地域づくりに貢献します。」に基づき、社会貢献活動

を行っています。 

「地域活動」「社会福祉分野の活動」「文化・スポーツ分野の活動」「青少年の育成」「地球環境保

全」の分野を中心に、社会貢献活動を行っています。 

2015 の活動方針、目標と実績 
「『地域活動分野』に重点的に取り組み、拡大を図る」という方針のもと、取り組み件数の拡大、

従業員ボランティアの延べ人数増加をめざして活動を展開しました。 

環境貢献活動においては、「第7期 環境取り組みプラン」に、「社員が社会とともに取り組む社会

貢献活動」「生物多様性などの社会・環境課題の解決に取り組む活動」として、2015年度にそれぞ

れ「1件以上／拠点」を目標としていましたが、その目標を達成しました。 

2015 の活動 ・目標と成果 

分野 2015 の方針・目標 自己 
評価 

2016 方針 

社会貢献 
活動 

� 「地域活動分野」に重点的に取り
組み、拡大を図る ○ 

� 収集アイテム数の維持 
� アマチュア音楽イベントの支援を継続 
� バレー部による社会貢献活動(バレー教

室) を継続 

� 「社内収集活動」は収集物の拡大
を図る ○ 

� 従業員の積極的参加を促すＰＲ
を強化する ○ 

� 「環境貢献活動」「生物多様性保
全活動」を、全拠点でそれぞれ1件
以上実施する 

○ � 「環境貢献活動」「生物多様性保全活
動」を、全拠点でそれぞれ1件以上実施 

 

  

社会貢献活動 

http://www.fujitsu-ten.co.jp/citizenship/
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私たちが行ってきた数多くのコミュニティプ

ロジェクトに関してフィリピン大統領から表彰

をいただいたことを大変誇りに感じていま

す。従業員ボランティアが根気強く活動した

こと、また、達成感を見出しながら見返りを

期待することなく環境保全活動、社会的弱者

への支援を行ったことが今回の受賞につな

がりました。 

FFFFTTTTCPCPCPCP    総務部長総務部長総務部長総務部長    RonaldRonaldRonaldRonald    TevesTevesTevesTeves    

    

富士通テンフィリピン
がPhilippine Economic 
Zone Authority(PEZA)
より社会貢献活動優
秀賞を受賞 

FTCPが「社会貢献活動優秀賞」を受賞 
富士通テンフィリピン（FTCP）は、フィリピン経済特区庁（PEZA）から「社会貢献活

動優秀賞」の表彰を受けました。2016年4月、授賞式がマニラのワールドトレードセン

ターにて開催され、アキノ フィリピン大統領（当時）からFTCP 川端社長にトロフィー

が授与されました。 

PEZAからの表彰は、2012年度の「地球環境活動優秀賞」に続き2回目となりま

す。今回の受賞は、FTCPの過去3年間の社会貢献活動が評価されたものです。 

 

■■■■FTCPFTCPFTCPFTCPの主な社会貢献への取り組みの主な社会貢献への取り組みの主な社会貢献への取り組みの主な社会貢献への取り組み    

FTCPは、環境保全、生物多様性、地域貢献、福利厚生に重点を置いたCSR活動

を継続的に実施しています。2014年以降は生物多様性への活動を強化し、2015年

は約15種類の活動を延べ90日実施。これらの活動に参加した従業員数は延べ900

名にのぼりました。また、活動を効果的に実施するため、行政組織やNGO、地元の

公立学校と協力しています。 

2015年は具体的には次のような活動を

展開しています。 

・2,500本以上の植樹 

・マキリング山の森林保全活動 

・ラグナ地区の小学校への栄養教育の

キャラバン 

・社会的弱者への援助(孤児への学用

品、生活必需品の寄付、献血)  

・環境活動を実施するための基金を集め

るためのマラソン大会実施協力 

・FTCP従業員のボランティア活動の啓

蒙(2015年度は、約15種類の活動を年

間延べ90日、従業員参加数延べ900

名) 

 

今後も、地域に密着した社会貢献活動に取り組み、地域から信頼される会社をめ

ざします。 

 

TOPICSTOPICSTOPICSTOPICS    

 
アキノ大統領（当時）からトロフィーを受け取る 

FTCP川端社長 

 

    

http://www.fujitsu-ten.co.jp/release/2016/06/20160624.html
http://www.fujitsu-ten.co.jp/release/2016/06/20160624.html
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のCDレコーディングを支援 
富士通テングループは「音に携わる企業」として、「音を通じて社会に貢献する」という

考えのもと、コンサートの協賛、チャリティコンサートの開催などを行っています。さら

に、様々な形で音楽シーンに携わる中、“富士通テンらしい”活動として、若手アマチュ

アジャズミュージシャンや、高校生・大学生のバンドのレコーティングを支援しています。 

富士通テン本社「音響開発センター」内にある「スタジオｆ」では、音響機器の製品

開発に活かすため、音づくりに関する評価のためのオリジナル音源の作成などを行

っています。それらの評価用音源の作成を兼ねて、若手アマチュアミュージシャンに

「スタジオｆ」をご利用いただき、レコーディングの支援までを行っています。2016年5月

には北牧チカさんのCDアルバム「Spring Blooming」のリリースをもって、レコーディン 

グ通算100枚目となりました。 

併せて、2011年から、中高生、大学生が

出演する音楽イベントにおいて、特に素晴

らしい演奏をされた学校にも、当社音響エ

ンジニアがレコーディングの支援を行い、メ

モリアルCDとして贈呈する活動を展開して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPICSTOPICSTOPICSTOPICS    

KOBEjazz.jp 

 

当社エンジニアがアマチュアバンドの 

CD録音をサポート 

■メモリアル■メモリアル■メモリアル■メモリアルＣＤＣＤＣＤＣＤ    録音参加者録音参加者録音参加者録音参加者のののの声声声声    

このような本格的なレコーディングは、普段

できないことなので嬉しかったです！ 普段使

っているものとは全く違う、良い機材を使わせ

てもらって皆テンションが上がりました！この

ような機会をいただいて、本当にありがたい

です。 
関西学院大学関西学院大学関西学院大学関西学院大学    K.G.SWING CHARIOTEERS2015K.G.SWING CHARIOTEERS2015K.G.SWING CHARIOTEERS2015K.G.SWING CHARIOTEERS2015

バンドマスターバンドマスターバンドマスターバンドマスター    黒田の黒田の黒田の黒田のぞ美さんぞ美さんぞ美さんぞ美さん
（写真右、左はコンサートマスター水元忍さん）

■録音■録音■録音■録音エンジニアエンジニアエンジニアエンジニアのののの声声声声    

K.G.SWING CHARIOTEERS2015の皆さんにス

タジオにお越しいただき、録音しました。スタジ

オ録音ですから、できるだけクリアに録音でき

るよう楽器のレイアウトを考え、機器を調整しま

した。一方、ミックスではあまり無機質な音に

ならないように一体感を意識しました。 

最終的には調整室で、皆さんのお話を伺い

ながら仕上げ。一体感と迫力のある素晴らし

い演奏のCDが完成しました。 
CICICICI技術本部技術本部技術本部技術本部    第三技術部第三技術部第三技術部第三技術部    浜田浜田浜田浜田    一彦一彦一彦一彦

 

http://kobejazz.jp/
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地域活動 
地元に密着した地域貢献活動に重点的に取り組み、2010年度～2012年度の1年あたりの平均

実施件数35.3件に対して、2013年度～2015年度の3年間は47.7件となり、「地域活動分野の拡大を

図る」という方針を達成しました。 

2015年7月～11月に、神戸・中津川・小山の3地区で近隣の小学生を対象とした「工作教室」を開

催したのをはじめ、「兵庫運河祭」への模擬店出店や、「神戸マラソン」での給水ボランティア、須佐

野中学校での防災訓練などを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
工作教室では、ソープモックボックスカーづくりを 

当社スタッフがサポート（2015年7月、神戸本社） 

神戸マラソンの給水ボランティアには、多数の 

従業員がボランティアとして参加（2015年11月） 

 

 
防災教育に力を入れている神戸市立須佐野中学校の 

消防体験学習を支援しています 

■神戸マラソン■神戸マラソン■神戸マラソン■神戸マラソン    給水ボランティア給水ボランティア給水ボランティア給水ボランティア    参加者の声参加者の声参加者の声参加者の声    
今回の給水ボランティアでは、スペシャルドリンクを配給する係を担当

しました。スペシャルドリンクとは、数人の主力選手があらかじめ用意し

ていたマイドリンクのこと。一目で自分のものと分かるよう派手に装飾さ

れており、見ていて楽しかったです。私はこれまで、マラソンへの出場は

おろか、沿道やテレビで観戦したことすらありませんでした。しかし、配給

活動をしながら声援を送る中で、選手たちが切る風や 必死の熱意を間

近で感じ、ジーンとするような感覚を味わいました。ゴールへとひた走る

人々から、これほどまで感動を得られるとは知りませんでした。来年も是

非、神戸マラソンのボランティアに参加したいと思います 

人事総務部人事総務部人事総務部人事総務部        森脇森脇森脇森脇    忠将忠将忠将忠将

 

 
障がい児支援イベント「とんで！はずんで！たの

しいスポーツ!!」に協力（2015年11月） 

地域活動 

http://www.fujitsu-ten.co.jp/citizenship/region/
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社会福祉分野の活動 
富士通テン社会貢献基金より、福祉施設・団体などへ楽器・音響機器をはじめとする寄贈を行い、

音楽療法や青少年の育成などに役立てていただいています。 

寄贈先や寄贈物については、地域の社会福祉協議会とコミュニケーションをとって、当社の想い

と寄贈先のニーズとのマッチングを行っています。 

2015 に ・ 務 の  

事業所 取り組み 

神戸本社 神戸市、仙台市の社会福祉団体2団体へ、大正琴・トーンチャイムを寄贈 

トヨタ事業所 社会福祉団体へタブレット端末を寄贈 

富士通テンマニュフ
ァクチュアリング
（株） 

社会福祉協議会へアンプとスピーカーセットを、社会就労センターへストレッ 
チャーを、児童養護施設にスポーツ用品一式を寄贈 

2015 に 活動  

 
 
 
 
 
  
ＮＰＯ法人ボレロ(兵庫県神戸市）へ大正琴を寄贈。 

日々の演奏や地域イベンなどに役立てていただいています 
社会福祉法人昭徳会・小原学園（愛知県豊田市）に 

タブレット端末を寄贈しました 

社会福祉 

http://www.fujitsu-ten.co.jp/citizenship/welfare/
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文化・スポーツ分野の活動 
スポーツの分野では、当社の女子バレーボール部である「レッドフェニックス」が、「バレーボール

教室」を開催する一方、音に関わる活動として、中・高・大学生が出演するコンサートやイベントへ

の協賛、軽音楽部によるチャリティコンサートなどを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

相馬市でのバレーボール教室で、参加するのが初めてという

中学生を担当しました。中学生も私も緊張していたのですが、帰

りには寂しくなるくらい、今回のテーマでもあった「絆」を深められ

ることができました！ 

朝はおとなしかった中学生も、最後には大きな声を出し、素敵

な笑顔でバレーボールを楽しんでくれていたので「まだ一緒にバ

レーがしたいなぁ…」と思いました。 

富士通富士通富士通富士通テンテンテンテン    レッドフェニックスレッドフェニックスレッドフェニックスレッドフェニックス        真鍋真鍋真鍋真鍋くるみくるみくるみくるみ

 

 

Ｊａｐａｎ Student Jazz Festivalをはじめ 

ジャズを中心にさまざまな音楽イベントに協賛 

当社軽音学部がチャリティライブの開催によって集めた 

収益金と募金は、富士通テン社会貢献基金を通じ、社会

福祉団体へ寄贈する楽器購入費用に充てられています 

 

文化・スポーツ 

 

レッドフェニックス 

サンデン女子バレーボール部と協力し、「復興支

援バレーボール教室」を開催（福島県相馬市） 

さまざまな方を対象に全国でバレーボール教室を

開催したことが評価され、レッドフェニックスが 

「ひょうごユニバーサル社会づくり賞」を初受賞 

http://www.fujitsu-ten.co.jp/citizenship/sports/
http://www.fujitsu-ten.co.jp/volleyballteam/
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収集活動 
誰でも気軽に参加できる活動として、従業員に広く参加を呼びかけ、次の表のような収集活動を

行っています。 

年々、収集アイテムを拡大し、2014年度以降は15アイテムに増加しています。 

2015 に 勢 収集活動 
収集アイテム アイテムの使途 

ランドセル・学用品 NGOジ イセ を通じ、ア ガニス ンの教 などに て れます 

エコキャップ JCV（認定NPO法人 世界の子どもにワクチンを日本委員会）へ寄付され、貧困
に苦しむ世界中子ども達のワクチン購入に活用されます 

古本・中古CD・中古
DVDなど 

取 は、勜 ロン ーレ「Mind-1ニッポンプロジェクト」を通じ、東日本大震災義援
として寄付されます 

収集アイテムの推移    

1994 2009 2011 2012 2014 

 

 

 

 

 

 

 
  

（1）カンパ金 

（2）使用済切手 

（3）書き損じハガキ・ 

未使用ハガキ 

（4）外貨コイン・紙幣 

（5）ベルマーク 

(6）エコキャップ 

(7)ランドセル 

(8)学用品 

(9))楽器 

(10)不要携帯電話 本体 

(11)不要携帯電話 電池 

(12)未使用切手 

(13)未使用テレカ 

(14)未使用Quoｶｰﾄﾞ 

(15)古本・DVD・CD 

全15アイテムに拡大 

収集したランドセル・学用品・楽器収集したランドセル・学用品・楽器収集したランドセル・学用品・楽器収集したランドセル・学用品・楽器（（（（一部一部一部一部）））） 

その他の活動 

http://www.fujitsu-ten.co.jp/citizenship/others/
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環境貢献活動 
従業員によるクリーン作戦をはじめとする環境貢献活動や、植樹や希少動物保護などの生物多

様性保全活動を、グループ全拠点で年1回以上実施しています。 

 

 

 

地球環境保全 

 

 

富士通テンスペイン(FTESA) 
地元の環境団体と共同で、植樹活動を実施 

富士通テンタイランド(FTTL) 
延べ140名の子どもたちに環境授業を実施 

富士通テンソリューションズフィリピン(FTSP) 
ウミガメの子どもを海へ帰す活動に参加 

富士通天電子(無錫)(FTEW) 
十八湾で植樹を実施 

http://www.fujitsu-ten.co.jp/citizenship/environment/

