
重要課題3・4

●人権啓発推進委員会を起点
に、富士通および国内グルー
プ会社に対する研修・啓発の
取り組みをさらに推進。

●人権マネジメント体制（人権
デューデリジェンス）構築のプ
ロセスを推進。
●本部長インタビューから明ら
かになった課題を踏まえ、職
場での展開における新たな
施策を実施。

●2012年度調査で、社員満足
度向上との関連が強かった要
因に関する取り組みを強化。

●E-learning｢富士通のグローバルコンプライア
ンス｣を国内外の全社に実施。また、昇格時の人
権に関するトレーニングのほか、国連人権デー
に合わせて各地で人権に関する研修会・ワーク
ショップを開催。
●人権デューデリジェンス構築に向けたワーキン
ググループを立ち上げ、課題分析を実施。

●職場での展開支援。
●職場独自の様々なダイバーシティ推進活動を支援。
●国内グル―プ会社の人事部長会議にて各社の
ダイバーシティ推進に関する取り組みを共有。

●様々な取り組みが評価され、経済産業省主催
の「ダイバーシティ経営企業100選」を受賞。

●2012年度調査結果から最も社員満足度と相
関が見られた「チャレンジングで興味深い仕事
の機会提供」について、全社に結果を共有し、
各組織での取り組みを推進。

●人権啓発推進委員会を起点に
富士通および国内グループ会
社に対する研修・啓発の取り組
みをさらに推進。

●人権デューデリジェンス構築
に向け、富士通グループ人権
方針を策定。

●海外グループ会社も含めた、
イノベーション創出に向けた
職場でのダイバーシティ推進
の支援強化。

●「チャレンジングで興味深い仕
事の機会の提供」に向けた各組
織での取り組みを推進し、各組
織で社員満足の向上を推進。

●富士通での女性向けポジティブ
アクションを拡充（研修やダイ
バーシティメンターの充実、若手
女性社員の活躍支援を検討）。

●各種属性向けのネットワークイ
ベントを、より効果的に実施。

●富士通での女性向けポジティブアクションとし
て、女性リーダー育成プログラムを実施（受講
者47名）。

●障がい者や外国人、育児中および介護中の社
員の活躍に向けた属性別イベントを開催。（国
内グループ会社も対象）

●女性の幹部社員等の輩出に向
けた若年時からの継続的なタ
レントマネジメントを拡充。

●ダイバーシティに関する意識
調査にて、ワークライフバラン
スに関して深堀した結果を踏
まえ、施策を検討。

●多様なワークスタイル実現に
向け、ICTを活用したテレワー
クを推進。

●富士通における各種制度の利用実績。 
●育児休職取得者：248名/妻の出産休暇取得
者：503名 

●仕事と介護の両立に向けた働き方改革に関
するフォーラムを関東・関西地区にて開催。
（国内グループ会社も対象）

●グローバルコミュニケーション基盤の国内導
入完了。

●社員一人ひとりの働き方改革
に向けた支援策の拡充。

●グローバルなビジネスリー
ダーの育成に向けた、「人材
戦略に基づく選抜系プログラ
ムの整備」と「日本国内の若
手を対象としたグローバルコ
ンピテンシー養成プログラ
ム」の継続実施。
●役職および役割に応じて体系
化されたベースライン教育
の順次開始。

●グローバルなビジネスリーダーの育成。
●次世代ビジネスリーダー育成プログラム（全受
講者83名）のうち、イノベーション創出の観点
から若手幹部社員の選抜プログラム体系を
見直し。

●日本国内の若手を対象としたグローバルコンピ
テンシー養成プログラムの実施（受講者49名）。

●新しい体系による昇格者研修の実施。
●業務遂行の基礎を知識と実践力の観点から体
系的に見直し、マネジメント力、リーダーシップ（発
信力）、ビジネス実践力の強化を目的に再編成。

●次世代ビジネスリーダー育成
プログラム効果の事業への反
映に向けた実施体制の強化。

●グローバルなビジネス感覚と
経験を備えたビジネスリーダー
を育成する、若手幹部社員層向
けプログラムの見直しと実施。

富士通グループでは、約16万人の人材が世界中で活躍して

います。このように国籍、性別、年齢の違いや障がいの有無な

どに関わらず多様な人材を受け入れ個性を尊重し合うことで、

社員一人ひとりと組織が共に成長したいと考えています。

また、富士通グループが目指す真のグローバルICTカンパ

ニーに向けた次世代リーダーの育成により、事業戦略の実現と

社会課題の解決を両立させ、地球･社会の持続的な発展に貢

献していきます。

達成度の基準： 　当初の計画を達成　　当初の計画の一部が未達成で一部に課題が残る　

▼

当初の計画を達成できていないCSR活動の目標と実績

多様性の受容 / 地球と社会に貢献する人材の育成

2013年度の目標 達成度

多様性の
受容

組織風土の
改革

個人の
活躍支援

ワークライフ
バランスの
促進

「真の
グローバル
ICT
カンパニー」
を支える
人材の育成

地球と社会に
貢献する
人材の育成

2013年度の実績 2014年度の目標
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富士通グループが目指す「真のグローバ

ルICTカンパニー」をリードする次世代リー

ダーの育成/グローバルタレントマネジメン

トに特に注力しています。

次世代リーダーの育成では「優秀な人

材を選抜」し、「実践を通じたアクション

ラーニング」と「修羅場経験（チャレンジン

グな配置）」を通じて成長の場を与えるこ

とを教育の柱としています。また、今後の成長分野であるイノ

ベーション領域でのビジネス拡大に向け、多様な人材とコラボ

レートしてビジネスを創造できる組織・人材の開発を強化して

いきます。

これらのプロセスを一貫性を持って実行できるよう、「グロー

バル人事基盤」の構築にも取り組んでいます。具体的には、グ

ローバル共通の「職責のレベリング」や「リーダーシップコンピ

テンシー」を導入し、世界中のキーポジションやタレント人材を

把握し、国や地域を超えて人材活用することを目指しています。

富士通では多様性の受容（ダイバーシ

ティ&インクルージョン）を経営の最重要事

項の1つとして位置づけています。2013年

度はダイバーシティ推進活動の第2期「理

解と実践」の最終年として、第1期の施策に

加え、2011年度から実施している3つの重

点施策についても継続して取り組みました。

2014年度以降の第3期では、「多様性をイノベーションへ」を

テーマに、従来の取り組みに加え、以下の3つの重点施策に取り

組んでいく予定です。

●イノベーション創出に向けた職場でのダイバーシティ推進の支援
●多様なリーダー輩出に向けた若年時からの継続的なタレント
マネジメントの拡充（特に女性）

●国内外グループ会社への展開

これまでの、多様性の受容に関する全社的な
取り組みや職場での様々なイノベーション
事例が評価され、経済産業省主催の「ダイ
バーシティ経営企業100選」を受賞しました。

（注）特例子会社：障がい者のために特別に配慮して設立された子
会社で、厚生労働大臣の認可が必要

人事本部
シニアディレクター

平松 浩樹

ダイバーシティ
推進室長

塩野 典子

富士通は、会議参加者の発話を音声認識ソフトでテ

キストに変換し、参加者のPCへリアルタイム転送するこ

とで、聴覚障がい者も会議での発話内容を読み取るこ

とができ、キーボード入力・手書き入力・スタンプ入力に

よって、自らの発言も可能にするアプリケーションを開

発しています。

本会議支援システムによって、聴覚障がい者の会議

への参加を容易にし、これまでの情報保障の問題点を

改善して、ユニバーサルデザイン会議を実現します。
（注）総務省平成25年度
情報通信利用促進支援事
業補助金（デジタル・ディ
バイド解消に向けた技術
等研究開発）による研究・
開発

TOPICS

聴覚障がい者向け
会議支援システムの研究開発（注）

富士通グループでは、従来より、様々な職種で障がい

のある方が活躍しています。2013年12月、富士通では、

障がいのある方々に働ける場をより広く提供していくこ

とを目的として、「富士通ハーモニー株式会社」を川崎

工場内に設立しました。

2014年2月から事業を開始し、5月末現在、8名の障が

いのある社員が働いています。現在の主な業務は、書類

の封入/発送・PDF化・シュレッダーなどですが、今後、業務

を拡大しながら、社員数も増や

していきます。

同社では、一人ひとりの障が

い特性に配慮し、より活躍でき

る職場を目指しています。

TOPICS

障がい者雇用の促進に向けた
特例子会社（注）を設立

富士通ハーモニーでのPDF化
業務の風景

発話のテキスト化のため会議参加者が
マイクを使用して発言する様子
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次世代リーダーの育成と
グローバル人材活用に注力

3つの重点施策でダイバーシティを推進
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多様性の受容 
（ダイバーシティ＆インクルージョン） 
 

 

 

 

富士通は、FUJITSU Way に掲げた企業指針「社員：多様性を
尊重し成長を支援します」に基づき、ダイバーシティを尊重
する活動を推進する組織として 2008 年にダイバーシティ推
進室を設置しました。ダイバーシティ推進室では、「富士通が
目指す姿」として、次の 2 点を掲げています。 

 

・個人の成長・やりがいの向上 

社員一人ひとりが、互いを認め、自分ならではの付加価値
を発揮し、組織に貢献すること 

・企業の競争力強化・成長 

多様な視点から自由闊達に議論をすることで、新たな智恵
や技術を創造し続けること 

 

これらを達成するために、「いきいきと働ける職場づくり」
「新たな価値の創造」「社会との共存共栄」を図り、富士通を
より良い会社へ発展させていきます。 

 

 

 

 

富士通は、ダイバーシティ推進の現状を認識するために、
毎年、すべての役員、社員、派遣社員を対象としたアンケー
ト調査を実施しています。この調査結果を踏まえ、主に「組
織の風土改革」「個人の活躍支援」「働き方改革」に取り組ん
でいます。 

 

第 1 期：2008 年度～2010 年度（認知・理解） 
ダイバーシティ推進の土壌づくりを目的に、ダイバーシテ

ィの「認知・理解」醸成に向けた施策に取り組みました。社
内報やイントラネット（日本語・英語）で、トップメッセー
ジや調査結果、ロールモデル（注 1）、各種取組内容などを紹介
しました。さらに、全社ダイバーシティ推進フォーラムや各
種ネットワークイベント、テーマ別のフォーラムなどを開催
したほか、役員や幹部社員など様々な階層向けの研修を実施
しました。2010 年度末には、すべての役員、社員および派遣
社員を対象に、ダイバーシティ推進の職場内での実践に向け
た e-Learning「一人ひとりがいきいきと働く職場を目指して」
を実施しました。 

 

第 2 期：2011 年度～2013 年度（理解・実践） 
ダイバーシティの「理解・実践」を目的に、第 1 期の活動

に加え、これまでの活動を通じて明らかになった個別の課題
を踏まえ、以下、3 つの重点施策に取り組みました。 

1 つ目は、職場でのダイバーシティ推進活動の支援です。
本部ごとに代表幹部社員を選出し、勉強会や情報提供を行う
と共に、各職場での活動を支援しました。また、各職場の実
態やトップの想いを把握するために、本部長インタビューを
実施しました。 

2 つ目は、女性社員のさらなる活躍支援です。2011 年度に
設定した目標値（2020 年度女性社員比率 20％、新任女性幹部
社員比率 20％）を目指し、女性社員を対象とした選抜研修な
ど、ポジティブアクションに取り組みました。 

3 つ目は、国内グループ会社への展開です。2011 年度にダ
イバーシティ推進に関する説明会を各社推進責任者に対して
実施しました。富士通主催の各種イベントやアンケート調査、
e-Learning などの対象を国内グループ会社に広げました。 
 
（注 1）ロールモデル： 

一般的には、自身の行動の規範となる（お手本となる）存在のこと。 

 

ダイバーシティの目標と施策 
期 時期 目標 主な施策 
1 2008 ～

2010 

［ 認 知 ･
理解］ 

・全役員・社員への
ダイバーシティ
推進の理解と意
識の醸成 

・ダイバーシティに関する
社員意識調査の実施 

・e-Learning の実施 

・女性、障がい者、外国人
向け人的ネットワーク構
築 

2 2011 ～
2013 

［理解・
実践］ 

・職場でのダイバー
シティ推進活動
の支援 

・女性社員のさらな
る活躍支援 

・国内グループ会社
への展開 

・本部代表幹部社員の選出
と勉強会の実施 

・本部長インタビューによ
る職場の実態把握 

・女性社員活躍の目標値設
定と研修の実施 

・国内グループ会社向け説
明会開催 

・国内グループ会社社員を
含めたイベントの開催 

3 2014 ～
2016 

［実践・
ビジネス
貢献］ 

・イノベーション創
出に向けた職場
でのダイバーシ
ティ推進の支援 

・多様な人材のリー
ダー輩出に向け
たパイプライン
の拡充（女性を中
心に） 

・国内外グループ会
社への展開 

・経営層へのヒアリングと
有識者会議の開催 

・女性社員の階層別活躍支
援施策の実施 

・グループ各社の状況調査
と情報共有 

 

ダイバーシティ推進の取り組み 

ダイバーシティの尊重と受容 
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富士通では当面の優先課題として、女性幹部社員の確実な
輩出に向けた数値目標を設定しており、この目標を達成する
ための活動を推進しています。 

具体的には、女性社員の主任層から昇格候補を人選し、職
場・経営層・人事・ダイバーシティ推進室が連携しながら、
個人に合わせた育成プログラムを策定、実施しています。そ
の他の層に対しても、キャリアの振り返りや今後のキャリア
形成に向けたワークショップやイベントを開催。そのほか、
異業種交流会も企画・実施しています。 

また、女性社員のセルフエスティーム（自尊感情）と働き
がいの獲得に向けて、全女性社員を対象としたフォーラムや
様々なロールモデルの公開を実施しています。2011 年度か
らは、上司とは異なる立場から女性社員の自己啓発やキャリ
ア形成をサポートする「ダイバーシティメンター」を女性上
級幹部社員から選出しています。 

なお、富士通の幹部社員の昇格にあたって、性別に関係し
た基準はありません。 

 

 
女性リーダー育成プログラム 
（2011 年度より実施） 
女性社員の長期的なキャリア継続の支援を目的として「女性

リーダー育成プログラム」を実施しており、リーダー職を担え
る人材、さらには将来の幹部社員の育成に取り組んでいます。 

このプログラムでは、各部門から選出されたメンバーを対
象に、チーム活動を主体とした集中講義と OJT を約半年間に
わたって実施し、キャリア意識の向上やマネジメント能力の
開発を図ります。ダイバーシティメンターがチーム活動のア
ドバイザーとして、またロールモデルとしてアドバイスや指
導を行い、最終的には各チームが経営層に提言します。 

職場・経営層・人事・ダイバーシティ推進室・FUJITSU ユ
ニバーシティなど関係者が連携し、一体となって取り組むこ
とで実効性を高めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士通では、障がい者の職域を限定することなく採用活動
を行っており、営業、SE、開発、研究、事業スタッフなど、
様々な職種で障がいのある方が活躍しています。 

採用にあたっては、障がい学生向けのパンフレットを用意
し、障がいのある社員のインタビューや、障がい者雇用の考
え方、入社後の職域の広さを掲載することで、障がいの有無
に関わらずいきいきと働ける環境を伝え、不安を解消してい
ます。また、入社後も長く働けるよう、人材育成から定着ま
で長期的なフォローを行っています。この一例として、新入
社員導入時の教育や、本人の能力が最大限発揮できるよう職
場と連携した面談を実施しています。 

そのほか、障がいのある社員のネットワークの構築や障が
いの有無にかかわらず成果を上げる職場づくりに向けたフ
ォーラムを開催するほか、障がいのある社員を受け入れた職
場向けのマニュアルやロールモデルをイントラネット上で
公開しています。 

なお、2013 年度の障がい者雇用率は、1.96％でした。 

 

 

 

 

 

富士通は、グローバルビジネスのさらなる拡大に向けて、
国内外の留学生向けキャリアイベントへの参加や自社セミ
ナーの開催、海外の大学生のインターンシップ受け入れなど
を通じて、外国人留学生や海外大学生をはじめとするグロー
バルな人材を採用し、その結果として 2014 年 3 月末時点で
261 名の外国籍社員が富士通で働いています。 

 

外国籍社員のサポート 
富士通は、外国籍社員が能力を最大限に発揮できるよう、

2007 年に支援プロジェクト「Integr8」を発足させ、人脈形
成やコミュニケーションの活性化を支援してきました。 

6 年を経て、同プロジェクトは、異なった国籍の従業員間
での異文化交流を促進し、富士通の職場を国際的に統合（イ
ンテグレート）する取り組みを支援する場へと広がり、コミ
ュニティーは 400 名規模となっています。現在では同プロジ
ェクトのミッションも拡大し、①富士通グループにおけるグ
ローバルソサエティーの形成支援、②異文化を許容し、多様
性を活かすマインドを育てる仕組みづくり、③外国籍従業員

単位：% 2009 2010 2011 2012 2013 
女性幹部社員
比率 3.1 3.5 3.7 4.0 4.3 

単位：% 2009 2010 2011 2012 2013 
障がい者雇用
率推移 1.90 2.01 2.05 2.00 1.96 

女性社員の活躍支援 

グローバルな人材の採用 

チーム活動の様子 

女性幹部社員比率推移（富士通） 
 

障がい者雇用率推移（富士通） 
 

障がい者雇用の促進と活躍支援 
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が富士通の組織環境および日本での生活に溶け込めるよう
な支援、の 3 つとなっています。 

2013 年度は、富士通のグローバル化について熱く議論を
交わす場や、外国籍社員の上司を対象としたディスカッショ
ンの場を提供するなど、ネットワーキングの促進にとどまら
ない活動にも取り組みました。 

さらに、外国籍社員が業務や生活に関する基本的な情報を
取得・共有できるよう、イントラネットにおいて、業務に関
する規則・規定、出張の手引き、ビザの取得方法、衣食住な
どについて解説するほか、英語での質問や相談を受け付ける
体制も整えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士通は、60 歳の定年以降も勤務を希望し、自己の能力
発揮に高い意欲を持つ退職者に対して、活躍の機会を提供す
ることを目的とした「定年後再雇用制度」を設けています。 

 

人権尊重への取り組み 

 

 

 

 

富士通グループ共通の価値観を示す FUJITSU Way では、行
動規範の 1 番目に「人権を尊重します」と掲げています。こ
れは、「あらゆる企業活動の中で、『人権尊重』の精神を根底
に据えて活動する」という企業の姿勢を明示したもので、全
グループ社員が、この精神を実際の行動で示していくことを
徹底するよう努めています。 

FUJITSU Way の行動規範を社員の行動ベースまで詳細化し
たガイドラインとして、統一的に「GBS」（Global Business 

Standards）を運用し、人権尊重の考え方についても全世界の
富士通グループで共有しています。また、「富士通グループ 

雇用における人権尊重に関する指針」を定め、雇用における
機会均等と人権尊重、差別の排除、強制労働や児童労働の禁
止などを徹底するよう取り組んでいます。これらの方針はウ
ェブサイトに掲載すると共に、あらゆる研修啓発の機会を捉
えて理解・浸透を図っています。 

富士通では、国連グローバル・コンパクトの 10 原則（注 1）

への支持を公式に表明しており、今後も、人権重視の経営を
推進していきます。 
 
（注 1）国連グローバル・コンパクトの 10 原則： 
「人権」「労働基準」「環境」「腐敗防止」の 4 分野において、企業が
遵守すべき 10 原則を示したもの。 

 
 

富士通グループ 雇用における人権尊重に関する指針（全文） 
 

FUJITSU は、人権の尊重を根底に据えた企業活動を展開する
にあたり、それぞれの国や地域における様々な人権問題に取
り組み、人権問題の本質を正しく理解・認識し、差別のない
明るい企業づくりに向けて組織的に取り組みます。 

 
1. 雇用における機会均等と人権尊重 

FUJITSU は、雇用における機会均等に努めます。 
FUJITSU は、人種、皮膚の色、宗教、信条、性別、社会的身
分、門地、障がい、性的指向、およびその他のビジネス上の正
当な利益と関係しない要素に基づく差別を致しません。 

2. 雇用における法令遵守 
FUJITSU は、社員の雇用において、事業活動を行う各国・ 
各地域の適用法令を遵守します。 

3. 強制労働、児童労働の禁止 
FUJITSU は、強制労働をさせません。 
FUJITSU は、児童労働をさせません。 

4. 働きやすい職場環境 
FUJITSU は、社員の安全と健康に配慮し、働きやすい  
職場環境づくりに努めます。 

シニア層人材の活躍支援 

人権の尊重 

男性: 43.4 
女性: 40.1 

男性: 21,702 
女性:  3,914 
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人権啓発活動の推進 
富士通では、人事担当役員を委員長とする「人権啓発推

進委員会」を設置しています。実行組織として職場代表を
メンバーとする「地区委員会」を置き、グループ各社でも
同様の委員会を設置しています。 

各地区やグループ会社での活動状況や課題は、全社委員
会事務局で定期的に確認しており、これらの実績に基づい
て、人権啓発推進委員会で年単位の活動の総括・方針決定
を行い、継続的かつ組織的な啓発活動を展開しています。 

人権啓発推進委員会で決定した方針の下、全社共通の研修
コンテンツに、それぞれの地区やグループ会社の具体的課題
を加味しながら、研修啓発活動を行っています。昇格時や年
間を通して行われる研修会では、同和問題や職場のハラスメ
ント問題をはじめ様々な人権問題を取り上げています。 

2013 年度は、人権の尊重と、健全な職場環境維持を取り
上げた e-Learning「富士通のグローバルコンプライアンス」
を全社に展開し、富士通およびグループ会社社員のほぼ
100％が受講しました。 

さらに、毎年 12 月の人権週間に合わせて、人権啓発ポス
ターの掲示、社員・家族を対象とした人権啓発標語の募集・
表彰、人権啓発リーフレットの配付を行うなど、一人ひとり
が人権について考え、話し合う環境づくりに取り組むことで、
富士通グループに関わる家庭や地域社会にも人権尊重の意
識を広げています。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

社員相談窓口の設置とモニタリング 
社内に「人権に関する相談窓口」を設置し、社員一人ひと

りが安心して働き、能力を十分に発揮できる環境づくりを推
進しています。人権に関する相談窓口は、本社に加え、各地
区にも設置しており、社員から相談しやすい体制づくりに努
めています。イントラサイトやポスター、研修会などで連絡
先を周知すると共に、窓口担当者には適切な対応を可能にす
るトレーニングを定期的に実施しています。 

相談者は、個人情報やプライバシーが確保された中で、職
場の人間関係やハラスメント、人権に関わる悩み・疑問など
を相談し、環境改善を図る場として活用することができます。
相談窓口に寄せられた内容は、個人情報やプライバシーに十
分に配慮したうえで、人権啓発推進委員会に報告しているほ
か、監査役に対して定期的に報告するなどして、窓口の活用
状況の確認、再発防止の取り組みに活かしています。 
 
社員相談窓口の体制 
 
 
 

相談担当者名・連絡先を明示し、社員が相談先を選択できる 

 

人権デューデリジェンスの構築 
富士通グループでは、FUJITSU Way の下、人権啓発推進委員会

を中心に、PDCA サイクルに沿ったプロセスを通じて人権課題へ
の認識と対応レベルを高めています。2012 年度より、グローバ
ルなバリューチェーン全体を含め、事業への人権の影響を精査
する「人権デューデリジェンス」の構築を進めています。 

2013 年度は、社内の人権に関する文書および業務のレビ
ューを行い、課題と今後の方策について検討しました。また、
有識者を招き、「ビジネスと人権に関する国連の指導原則（ラ
ギーフレームワーク）」をはじめ、国際人権基準の理解と浸
透を目的とした講演会を開催し、イントラネットを通じて社
内各事業所で視聴しました。 

また ISO26000 に基づく書面調査を国内外グループ会社計
122 社に対して実施し、グループ全体の人権尊重への取り組
み状況についても確認しました。 

人権デューデリジェンスの構築に向けて、2014 年度はグ
ローバルな方針策定や、人権へのさらなる理解促進などに取
り組んでいきます。 
 

・ISO26000 を活用した CSR 活動 

http://jp.fujitsu.com/about/csr/philosophy/iso26000/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jp.fujitsu.com/about/csr/philosophy/iso26000/
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強制労働、児童労働の防止に向けた取り組み 
富士通グループでは、強制労働・児童労働を行わないことを

定めています。2013 年度は、国内外関係会社 122 社に対して、
ISO26000 に基づいた CSR 書面調査を実施し、その中で強制労
働・児童労働の防止に向けた取り組みについて確認しました。 

また、お取引先に対しては、「富士通 CSR 調達指針」を公表
し、その中で強制労働・児童労働の排除を要請しています。
2013 年度は、主要取引先約 600 社に対して、強制労働・児童
労働の排除を含む CSR への取り組み状況を確認する書面調査
を実施しました。 

 

雇用・処遇機会の均等に向けた取り組み 
富士通は、採用にあたって年齢・性別・国籍などに左右さ

れない採用を行うと共に、入社後の昇給・昇格に関しても、
コンピテンシーおよび成果と連動した処遇を行っています。 

また、育児・介護などの理由で退職した社員の再雇用や女性社
員の登用推進など、機会均等に向けた取り組みを強化しています。 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

離職率の推移（富士通） 

 

 

 

 
 

 

 

働きやすい職場環境の提供 
 

 

 

 

富士通は、あらゆる社員が能力を十分に発揮できるように、
仕事と育児・介護などを両立できる働きやすい環境づくりや、
多様な働き方ができる労働環境の整備を推進しています。 

 

出産・育児に向けた各種制度の整備 
出産・育児については、「次世代育成支援対策推進法」に則

った「行動計画（注 1）」を策定し、実行しているほか、ベビー
シッター費用補助制度を整備するとともに、事業所内保育施
設を設置・運営しています。また、育児休職中や育児休職か
ら復帰直後の社員を対象に、職場復帰支援やネットワークの
構築を目的に、フォーラムを実施しています。 

 

（注 1）行動計画： 

2005 年から 2015 年までの 10 年間を 4 期に区分し、現在は第 4 期行動計画
（2013 年 4 月 1 日～2015 年 3 月 31 日）を実行中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護に関する社員調査を実施 
介護については、まずは社員の介護の実態やニーズなどを

把握するため、2012 年度に調査を実施しました。調査は富士
通とグループ会社 2 社の 40 歳以上の社員を対象としました。 

調査の結果を踏まえ、ニーズの多かった公的介護サービスや
社内の介護に関する情報などの提供を目的としたフォーラム
を開催し、イントラネット上で、調査結果含め情報を公開し
ています。なお、グループ会社の社員も対象としています。 

そのほか、リフレッシュ休暇制度、ボランティアなどを目
的とした休暇制度を整備しています。 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

新卒採用者（名） 440 540 540 540 540 

平均勤続 
年数（年） 

男性 18.8 19.0 18.8 18.9 20.0 

女性 16.4 16.7 16.4 16.3 17.3 

（単位：人） 正規従業員 非正規従業員※ 合計 

連結会社 162,393 17,448 179,841 

富士通単独 25,616 1,068 26,684 

仕事と育児・介護などの両立を支援する環境の整備 

次世代育成支援対策推
進法第 14 条第 1 項の厚
生労働大臣の定める表
示（次世代認定マーク）
※第 1 期～第 3 期につい

て厚 生労 働大 臣 の認
定を受けています。 

新卒採用者推移／平均勤続年数推移（富士通） 
 

雇用契約別の従業員数 
 

（単位：人） 男性 女性 合計 
30 歳未満 2,309 819 3,128 
30～50 歳未満 14,113 2,491 16,604 
50 歳超 5,280 604 5,884 
計 21,702 3,914 25,616 

 

年齢層別の従業員数（富士通） 
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各種フォーラムの実施 
「働き方改革」をテーマに、多様な働き方による生産性の

向上と、個人のやりがい・働きがい向上に関する各種フォー
ラムを実施しています。 

2009 年度までは考え方を理解することに重点を置き、2010

年度からは具体的な実践策の研修を実施しています。2013 年
度は、仕事と介護の両立に向けた働き方改革に関するフォー
ラムを、グループ会社も対象として関西地区(11 月)と京浜地
区(12 月)で開催しました。フォーラムでは、講演とグループ
ディスカッションを通じて、仕事と介護を両立し、やりがい
を持って働き続けるための働き方について理解すると共に、
明日からの行動につなげる契機としています。 

 

多様なワークスタイルの推進 
富士通では、社員一人ひとりがより高い付加価値を創造する

効率的な働き方ができるよう、在宅勤務のほかサテライトオフ
ィス型、モバイルワーク型のテレワークを導入しています。 

また、多様な社員の活躍を目指して、グローバルコミュニ
ケーション基盤を活用したワークスタイルの推進に取り組ん
でいます。 

 

富士通におけるテレワーク 

種類 勤務場所の定義 

在宅勤務型 自宅 

サテライト 
オフィス型 

メインオフィスとは別のオフィス 
・富士通および富士通グループ会社事業所 

（自席のある事業所を除く） 

モバイル 
ワーク型 

メインオフィスとは別の場所 
・ユーザー先、出張先ホテルの部屋 など 

 

 

 

 

富士通グループでは、社員とその家族が健康で豊かな生活を
送れるよう、ライフスタイルに合わせた制度を整えています。 

将来の備えとして、財形貯蓄制度、従業員持株会、団体保
険制度をはじめ、住宅支援、医療支援、健康支援、育児支援
など様々な制度があり、社員の自助努力を支援しています。 

 
 
 
 
労使関係 
富士通では、富士通労働組合と締結している労働協約に基

づいて、労働協議会、生産協議会などを定期的に（必要に応
じて随時）開催し、経営方針や事業状況、事業の再編などに
関する社員への説明や、各種労働条件に関する協議を実施し
ています。また、組合の団体交渉権も定めています。 

なお、富士通はユニオンショップ制を採用していることから、
一般社員は全員、富士通労働組合員となります。（富士通単独
労働組合員比率 75.8％（注 4） 

欧州では、2000 年から年 1 回、欧州労使協議会全体総会を
開催し、富士通グループ全体の経営状況などについて従業員
代表と共有しています。 
 
（注 4）労働組合員比率： 

75.8%は、正規従業員（幹部社員を含む）のうち、一般社員の比率 

 

 

中国で派遣社員の直接雇用化を実施 
中国では、2013 年 3 月の全国人民代表大会（注 5）において、

年間 GDP 成長率の目標値が、2012 年に引き続き前年並みに設
定されるなど、成長の持続性と安定性を重視する姿勢が鮮明
になっています。また 2013 年 7 月には派遣労働を制限する改
正労働契約法が施行され、雇用の面においても、労働者の地
位安定化を目指す動きが加速されています。 

働き方改革の実践に向けた取り組み 

コミュニケーション活性化への取り組み 

福利厚生制度 

制度利用者数（2013 年度：富士通）（単位：名） 
 

（注 2）利用者数： 
前年度より制度を継続している利用者も含む。なお、育児休職取得者の 
復帰率は、男女ともにほぼ 100％。 

育児・介護休職からの復職率･定着率（2013 年度：富士通） 
 

（注 3）定着率： 
育児休職・介護休職から復職し、復職後 12 か月の時点で在籍している 
従業員の比率   

 利用者数
(注 2) 

男性 女性 

育児休職 248 5 243 

介護休職 7 5 2 

短時間勤務(育児) 567 20 547 

短時間勤務(介護) 5 0 5 

妻の出産休暇 503 503 - 

 

 復職率 定着率（注 3） 

育児休職 98％ 100％ 

介護休職 100％ 100％ 
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こうした動きに合わせ、中国の富士通グループ会社におい
ても雇用形態を見直し、これまで派遣雇用となっていた社員
の直接雇用化を行いました。また、グループ会社を横断して
組織する人事ワーキンググループでも、持続可能な雇用のあ
り方について議論を行うなど、労使が協調して働くことので
きる環境づくりに継続して取り組んでいます。 
 

（注 5）全国人民代表大会： 

日本の国会に相当する中国の立法機関であり、憲法では「最高国家権力機
関」と規定される。 

 

 
人事制度などに関する窓口の設置  

社内に、メール・電話での受付窓口として「人事・総務へ
のお問い合わせ」を設置し、社員が人事制度・運用に関して
相談しやすい体制づくりに努めています。 

 

 

 

 

 

富士通グループは、2004 年から毎年「社員満足度調査」を
行い、「組織の活性化の状態」と「個人の充実感・満足感」に
ついて多面的に把握しています。 

2013 年度は、調査を希望する国内グループ会社 85 社を含
めた約 8 万 2 千人（うち富士通社員約 3 万人）を対象に実施
しました。グループ全体の回答率は 9 割を超え、約 8 割が「富
士通グループで働くことを誇りに思う」と回答しています。 

調査結果に基づいて、各部門では ES（従業員満足度）向上
施策を実行するとともに、社員満足度が向上した組織の取り
組み事例をグループ全体で共有しています。また、調査結果
は人事制度などの全社施策の検討にも活用しています。社員
満足度調査を起点として、部門別施策と全社施策の両面から、
「社員一人ひとりが自らの価値を高め、誇りとやりがいを持
って働くことができる企業」であり続けるための取り組みを
推進しています。 

 

海外での取り組み 
富士通グループでは、2011 年度から、旧海外ビジネスグ

ループ（注 6）全社員（国内・海外計約 4 万 7 千人）を対象に、
「従業員エンゲージメント調査」を実施しています。社員が
組織や経営に積極的にコミットしているか（エンゲージメン
ト）、またそのコミット度合いにはどのような要素が関係し
ているかに重点を置いて調査しています。一般的に、社員の
エンゲージメント度合いが強い会社ほど、業績・生産性・顧
客満足度が高くなるという評価があります。 

2013 年度の回答率は 77％で、「富士通で働くことを誇りに
思う」などエンゲージメント関連の質問に対しては、平均で
回答者の 63％が肯定的に回答しました（「どちらとも言えな
い」24％、「否定的な回答」13％）。毎年、各組織は前年度の
結果を踏まえてアクションプランの策定・実行・進捗確認を
行います。2013 年度も、各組織でワークショップなどを通し
て従業員エンゲージメント向上に積極的に取り組みました。 

2014 年度も、社員のコミットメントをより引き出せる環境
や自発的なアクションを推進する仕組みづくりに向けて、こ
の調査を実施・活用していきます。 
 
（注 6）旧海外ビジネスグループ： 

2014 年 3 月の組織変更により廃止、現在はグループ内拠点は各リージョン
配下。 

 

 

 

 

 

 社員満足度調査 
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労働安全衛生・健康管理 
 

 

 
 
富士通では、企業指針に「安全・快適に働くことのできる職場
環境を提供します。」と掲げています。労使で安全衛生規程を
定め、さらに法定を上回る項目を実施する健康診断、海外駐在
員へのサポートなどの規程を定め活動を推進しています。 

国内では、毎年労使で設置する「中央安全衛生委員会」を開催
し、安全衛生に関する全社的な方針を策定しています。各事業
所の安全衛生組織 は、毎月「安全衛生委員会」を開催し、事業
所の特性に適した方針策定と安全・健康な事業所づくりに取り
組んでいます。また、職場巡視などを行い、危険箇所や健康障
害となり得る要因のチェックと改善、リスクアセスメントを実
施しています。 

2013 年度は、富士通グループ全体で類似災害防止と転倒災害防
止に取り組みました。すべての社員が安全・快適に安心して働く
ことのできる職場環境づくりに向けて、今後も事業所の特性に合
わせた安全衛生教育・訓練などの活動を推進していきます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
度数率（災害発生率）推移 

 

 

 

富士通グループは各事業所に「健康推進センター」や「健康
管理室」を設置し、社員とその家族の健康保持増進および
ヘルスリテラシー（健康に関わる素養）を高める健康支援活動に
取り組んでいます。健康支援の対象には退職者も含んでいます。 

 

健康診断の実施 

毎年、定期健康診断を実施し、この結果を自席で参照できる 

システムを利用して自己管理を支援しています。また、富士通健
康保険組合との連携の下、疾病の早期発見に向けて、婦人科健診
や脳・肺の簡易ドックの受診料を補助する制度も設けています。 

健康増進活動とセルフケア意識の醸成 
健康管理については、全社員を対象とした「健康増進活動」

を展開しています。生活習慣病やメンタル疾患の予防を目的
とした面談を実施するとともに、心身の健康増進を目的と
した階層別教育や健康講話などを実施しています。 

同時にセルフケア意識の醸成を図り、ウォークラリーなどの
運動推進、ヘルシーランチセミナーなど、食育推進、禁煙支援、
女性健康教育などの活動を実施しています。 

 

メンタルヘルスケアの充実 
富士通は早期から社内カウンセラーによるカウンセリング体

制を整備しています。2013 年度は、10 人のカウンセラーが各
事業所に赴きました。加えて、全社員を対象としたストレス診
断を取り入れるなど、セルフケアの充実を図っています。スト
レス診断の結果を基に、個人の支援にとどまらず各部門のスト
レス診断を行い、職場環境を改善する活動も支援しています。 

 
ワーク・エンゲイジメント向上への取り組み 
2012 年度から、自社開発したストレス診断ツールを活用

し、ライフスタイルやワーク・エンゲイジメント（働くことに
より活力を得ること）について質問し、健康施策における課題
を分析しています。東京大学の先生方からご助言いただき、
産業保健スタッフだけでなく人事部門とも連携し、ワーク・
エンゲイジメント向上に取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 
 
ストレス診断の問診表 

 

 

 

富士通クリニックは従業員・家族の診療と健康管理を目的
に、1944 年、富士通川崎工場内に設立されました。その後、
地域医療への要望にもお応えし、地域住民の方々も診療して
います。社員の健康診断施設「富士通健康管理センター」も
併設し、年間約 3 万人が受診しています。 
 

富士通クリニックホームページ 

http://jp.fujitsu.com/facilities/kawasaki/clinic/ 

 

 

労働安全衛生の向上への取り組み 

健康増進・健康管理に向けた取り組み 
 

富士通クリニック 

http://jp.fujitsu.com/facilities/kawasaki/clinic/
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人材育成 
 
 
 
 

富士通グループでは、専務以上をメンバーとする「全社人
材戦略委員会」を設置し、「富士通のビジョン／事業戦略の
実現に向けた人材戦略」を定期的に討議しています。 

 
 

 

 

富士通の人材育成においては、下記の 4 つのテーマに重点
を置き、人材育成部門が各ビジネスグループや人事部門と連
携を図りながら、体系的な教育を実施しています。 

 

1. グローバルレベルのリーダーシップを発揮できる「ビジ
ネスリーダーの育成」 

2. 企業理念を理解し、理念に基づいた行動ができる人材と
しての「ベースライン（全員が共有するバリュー、スキル）」
の強化 

3. お客様に高い付加価値を提供できる「プロフェッショナ
ル」人材の育成 

4. 多様な“個”を支援する「ワークライフデザイン支援」 

 

今後も継続して、大学・外部教育機関や高度 ICT 人材育成
を担う NPO などと積極的に連携し、富士通グループのプレ
ゼンスを高めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士通グループは 1999 年に人材育成機関「Global Knowledge 

Institute（GKI）」を設立し、「社会にとって善いこととは何か」
という共通善（Common Good）を追求する、グローバルなビ
ジネスリーダー育成プログラムを体系的に実施しています。
次世代ビジネスリーダー候補者を対象に、集中的な知的鍛錬
を実施しており、その修了者数は、2013 年度末現在で累計
1,077 名（うち、海外人材は 378 名）に達しています。2013

年度は、若手マネージャークラスの幹部社員選抜プログラム
体系を見直しました。 

 

 

若手マネージャー選抜プログラム「GKI-d」の開催 
2012 年度までは、国内の若手マネージャークラス向けに、

「GKI/D」（目的：事業家マインドを持ったリーダーの育成）
と「GBIT」（目的：次世代技術経営人材の育成）の 2 つのプ
ログラムを設けていました。 

それぞれ「ビジネス」「テクノロジー」の領域においてイ
ノベーションを創造する人材の育成を図ってきましたが、イ
ノベーションに境界はないという考えの下、2 つのプログラ
ムを統合して「GKI-d」と改称し、カリキュラムを見直した
うえで 2013 年度から新制度をスタートさせました。 

これにより、より広い視野を持ち、ビジネスモデルの成長
シナリオを牽引できるビジネスリーダーの育成を図ってい
ます。また、受講者数も 2014 年度から年間 100 名規模に拡
大し（従来は GKI/D、GBIT 合わせて合計 55 名）、プログラム
の効果がより事業の運営に反映される形とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成の基本方針 

グローバル・ビジネスリーダーの育成 

富士通グループの人材戦略 



 

   FUJITSU GROUP CSR REPORT 2014  42 

重要課題 3・4 多様性の受容/地域と社会に貢献する人材の育成 33 多様性の受容 

35 人権尊重への取り組み 

37 働きやすい労働環境の提供 

40 労働安全衛生・健康管理 

41 人材育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経験を通じた若手社員のグローバル人材化 
2008 年度から、若手社員を海外に派遣する海外ローテー

ション制度を設けています。また、グローバル・マインドセ
ット、コミュニケーション能力開発、短期海外経験という 3

つのプログラムで構成される「グローバルコンピテンシー養
成研修」を継続的に実施しており、2013 年度は 20 代を中心
とした若手社員約 50 名を対象に実施しました。 

日本国内では、英語を中心とした語学力の向上に継続的に
取り組んでいます。入社段階では、全員が TOEIC スコアで 600

点の水準に到達することを目指して、集中的な語学訓練を行
うだけでなく、語学学習の方法を学び、自己啓発による継続
的な能力向上につなげています。加えて、語学スキルだけで
なく異文化を受容するという考え方やコミュニケーション、
マネジメント・スキルの向上を様々なトレーニングに取り入
れています。 

また、日本人社員への研修だけでなく、日本で働く外国籍
社員に対しても、語学力（日本語）の向上および生活支援の
プログラムを整え、本人だけでなく上司など周囲のメンバー
を含めて支援しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社員の自律的なキャリア形成を支援するため、「キャリア
カウンセリング（個別相談）」、「キャリアセミナー」を実施
しています。また、社員自らが自分のキャリアの方向性を選
択できる仕組みとして、以下の制度を設けています。 

これらの制度を設けることで職業選択の機会を拡大し、自
律的キャリアの推進、社員の適正配置化、さらなるチャレン
ジングな企業風土の醸成を目指しています。 

 

社内募集制度 

強化する事業分野や重点的に補強が必要なプロジェクト
ごとに、求める即戦力人材を社内イントラネット上で公開し
て募集する制度です。広く社内に人材募集を行うことで、職
制を通じては把握できない個人スキルやタレント性などの
発掘や人材活性化につながっています。1993 年から年 2 回
実施しており、すでに制度として定着しています。これまで
に、延べ約 3,000 名（2013 年度末現在）がこの制度を利用
して異動しています。 

 

FA（フリーエージェント）制度 

社内募集制度に加え、より社員本人の希望・意欲を重視し、
社員本人からの積極的な求職を可能にした制度です。一定レ
ベル以上の経験を積んだうえで、希望する職務・部署に就く
チャンスが与えられます。2003 年度より年 1 回実施してお
り、現在までに延べ約 600 名（2013 年度末現在）が異動し
ています。 

 

 

キャリア開発の支援 

グローバルコンピテンシー養成講座・TATA モーターズ工場見学 
（インド） 

GKI-d プログラム・キックオフセッション（東雲） 

 


