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 ［CSR共通スローガン］ 

FUJI MEDIA HOLDINGS CSR REPORT 2015 

フジ・メディア・ホールディングスは 
多様なメディアの集合体です。 

 
各社業態は異なりますが、 

共通する思いは 
 

「創造する力」を通じて 
人と人とをつなぎ 
笑顔をつくること。 

 
社会の一員として 

どんな社会課題の解決に結びつけられるかを 
常に考え、行動し続けます。 

本報告書はフジ・メディア・ホールディングス各社が2015年４月1日から2016年３月31日まで
に行ったCSR活動をまとめたものです。（一部2016年4月に行った活動も含まれています。）
2015年度も、主たる事業である放送とエンターテインメントを活かして、多岐にわたる活動を
行ってきました。本報告書はそれらを読みやすく、皆さまにご理解頂きやすいよう編集し、まと
めたものです。ご意見、ご感想などがございましたら是非お寄せ下さい。 

   csr.ss@fujitv.co.jp フジ・メディア・ホールディングス CSR推進室 

編 集
方 針 

mailto:csr.ss@fujitv.co.jp
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認定放送持株会社（株）フジ・メディア・ホールディングスは、放送・制作・映像音楽・生活情報・広告・ 
都市開発・出版／情報（その他）の7つのグループ、全21社の中核子会社からなるメディアグループです。 

CSR活動方針［CSR＝Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任］ 

7つのグループ 

フジ・メディア・ホールディングスのCSR活動は、その長期的ビジョンの達成を図り、視聴者・聴取者・読者・
利用者・消費者・株主・投資家・取引先等を始めとする国民の支持を頂き、フジ・メディア・ホールディングス
の持続的な成長を確保するための活動です。 
そのため、フジ・メディア・ホールディングスはグループ・ガバナンスの構築、グループ・コンプライアンスの
確保を図り、適時・適切な情報開示を行いながら、視聴者・聴取者・読者・利用者・消費者の皆様等の顧客満足
度の向上、経営環境の変化に対応した新たな企業価値の創造をめざして、事業活動を通じた社会への貢献、地球
規模の環境保全や身近な環境活動を積極的に進めていきます。 

●青で記載された18社とフジ・メディア・ホールディングス本体の計19社でCSR推進委員会を年に1回開催して
います。またその下部組織・CSR推進連絡会議を年3回開催し、CSR活動の報告や今後の展開を議論しています。 

 
 
   

  

放送グループ 

（株）フジテレビジョン 
（株）ニッポン放送 
（株）ビーエスフジ 
              

(株) ポニーキャニオン 
(株) フジパシフィックミュージック 

Fuji Music Group, Inc.(FMG) 

映像音楽グループ 

制作グループ 

(株) 共同テレビジョン 
(株) フジクリエイティブ 
        コーポレーション 
(株) フジアール 
(株)  フジ・メディア・テクノロジー 

(株) NEXTEP         

出版・情報その他グループ 

(株) 扶桑社 
(株) フジミック 
(株) エフシージー総合研究所 
(株) フジキャリアデザイン 
Fujisankei Communications 
International, Inc. (FCI)       

生活情報グループ 

都市開発グループ 

(株) ディノス・セシール 
(株) サンケイリビング新聞社        
     
              

 
 
       

広告グループ 

(株) クオラス   

(株) サンケイビル 
(株) グランビスタ ホテル＆リゾート 他    

商号 

事業内容 

事業所 

設立 

 

 

株式会社フジ・メディア・ホールディングス  FUJI MEDIA HOLDINGS,  INC. 

認定放送持株会社 

本社 〒137-8088 東京都港区台場二丁目4番8号 

1957（昭和32）年11月18日 
株式会社フジ・メディア・ホールディングスは、2008年10月1日付けで、 
認定放送持株会社への移行に伴い、「株式会社フジテレビジョン」から商号変更し、 
「株式会社フジテレビジョン」の事業は新設の「株式会社フジテレビジョン」が承継しました。  
1,462億35万円 

7,865名 

代表取締役会長 日枝 久 ／ 代表取締役社長 嘉納 修治 

資本金 

連結従業員数 

代表者  
（2016年3月31日現在） 

他 

他 

他 

他 他 

会社概要 



TOP MESSAGE 
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フジ・メディア・ホールディングスのCSR活動 

私たちのメディアグループは、映像、音声、活字、広告、通販、不動産など幅広い事業を展開しているのが特徴
です。社名にもフジ・メディア・ホールディングスと、「メディア」という言葉が入っているように、どの社も
「メディア」＝人と人とをつなぐ役割を果たしています。 
  
また各社それぞれのミッションがあります。テレビで言えば、情報を提供すること、人々の心を癒すような娯楽
番組を提供すること、それが社会に役に立つ、見る人の役に立つ、だからこそ存在意義があるのです。 
一方で会社には、たくさんのステークホルダーがいます。そして慈善事業ではないので、利益を出さないといけ
ない。利益を出して次の成長へとつなげる、利益を出して税金を払う、実はこれもまた社会貢献なのです。 
 
フジ・メディア・ホールディングスのCSRでは、本業そのものに加えて、更にその本業を活かしたプラスアルファ
の社会貢献をしようと、2015年に統一スローガンを作りました。 
それが、つなげる笑顔 つながる心 メディアの力でできること∞（無限大）です。 
 

President & COO   Shuji  Kanoh 

株式会社フジ・メディア・ホールディングス 

代表取締役社長  

みんなが共生・共栄できる 

社会をめざして 

グループが行っているビジネスのほとんどに「人」が介在します。サービスを受け取る人が満足感を得たり、情
報を得たことで何か次のアクションの役に立つ、人と人とをつなぐ媒体になっている、そういう意味をこめて
我々は「笑顔」をつなげる、そして「心」をつなげることをスローガンとして掲げています。 
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人と人をつなぐ、「つなげる笑顔、つながる心」の精神を常に持ち続けていたいと思います。グループ各社の中
に色々なアイディアがあると思うので、それをぜひ実現して多様な形で社会に貢献できければと願っています。 
何しろ楽しく仕事ができるのが一番。やっていることに楽しみや意義を感じ、笑顔が生まれる…それはとても幸
せなこと。結果的にそれが地球全体の環境や、持続可能な社会に貢献できればいいし、そして我々グループ事業
活動そのものにもプラスになればさらにハッピーですね。 

自分だけがよければいいということではなく、みんなが「共存・共栄できる社会」にならなければいけない。 
そのために各社が連携し、より一体感をもった活動へと広がっていくといいと思います。 

2016年６月  

継続することの大切さ 
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より一体感のある活動へ 

多くの活動が、こうしたマインドを継承しながら長期にわたって続いていることは大変喜ばしいことです。 

文化芸術の振興を目的に1988年に創設された高松宮殿下記念世界文化賞（※47ページ
参照）は、世界の芸術家を対象にした顕彰制度として27年間継続している他、 
地球環境に配慮している企業を表彰する地球環境大賞 

また、フジテレビ系列で行っている「FNSチャリティキャンペーン」（※34ページ参
照）も貧困に苦しむ世界の子どもたちを支援する取り組みで 日本ユニセフ協会とと
もに40年以上行っています。 

熊本地震について 
4月に九州地方で発生した大地震の被害に遭われた方々には心からお見舞い申し上げます。 
フジテレビは地震発生直後から特別番組を編成し災害報道を続けた他、BSフジでもフジテレビ報道特
番を放送、ニッポン放送では発生直後より生放送のレギュラー番組内で随時情報を入れるなど刻々と
移り変わる現地の情報を伝えました。 
また、フジテレビは「サザエさん募金」を立ち上げ、番組やホームページで募金の呼びかけを行いま
した。その他、各社でも募金に加えて、ディノス・セシールが下着類をおよそ2,500枚等、ニッポン
放送はラジオ500台を現地に送るなど、被災地の人が少しでも笑顔になってもらえるようにとグルー
プで協力して支援を行いました。詳細は10ページに記載しておりますので、ご覧下さい。 

ニッポン放送ラジオ・チャリティ・ミュージックソン 

FNSチャリティキャンペーンポスター 

高松宮殿下記念世界文化賞 授賞式 

（※48ページ参照）も、2016年4月に25回目の授賞
式を終えました。 

継続すること、これが一番大事だと思っています。 

例えばニッポン放送が行っている「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」
（※７ページ参照）これは41年間継続しており、長年の貢献が評価され、
2015年に放送文化基金賞 個人・グループ部門［放送文化］を受賞しました。 
24時間の生放送を通じてリスナーの皆さんからの募金を呼びかけるものです
が、これまでにお寄せ頂いた浄財で視覚に障害のある方々のために、音の出る
信号機を既におよそ3,000基 設置してきました。 
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大切にしている柱 
各社の強みを活かした社会貢献活動を展開 

 
 

[１] ラジオ・チャリティ・ミュージックソン  
[２] ユニバーサルマナー検定を全社で受講             
[３] ふくしま浜街道・桜プロジェクト      

特集  
PICK-UP 

コーポレート・ガバナンス・内部統制・コンプライアンス等   

フジサンケイグループとしての取り組み 47-48 

25- 地域社会とともに 
26- 番組等を通じて”知る機会“を提供 
29- コンテンツにおけるバリアフリー 
30- ダイバーシティ社会をめざして 

35- 合同清掃活動 
36- 番組等を通じた取り組み 他 
37- イベント等を通じた取り組み 

Contribution to Society  

For Environment  

17- 出前授業・職業体験プログラム 
  「ハロー！どっこくん」「あなせん」他 
20- 子どもたちの成長と学びを応援 

Support for  the Next Generation 

22- 児童養護施設の子どもたちを支援 
23- 次世代のクリエイター発掘と育成 
24- 各社の強みを活かした取り組み 

10- 熊本地震対応・「支えたいプロジェクト」 
11- 「ずっとおうえんプロジェクト」 
12- 「こども笑顔プロジェクト」 

Support for Reconstruction of the Disaster-affected Areas 

13- 番組を通じた取り組み 
15- イベント等による取り組み  
16- 各社の強みを活かした取り組み 

31- いきいきとした暮らしを応援 
32- 各社の強みを活かした取り組み  
34- 世界の貧困の解決にむけて 
  「FNSチャリティキャンペーン」 

38- 省エネ・リサイクルの取り組み 
39- その他 環境に配慮した取り組み 
40- 自然保護の取り組み    

35 

10 

17 

25 

41-46 

災害復興支援 

次世代育成支援 

社会のために 

環境のために 

8 

7 

9 
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FMH各社交代で有楽町駅で街頭募金のお手伝い 

 実施日：2015年12月24日正午～25日正午 パーソナリティ：V6 
 募金受付期間：2015年11月2日～2016年1月31日 

第41回放送文化基金賞 個人・グループ部門［放送文化］を 
「全国ラジオ・チャリティ・ミュージックソン実行委員会（ニッポン放送他）」が受賞 

「第41回 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」 

ラジオ・チャリティ・ミュージックソンは、ニッポン放送が1975年から
行っている視覚障害者のためのチャリティ活動です。毎年クリスマス・イ
ヴからクリスマスにかけての24時間の特別番組を中心に、ラジオを通じ
て募金を呼びかけるもので、今回が41回目。 

寄せられた募金は、目の不自由な方が安心して街を歩くのに役立つ「音の
出る信号機」の設置や、本を音声朗読した「声の図書」「立体コピー」な
ど多数の視覚障害者用教育機器などに使われます。 

このラジオ・チャリティ・ミュージックソンへの協力をフジ・メディア・
ホールディングス各社の有志で毎年継続しています。 

第41回のパーソナリティはV6。「大切なのは愛なんだ」をテーマに、朗読、生歌、盲学校の児童・生徒との合
唱、V6メンバーそれぞれが自ら体験・取材した内容をレポートするなど様々な形で、24時間にわたって 「感
謝」と「愛する心」をお届けしました。 

イマジン・スタジオにてリスナーからの募金の電話に応答 

「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」の 
40年にわたる取り組みに対し、 
第41回放送文化基金賞  
個人・グループ部門［放送文化］が贈られました。 

[これまでの寄付額合計は約43億円］ 

 
 特集1 

PICK-UP 

フジ・メディア・ホールディングス全社共通 

2015年は、16社から52人が参加し、募金の電話受付と屋外ステージでの街頭募金活動を行いました。 

視覚障害者のためのチャリティ活動を40年継続 
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最終募金額：7,351万 9,502円 （2003年以来最高額） 

 これまでに 

 3,017基の 
「音の出る信号機」が 
  設置されました。 
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18社より62人が受講しました！ 2016年1月19日 

フジ・メディア・ホールディングスの各社より62人が参加して「ユニバーサルマナー検定」3級を受講し、全員
が認定書を受け取りました。 
「ユニバーサルマナー」とは、高齢者や障害者への適切な対応のことです。今や3,300万人の高齢者、約800万
人の障害者が暮らす日本では、自分と違う誰かのことを思いやり、理解することは一人一人に求められているこ
とだと考え、グループ全社での受講を決めました。2016年4月には「障害者差別解消法」が施行、2020年には
オリンピック・パラリンピックが開催されます。 
「ユニバーサルマナー検定」習得をきっかけに、多様性への理解を深め、メディア企業としての事業活動に活か
すとともに、ダイバーシティ社会の実現に向けて貢献できればと考えています。 

(株)ミライロ 垣内俊哉社長 
「障害は人にあるのではなく、環境にある」 

 
 特集2 

PICK-UP 

フジ・メディア・ホールディングス全社共通 

ダイバーシティ社会の実現にむけて 

ユニバーサルマナー検定を全社で受講 
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受講者の感想 VOICE 
 

知らないことがたくさんあり、 
ハッとさせられました。 
100点満点を目指さなくて良いのだというのは 
気が楽になり、素直に行動できるきっかけに
なりそうです。 

とても実践的な話で、これからすぐにやっていこうと思いました。
帰って子どもにも伝えたいと思います。 
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PICK UP 

2016年1月21日、参加企業の有志18人で福島県双葉郡広野町を訪れ、 
桜の苗の一部を植樹しました。 

今後もこの活動を継続し、地元の方々に桜の成長を楽しんで頂きながら、20年後、30年後にこの場所が桜の名所
になるよう支援を続けていきたいと考えています。 

 フジテレビ「ホウドウキョク」で生中継 

2016年1月21日の植樹の様子を、フジテレビのインターネット 
報道チャンネル「ホウドウキョク」でインターネット中継しまし
た。「ふくしま浜街道・桜プロジェクト」の責任者・NPO法人
ハッピーロードネットの西本由美子理事長が、福島の現状を伝え
るとともに、植えた桜の木に初めて花が咲いたときの感動を熱く
語ってくれました。（2017年1月まで以下より視聴可能） 

http://www.houdoukyoku.jp/pc/archive_play/00102016012101/3/ 

17社で福島・国道6号線沿いに桜の苗195本を植樹  
これまでの合計は635本に！ 
地震や津波、さらに放射能被害を受けた福島県で、「30年後に子どもたち
が誇れる桜並木を」との思いからスタートした「ふくしま浜街道・桜プロ
ジェクト」。フジ・メディア・ホールディングス各社は、ディノス・セ
シールを事務局として2013年度から協賛しています。2015年度は、17社
が195本の桜を寄贈、これまでの植樹本数は635本になりました。 

それぞれの木には、寄贈した企業のプレートが 
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フジ・メディア・ホールディングス全社共通 

 
 特集3 

PICK-UP 

被災地をみんなで応援 

ふくしま浜街道・桜プロジェクト 

http://www.houdoukyoku.jp/pc/archive_play/00102016012101/3/
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[災害復興支援] 

 

                          災害復興支援 
Support for Reconstruction of the Disaster-affected Areas 

2011年3月下旬より、リビング新聞ネットワークとして東日本大震災の被災者の生活支援を 
目的に 「東日本大震災 リビング新聞 支えたいプロジェクト」募金活動を行っています。
2015年4月1日～2016年3月31日の第7期活動は、「東日本大震災」および「台風18号等大雨
災害」の被災者の生活支援のための義援金募集を行い、総額 2,152,300円が集まりました。 

4月14日と16日に2回の震度7を記録した熊本地震を受け、      
フジ・メディア・ホールディングスでは、放送をはじめ、各社
が連携を取りそれぞれの特色を活かした支援活動を行っていま
す。フジテレビは、地震発生直後から特別番組を編成し災害報
道を続けた他、4月18日に「サザエさん募金」を立ち上げまし
た。多くのグループ企業も「サザエさん募金」を番組内やホー
ムページ、開催イベントなどで支援を呼びかけました。      

緊急 
報告 熊本地震への対応 

フジネットワーク サザエさん募金 
平成28年 熊本地震被災地救援 

募金総額（6月30日現在） 

1億6,664万4,194円 

©長谷川町子美術館 

●フジテレビ   地上波 緊急特番を計21時間放送。その他L字対応や 
  ネット報道チャンネル「ホウドウキョク」で情報発信 

●BSフジ   フジテレビ報道特番を放送（Ｌ字対応も実施） 
●ニッポン放送   発生直後から随時番組内で情報を更新 

フジテレビをはじめ多くのグループ企業が「サザエさん募金」を放送や 
ホームページを通じて支援を呼びかけました。 

●ニッポン放送 現地にラジオ500台を寄贈。リスナーの皆様からの義援金1,088万9,991円を熊本県へ 
●ディノス・セシール  下着類約2,500枚他を南阿蘇村に寄贈。通販売上の一部を義援金に 
●BSフジ 熊本の女子サッカークラブにベンチコートとＴシャツ約300枚送付。クラブから各避難所に配布 
●サンケイビル 義援金1,000万円を熊本市などに送付 

フジ・メディア・ホールディングス各社 

主な対応 

放送 
対応 

その他 

東日本大震災復興支援 
サンケイリビング新聞社 「支えたいプロジェクト」2015 

[東日本大震災] 
1. 神戸のホテル×リビング新聞コラボ企画「9/26号ホテルdeチャリティ企画」（売り上げの10％を義援金として寄付）金額 1,162,476円 
2. 首都圏のレストラン×リビング新聞コラボ企画「2/27号食事deチャリティ企画」（同上）金額 623,908円 
3. 首都圏のイベント会場で募金   金額 10,100円 

[東日本集中豪雨] 
1. 首都圏地区部（募金） 金額 355,816円  ＜第7期 寄贈額(予定)＞ 合計215万2,300円   

 
  2,32１万９,760円 (2016年3月末現在) 

「支えたいプロジェクト」 
1～7期累計  

あしなが育英会、東日本大震災ふくしまこども寄付金、 
茨城県共同募金会、日本赤十字社に寄贈予定 

ディノス・セシールからの支援物資 
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オリジナルの復興支援活動を継続 

東日本大震災の被災地を「ずっと」忘れない フジテレビ 

163ヶ所 を訪れ、  

約16,880人 

フジテレビでは、2011年の東日本大震災発生後から被災地支援活動
を継続して行っています。発災直後には、「こどもおうえんプロ
ジェクト」として、物資を直接被災地に届けたり、子どもたちを対
象にした食育や朗読イベントなどを実施。2012年からは、子どもだ
けではなく大人、お年寄りに支援対象を広げた「ずっとおうえん。
プロジェクト」を始動。 被災地を「ずっと」忘れないという強い思
いと、エンターテインメント企業ならではの「支援力」で、“新たな
コミュニティづくり”のお手伝いをしています。 

 2015年度の活動 

10ヶ所 約1,172人を対象に実施 

▎イベントを幼稚園・保育園で実施 

 6月20日 福島県福島市立松陵中学校 奥寺健アナ 
9月2日 福島県立浪江高等学校 佐々木恭子アナ 
11月4日 福島県立小高商業高等学校 塩原恒夫アナ 
2月25日 福島県立安達東高等学校 佐々木恭子アナ 

災害復興支援 

11月６日  宮城県多賀城市にて食育イベント 
せいがん幼稚園／仙台市蒲町幼稚園 

12月４日  岩手県花巻市にて 
ラフくん・ミット君のクリスマスイベント 
湯口大谷幼稚園／大谷幼稚園  

12月15日  茨城県常総市にて 
ラフくんのクリスマスイベント 
小貝保育園＆豊田幼稚園にて 

NEW! 
▎「あなせん」× 

 うつくしまふくしま未来支援センター 
 “キャリア支援”の一環として 
 福島県の中高校生にアナウンサーが特別授業 

茨城県常総市で実施し
た復興支援イベントの
様子を、フジテレビ
「ホウドウキョク」で
ネット中継し被害状況
を伝えました。 

プロジェクトが発足した2011年から 

これまでの活動実績 

の笑顔と出会いました！ 

TOTAL 



FUJI MEDIA HOLDINGS CSR REPORT 2016 12 

今後もこの「こども笑顔プロジェクト」を継続し、被災地の子どもたちに笑顔を届けることで 
復興のお役に立てればと考えています。 

  

「こども笑顔プロジェクト」は、フジテレビ美術制作局と美術関連
協力会社からなる「八美会」で立ち上げた、イベントを通じて被災
地の復興を支援する活動です。 
2015年度は、2014年に台風26号の被害にあった伊豆大島で開催し
た他、2016年4月23日には福島県南相馬市の原町生涯学習センター
で開催しました。 
テレビ美術の裏側を紹介しつつ、地元の子どもたちと「のこぎり体
験」や「輪ゴム鉄砲」を作るコーナーも！さらにサザエさんやバカ
殿など人気キャラクターに扮して写真撮影を行い、テレビ局ならで
はの企画で多くの方々に楽しんで頂きました。 

●2015年4月18日 伊豆大島元町港待合所で開催 

●2016年4月23日 福島県南相馬市原町生涯学習センターで開催 

テレビ美術の力で災害復興支援 

参加型のイベントで被災地の子どもたちを笑顔に 

フジテレビ / フジアール（八美会） 「こども笑顔プロジェクト」 

プロのメイクさんにより 
サザエさんやバカ殿に扮して 
記念撮影 

ノリノリでポーズ。みんなが笑顔に！ 

キズメイクの実演コーナー 
廃材を利用して輪ゴム鉄砲を作るコーナー 

これまで計５回実施  
2013年岩手県大船渡市  
2014年宮城県名取市／岩手県宮古市  
2015年4月伊豆大島 
2016年4月福島県南相馬市 

TOTAL 
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東北の鉄道の復旧をめざす人々に密着したドキュメンタリー番組。 
東日本大震災で甚大な被害を受けた東北鉄路。全線復旧をめざす鉄道
員や応援する鉄道写真家、1日も早い復旧を願う沿線の人々や、立ち
はだかる課題にスポットを当て、鉄路での復旧を願う自治体や住民の
思いを取材し、放送しました。 

［2015年4月4日 19:00～20:55 BSフジにて放送］ 

 実  施 日： 
 開催場所： 
 出      演： 

2015年7月17日(金） 
Zepp ダイバーシティ東京（約800人） 
サンドウィッチマン・マギー審司・狩野英孝・鳥居みゆき・トミドコロ・あばれる君・磁石・ 
流れ星・じゅんいちダビッドソン・ロケット団・U字工事・東京ダイナマイト 

“笑いで東北を、日本を元気に！”をテーマに、東北出身のお笑い芸人
が集するバラエティ番組『東北魂TV』。2014年に開催した『東北魂
TV 復興支援スペシャルLIVE 2014 in 台場』に引き続き、2015 年も
「お台場夢大陸」のサテライトイベントとして、番組公開収録を実施、
放送しました。番組テーマのもと、復興支援として寄付を行っており、
BSフジのCSR活動の取り組みとしても重要な意味を持つイベントと
なっています。［2015年８月2日 13:00～14:55 BSフジにて放送］ 

フジテレビ / フジパシフィックミュージック 

東日本大震災による津波で、岩手県、宮城県、福島県あわせて19,302 
ヘクタールが海水に浸かり稲作が不能となりました。そこで、農地に除塩
効果があるという綿花を植えて田んぼを再生させようという取り組みが、 
この「Tattonプロジェクト」※です。 

※「Tatton」とは【田んぼ】と【綿＝コットン】をかけ合わせた言葉 

朝の情報番組『めざましテレビ』による番組連動型の復興支援プロジェクト
で、震災直後の2011年5月から約5年に渡り継続しています。 

2015年度は新たに仙台の老舗農家「株式会社舞台ファーム」から
Tatton史上最大の160アールの農地が綿花畑になりました。これまでの
東松島を中心とした圃場もあわせ、Tattonの綿花畑は3ヘクタール近く
に成長し、現地の雇用創出にもつながっています。 

 新たに、３組のタレントが参加してくれました。仙台在住の
MONKEY MAJIK、大原櫻子さん、鈴木奈々さんが種植え、除草、
収穫作業などを行いました。 

番組を通じた災害復興支援 

東北に元気と笑顔を！ 

BSフジ 『甦れ！東北の鉄路2015』 

『東北魂TV 復興支援スペシャルLIVE 2015 in お台場』 

『めざましテレビ』Tattonプロジェクト 

BSフジ 

災害復興支援 
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震災から5年 

「消防と震災」をテーマとした報道スペシャル番組を放送。あの日、
災害時の“命の砦”とも言える消防は、281人もの死者・行方不明者を出
しながらも、史上初となる全国規模の緊急消防援助隊を動員し、全国
から駆け付けた消防隊員が、5,000人以上の命を救いました。番組で
は消防が撮影した未公開映像と今だから語れる証言で、空前絶後の大
災害に立ち向かった消防の奮闘と葛藤を描きました。 
[2016年3月4日 21:00～23:22 フジテレビにて放送］ 

▎『消防隊だけが撮った0311 ～彼らは「命の砦」となった～』 

フジテレビ 

～192の映像が伝える夜明けまでの15時間～ 

私たちに託された膨大な津波映像は、カメラの数にして192台。その
一つ一つには、想像を超える津波の威力や無念の死が映っています。 
5年の節目となる2016年は、津波映像を改めて時系列に検証。これか
らもテレビメディアの伝える責任として、津波の教訓を伝え続けてい
きたいと考えています。 
[2016年3月5日 14:05～16:00 フジテレビにて放送］ 

74人の幼い命が犠牲となった大川小学校で奇跡的に助かった只野哲也
くん、4人家族全員を亡くし伯母と2人だけの生活を送る辺見佳祐くん、
少年たちは5年間で大切な人を失った悲しみをどう乗り越え、成長し、
何に気付いたのか。震災の厳しすぎる現実と芽吹いてきた希望にカメ
ラを向け続けました。 
[2016年3月6日 14:00～14:55 フジテレビにて放送］ 

番組を通じた災害復興支援 

フジテレビでは東日本大震災から5年となる3月11日当日は各レギュラー番組で、震災関連の企画を放送。
キャスター、アナウンサーによる現地からの生中継や取材リポートで、復興状況や今なお残る問題点などを
伝えました。 

 ドキュメンタリー番組 
 『わ・す・れ・な・い 5年間の″検証映像“全記録』 

 ドキュメンタリー番組 
 『ザ・ノンフィクション わ・す・れ・な・い  

 明日に向かって～運命の少年～』 

フジテレビ / NEXTEP 

フジテレビ 
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イベントで東北のみなさんを笑顔に！ 

 被災地出身のアーティスト片平里菜の活動を支援  

イベント・施設提供による災害復興支援   

ポニーキャニオン 

丸の内周辺で開催される「光と音のシンフォニー ライティング・オブジェ」は、各界で活躍中のアーティストが
「地球環境の保護と子どもたちに平和な未来を」と「東日本大震災復興支援の継続」を呼びかける光の作品を展
示するチャリティイベントで、今回で10年目となります。作品はチャリティオークションで購入できます。
ニッポン放送は1階のウィンドウスペースを作品展示のための会場として提供しています。[2015年12月] 

ニッポン放送 

 東日本大震災で被災された岩手県の三陸沿岸の女性たちが編んだニットを販売する 
「ニットでハートをつなごう展＆販売会」 

 東日本大震災によって大きな被害を受けた福島県いわき市のPRイベント 
 東日本大震災によって大きな被害を受けた宮城県産殻付きブランド牡蠣のPRイベント「宮城牡蠣の家」 

サンケイビル 

1年を通じて多くのお客様でにぎわうフジテレビでは、大震災発生時
にはその社会的責任から、帰宅困難になったお客様に対し、社屋の一
部を一時滞在施設として提供する準備を整えました。2016年3月の
「春の防災ウィーク」期間中、帰宅困難者の受け入れ訓練を初めて実
施しました。 

フジテレビ 

ニッポン放送も、東京都千代田区と「大災害時における帰宅困難者等受入に関する協定」を締結しており、千代
田区の災害備蓄品を受け入れ、月に一度の防災無線連絡訓練を行っています。 

▎災害時の帰宅困難者支援対策情報共有「東京駅周辺防災隣組」 
“安心・安全報道”を災害報道の基本姿勢としているニッポン放送は、大手町・丸の内・有楽町地区の帰宅困難者
の受け入れ状況や臨時サービス、銀行・保険各社などの払い出し、出張所設置などに関する情報を、提供可能な
「防災隣組」（東京駅、有楽町駅周辺の企業・団体が多く参加する帰宅困難者支援組織）会員企業各社・団体か
ら受けて放送に反映し、地域の就業リスナーへの情報提供を行う連帯体制の構築をスタートさせました。 

ニッポン放送 

サンケイビルも、東京都千代田区防災危機管理課より要請を受け、災害時に発生する帰宅困難者を大手町サンケ
イプラザの会議室を開放し受け入れる体制を整えています。そのため月1回危機管理課との防災無線テスト・ 
年1回受入訓練を行っています。 

サンケイビル 

フジテレビシアターモールにて受け入れ訓練 

福島県福島市出身の片平里菜さんは、震災直後から復興支援活動を継続しています。2015年9月6日に東日本大
震災の被災地復興支援歌番組「明日につなげるライブ」（福島県郡山市）に出演しました。また2015年10月7日
に開催の復興応援コンサート「ジョシおん！大好き♡東北ガールズライブ」にも出演し、パワー溢れるパフォー
マンスで皆さんに元気をお届けしました。 

災害復興支援 

 「ライティング・オブジェ2015」の会場を提供  

 復興支援イベントで東京サンケイビルのイベントスペースを無償貸し出し  

 帰宅困難者の対応  
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災害情報システムの提供   

防災一口メモの放送 

フジ・メディア・テクノロジー 

仙台放送大年寺山送信所鉄塔「仙台スカイキャンドル」のライトアップの照明
プロデュース・デザインプログラミングを行っています。日没後はLED照明で
ライトアップし、様々な色とバリエーションで仙台の夜の街に彩りを添えてい
ます。LEDの使用で、消費電力は従来の約20％と省エネに大きく貢献していま
す。［2012年6月～継続］ 

仙台の街に彩りを！ 

ニッポン放送 

フジミック 

リスナーに防災意識や防災対策、災害時の対処法を伝える啓発を行っています。 

被災地の臨時災害FM局等へコンテンツを提供しています。ラジオ番組『マイ  
プレイリストLove for Japan～kizashi～』 は、2011年10月よりコンテンツ提
供しており、現在も継続中です。 

開局60周年（2014年）を機に、番組とイベントを通じてリスナーに
防災についての意識と関心を高めてもらう大型キャンペーンを立ち上
げ、その2回目を実施しました。パーソナリティは、父親が元消防士
の関根勤さん。1週間にわたる各番組での呼びかけと、9月5日には東
京都、警視庁、東京消防庁などの協力を得て、特別番組の公開生放送
イベントを行い、親子や家族、地域とともに防災意識を身に付ける立
体的なキャンペーンを展開しました。 

緊急の大規模災害に備え、セキュリティと安定性に優れたネットワーク網により、
災害情報や気象情報をリアルタイムに提供できるクラウドサービスによる災害情
報システムを構築しました。フジテレビやその他の放送局に加え、駅や商業施設
など多くの人が集まる公共の場所に設置されたデジタルサイネージにも情報を提
供しています。［ 2014年4月1日～継続］ 

各社の強みを活かした取り組み  

番組・イベントを通じてリスナーに防災意識を 

「ラジオで安心 みんなの防災2015」 

「ラジオだからできること」 

ラジオ番組『マイ プレイリストLove for Japan～kizashi～』 

仙台スカイキャンドルライトアップ 

新しいテクノロジーで利便性の高い災害情報を提供 
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                          次世代育成支援 
Support for the Next Generation 
未来を担う子どもたちのために 

子どもたちに食の大切さを伝える楽しいイベントを全国展開 
季節の食材をバランスよく食べることや運動の大切さを教える食育出前授業を
行っています。アナウンサーによる大型紙芝居の読み聞かせやうんちのキャラ
クター「どっこくん」体操などで構成された約40分の楽しいプログラムです。 

2010年にCSR活動の一環としてスタートし、FCG総合研究所をはじめとする 
フジ・メディア・ホールディングス各社が協働で全国展開しています。2015年
度は愛媛県、福井県、三重県に初めて伺うなど活動エリアが広がっています。 

バランスよい食事と運動の大切さを教える 

うんちの 
キャラクター 
どっこくん 

フジテレビ / FCＧ総研 

●2015年度 

18ヶ所  約2,250人 
●2010年～2016年3月末までの合計 

121ヶ所 約13,150人 

これまでに、たくさんの子どもたちと出会いました！ 

「どっこくん体操」福岡での食育イベントにて  
フジテレビのキャラクター 
ラフくんも登場！ 
杉並区の幼稚園にて  大型紙芝居で旬の食材を楽しく紹介  

●「ハロー！どっこくん」ホームページ 
http://www.fujitv.co.jp/csr/dokko/ 

オリジナルHPも充実！ 
「どっこくん体操」や「快ウンおみく
じ」がスマホ・タブレットからでも楽
しめます。出前授業のお申し込みもこ
ちらからどうぞ！ 

食育出前授業「ハロー！どっこくん」 

TOTAL 
子どもたちからの
お礼のお手紙や 
プレゼント 

http://www.fujitv.co.jp/csr/dokko/
http://www.fujitv.co.jp/csr/dokko/
http://www.fujitv.co.jp/csr/dokko/
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出前授業・職業体験プログラム                           

173回 約11,700人                      
これまでの実績（2005年～2016年3月末） 

2015年6月19日古河市立 

古河第一小学校にて 

 子どもだけではなく大人を対象に実施 

を対象に実施 

“伝えるプロ”によるコミュニケーションの授業を2005年から継続 

2015年度は 
17回 約 1,800人を対象に実施 

キャリア教育講座を実施（詳細は11ページ） 

警視庁警察学校で教える教官120人に対して 
『とくダネ！』笠井信輔アナが 
″伝わるコミュニケーション“について特別授業。 

技術チームと協力し、本物のテレビカメラに触れたり、 
ニュース原稿を読んだりとテレビの世界を体験してもらいました。 

フジテレビ 

        とは、2005年にアナウンサーが主体となって
始めた出前授業です。子どもたちのコミュニケーション能力向上
のお手伝いをしたいという思いから企画され、当初は東京都・ 
港区／品川区の公立小学校において発声、滑舌、インタビュー技
術など実践的な授業を行ってきました。 
2014年4月からは、この「あなせん」プロジェクトをより現在の
ニーズに即したものに発展させるとともに、実施エリアをフジテ
レビの放送圏内（関東１都6県）に拡大。内容も充実させました。 

テレビ、アナウンサーの仕事について映像やクイズ
形式で紹介する時間を設けるなど、「キャリア教育」
の要素もプラス！ 

大事なのは、Face to Faceの 
コミュニケーション 
「伝え合う力」は、 

「生きる力」につながると 
信じて活動を継続 

 対象：小学校３年生～5年生 
 講座内容：[スピーチ][インタビュー][音読] 

春日由実アナウンサー 
2015年９月28日 北区王子第5小学校にて 

【あなせん公式サイト】 http://www.fujitv.co.jp/csr/anasen/ 

アナウンサーによる出前授業「あなせん」プロジェクト 

2014年度 経済産業省 
キャリア教育アワード 

奨励賞受賞 
（2015年1月） 

▎2015年度は新しい展開も！  

 夏のイベント『夢大陸』で参加型公開「あなせん」を実施！ 

 被災地復興支援の一環として福島の中学生・高校生を対象に 

「あなせん」 
 プロジェクトリーダー 
 佐々木恭子アナウンサー 

「多くの要望を頂き、 
活動がどんどん広がって 
きていてうれしい限りです。」 

TOTAL 

http://www.fujitv.co.jp/csr/anasen/
http://www.fujitv.co.jp/csr/anasen/
http://www.fujitv.co.jp/csr/anasen/
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スタジオでの朗読プログラム 

「フジテレビのお仕事！めざましテレビをつくろう！！」 

職業体験プログラム 

小学生を対象に通販の特別授業 

自然保護に関する教育普及活動の一環として、2012年より千葉県
内の幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校を対象に、アカウミ
ガメの子ガメとともに飼育係員が各学校を訪問しています。 

グランビスタ ホテル＆リゾート 

ディノスロジスティクスセンター東京で地元小学校の社会科見学受け
入れ（東京都町田市の小学5年生）を行いました。通販について特別授
業を行うとともに、センター見学・発送体験などを実施しています。 

セシール志度ロジスティクスセンター＜香川県さぬき市＞では「志度
のさくら一般公開」を実施。4月に同センターの庭園を一般開放し、 
ぼたんざくら等をお楽しみ頂くとともに、ファミリーセールを開催し
ました。また、セール売上の一部で、地元の図書館に児童図書を寄贈
しました。 

ディノス・セシール 

フジテレビ 

「フジテレビのお仕事！」は『めざましテレビ』の専用スタジオでミ
ニ番組を制作することを通じてメディアとは何か、チームワークの大
切さを学ぶ職業体験プログラムです。2015年度は中高生向けのプロ
グラムに加え、大学生向けのキャリアデザイン、メディアリテラシー
プログラムとしても活用して頂きました。 
［2015年度末まで延べ559校 体験者数 61,351人］ 

修学旅行の一環としてニッポン放送のスタジオで本の朗読を行いました。全国からの修学旅行生が読み上げたも
のをパーツごとに収録してつなぎ、「声の図書館」として完成させ、寄贈する予定です。 

ニッポン放送 

次世代育成支援 

自然への理解・命の大切さを教える 

ウミガメ移動教室 

鴨川シーワールドでのウミガメの保護活動を
通して得られた情報や生態をわかりやすく解
説するとともに、本物の子ガメを間近で観察
することで、子どもたちに自然保護への理解
や命の大切さについて広く知ってもらうこと
を目的としています。 

庭園を一般公開 

出前授業・職業体験プログラム                           
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将棋の大会を開催  

子どもの健やかな成長を応援！ 

あんふぁん「FSP (ファーストステッププロジェクト) 」 

子どもたちの成長と学びを応援  

幼稚園に配布しているフリーマガジン、幼稚園児とママの情報誌「あん
ふぁん」では、幼稚園向けの無料イベント、FSP（ファーストステップ
プロジェクト）を実施しています。子どもたちにとっては、初めての社
会生活である幼稚園という場で、園児の生活がより楽しく・充実したも
のになるよう、初めての体験を応援するイベント等を各地で開催してい
ます。 

サンケイリビング新聞社 

2015年度は歌舞伎体験、影絵体験、音楽体験、プラネタリウム体験など、全国20園でイベントを実施。2010年に
スタートしたこのプロジェクトは、以下の3つの願いをもとに、全日本私立幼稚園連合会が展開する「こどもがまん
なかPROJECT」ともコラボレーションして展開しています。 

◆ 活動の様子はWEBサイトでも公開しています。 http://enfant.living.jp/fsp/ 

小学生の夏休みの読書感想文や工作などの宿題をホテルでランチ付きで行お
うと企画された「夏休み一日宿題村」(東葛本部)や、地元テレビ局訪問やアニ
メ俳優体験の他、様々な工作教室等を自社内のカルチャー教室や大手流通店
頭で開講した埼玉本部など、地元小学生親子へ夏休みの学びと新しい経験の
場を提供しました。 

このキャンペーンは、リビング新聞湘南エリア（藤沢市、茅ケ崎市など）で
1988年に始まり、2005年4月からスタートしたリビング新聞とちぎエリア
（宇都宮市、鹿沼市など）とともに年間を通じ交通安全啓蒙キャンペーンを展
開しています。手帳を持っている児童全員を対象に、1年間の交通事故傷害保
険（死亡時保障）を掛け、万一の事故に対する保障措置をするなど、先生方や
保護者の方からも好評を頂いています。その他、リビング紙面では県の交通安
全週間関連の記事を掲載し、交通安全の啓蒙に努めています。 

交通安全の基本ルールを楽しいイラスト入りで紹介 

公益社団法人日本将棋連盟主催の「文部科学大臣杯 小中学校将棋団体戦 東日本大会」へ、東京サンケイビルの 
イベントスペースを有償で提供。同日開催される誰でも参加できる「サンケイ将棋フェスティバル」（7月27
日）をサンケイビルが主催しています。 

サンケイビル 

 ファーストステッププロジェクトの3つの願い 
1. 少子化が進む中、社会の財産である子どもたちに心身ともに健全に成長してほしい。 
2. 子どもにとって、社会生活の第一歩である幼稚園での体験から、多くのことを学び成長してほしい。 
3. 園や家庭で、可能な限り多くの”はじめてのたいけん”をできるようサポートしたい。 

交通事故を減らしたい！交通安全キャンペーン 

「ピッカピカの１ねんせいてちょう」の配布（湘南・栃木） 

子どもたちに体験の場を！ 
小学生向け「夏休み一日宿題村」を開催 

サンケイリビング新聞社 

サンケイリビング新聞社 

http://enfant.living.jp/fsp/
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「そらぷちキッズキャンプ」を支援 

親子で組み立てることで環境について考えるきっかけに 

「BSフジ開局15周年記念 視聴者プレゼントキャンペーン」 

ゴルフを通じて子どもの健全な育成をサポート 

「世界ジュニアゴルフ選手権日本代表選抜大会」 
BSフジ 

開局15周年を記念した視聴者向けのプレゼントキャンペーンで、親子または孫と一緒に組み
立てて作れる貯金箱を製作しました。この貯金箱は健全な森林を保つために込み合った木や、
弱った木を間引く作業で得られた間伐材を使用しており、間伐材を有効活用していくことで、
豊かな森林を育むという環境に配慮したものです。親子や孫と一緒に組み立てて貯金箱を作る
ことで、子どもたちに森林環境について考えてもらうきっかけを提供しました。 

この大会は、アメリカ・サンディエゴで開催される「世界ジュニアゴ
ルフ選手権」の日本予選です。優れた選手を海外へ派遣することによ
り、ジュニアゴルファー全体の強化を目指します。 
BSフジは一般社団法人国際ジュニアゴルフ育成協会（IJGA）と連携
しながら、ゴルフの活動を通じて、子どもの健全な育成のサポート、
及び生涯スポーツ社会の実現並びに国際交流を目的とした活動を推進
しています。 ［参加人数 1,423名］ 

社会貢献へ関心が高い平原綾香さんが、自身の音楽活動を通じて様々な支援をすべく設立した「平原綾香Jupiter
基金」。毎年1回を目標に同基金にまつわるコンサートを開催し、集まった募金の寄付先は、「その時に困って
いる人がいたら助けに行く」という方針で、年ごとに変更していく予定です。今回はコンサート収益の一部を、
小児がんで苦しむ子どもと親を救うNPO法人「アジア・チャイルド・ケアリーグ（ACCL）」に寄付しました。
BSフジは当企画をサポートしており、今後も継続的にサポートしていく予定です。 

BSフジ 

北海道滝川市にある難病の子どもたちのための自然体験施設「そらぷち
キッズキャンプ」を2009年からサポートしています。 

フジテレビ 

次世代育成支援 

［1,000名にプレゼント］ 

難病と闘う子どもたちのために 

BSフジ 

キャンプで朗読会や食育イベントなど楽しいイ
ベントを開催しています。2016年2月には、冬
のキャンプでフジテレビ奥寺健アナと北海道文
化放送柴田平美アナによる朗読会を行いました。 

『平原綾香 Jupiter基金 
 My Best Friends Concert ～顔晴れ！こどもたち～』  

フジテレビ奥寺健アナと北海道文化放送柴田平美アナ 

子どもたちの成長と学びを応援  
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誰もが夢をかなえられる社会をめざして 

 NPO法人ブリッジフォースマイルの活動を支援 

児童養護施設の子どもたちを支援  

 児童養護施設で暮す子どもたちによるスピーチコンテスト 
「カナエール」でフジテレビアナウンサーが直接指導 

また、ディノス・セシールは物品協賛という形で、施設を巣立つ子どもたちの自立をサポートしています。 

フジ・メディア・ホールディングス各社 ▌ブックフォースマイルへ寄付 
NPO法人「ブリッジフォースマイル」による書籍の寄贈を通じて児童養
護施設から社会へ巣立つ子どもたちを応援するプロジェクトに賛同してい
ます。不要となった書籍、本等を株式会社バリューブックスへ売却。売却
代金はNPO法人ブリッジフォースマイルへ寄付され、児童養護施設を巣
立つ子どもたちの自立支援に充てられています。 

2015年度は、9社から合計4,775冊が寄付され 

209,360円が支援にまわりました。 

認定NPO法人ブリッジフォースマイルが主催する「カナエール」は、
児童養護施設の子どもたちの自立をサポートするためのスピーチコン
テストです。出場者には大学や専門学校を卒業するまで毎月奨学金が
送られるもので、フジテレビアナウンサーが2012年からコンテスト
出場のためのスピーチテクニックの指導を行うことで、子どもたちの
自立を支援しています。「伝える力」は「生きる力」につながるとい
う考えのもと、出前授業「あなせん」（詳細は18ページ）のノウハウ
を活かしほぼマンツーマンに近い形で実践的な指導を行っています。
夢を実現できた子が良い「ロールモデル」となり、同じ施設の子ども
たちが将来への希望が持てるようになっていくことを願っています。 

フジテレビ / ディノス・セシール 

フジ・メディア・ホールディングス各社でも支援 

※2014年度実績  
7社から合計3,983冊 寄付額226,893円 

5月下旬から指導をは
じめ、6月20日の東京
大会／6月28日の横浜
大会で16人が素晴ら
しいスピーチを披露し
ました。 

インタビューを通じて話しを引き出す小穴アナ（中央） 

CONTEST 

※ 単行本15冊で、進学を希望する若者1人に1時間分の勉強時間をプレゼントできます。（時給750円換算） 
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第27回ヤングシナリオ大賞 

一般公募作品を映像化して放送  

ドラマ甲子園  

あこがれの監督と語り合う！  

 Student Films 7 in ODAIBA「学生映画祭」2016  

次世代のクリエイター発掘と育成 

フジテレビ / FCC 

終了後全員で記念撮影！ 

現役監督と学生が作品について意見交換 

フジテレビ 

年1回、映画を専攻している学生たちに「作品発表の場」と第一線で活躍する映画製作者との「交流の場」
を設けています。6回目となる今回は2016年2月21日、日本映画大学、多摩美術大学、東京工芸大学、日
本大学、武蔵野美術大学、早稲田大学が参加し、6本の映画が上映されました。SF、ラブストーリー、社
会派、無声映画まで個性豊かな作品が揃いました。作品の学生監督・スタッフは、映画評論家の佐藤忠男
さん、フジテレビ製作の映画に関わった監督とともに、トークセッションを展開。編集ポイントや撮影方
法、脚本内容、キャスティング等、質問や意見が飛び交いました。チラシの制作も学生が行い、学生の参
加度が高まっている「Student Films 7 in ODAIBA」。この映画祭から、未来の監督が誕生することを期
待しています。 

高校生のための演出家発掘プロジェクト。 
大賞作品は、執筆した高校生本人の演出で、テレビドラマ化されると
いう夢のある企画で、第2回ドラマ甲子園大賞受賞作品は、『なんで
やねん受験生』。2015年も監督の地元で撮影が行われCS放送「フジ
テレビTWOドラマ・アニメ」で放送されました。若い才能を応援し、
次世代クリエイターの発掘と育成をめざして、これからも高校生たち
を支援していきます。 

ヤングシナリオ大賞は、次世代のシナリオライターを発掘・育成する
ことを目的とした賞です。第27回は2061編の応募があり、4回にわ
たる選考を経て12月4日に大賞1名・佳作3名を発表。大賞作品『超限
定能力』（受賞者 青塚美穂）が映像化され、12月20日に地上波（関
東ローカル）にて放送されました。 

トークセッションに参加してくれた監督 
鈴木雅之監督（映画『ＨＥＲＯ』など）  
佐藤嗣麻子監督（映画『アンフェア the end』など） 
佐藤祐市監督（映画『脳内ポイズンベリー』など） 
松山博昭監督（映画『信長協奏曲』など） 

次世代育成支援 

フジテレビ 
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仕事を知る機会を提供／インターンシップの受け入れ  

各社の強みを活かした取り組み  

制作部門（ドラマ制作・バラエティ制作）においてインターンシップ制度による学生の
受け入れを行い、実践的就業機会を与えました。 

共同テレビ 

実践女子大学家政学部の学生6名を衣料管理士実習として1週間受け入れました。 FCG総研 

FCC 毎年7月～8月にかけて、跡見学園女子大学マネジメント学部の学生を対象に、実践的就
業体験の一環として協力をしています。制作室・映像営業部の班に分かれ、約1ヶ月の
期間を設けて研修を行っています。 

共同テレビ ドラマ制作に携わるスタッフ、報道カメラマンなどが大学、専門学校へ赴き「映像関係
への就職」をテーマにした講演を定期的に行っています。 

杉野服飾大学 講義「衣服材料学」半期、 
戸板女子短期大学 講義「食業界研究」半期、 
情報機構セミナー講師「化粧品の官能評価技術」、 
東京家政大学 家政学部環境情報学科 講義「生活商品評価演習」半期、 
西武文理大学 サービス経営学部 講義「食生活論」半期、神戸大学大学院 人間発達科学部 外部講義「魅力
あるものづくり」、武庫川女子大学 薬学部 講義「実践化粧品学」、帝京大学医学部 医真菌の感染経路に関
する共同研究 通期など。 

FCG総研 

業務や自主研究で得られた専門的な知識や知見に基づいて、以下の 
ような多くの大学からの委託で講義などを行いました。  

フジテレビ 台場にあるお台場学園港陽中学校の2年生を毎年3日間受け入れています。 

  

番組制作スタッフとして、春・夏・冬の長期休暇時の学生総勢8名（立教大学・中央大
学・筑波大学他)を1～2週間受け入れました。実践経験を与え好評を得ています。 

NEXTEP 

クオラス クリエイティブ、マーケティング部門において、学校法人日本教育財団（旧 学校法人
モード学園）の学生数名を毎年1ヶ月間受け入れています。 

扶桑社 学生を広く集めたインターンシップを3回開催し、出版業界に関する基礎知識を学んで
もらい、雑誌企画作成の研修や、『「就活」と日本社会』の著者・常見陽平氏の講演、
社員との交流等を行いました。出版業ではこのような機会は珍しいため、参加者からも
好評を得ました。その他、M.I.Cのインターンシップ制度等、学生の実践的就業体験の
協力を続けています。 

大学などでの講義 
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地域社会とともに  

地域の魅力向上と活性化をめざして 

夏の大型イベントなどでお台場エリアの魅力を向上 

 

                          

フジテレビ他 

 MICE・国際観光 
臨海副都心エリアは、”国際ビジネス、イノベーションの拠点”と位置付けられた「国家戦略特区」の一つです。また、
東京都も同エリアを「MICE・国際観光」における重点地域として位置づけています。フジテレビ特区事業室は、パー
トナー企業とともに「特区制度」による規制・制度改革を活用し最新のICTによるスマートコミュニティ化に加えエネ
ルギーマネジメント、区域内気候の改善、省資源・廃棄物削減、環境リスク対策などを講じていく予定です。 

「お台場夢大陸」を7月18日から8月31日までの45日間にわたって   
フジテレビ本社屋周辺で開催。番組と連動した参加型・体験型のアト
ラクション、ライブなどで来場者に楽しんで頂きました。お台場エリ
アの魅力向上と、フジテレビファンを増やすため年々イベント内容を
進化させており、2015年は初の本格的な「夜営業」も行いました。
［総エリア来場者数 466万人］ 

2020年の東京オリンピック・パラリンピックを視野に国際都市「ODAIBA」をアピールするため、臨海副都心 
エリアの活性化につなげていければと考えています。 

社会のために 
Contribution to Society  

    400万人を魅了してきたシル
ク・ドゥ・ソレイユの日本公演
最新作「ダイハツ トーテム」を
2016年2月からお台場で開催。 

     世界最大級のEDMフェス
「ULTRA」の日本公演をお台
場エリアで開催し、9万人が
来場。（2015年9月） 

     社屋イルミネーション
「GLITTER８」を活用し、色
によって社会課題への支援の
意志を発信する企画を2015年
度通年で実施。10色＝10の社
会課題について知るきっかけ
を提供。 世界エイズデーには社屋を赤にライトアップ 

（12月1日） 

Photos: OSA Images Costumes:  
Kym Barrett 
© 2010 Cirque du Soleil  © 2015 Fuji Television 
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「昭和館 オーラルヒストリー（証言映像DVD）」 

金曜プレミアム『池上彰緊急スペシャル！』 

2015年度は、戦後70年、また東日本大震災から5年という節目の年でした。 
戦争を知らない世代に、その事実を伝えていくことは、メディアの重要な責務と認識し、多くの番組を制作
しました。以下はその中で代表的なものです。 

伝える責任 

戦後70年ドキュメンタリー 
『わたしたちに戦争を教えてください』 

番組等を通じて″知る機会″を提供  

戦争体験者の生の声を番組を通して若い方々に伝えたいと思い、戦争を知ら
ない世代の代表として今若者に影響力のある小栗旬、松坂桃李、福士蒼汰、
有村架純、広瀬すずの5人が現在の自分と同じ年頃で戦争のただ中にあった
体験者に会い、自分の言葉で問いかけ学ぶというコンセプトを体現してもら
いました。［2015年8月15日 19:00～23:52 フジテレビにて放送］ 

2015年11月にパリで起きた大規模なテロ。世界各地で争いは続いています。
人類は平和を望んでいるはずなのに、なぜ何度も戦争を繰り返すのか？ その
謎に迫り、今世界で起きている戦争から「日本の平和」を考えるとともに、
戦争がなくならない理由を池上彰がわかりやすく解説しました。 
[2016年2月12日 19:57～22:52 フジテレビにて放送］ 

戦中、戦後の国民生活に係る資料を展示し、後世にその労苦を伝える国立博
物館「昭和館」（東京都千代田区）のDVDを制作。第二次世界大戦を体験
された方々による証言インタビューを記録し、映像DVDにまとめたもので、
出征・東京大空襲・学童疎開などをテーマにした貴重な資料として視聴、貸
出ができます。 

共同テレビ 

「政治」「経済」「国際」「環境」「社会問題」の5つのジャンルから、いま世の中
で関心の高い問題を毎回1つ絞り、その問題について相応しい人物（当事者や
関係者）をゲストに、2時間に及ぶ解説と議論で、その問題について徹底的に
掘り下げる番組です。短い時間ではフォローしきれない問題の背景・解決のヒ
ントを提示するなど、視聴者の知りたい情報を幅広く提供しています。 
［毎週月曜日～金曜日 20:00～21:55 BSフジにて放送中］ 

BSフジ / フジテレビ / NEXTEP 

フジテレビ 

「なぜ世界から戦争がなくならないのか？」 

フジテレビ 

一つのテーマを2時間徹底議論！ 問題の解決策を見つけ出し提言する 

『BSフジLIVE プライムニュース』 
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『ESPRIT JAPON』 
日本の魅力を発信！ 

『Vメシ！JAPAN』 

『PARA☆DO!』 

パラスポーツの魅力を多面的に発信！ 

毎週1人の日本を代表するジュニアやトップアスリートを取材し、世界で戦うために努力する彼らのひたむきな
姿を紹介。それとともに日本を背負っていくアスリートたちが、ここぞという時に食べる“勝利の食事”にスポッ
トをあてた番組です。食の力を通じてニッポンのスポーツのブームアップに貢献しています。 
［毎週日曜 11:45～11:50 フジテレビ系列にて放送・BSフジでも放送］ 

若手トップアスリートを応援 
フジテレビ / NEXTEP 

障害者スポーツのセミナーも継続的に開催しています。 

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、障害者 
スポーツへの注目が高まっています。スポーツは年齢、性別、障害の
有無に関係なくみんなで楽しみ感動することができます。 
『PARA☆DO!』はパラスポーツを通じて、パラリンピックのムーブ
メントを起こし、一人一人の心のバリアフリー化とともに、誰もが互
いに認め合える「共生社会の実現・創造」を目指すプロジェクトです。 

▎パラスポーツ専門番組を放送 
『スポーツLIFE HERO‘S』 
  

フジテレビ 

障害者スポーツの魅力を伝え、応援・啓蒙するラジオ番組『ニッポン
チャレンジドアスリート』の放送を2015年4月に開始しました。イベ
ントでのブース展示、試合観戦などの派生展開も実施し、パラスポー
ツを応援しています。 
［毎週月耀～金曜 13:42～13:47放送］ 

ニッポン放送 

BSフジ 

モノ作り、匠の技など、世界に誇れる「Cool Japan」を日本全国から探しだ
し、世界に向けて紹介しています。まだまだ埋もれている日本の特選品を紹
介する「品」、クリエイター、職人などの偉人たちを紹介する[人]を、日本観
光産業であるインバウンドを軸とした視点で伝えています。 

社会のために 

『PARA☆DO! ～その先の自分（ヒーロー）へ～』  
   
 

毎週土曜 24:35～25:15放送 
毎週日曜 23:15～24:30放送 

様々なパラスポーツ競技に取り組むアスリートの明るく
前向きな姿を毎週紹介。 
毎週水曜 22:54～23:00放送（関東ローカル） 

パラアスリートの情報を積極的に発信！ 

『ニッポンチャレンジドアスリート』 

［毎週月曜 24:30～25:00 BSフジにて放送］ 

番組等を通じて″知る機会″を提供  
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東京国立博物館「パシェリエンプタハのミイラ展」PR映像制作 

『超潜入！リアルスコープハイパー』 

『華の大江戸 KABUKI』 

文化芸術振興 

NEXTEP 

江戸時代の文化を学び、この時代に、庶民の娯楽として生まれ広まった歌舞伎の
歴史を紐解きながら、歌舞伎と江戸文化を紹介していく番組を制作。スペシャル
ゲストに、中村屋の中村勘九郎・中村七之助・中村鶴松を招き、江戸文化の中で
脈々と受け継がれてきた歌舞伎の魅力についてわかりやすく伝えました。 
［2016年1月3日 24:25～24:55 BSフジにて放送］ 

BSフジ / 共同テレビ 

▎地方創生PR番組制作     
地方創生の施策を国民にわかりやすく伝えるための番組を制作（2015年３月27日 13:00～ BSフジにて放送） 

夏休みシーズンに開催されたミイラ展で、ミイラについて親子で学べる映像を制作しました。 
歴史からミイラの作り方まで、アニメと実写でわかりやすく解説しました。 ［2015年６月］  

共同テレビ 

フジテレビ・フジミック 

30歳以下の優秀な若手映像制作者を表彰する「第17回ヤング映像クリエイターを励ます賞」の最優秀賞にあた
る経済産業大臣賞を、フジテレビ『超潜入!リアルスコープハイパー』のディレクター・NEXTEPの錫木亮が受賞。
“新幹線VSヘリコプター対決”が高い評価を頂きました。  

質の高い映像 / クリエイティブ能力で社会に貢献 

▎警視庁「薬物乱用防止及び危険ドラッグ撲滅 広報啓発用」ポスター制作 2015年5月～掲示  
都民に対し薬物乱用防止、危険ドラッグ防止を訴えかけるポスターデザインを企画・制作 

▎警視庁「銃器根絶広報啓発用」 ポスター制作 2015年9月～掲示  
都民に対し銃器根絶、銃器犯罪情報提供及び犯罪防止を呼びかけるポスターデザインを 企画・制作 

▎世界遺産招致プロモーション用ビデオ制作 
世界遺産招致に向けた日本の候補地域の取り組みを紹介したビデオを制作。外国の方に対する周知を目的とした英語版他、 
各国語版も作成   

▎伊勢志摩サミット イベント映像 制作  
過去のサミットを振り返り、日本がどのように発展してきたかを紹介する映像を制作 

▎東京都インフルエンザ予防キャンペーン   
フジテレビとフジミックが共同開発したスマート
フォン・タブレット端末向けアプリ、メディアト
リガーplusが、東京都のインフルエンザ予防のた
めの手洗いうがい啓発のポータルとして採用 

ポニーキャニオン 

▎高齢者詐欺事件未然防止キャンペーン    
男性2人組アーティスト吉田山田の楽曲「母の歌」が政
府広報 高齢者詐欺事件未然防止キャンペーンテーマソン
グに起用されました。オレオレ詐欺を撃退すべく制作さ
れたWEB動画の再生回数は100万回を超えています。 

番組等を通じて″知る機会″を提供  
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あらゆる人にコンテンツを楽しんでもらうために 

コンテンツにおけるバリアフリー 

フジテレビでは、7時～24時のほぼすべての収録（生放送以外）番組
に字幕を付与しています。 

フジテレビ / 共同テレビ / FCC / フジミック 

▎字幕放送 

「解説放送」は主に目の不自由な方々にテレビを楽しんで頂くために
副音声を使って画面の解説を行うもので、セリフだけでは伝えきれな
い場面設定や出演者の動きなどをナレーターが簡潔に説明しています。
金曜や土曜の単発ドラマや、『ごきげんよう』（2016年3月末にて放
送終了）『ワンピース』『はやく起きた朝は…』『ちびまる子ちゃ
ん』『サザエさん』などの番組に解説放送を継続的に付与しており、
今後もより多くの番組に解説放送を付与できるよう努めていきます。   

▎解説放送 

字幕制作番組 
『くいしん坊！万才』『皇室ご一家』『水曜22
時ドラマ枠』『日本映画衛星放送』『時代劇
チャンネル』他多数 

解説放送番組 
『ごきげんよう』『金曜プレステージ』枠 
『サザエさん』『ちびまる子ちゃん』他多数 

フジテレビ 

音声ガイドとは？ 

映画の視覚的な情報を補うナレーションです。
視覚障害者は、映画の音や台詞を聴き、映像
を想像しながら楽しみます。その想像をより
豊かにするのが、≪音声ガイド≫の役割です。 

フジテレビが製作している映画には、聴覚障害者のお客様にもご鑑賞頂けるよう、日本語字幕を付けて上映し、
後日発売されるDVD・Blu-rayにも字幕を付けています。また、視覚障害者のお客様にも映画をお楽しみ頂ける
よう≪音声ガイド≫を付けたバリアフリー上映も増えてきています。 

＜2015年度に音声ガイド付き上映を行った作品＞ 
『海街Diary』 『アンフェア the end』 

フジテレビ 

堺 正幸アナウンサー 

日本点字図書館では、視覚障害者にも読書に親しんでもらうため書籍を音訳し
録音、インターネットで配信しています。この蔵書朗読をアナウンサーが2009
年から行っています。これまでに録音を完了した蔵書は30冊。 

【2015年度 音訳が完了した作品】 
「情熱の燃やし方」「お客様満足を求めて」「科学を生きる」   

（C）2015吉田秋生・小学館/フジテレビジョン  
  小学館 東宝 ギャガ 

（C）2015 関西テレビ放送 フジテレビジョン  
  ジャパン・ミュージックエンターテインメント  
  東宝 共同テレビジョン  

どの地域でも字幕放送を視聴できるよう、番組素材に字幕放送データを付与して各系列局に供給。番組素材を
データファイル化して字幕を同梱し、各局の放送時間にオンラインで配信しています。 

放送におけるバリアフリー 

▎字幕データ放送 

映画におけるバリアフリー 

フジテレビアナウンサーによる蔵書朗読録音ボランティア活動 

社会のために 
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だれもがいきいきと働ける社会のために 

障害者雇用の取り組み 

音楽を通じて手話を身近に 

ダイバーシティ社会をめざして   

ボーカル＆手話パフォーマンスグループ  
HAND SIGN 

フジアール 

障害者雇用で6名（内女性3名）を採用し、派遣社員の給与計算、社会保険手続き、
データ入力業務、マッサージ、新聞記事のスクラップ等の業務に従事しています。
フジテレビの番組モニターとして障害者の紹介を行っています。 

フジキャリアデザイン 

フジアールでは2015年度に障害者を2名採用。仕事内容は製作工場内で行われる、
パネルへの紙の貼り剥がし作業です。採用した2名のうち1名は東京ジョブコー
チという制度を活用し、障害者と我々の間に経験豊かなジョブコーチに立っても
らい、上手く双方のフォローをして頂きました。そんな当社の取り組み事例が、
平成27年度版の「障害者雇用促進ハンドブック」に紹介されています。 

「東京都しごと財団」を通じて2名を雇用。経理事務、総務事務を担当しています。 FCC 

1名を雇用し、経理部員として業務を担当しています。 扶桑社 

平成28年1月1名を採用し、人事部にて事務業務等を行っています。  サンケイビル 

手話を交えた独自の表現でメッセージを届けるダンスグループHAND 
SIGN。2010年にニューヨーク・アポロシアターのアマチュアナイト
で2度優勝！公認パフォーマーに認定された実力も兼ね備えています。 
また、ライブ活動の他、障害者支援関連等のイベントにも多数参加、
2016年3月には神奈川県の中学・高校50ヶ所を廻る「中高50校公
演」を達成しました。全ての人が楽しめるライブ空間を追求し続けて
います。フジテレビ『みんなのニュース』ニュースのうたのコーナー
にて音楽を通して手話を覚える楽曲が大きな反響を呼びました。 

フジパシフィックミュージック / フジテレビ 

フジテレビ 障害者の採用を継続しており、今後も続けていく方針です。 
また、在籍中の障害のある社員の中に、管理職に任用抜擢される者がいるなど制作現場
から管理部門まで様々な部署で活躍しています。 

フジミック 1名の雇用 
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港区の皆さんが、プロと楽しくゴスペルを熱唱！ 

みんなで歌って踊って元気いっぱい！ 
「歌声サロン」の開催 

多彩な趣味を応援！ 

アート＆ライフマーケット 

“主婦（夫）の元気はニッポンの元気” 

「主婦休みの日」をPR 

いきいきとした暮らしを応援   

サンケイリビング新聞 

リビング新聞では、1月25日・5月25日・9月25日を「主婦休みの日」と
して日本記念日協会へ登録しています。 
“主婦の元気はニッポンの元気”をキャッチフレーズに、日ごろ、家族のた
めに家事をがんばる「主婦（夫）」が明るく健全な家庭を築くためのエネ
ルギーを得られる日、家事の大切さを家族で分かち合う日になるよう、
「主婦休みの日」を紙面やイベントで広く社会に浸透させ、企業や社会全
体で主婦（夫）の元気を支えていきます。 

ハンドメイド作品の展示・販売イベント。地域住民の交流機会促
進の場として首都圏各地で毎年開催しています。地域の個人・団
体がアクセサリー等の販売ブースを出店する他、地元企業のPR
ブースも併設しています。［2015年度は８ヶ所で開催］ 

作曲編曲家で音楽プロデューサーの杉山公章さんと歌心塾のリードに
合わせて、参加者みんなで歌って踊って楽しむ「歌声サロン」。スク
リーンに映される歌詞を見ながら、懐かしい名曲を次々と歌い、盛り
上がります。外出が億劫になる高齢者などにも、月に一度の楽しく健
康的な場の提供となっています。 
［杉並公会堂にて月1回開催。たまプラーザホールにて隔月開催］ 

イメージキャラクターの 
イクコ（1・9・5の月）とニコ（25日） 

ポニーキャニオン 

2016年2月21日サントリーホールで「第7回港区文化芸術フェスティ
バル」が開催され、100名弱の区民の皆さんがプロ・ミュージシャン
とともにサントリーホールのステージに立ちました。12月から毎週
土日、懸命に熱く練習を重ね、当日8曲を披露。演じるものと見るも
のがゴスペルの素晴らしさを共有できる、素晴らしいイベントとなり
ました。 

社会のために 
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各種 出版物で暮らしを応援 

企業で働き続ける女性たちを応援！ 

お買い物で支援 

コーズマーケティングによる社会貢献 

各社の強みを活かした取り組み        

ディノス・セシールではお客さまとともに実施する活動として、通販カタログやオンラ
インショップでのコーズ・リレーテッド・マーケティングに取り組んでいます。中でも
2009年11月にディノス初の寄付つきカタログとしてスタートした「DAMA Collection 
PLUS Christmas Catalog」、2010年8月より寄付を開始した「DAMA Collection」の
ファッションカタログ2誌は、継続した取り組みにより多くのお客さまが参加、大きな
支援に繋がったとして支援先団体より感謝状を頂きました。 

ディノス・セシール 

世界のこどもにワクチンを 日本委員会(写真・左)より 
「DAMA Collection PLUS Christmas Catalog」へ 

国連WFP協会(写真・左)より 
「DAMA Collection」へ 

DAMA collection PLUS 
2015 Christmas号 

「DAMA Collection」 
では、2010年より、 
顧客の購入一件につき 
途上国での学校給食 
1人一日分を支援。 
現在も支援を継続中。 

フリーペーパー・リビング新聞は、2015年度も「ホップステップワーキング」キャンペーンを展開。もう一度
働きたいと考える主婦の不安を払拭し、仕事の再開に役立つ情報を多角的に提供。各エリア版では再就職のイベ
ントも実施しています。さらに主婦の再就職ニーズに応えるべく地域の情報を核とした求人サイト「リビングお
しごとネット」http://job.living.jp/を展開中。 

働く女性を対象とした情報誌「シティリビング」では、キャリア、結婚、子育てといっ
た働く女性がぶつかる問題を真摯に考える「働く女の会議室」を毎月特集。リアルな
テーマと鋭い切り込みに読者から大きな共感が寄せられています。 

6/19号特集「マタハラに勇気と想像力を」 

サンケイリビング新聞 

『いくつになっても年をとらない新・9つの習慣』等のシニア向けの本や『スマホ老眼は治る！』等の健康本、
『ママのイライラ言葉言い換え辞典』等の子育て支援関連など、生活を支える多数の本を出版しています。 

扶桑社 

DAMA collection 
2016春夏号 

 支援先団体より感謝状を頂きました。 

※コーズ・リレーテッド・マーケティングは、慈善事業協賛型マーケティングと訳されます。
現在ではコーズ・マーケティング、コーズ、寄付つき商品・サービスと称されることも多く、
販売連動型チャリティ、という表現も使われます。 

女性の活躍をサポート 

もう一度働きたい女性を応援！ 
「ホップステップワーキング」キャンペーン 

サンケイリビング新聞 

http://job.living.jp/
http://job.living.jp/
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エイズ啓発運動、エイズ問題の提起等、エイズをともに考える同事務局運営に協力し10万円を寄付、エイズに対
する意識啓蒙に貢献しています。 

 AAA(Act Against AIDS)運営事務局運営協力 

 「セラピードッグ」の啓蒙と普及活動 

 暮らしの向上につながる取り組み 

都市有害生物管理学会会長、室内環境学会役員、日本顔学会理事副会長、日本化粧品技術者会役員、日本香粧品
学会評議員、繊維学会理事、日本家政学会評議員などを務めています。 

 各種 学術団体を支援 

国立がん研究センター中央病院アピアランス支援センターを中心に、多くの大学と共同で「革新的がん医療実用
化研究事業」の「がん治療に伴う皮膚変化の評価方法と標準的ケアの確立に関する研究」および「がん患者の外
見支援に関するガイドラインの構築に向けた研究」を行っています。 

 共同研究 
FCG総研 

暮らしの科学部上席研究員 が、「川崎ものづくりブランド推進協議会」委員として活動。 

 以下のサイトで生活に関する有益な情報を一般の方にわかりやすく提供しています。 

 「微に入り細に入り」 http://www.fcg-r.co.jp/micro/  
室内環境におけるカビやダニなどの微小昆虫類、細菌、ウイルス等をテーマに特徴や対策方法を解説するコラム  
（15記事）を産経新聞にも同時掲載。2015年～ 

 食の安全Ⅰ「食品添加物を調べてみよう」 
http://www.fcg-r.co.jp/additive/customer.html  1998年～  食品添加物約1,600種類の情報を無料公開。 

 食の安全Ⅱ「ポジティブリストで残留農薬を調べてみよう」 
http://www.fcg-r.co.jp/pesticide/index.htm 2005年～ 残留農薬の情報を無料公開。  

 「比べる×調べる」http://www.fcg-r.co.jp/compare/ 
商品テストや実験、研究を通じて分かった知見を、一般の方々に分かりやすくレポート風に記載。生活用品や美容、 
食品・料理に関する情報から、屋内環境生物に関する情報などをご紹介しています。 
産経新聞にて記事を掲載。 2013年～（90記事） 

 「暮らしのLABO博士」http://www.fcg-r.co.jp/hakase/ 
日頃の生活に役立つ情報を、研究員の目線から分かりやすく解説。食材・お料理、衣類・家庭用品に関する情報、美容・
ヘアケアから、ダニ・カビ・虫に関する情報まで幅広く扱っています。2012年～（58記事） 

フジパシフィックミュージック 

白血病をはじめとする難病患者及びその家族支援を目的に設立された同基金の運営に協力しています。      
2015年度は本田美奈子メモリアルコンサート「音楽彩」へ20万円を寄付しました。 

殺処分の対象となった捨て犬や震災での被災犬をセラピードッグとして育成し、
社会福祉への貢献と「殺処分ゼロ」の実現を目指す国際セラピードッグ協会の
活動に共鳴し、「セラピードッグ」の啓蒙と普及活動を応援しています。 

クオラス 

社会のために 

 地域支援 

 LIVE FOR LIFE美奈子基金 運営協力 

各社の強みを活かした取り組み        

http://www.fcg-r.co.jp/micro/
http://www.fcg-r.co.jp/additive/customer.html
http://www.fcg-r.co.jp/additive/customer.html
http://www.fcg-r.co.jp/additive/customer.html
http://www.fcg-r.co.jp/pesticide/index.htm
http://www.fcg-r.co.jp/pesticide/index.htm
http://www.fcg-r.co.jp/pesticide/index.htm
http://www.fcg-r.co.jp/compare/
http://www.fcg-r.co.jp/hakase/
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 FNSチャリティキャンペーン  

世界の貧困の解決にむけて 

 番組による募金活動  

 フジテレビ製作の映画収益からの寄付 

 各種イベントによる募金活動 

2015年度の募金総額：5,458万7,213円 
         （最終寄付金額 4,973万9,917 円） 

集まった募金は公益財団法人
日本ユニセフ協会を通じて、
現地の子どもたちの支援の 
ために活用されます。 

フジ・メディア・ホールディングス各社で支援 

▎2015年度の支援国 マダガスカル共和国 
第42回となる2015年度は、マダガスカル共和国を支援しました。バオバブやアイ
アイなどで知られ「自然の楽園」というイメージのマダガスカルですが、実は世界
の最貧国の1つです。91％の世帯が1日2米ドル以下で生活しています。安全な水を
使えない、あるいは予防接種を受けられないなどの理由で、子どもたちは厳しい環
境で暮らしており、1年で4万人を超える5歳未満児が死亡しています。 

FNSチャリティキャンペーンは、「世界の子どもたちの笑顔のために」をメインテーマに行っているチャリティ
活動です。フジテレビ系列各社およびBSフジが放送やイベントを通じて募金活動を行い、日本ユニセフ協会を
通じて国際貢献を行ってきました。41年間におよぶ活動の募金総額は約41億5,000万円に達しており、アジ
ア・アフリカなど世界の開発途上国の子どもたちのために役立てられています。 

こうした状況の子どもたちを支援するため、
『とくダネ！』の山中章子アナウンサーと取
材班は16日間にわたり現地を取材。5月27日
と28日『とくダネ！』で放送し、協力を呼び
かけました。また全国のフジテレビ系列局と
ともに様々な募金活動も行いました。 

『マダガスカル“最後の楽園”子どもたちの本当の姿』  
フジテレビ系列局の地上波とCS・フジテレビONE／TWO、BSフジで放送 
「ホウドウキョク」ニュースのキモ! Afternoon  
山中アナ出演のもと、マダガスカル取材映像を流し、支援を募りました。 

 山中アナによる現地取材報告講演会 
 「ふるさと祭り東京2016」会場において全国の地酒ブースによる募金 
 系列各局のイベント 
 「お台場夢大陸」でのフリーマーケットによる募金 
 ディノス・セシールが在庫衣料品・雑貨をチャリティで販売し全額を寄付 
 「くるくる募金箱」を事業局の協力で「トーテム」会場内に設置 
 社内交流＆チャリティイベント「ちょい呑み」を秋と春に2回開催 

収益全額（73万6,672円）を寄付しました。 

映画『HERO』の収益から総額600万円を寄付しました。 

FUJI MEDIA HOLDINGS CSR REPORT 2016 34 

TOTAL 



FUJI MEDIA HOLDINGS CSR REPORT 2016 35 

フジ・メディア・ホールディングス合同清掃活動〔年3回〕 

 

                          環境のために 
For Environment  

 2015年10月10日の清掃活動には17社から77人が参加、70リットルのゴミ袋31個分のゴミを回収しました！ 

毎年3月・7月・10月にフジ・メディア・ホールディングス各社の有志が集まり、お台場エリアの清掃活動を
行っています。この活動は2012年10月から始まり、これまでに10回実施。今ではすっかり定着し、参加者は  
毎回70人を超えています。ホールディングスの“結束力”を感じるとともに、日ごろあまり顔を合わせない人との 
コミュニケーションの場にもなっています。 

フジ・メディア・ホールディングス各社 

私たちは地球環境のためにできることは何かを考え、身近な生活の中で一人一人ができることを実行する
のはもちろん、企業としても環境に配慮した活動を行ってまいります。 
全社での合同清掃活動や各社共通ポスターによるクールビズ・ウォームビズの実施の他、社内の照明・パ
ソコン等の省エネ促進、ゴミの分別、封筒の再利用、紙の裏面利用などオフィスでできる一般的な環境へ
の取り組みを行っています。全力を挙げて環境対策に取り組んでいきます。 
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 「自動車リサイクル促進 センター」 CMを制作  

『絶景百名山』  

『滝川クリステルのEarth Walker』 

『地球環境大賞2015 
    ～宇宙からの緊急メッセージ～』 

番組等を通じた取り組み 他  

BSフジ 

BSフジ / 共同テレビ 

共同テレビ 

再生可能エネルギーの情報を広く一般に広報するためのワンストップポータルサイトの運営を通年にわたり行っ
ています。 

廃車になった車の部品は自動車リサイクル法にのっとり、リサイクル料金の適正処理により99%がリサイクル
されます。ゴミを減らし資源を無駄にしない取り組みを認知させるCMを制作。［2015年11月］ 

滝川クリステルが生命の多様性と神秘に触れる大型ドキュメンタリー、
第六弾！“太古の地球”が残る秘境で新種生物が次々と発見される謎に
せまる！パプアニューギニア原始の地球と出会う旅。2010年インド
ネシア・パプア州で、シーラカンスが発見されました。4億年前の姿
を今に伝える“生きた化石”は、生物進化の秘密を解き明かす鍵を握っ
ています。太古の地球の姿を遺すパプアニューギニアにもシーラカン
スのように、かつての生態を現代に伝える古代魚が生息しています。
怪魚ハンター・小塚拓矢氏協力のもと、古代魚の生態に挑みました。 
［2016年1月1日 19:00～20:55 BSフジにて放送］ 

普段見られない、空中からの大展望、迫力のある山の雰囲気。絶景を
求めて進んだ夏の沢、紅葉の尾根、雪深い山道。今回は特別編「空中
大展望」として、普通の登山では見られない絶景の数々、大朝日岳や
剣山などさまざまな山の絶景を凝縮し、通常の放送ではお伝えできな
かった未公開映像を盛り込んで空中からの大展望をお届しました。
（第59回「空撮スペシャルより」）［※現在は不定期で放送］ 

地球環境大賞では、「産業の発展と地球環境との共生」を目指し、
地球温暖化防止や循環型社会の実現に取り組む企業や団体を表彰、 
2015年で24回目を迎えます。フジテレビとBSフジでは受賞企業の
取り組みなどを紹介する特別番組を毎年制作・放送しています。 
限りある資源を有効活用し、環境を守りながらより豊かな人間の暮
らしを実現していくためにはどうすればいいのか。今回受賞した8つ
の企業や団体をフジテレビアナウンサーが取材、宇宙飛行士の山崎
直子さんと気象予報士の天達武史さんも初コラボで地球環境を守る
ヒントを伝えました。 

第58回 阿寒岳・夏 

フジテレビ / BSフジ 

［2015年6月20日 10:25～11:55 フジテレビにて放送 ／ 6月28日 15:00～16:00 BSフジにて放送］ 

 資源エネルギー庁HP「なっとく！再生可能エネルギー」運営 

共同テレビ 
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水源の森林募金活動 
読者とともに環境活動 

「第6回ロハスフェスタin東京・光が丘」の企画・運営 クオラス 

夢のある企画で環境への意識向上！ 

「デロリアン走行イベント」を開催 

イベント等を通じた取り組み  

リサイクル技術を利用し、衣料品から生産されたバイオエタノールを燃料として走る「デロリアン」の走行イベ
ントを、この車が登場する映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー Part2』で描かれていた″未来“、2015年10月
21日に開催しました。［2015年10月21日開催］ 

クオラス 

「みんなが身近なことから楽しんで実践できるロハス・エコ」を提案
する環境保護イベントを企画・運営。2015年で６回目の開催となり
ました。環境省や東京都、練馬区なども後援し、来場者に環境に対す
る意識向上を図りました。（51,541人が来場） 
［2015年9月26日～2015年9月27日開催］ 

栃木県日光市足尾地区は、銅山の製錬事業による煙害で山が荒廃し、
行政だけでなく民間レベルでも植樹により緑を取り戻す活動が行われ
ています。リビング新聞とちぎエリア（宇都宮市、鹿沼市、下野市な
ど）では年1度、地元企業の協賛を得て、地元のNPO法人協力の下、
100名ほどの参加者（読者）とともに足尾の山で植樹活動を行ってい
ます。（2005年～継続）［栃木リビング新聞社］ 

1999年から「かながわ水源の森林（もり）パートナー」として参加
協力。松田町寄（やどりぎ）の鍋割山山麓に「リビング新聞の森」を
持ち、読者に呼びかけて参加ボランティアを募集。2015年度も下草
刈りや枝打ち、間伐などの作業を行い、森林づくりに協力していま
す。 ［湘南リビング新聞社］ 

サンケイリビング新聞 

家族で楽しめるイベントで楽しいエコライフを提案 

環境のために 

足尾緑化体験 サンケイリビング新聞 
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 地域でチャリティバザー 

 大人気！一般開放のフリマを毎年開催 

 廃棄物を活用した美術セット 

 圧縮減溶梱包器の活用 

取材や放送に使用するテープの削減とリサイクル 

省エネ・リサイクルの取り組み    

フジテレビ 

指定回数使用したテープを破棄する際には、データをすべて消磁し、手作
業で分解、部品ごとに仕分けしてリサイクルしています。この作業は、
2000年からメーカーとノウハウを共有しながら行っており、磁気テープ
は「畳の芯」等になり、プラスチック樹脂は「自販機の取り出しカバー」
等になって、再び私たちの生活に役立っています。 

また、『めざましテレビ』『とくダネ！』等の情報番組では、資源の有効
活用とコスト削減のため、2010年から各種メディアを再利用するプロ
ジェクトを実施。再利用テープを使用することで、2015年度は約1,290万 

フジテレビ / フジアール 

使用済みの経師紙等を圧縮減溶梱包器に入れて圧縮し、容積を1/3に縮小しています。 
これにより、運搬車両数を1/3に削減し、排出ガスの削減に成功しました。 

円のコスト削減となりました。2015年度からディスク方式のカメラと「ノンリニア編集システム」へ移行し始
めており、撮影・録画用のディスクをほぼ半永久的に再利用できるようになりました。これで記録用メディアを
破棄する必要がなくなる傾向にあります。 

30以上のパーツにわけリサイクル 

大道具廃材の一括処理を実施しています。自ら廃材排出事業者としての責任を全うし、産廃業者を通してリサイ
クル率90％超を実現しています。 

毎年夏にお台場で開催されるフジテレビ社屋イベントの期間中（2015年
は8月7日）に、チャリティ・フリーマーケットを開催しています。社員
が持ち寄った品物を、社員・スタッフが総出で販売。フジ・メディア・テ
クノロジーも「乾電池つかみ取りコーナー」に乾電池を提供しました。
2015年の売り上げは計106万9,301円。これを全額FNSチャリティキャ
ンペーン（34ページ参照）に寄付しました。     

フジテレビ / フジ・メディア・テクノロジー 

美術セットの装飾などに使えそうなユニークな形状をした廃棄物を、廃棄物処理事業者から買い付け、活用し
ました。活用後は再度、廃棄物処理事業者に買い取ってもらいました。廃棄物のリユース、リサイクルにつな
がった他、資材の安価な調達によるコスト削減、さらに今までにないユニークな世界観が実現できました。 

ディノス・セシールはサンケイリビング新聞社の「中野区どまんなかマルシェ」に出展し、バザーを開催。 
売り上げの一部を中野区の環境基金「中野の森パートナー 」コースに寄付しました。 

ディノス・セシール / サンケイリビング新聞社 

 大道具廃材一括処理の実施 
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省エネ・リサイクルの取り組み 

「大手町・丸の内・有楽町 打ち水プロジェクト2015」 

エコフレンドリーな建物・住居を提供 

事業用ビル・分譲マンションにおける環境への取り組み 

その他 環境に配慮した取り組み   

木更津送信所に設置した太陽光発電システムにより、年間発電量はおよそ2,400MWhとなり、2015年度は推定
で1,340tのCO2を削減しました。また送信所100kW送信機2式を固体化することにより、以前の真空管式と比較
して電力効率が大幅に向上しています。 

ニッポン放送 

2015年度も「大手町・丸の内・有楽町 打ち水プロジェクト2015」の
趣旨に賛同し、東京サンケイビル、行幸通り、有楽町駅前広場で実施さ
れた「打ち水イベント」に参加し、省エネ・環境問題の周知に貢献しま
した。［2015年7月21日～８月29日］           

ニッポン放送 / サンケイビル 

 サンケイビル：協賛・会場提供・参加  
 ニッポン放送：後援・参加 

事業用ビルや分譲マンション共通で、以下のような環境に配慮した取り組みを行っています。 
 CO2削減への取り組み、及びCO2取引への参画 
 経済産業省のエコチューニングビジネスモデル確立事業への取り組み 
（クラウドシテムを活用した空調機器の運用改善・助言によるCO2排出削減） 

 集会施設の照明機器をLEDに更新し、省電力化を推進 
 空調機器の更新による効率向上、省エネ化を推進 
 各機器の運用による省エネ化 
 分譲マンション事業における太陽光発電システム、エネファーム、高効率給湯器（エコジョーズ）、 
複層ガラス、屋上緑化の採用等の取り組みを推進しています。 

サンケイビル 

環境のために 

太陽光発電システムによるCO2削減 

▌フジ・メディア・ホールディングス 
全社共通ポスターによる 
クールビズ・ウォームビズの実施 
毎年夏のクールビズと、冬のウォームビズの共通ポスター
を作成し、各社に掲示しています。 

省エネルギーの取り組み フジ・メディア・ホールディングス各社 

その他、各社それぞれが節電、LED化、ペーパーレス、ゴミの分別、コピー紙、撮影テープ、
乾電池等の再利用など、環境に配慮した取り組みを行っています。 
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自然と野生動物との共存に尽力 

野生生物の保護活動 

 ～家具販売を通して、国産材の良さや意義を広くPR～ 

国産木材利用 

自然保護の取り組み    

ディノス・セシール 

「ディノス」の通販事業において、2011年から国産材家具の販売を本格的に開始。カタログで国産材利用を広
くPRするとともに、その取扱い数を年々拡大。多くのお客様にお買い求め頂くことで国産材家具の普及に寄与し
てきました。2013年には、政府の木材利用ポイントの交換商品として、「ディノス」の国産材家具の提供を開
始し、2014年には、同じくディノスオンラインショップ内に国産材製品を広く扱うコーナー「木のある暮ら
し」をオープン。こうした積極的な取り組みが評価され、2014年度は、「木づかい運動」 国産材利用推進部門
で農林水産大臣感謝状を受章、2015年度は、一部商品が「ウッドデザイン賞」に認定されました。 

「木のある暮らし」サイト 

グランビスタ ホテル＆リゾート 

傷病個体やアカウミガメ卵の保護、水生昆虫などの保全活動を通じて
「種保存活動」を推進し、自然と野生動物との共存に貢献しています。 

昭和30年代には90％を超えていた木材自給率は、価格の安い輸入材に押され平成11年には20％を切りま
した。その結果、海外の原生林の違法伐採、日本の森林の荒廃、林業の衰退等が社会問題化。国産材の利
用を推進することは、これらの問題の解決につながります。 

▎2015年9月1日ウミガメ保護活動を実施 
アカウミガメは、生息環境の悪化（産卵地の減少や海に漂うビニー
ルゴミの誤食など）により生息数は年々減少傾向にあると考えられ
ています。日本はアカウミガメの主要な産卵場所で、千葉県はアカ
ウミガメが毎年産卵にやってくる北限域にあたり、1回の産卵数は 
80個から140個ほどで、卵はピンポン玉に似ています。鴨川シーワールドでは、毎
年6月から8月にかけて目の前にある東条海岸に産卵のため訪れるアカウミガメの上
陸調査を実施し、ふ化に適さない場所に産卵されたウミガメの卵を展示施設「海亀
の浜」に保護収容し、生まれた子ガメは人の手を介さず自力で元の海へ戻っていく
手助けを行っています。 
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マネジメント体制 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

▎第１章．基本方針 

当社は、放送法に基づく認定放送持株会社です。 
メディア産業を取り巻く環境変化にいち早く対応し当社及び当社の子会社(以下、当社グループ)の企業価値を向上させ
るには、子会社である株式会社フジテレビジョン(以下、フジテレビ)を核としつつ放送以外の周辺事業領域に対しても
経営資源の最適な配分を行う必要があります。認定放送持株会社は、こうした対応に最も適した組織形態であると考え
ています。 
当社グループは、我が国を代表するメディア・コングロマリットを目指しており、その実現のためには適切なグループ
ガバナンスが不可欠であると認識しています。 
一方、当社は、中核子会社フジテレビが国民共有の財産である電波を預かり放送事業を営んでいること、その社会的イ
ンフラとしての役割を果たすために、基幹メディアとしてライフライン機能を維持する緊急災害放送を行うなど、その
使命について最大限考慮する必要があると考えています。このことは、結果としてグループ全体の企業価値の向上にも
寄与するものと考えられます。 
したがいまして、当社は、認定放送持株会社として放送の公共性を重んじ、もって社会的責任を全うする基本理念に基
づき、上場企業として会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を追求するためにグループ全体のコーポレー
ト・ガバナンスの体制について検討を続けます。 

１．認定放送持株会社と公益性 

▎第２章．株主の皆さまとの関係 

(1) 株主の権利の確保 
当社は、株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が確保されるよう努めます。 

(2) 株主総会における権利行使に係る環境整備 
当社は、株主総会において、株主の権利行使に係る適切な環境整備に努めます。 

１．株主の権利の確保と権利行使に係る環境整備 

２．株主との建設的な対話に関する方針 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主と建設的な対話を行うよう努めます。 

▎第３章．株主以外のステークホルダーの皆さまとの関係 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、従業員、視聴者、取引先、地域社会等のステークホルダーと
の良好かつ円滑な関係の維持に努めます。 

▎第４章．コーポレート・ガバナンスの体制 

１．会社の機関設計に関する方針 

当社は、会社法に規定する株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を置く監査役会設置
会社です。取締役の業務執行機能と監督機能を分離させる形態よりも、業務執行者が同時に監督機能を持ち合わせると
ともに、事業内容にも精通した社外取締役が業務執行の妥当性を監督し、さらに社外監査役を含む監査役会が業務執行
を監査する現行の企業統治形態が、当社グループの企業価値の確保・向上のために最適であるとして採用しています。
ただし、今後の会社の状況に応じて、最も適切な形態を採用します。 

コーポレート・ガバナンス 



FUJI MEDIA HOLDINGS CSR REPORT 2016 42 

この他に、業務執行の機関として経営会議を設置しています。経営会議は、主に常勤の取締役によって構成され、経営
の重要課題に関する協議や取締役会に付議される重要事項等について事前審議を行うとともに、各部門の業務執行の状
況に関し情報の共有化を図っています。なお、経営会議には常勤監査役も出席しています。また、内部統制機能を高め
るために適正業務推進室を設け、業務の適正化とともに各部門の課題等の迅速な解決に努めています。さらに、持株会
社として、グループ社長会を定期的に実施することで、各社の状況把握及び十分な意思疎通を図っています。 
 
当社の業務執行・監視の仕組みは以下のとおりです。 

会社の意思決定の透明性・公正性を確保するよう努めます。 

２．指名・報酬の方針 

(1) 取締役会の責務 
取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を
促し、収益力・資本効率等の改善を図るよう努めます。 

(2) 経営戦略の確立と方向性 
取締役会は、その責務において、建設的な議論を行い、具体的な経営戦略や経営計画、重要な業務執行の決定等
の方向性を決定します。 

(3) 業務執行に対する環境の整備 
取締役会は、業務執行に関する提案について十分な検討を行い、承認後は、迅速に業務執行されるよう努めます。 

(4) 取締役会の監督責任 
取締役会は、役員の人事、的確な情報開示、利益相反の管理等について監督を行います。 

３．取締役会の役割 

(1) 監査役及び監査役会の責務 
監査役及び監査役会は、株主に対する受託者責任を踏まえ、独立した客観的な立場において、適切な判断を行い、
積極的に取締役会に対して意見を述べるよう努めます。 

(2) 外部会計監査人に対する責務 
監査役会は、外部会計監査人が株主に対して責務を負っていることを認識し、取締役会と連携したうえで、適正
な監査を確保するよう努めます。 

４．監査役及び監査役会の役割 
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(1) 取締役会・監査役会の実効性確保 
取締役会及び監査役会による独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するよう努めます。 

(2) 取締役会における審議の活性化 
取締役会は、社外取締役による建設的な意見交換に努めるほか、審議時間を十分に確保する等、審議の活性化を
図ります。 

(3) 取締役・監査役に対する情報提供の体制 
当社は、取締役・監査役がその役割・責務を実効的に果たせるよう、必要に応じ、情報提供を行う体制を整えま
す。取締役会・監査役会は、各取締役・監査役が求める情報提供が確保されているかどうかを確認します。 

(4) 取締役・監査役に対するトレーニング 
当社は、取締役・監査役がその役割・責務に係る理解を深められるようトレーニングを行います。 

５．取締役会・監査役会の実効性確保 

(1) 独立社外取締役の選任 
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、独立社外取締役を複数名選任します。 

(2) 独立社外取締役の役割 
当社は、独立社外取締役を選任するにあたり、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業
価値の向上を図る助言を行うこと等を期待します。 

６．独立社外取締役の選任と役割 

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

(1) 当社グループが、わが国を代表するメディア・コングロマリットとなることを目指し、認定放送持株会社として
中核となるメディア事業の公共的使命を果たすべく、適正なグループガバナンスを維持し、経営の意思決定の迅
速性と事業執行の機動性を高め、あわせて法令・定款遵守の実効性を確保するために、適切なコンプライアンス
及びリスクの管理に関する体制を構築します。 

(2) 「グループのコンプライアンス及びリスクの管理等に関する規程」(以下、「グループコンプライアンス等規
程」)を策定し、これに基づいて、コンプライアンス及びリスクの管理に関する体制を構築します。 

(3) 当社グループは様々な業態の会社により構成されており、各社はその業容と会社規模に応じ、自律的にコンプラ
イアンス及びリスクの管理が機能する体制 を構築します。また、グループ各社の横断的なコンプライアンス及
びリスクの管理に関しては、グループのコンプライアンス及びリスクの管理に関する委員会 (以下、グループコ
ンプライアンス等委員会)を設置します。 

１．基本的な考え方 

内部統制 

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、並びに損失の危険の管理に
関する規程その他の体制 

2 ．内部統制システムの整備状況 

a. 組織体制 
当社は、「グループコンプライアンス等規程」等に基づき、当社グループの関連業務を統括・推進するとともに、
当社グループの代表取締役社長を構成メンバーとするグループのコンプライアンス及びリスクの管理に関する委
員会を組織化すること等により、グループ経営に重要な影響を与えるコンプライアンス上の問題及びリスクへの
対応を図ります。 

b. 教育・研修 
当社は、適宜、社内及び子会社向けにコンプライアンス等関連の説明会の開催及び関連事項の伝達などを行うこ
とによって、当社及び当社の子会社の取締役及び使用人へのコンプライアンス並びにリスク管理の重要性の周知
と、その理解を促進する活動を行います。 
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c. 財務報告の信頼性 
当社グループは、健全に行われている個々の業務に十分配慮しつつ、コンプライアンス及びリスクの管理の強化
を図るための体制の整備に加えて、金融商品取引法に基づき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制シス
テムの構築に努めます。 

d. 内部監査 
当社は、「内部監査規程」に基づき、当社グループにおける内部監査の実施状況及び内部管理体制の状況等の定
期的なモニタリングを行います。これによって、当社グループの業務全般が法令、定款及び社内規程並びに経営
方針に照らして、適正かつ有効に行われていることを確認します。 

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 
当社の取締役の職務の執行に係る情報については、これに係る当社の管理規程に基づき、その保存媒体に応じて
適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理し、所定期間、閲覧可能な状態を維持することとします。 

(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
当社の取締役は、当社グループの効率経営の確保に向けて、業務の合理化・迅速化等を継続検討します。当社は、
当社グループ全体の経営計画を策定し、当社グループ各社から業績の報告を受ける等の方法により、経営計画の
実施状況をモニタリングします。 

(4) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
当社は、当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するために、グループコンプライアン
スとそのリスク管理及びグループの経営管理に関して、それぞれの専門部署を置き、体制構築を推進いたします。 

a. 当社は、当社子会社の経営内容を的確に把握し、事業活動の健全な発展に資するため、定期的かつ継続的に子会
社から報告を受ける等の方法により、企業集団内での情報共有の強化を図ります。 

b. 当社は、当社子会社がその業容と会社規模に応じ、自律的にコンプライアンス及びリスクの管理が機能する体制
の構築を推進するとともに、グループ経営に重大な影響を及ぼすリスクへの対応については、当社が状況を的確
に把握する体制を構築します。 

c. 当社は、当社子会社において効率的な業務執行が行われるよう、「関係会社管理規程」等に基づく横断的な管理
を推進します。 

d. 当社は、グループコンプライアンスを推進する専門部署を置くとともに、「グループコンプライアンス等規程」
を通じて、企業倫理の確立並びにグループコンプライアンス体制及びリスク管理体制の構築を推進します。また、
当社の取締役及び使用人、並びに当社子会社の取締役、監査役、業務執行社員、職務執行者及び使用人（以下
「当社グループの取締役及び使用人等」という）が活用可能な内部通報制度を整備し、より一層のグループコン
プライアンスの実効性の確保を目指します。 

(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、監査役の職務
を補助する使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項  
当社の監査役は、監査役会規則に基づいて監査役スタッフを任命します。監査役スタッフは、監査役会の招集事
務、議事録の作成、その他監査役会の運営に関する事務及び監査役の職務を補助します。なお、これら業務につ
いては、職務分掌において、当社の総務部が担当することを定め、監査役スタッフは当社従業員として当社の就
業規則に従いますが、原則として、その指揮命令権は各監査役に属し、取締役は監査役スタッフに対する指揮命
令権を有しないものとします。また、監査役スタッフの人事考課、人事異動及び懲戒等については、監査役会の
意見を徴するものとします。 

(6) 当社グループの取締役及び使用人等が当社の監査役又は監査役会に報告を行うための体制 
当社グループの取締役及び使用人等が、当社の監査役又は監査役会に報告を行うための体制について、以下の通
り整備・実施します。 

a. 当社グループの取締役及び使用人等は、以下に定める事項について適宜報告を行います。 

1. 業務又は財務に重大な影響を及ぼすおそれのある事実（当社グループ各社に関するものを含む。）を知っ
た場合。 

2. 取締役及び使用人の職務遂行に関して不正行為、法令・定款・社内規則に違反する事実（当社グループ各
社に関するものを含む。）を知った場合又は社会通念に反する行為が発生する可能性若しくは発生した場
合で、当該事実又は行為が重大である場合。 

3. その他緊急・非常事態を知った場合。 
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b. 当社グループの取締役及び使用人等は、当社の監査役又は監査役会に対し、当該当社グループ各社における主要
な事項及び内部統制に関する各社の活動概要等について、定期的又は必要に応じて報告を行います。 

c. 当社グループの取締役及び使用人等は、当社の監査役又は監査役会からその職務の執行に関する報告を求められ
た場合、速やかに当該事項を報告します。 

d. 当社グループの取締役及び使用人等が(a) (b) (c)に該当する報告を当社の監査役又は監査役会に対して行ったこ
とを理由として、不利益な取り扱いを受けることがないことを社内規程等に定めます。 

e. 監査役の職務全般にかかる費用は当社が負担するものとします。 

当社の内部統制の仕組みは以下のとおりです。 

(1) 取締役の職務執行 

3．内部統制システムの運用状況 

当期は取締役会を11回開催し、経営方針等の重要事項について審議・決定するとともに、取締役の職務執行につい
て報告を受けました。取締役会にはすべて、当社の社外取締役及び監査役が出席しています。業務の執行に関して
は、最高執行責任者（COO）である代表取締役社長を中心に、業務執行取締役が効率的かつ迅速な意思決定を行っ
ています。 

当期は、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）および「会社法施行規則等の一部を改正する省令」
（平成27年法務省令第6号）が平成27年5月1日から施行されたことへの対応として、「業務の適正を確保するための体
制の整備に関する決議」の改定を行いました。運用状況の概要については以下のとおりとなります。 

(2) グループコンプライアンスに関する取組み 
「グループコンプライアンス等規程」の改定を行った上、当社グループ各社の代表取締役社長を構成メンバーとす
る「グループコンプライアンス等委員会」を２回開催し、グループ全体のコンプライアンスおよびリスク管理に対
する意識の向上を図りました。また、当社グループ各社のコンプライアンス担当役員および実務担当者のそれぞれ
を対象とした会議を２回開催し、当社グループ内におけるコンプライアンスおよびリスク管理に関する情報共有を
行いました。さらに、グループコンプライアンスの実効性を高めるため、グループ内部通報制度を整備し、運用を
開始しました。 

(3) 内部監査の実施 
「内部監査規程」に基づき、当社内部監査部門が「内部監査計画書」を作成し、当社グループ各社を対象とした実
地ヒアリング監査を行いました。監査結果については、当社社長に対して報告を行うとともに、その概要を当社グ
ループ各社へフィードバックしました。 

(4) 監査役の職務の執行 
当期は監査役会を7回開催し、監査方針や監査計画を協議、決定しました。監査役は、監査役会において定めた監
査計画に基づき監査を行うとともに、当社の取締役および当社子会社の代表取締役を対象とした面談を実施し、そ
の職務執行に関する報告を受けました。また、当社の会計監査人および内部監査部門ならびに当社グループの常勤
監査役との間で、意見や情報の交換を定期的に行いました。 
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コンプライアンスの取り組み 

◆教育・研修の取り組み 

• FMHグループ各社のコンプライアンス役員が参加する「グループコンプライアンス担当者会議」、実務を行うメン
バーによって構成された「グループコンプライアンス実務者会議」のそれぞれを年2回実施しています。「グループ
コンプライアンス担当者会議」は、 FMHグループ各社に関連する最新の法令・規制動向の情報共有や、コンプライ
アンスの取り組みに関する情報共有を行います。2015年度は外部講師を起用し、マイナンバー法対応セミナーも開
催いたしました。また、「グループコンプライアンス実務者会議」では、「会社法の一部を改正する法律」（平成
26年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第6号）「コーポレート・
ガバナンスコード」への具体的対応について、協議いたしました。 

◆意識向上の取り組み 

本年度より、コンプライアンスの向上に努力したFMHグ
ループ会社に対し、「コンプラがんばった大賞」を授与す
ることといたしました。 

2015年度大賞： 

株式会社フジアール（受賞理由）障害者雇用の促進  

株式会社 NEXTEP （受賞理由）労働環境改善への取り組み 

グループ内部通報制度の充実化 

FMHグループが一体となってコンプライアンス活動を推進するため、各社で働く方が利用可能な
「FMHグループ内部通報制度」を整備し、併せて、円滑な運用と活用促進のため、「FMHグループ
内部通報ガイドライン」を作成し、グループ各社内での周知を行っています。 

グループコンプライアンス担当者会議 

株式会社フジアール 株式会社NEXTEP 

コンプライアンス方針 

コンプライアンス 

フジ・メディア・ホールディングスは、「放送事業」を中核に、多様な業種・業態の企業から成る「認定放送持株会
社」です。放送事業では国民の共有財産である電波を使用し、様々な番組を制作して送り出しています。それだけにグ
ループ全体が常に社会全体に思いを馳せ、「高い法令遵守の意識」「使命感」「倫理観」を持ち続けなければならない
と認識しています。 

またフジ・メディア・ホールディングスは、社会からの信頼を失墜しないために「コンプライアンス体制」の確立が何
より重要と考えています。 

一般的に「コンプライアンス=法令遵守」と理解されますが、それにとどまらず、例えば放送業界における民放連の
「放送基準」「報道指針」のような、それぞれの業種・業態ごとのガイドラインやルール、さらに各社の「内規」や
「企業倫理」についても重視しています。 

コンプライアンス体制 

フジ・メディア・ホールディングスでは、「グループのコンプライアンス及びリスク管理等に関する規程」に則り、グ
ループ各社は「コンプライアンス方針」「必要な体制」を整備し、社内での様々な取り組みを行っています。 

それに加え、フジ・メディア・ホールディングスでは合同のセミナーなどを通じて、グループ全体の意識の向上に努め、
社会からの信頼に常に誠実に応えていきたいと考えています。 

• （株）フジテレビジョンが自社で使用したeラーニング
を希望するグループ各社への提供を開始し、（株）フ
ジ・メディア・テクノロジーにて活用されました。 



FUJI MEDIA HOLDINGS CSR REPORT 2016 47 

▎「高松宮殿下記念世界文化賞特番」を制作・放送   
フジテレビ 2015年11月3日 24:25～24:55放送 / BSフジ 2015年11月4日 15:30～16:00放送 

［ 制作：フジテレビ／共同テレビ ]  

フジサンケイグループの公益財団法人 彫刻の森芸術文化財団が運営する「彫刻の森美術館」「美ヶ原高原美術
館」、また公益財団法人 日本美術協会が運営する「上野の森美術館」に対し、グループ各社と連動し、わが国の
芸術文化活動の普及に寄与すべく開館時より様々な支援を行っています。彫刻の森芸術文化財団は美術館運営の
他、文化面での国際支援として、若手音楽家の登龍門ともいえるロン・ティボー国際コンクールを主催している
「ジャック・ティボー財団」の支援等も実施しています。 

美術館支援 

2015年10月21日に第27回目の授賞式が行われ、絵
画部門で横尾忠則さん、音楽部門で内田光子さんが
受賞したのをはじめ、演劇・映像部門では2015年
末で引退したシルヴィ・ギエムさんが受賞しました。
また若手芸術家奨励制度は、ヤンゴン映画学校が選
ばれました。これまでの受賞者数は26ヶ国、139人
におよび、国境や人種の壁を越えて地球規模になっ
ています。フジ・メディア・ホールディングス各社
は同賞の趣旨に賛同し、賞の創設以来サポートして
います。 

 「高松宮殿下記念世界文化賞」は、公益財団法人 日本美術協会（総裁 常陸宮殿下）により1988年に創設され
た、全世界の芸術家を対象にした顕彰制度です。長きにわたり総裁を務められた高松宮殿下の「世界の文化芸術
の普及・向上に広く寄与したい」とのご遺志にもとづいて、協会創立100周年を記念して創設されました。 

文化芸術の振興こそが人類の平和と繁栄に資するとして、
国境や民族の壁を超えて、芸術の発展、普及、向上に顕著
な貢献をした個人、団体を顕彰しています。賞は絵画、彫
刻、建築、音楽、演劇・映像の5部門、各部門年間1名を原
則とし、受賞者には金メダルと賞金が授与されます。また、
次世代を担う若手芸術家の活動、行動計画を援助し奨励す
ることを目的に1997年 「若手芸術家奨励制度」が創設さ
れ、若手芸術家を育成援助している団体、または若手芸術
家の団体・個人を対象に奨励金を授与しています。 2015年10月21日 明治記念館で行われた式典の模様 

絵画部門 横尾忠則（日本） 
彫刻部門 ヴォルフガング・ライプ（ドイツ） 
建築部門 ドミニク・ペロー（フランス） 
音楽部門 内田光子（イギリス） 
演劇・映像部門 シルヴィ・ギエム（フランス） 

2015年の受賞者 

フジサンケイグループとしての取り組み 

  第27回高松宮殿下記念世界文化賞 
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 「フジサンケイグループ広告大賞」は、日本の広告文化の向上と広告界の発展に寄与すべく、1971年にフジテ
レビを中心として創設されました。賞の運営は、グループの媒体各社が中心となり、2015年4月14日に第44回
贈賞式が実施されました。 

フジサンケイグループ広告大賞 

▎地球環境大賞2015・特別番組を放送 
 「地球環境大賞2015～宇宙からの緊急メッセージ～」 

フジテレビ  2015年6月20日 10:25～11:25放送 
BSフジ       2015年6月28日 15:00～16:00放送 

フジサンケイグループは音楽を通じて豊かな日本社会の実現に寄与すべく、グループゆかりの「公益財団法人 新
日本フィルハーモニー交響楽団」に対しグループで大口サポーターとして支援を続けています。さらにフジテレ
ビは上記の他、「公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団」の音楽活動にも支援をしています。また社の
トップが財団役員として参加しています。 

音楽関連支援 

地域で献身的な医療活動に取り組む医師を顕彰する「日本医師会 赤ひげ大
賞」（主催・日本医師会、産経新聞社）は2012年に創設され、2016年1月
29日に第4回表彰式が行われました。フジテレビ・BSフジでは、この顕彰制
度の趣旨に賛同し、後援するとともにニュース等で報道、また特別番組を編
成し有意義なこの活動をサポートしています。 

 赤ひげ大賞 

▎『密着！かかりつけ医たちの奮闘  
     第４回赤ひげ大賞 日本医師会』をBSフジで放送 
4回目を迎えた「赤ひげ大賞」。地域に密着して人々の健康を支える医師たちを顕彰する目的で始まったイベント
の模様を放送しました。［2016年2月21日 13:00～13:55 BSフジにて放送］ 
 

「地球環境大賞」は、フジサンケイグループが「産業の発展と地球環境との共生」をめざし、世界自然保護基金
（WWF）ジャパン（名誉総裁・秋篠宮殿下）の特別協力を得て、1992年に創設した産業界を対象とする顕彰制
度です。 2015年4月に第24回の授賞式が行われ、今日では日本を代表する環境顕彰制度として広く社会に定着
しています。 

地球環境大賞 

フジ・メディア・ホールディングス各社は「地球環境大
賞」をサポートすることにより「環境」と「経済」そして
「社会」との調和による豊かで活力あふれた国づくりの実
現に少しでも役立ちたいと考えています。 

フジサンケイグループとしての取り組み 
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フジ・メディア・ホールディングス CSRリポート2016 

■対象期間 
2015年4月1日―2016年3月31日 

■発行時期 
2016年７月 

ホームページでもCSRに関する情報を開示しています。 
http://www.fujimediahd.co.jp/csr/index.html 

http://www.fujimediahd.co.jp/csr/index.html
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