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ダイバーシティ＆インクルージョン 

NEC では、各組織・部門で多様な人材が活躍し、多様な視点やアイデアが取り込まれる環境の醸成を重要な経営戦略の一環

と考えています。そして、「ダイバーシティ」とは、一人ひとりがお互いの違い（個性や特性）を認め合い、尊重し合うこと

であり、「人はみな違うからこそ尊い」という考え方に立つものです。 

NEC は、さまざまな個性を持つ個人がお互いを尊重し合い、個性に合わせて機会が与えられ、より力を発揮する「ダイバー

シティ＆インクルージョン」が実現される社会の推進に貢献していきます。 

方針 

NEC では、「NEC グループ人権方針」を定めており、そこに記載している人種、信条、年齢、社会的身分、門地、国籍、民族、宗教、性別

と性自認、性的指向、障がいの有無等に加え、ワークスタイル、キャリア、視点、価値観などもダイバーシティとしてとらえています。 

NEC では、一人ひとりの「個性を尊重する」ことをダイバーシティ推進の核と位置づけ、「NEC グループバリュー」の行動原理のひとつにも

掲げています。 

 

「ワーク」と「ライフ」のバランスがとれている環境を整えることにより、各組織・部門で多様な人材が活躍し、多様な視点やアイデアが

取り込まれる環境が醸成され、新しい価値創造やイノベーションの創出にもつながるという考えのもと、「ダイバーシティ＆インクルージョ

ン」を推進しています。 
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推進体制 

2013 年 7 月に、当社のダイバーシティ推進のための専任組織として人事部内に「ダイバーシティ推進グループ」を設置しました。この 

グループは、女性の活躍推進、障がい者雇用、性的マイノリティ（LGBT）に対する理解・支援などさまざまな活動を展開・強化します。 

NEC では、「社内の多様な人材がその“個性”や“特性”を活かし、能力を最大限に発揮できるような風土づくりや仕組みづくりを支援していく

こと」を最重要ミッションと考えており、ダイバーシティ推進グループが、ダイバーシティに関わる各テーマについて、施策の展開や関係部

門との協力体制構築の役割を担っています。 

施策と制度 

グローバルな人材採用の推進 

NEC では、グローバル事業拡大に向けて、研究、技術、営業、スタッフの各分野で、当社が必要としている技術や専門知識を有する外国人

を採用し、各分野の水準向上および多様性の推進をはかっています。また、人事交流や人材育成を行うために海外現地法人から従業員を積極

的に受け入れています。 

 

このほか、グローバル人材の育成については「人材開発」のページをご参照ください。 

 

 「人材開発」 

 

2015 年度 連結地域別従業員数割合 [対象範囲： 日本電気(株)および連結子会社]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2016_12.pdf
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女性の活躍推進 

NEC では、1985 年の男女雇用機会均等法の施行以前から、性別を問わない人材採用および登用を進めており、この数年間、新卒採用に占

める女性の比率は 25～30％で推移しています。また、管理職全体に占める女性の割合はすでに 5％を超えており、組織長や部長職以上の幹部

クラスにおいても、97 名（約 3.8％）の女性が活躍しています。 

 

2016 年 4 月に施行された女性活躍推進法に基づき、以下の行動計画および数値目標を厚生労働省東京労働局に届出しました。同法は、従業

員数が 300 名を超える企業が対象となるので、対象となるすべての国内グループ会社に対して法の主旨を正確に伝えるとともに、当社の行動

計画と数値目標を説明の上、グループ会社各社の課題分析に基づいた行動計画と数値目標を策定し、その実行を依頼しています。 

 

日本経団連 女性の役員・管理職登用に関する自主行動計画 

①部長職以上への女性の計画的登用を行う。2018 年度までに部長職以上の女性比率を 5％にする。 

②中堅クラス（管理職手前～主任手前）を対象としたキャリア強化とマネジメントサポートを強化する。 

③ICT 活用による働き方改革を推進する。 

 

なお、女性活躍推進に関連する数値に関しては、厚生労働省の Web サイト内にある「女性の活躍推進企業データベース」に対象となる全項

目を公表しています。（詳細は、「データ集」をご参照ください）。 

 

また、女性活躍推進法に関わる優良企業としての認定マーク申請「えるぼしマーク」については、「採用」「継続就業」「労働時間等の働

き方」「管理職比率」および「多様なキャリアコース」の５つすべての項目において法が定める認定基準をクリアしていると認められ、2016

年 4 月に第 1 回目の認定企業として「三つ星」を取得しました。 

 

 「データ集」 

 

男女別従業員数推移［対象範囲：日本電気㈱在籍者のみ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.positive-ryouritsu.jp/positivedb/detail?id=2296
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勤続年数の推移［対象範囲：日本電気㈱在籍者のみ］ 

 

 

 

 

 

 

 

女性管理職数および女性管理職比率の推移 [対象範囲： 日本電気(株)在籍者のみ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者雇用の推進 

当社では、人事担当役員を議長、人事部長を副議長とする「障がい者雇用推進中央会議」を設置し、障がい者の雇用に対する基本的な取り

組みの審議・策定、雇用の推進などをはかる体制を整備しています。採用受け付け時には、「障がい者採用窓口」を用意し、手話通訳の派遣

やパソコンによる要約筆記など障がい特性に配慮した会社説明会を開催するほか、選考時および入社後のサポートを行っています。また、 

ハローワーク等が主催する障がい者のための合同面接会にも積極的に参加し、多様な人材が応募できる機会を設けています。 

 

営業拠点を含めた全国での採用強化は、2013 年度から継続的に活動してきました。当社では、事業展開にともなう職域開拓も積極的に行っ

ており、事業運営の推進力として障がい者が活躍できる職場づくりを進めています。 

 

このほかにも、有識者やハローワークをはじめとした機関や NPO 法人と協力しながら、NEC グループ全体で障がい特性や業務適性等の 

理解を深める勉強会を定期的に行い、障がい者の受入れの幅を拡げるとともに、新たな雇用形態等ワークスタイルの多様化にも取り組んで 

います。 

 

特例子会社―― NEC フレンドリースタフ（株） 

NEC は、2003 年 3 月に障がい者雇用特例子会社である NEC フレンドリースタフ(株)を設立し、知的および精神障がい者の雇用を推進して

います。本社を府中事業場内に置き、2016 年 4 月 1 日時点では 40 人を雇用しています。主な業務として、NEC 府中事業場で、オフィスサー

ビス、清掃・緑化業務を行い、NEC の社会貢献活動支援なども行っています。 

 

2014 年 4 月からは、NEC 本社地区（港区）にもオフィスを設け、営業関係の契約書類の PDF 化を中心とした新たな業務展開も行って 

おり、指導員２名を含めて 9 人が従事しています。なお、同社は業務効率化の推進だけでなく、コンプライアンス面の管理強化にも取り 

組んでいます。 

 

今後も、文書類の PDF 化をはじめとして、多様な事務支援業務の切り出しを前提に特例子会社の業務拡大をめざしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 2014年 3月末 2015年 3月末 2016年 3月末 

男性 18.3 年 18.6 年 18.7 年 

女性 17.9 年 18.3 年 18.2 年 

 2014年 4月 2015年 4月 2016年 4月 

管理職(全管理職数に対する割合) 390 人（5.1%） 386 人（5.2%） 374 人（5.4%） 

うち部長級以上 105 人（3.9％） 96 人（3.5％） 97 人（3.8%） 
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障がい者雇用率推移 [対象範囲： 日本電気(株)、国内連結子会社]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シニア層の多様な働き方の支援 

当社では、社外での新たなキャリアを望む従業員や定年を迎える従業員の多様なニーズに応えるため、本人選択型のキャリア支援制度を 

導入しています。自ら社外における新たなキャリアの開発を計画・実施する従業員に対しては、会社が経済的、時間的な便宜をはかること

で、人生設計への主体的な取り組みを支援しようというもので、1998 年から、45 歳以上の従業員を対象とした「能力開発休暇制度」 

「セカンドキャリア準備支援金制度」「能力開発研修費補助」という 3 つの制度を実施しています。 

 

また、意欲と能力のある人材に継続して活躍する場を提供するという観点から、60 歳以降も働くことを希望する従業員に対して、最長 65

歳まで雇用延長できる仕組みを導入しています。2015 年度からは職種、職務内容、勤務条件等本人の希望を踏まえ、個人と組織双方のニーズ

のマッチングをはかる仕組みとして雇用延長者を対象とした人材公募も実施しています。 

 

ワーク・ライフ・バランスの推進  

NEC では、法制化以前から、他社に先駆けて「育児・介護休職制度」を導入するなど、従業員が仕事と育児や介護との両立を支援するため

の諸制度の充実をはかっています。 

 

育児支援 

仕事と育児の両立支援については、従来の取り組みに加えて、2005 年度から、次世代育成支援対策推進法の当社策定行動計画に基づいた 

諸施策を実行しています。 

 

具体的には、2005 年に（1）自治体の子育てサービスを利用する際に、その利用料を補助する制度（ファミリーサポートサービス利用料補

助）、（2）子育てのために転居する場合に、費用を補助する制度（チャイルドケア支援制度）を導入しました。さらに導入後も利用者拡大を

目的として、2012 年および 2014 年に両制度の利用要件を一部緩和しました。 

 

制度導入とあわせて、両立支援に関する管理職研修や育児休職中の社員のプラクティスアップ研修等を実施し、2007 年度、2012 年度そし

て 2015 年度に、「次世代認証マーク」（愛称「くるみん」）を取得しています。 行動計画に盛り込んでいない施策についても順次実施して
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おり、2014 年には育児短時間勤務制度の適用期間を延長し、また 2016 年度からはファミリーフレンドリー休暇制度の取得事由への「小学校

就学前の従業員の子または孫を養育する場合」の追加や「育児・介護にともなう遅出」の月間利用回数上限を 8 回から 10 回に変更するなど、

従業員のさらなるワーク・ライフ・バランスの推進をはかっています。 

 

介護支援 

高齢者人口および要介護・要支援認定者が年々増加している中で、仕事と介護の両立支援に関しては、従業員の親世代の介護が重要な課題

になると考え、仕事と介護を両立させる自助努力の支援を目的とした介護支援事業の拡充に取り組んでいます。 

 

具体的には、以下のようなものです。 

（1）従業員が、同居または近距離に住む親を介護するため転居した場合に費用補助を行う「介護転居費用補助」制度 

（2）要介護度の高い親の介護で介護方法の見直しが発生して、住宅改修や介護施設入居などにより従業員が多額の負担をした場合に、 

費用補助を行う「介護環境整備支援金」制度 

（3）介護者の孤立感・焦燥感の軽減を目的として、介護関係のきめ細かい情報提供と生の声の共有を柱としたポータルサイト「介護支援 

ウェブサイト」の開設 

 

なお、全社員を対象とした Web 研修では、制度の周知や利用に関する説明などを行っています。 

 

有休休暇取得率 [対象範囲： 日本電気(株)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2015 年度の「日本の従業員 1000 人以上の民間企業平均」は、2016 年 7 月現在、 

公開情報がありません。 

 

育児・介護関連制度利用者数推移 [対象範囲： 日本電気(株)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013年度 2014年度 2015年度 

育児休職者 382 人 388 人 395 人 

育児短時間勤務者 753 人 814 人 850 人 

介護休職者 25 人 16 人 19 人 

介護短時間勤務者 22 人 17 人 16 人 
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仕事と育児・介護の両立支援制度の導入履歴 

年度 制度内容 

2016 ・ ファミリーフレンドリー休暇制度の取得事由に「小学校就学前の従業員の子または孫を養育する場合」を追加 

 ・ 「育児・介護に伴う遅出※」の月間利用回数上限を 8 回から 10 回に変更 

2014 ・ 育児短時間勤務制度の適用期間延長――（子の小学校 3 年生修了までとしている適用期間を小学校 6 年修了までに延長） 

 ・ ファミリー・サポート・サービス利用料補助の拡充――（国または自治体が委託もしくは紹介する民間の施設も補助対象に

追加） 

 ・ 介護転居費用補助の拡充――（支給条件の介護対象者に「従業員の子」を追加） 

 ・ 介護環境整備支援金の拡充――（支給条件の介護対象者に「従業員の子」を追加） 

2012 ・ 学校の振替休業日、および学級閉鎖等の臨時休業を、「ファミリーフレンドリー」休暇対象事由に追加 

 ・ 育児在宅勤務制度の適用期間延長――（子の小学校 3 年生修了までとしている育児在宅勤務の適用期間を小学校 6 年修了ま

でに延長） 

 ・ ファミリー・サポート・サービス利用料補助の適用対象期間延長――（現在子の小学校 3 年生修了までとしている利用料補

助の適用対象期間を小学校 6 年修了までに延長） 

 ・ チャイルドケア支援制度の拡充――（制度の適用対象とする保育所の要件を、「20 時まで預け入れ可能な保育所」とする。 

2010 ・ 介護休暇の導入――（介護を必要とする家族の人数×5 日取得可能） 

 ・ 小学校就学前の子の疾病の予防を、「ファミリーフレンドリー」休暇対象事由に追加 

 ・ 育児（3 歳未満）をする社員の時間外労働の免除 

 ・ 育児休職制度の取得回数増加――（子ども 1 人につき 2 回まで） 

 ・ 介護のための転居費用補助の導入 

 ・ 住宅改修や介護施設入居などの介護方法の見直しに対する費用補助制度（年間 20 万円まで）の導入 

 ・ 介護支援ウェブサイトの開設 

2008 ・ 退職者リエントリー制度：配偶者の転勤や育児・介護を理由に退職した者を、一定の要件を満たした場合に再雇用する制度 

 ・ 育児短時間勤務制度および育児休職制度における対象者要件の撤廃：子育てに専念できる配偶者や父母を有する場合も取得

可能とした 

 ・ 子どもの看護休暇について、子どもの人数に応じた取得を可能とした 

2007 ・ 自治体子育てサービス利用補助制度の補助対象サービス拡大と補助期間延長：小学校 3 年修了まで 

 ・ 不妊治療に対する費用補助制度（年間 20 万円まで）の導入 

2006 ・ 育児短時間勤務期間延長：特別な事情の場合、小学校 3 年修了まで 

 ・ 育児在宅勤務の期間延長：小学校 3 年修了まで 

 ・ つわり・不妊治療を、ファミリーフレンドリー休暇対象事由に追加 

 ・ 不妊治療のための個別休職取得 

2005 ・ 両立支援ウェブサイト開設 

 ・ 自治体の子育てサービスを利用する従業員への利用料補助およびOG・OB従業員へのサービス提供ボランティア参加の呼び掛け 

 ・ 子育てのための転居費用補助 
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2015 年度の主な活動実績 

グローバルな人材採用の推進 

NEC では、外国人留学生を、2006 年度から 2012 年度までは平均して毎年 15 名程度を採用してきましたが、その後、新卒採用予定数の

10％という目標を掲げ採用活動を進めたところ、2013 年度には 47 名（約 13%）を採用するに至りました。さらに、留学生の採用に加え海外

大学からの直接採用も実施した 2014 年度には 64 名、2015 年度には 67 名の外国人を新卒社員として迎え入れました。 

 

日本の学生は 3 月に卒業し、4 月から企業に勤めるケースが一般的ですが、NEC では、こうした外国人や海外の大学に在籍する日本人、 

海外留学経験者などが 10 月に入社できる制度を設けています。また、外国人の入社が増えたことにともない、入社手続き関連の文書を手はじ

めに、各種社内文書の英語版の整備に着手するとともに、新入社員教育における英語対応を新たに開始するなど、多様な人材を採用する環境

整備を推進しています。 

 

営業部門においては 2014 年度から外国籍社員を対象とした「役員」「外国籍社員の先輩」との交流会を通して、人的ネットワークの形成、

拡大をはかるとともに働き方やキャリアについて視野を拡げる活動を行っています。 

 

  

年度  制度内容 

2004 ・ ペアレントファンド導入：本人または配偶者の出産時に子ども 1 人につき 55 万円を支給 

 ・ 育児短時間勤務期間延長：特別な事情の場合、小学校 1 年修了まで 

 ・ 短時間勤務の 30 分単位化 

2002 ・ ファミリーフレンドリー休暇制度：医療看護休暇制度を改定。従来の医療看護事由に加え、配偶者出産、予防接種など 

本人・家族の疾病予防、家族の介護、授業参観など家族の学校行事、ボランティアを対象事由に追加 

2000 ・ 介護短時間勤務期間延長：3 年間 → 介護事由消滅まで 

 ・ 育児短時間勤務延長：3 歳 3 月末 → 小学校就学始期まで 

 ・ 在宅勤務制度 

1998 ・ 育児クーポン制度：全国ベビーシッター協会のベビーシッターサービスに対する割引クーポンを支給 

1997 ・ 介護クーポン制度：全国の看護師・家政婦（夫）紹介所に登録しているケア・ワーカーによる介護等サービスに対する割引

クーポンを支給 

1992 ・ 介護短時間勤務制度 

 ・ 育児短時間勤務制度 

 ・ 医療看護休暇制度：本人の傷病治療・療養や家族の看護のために取得できる年次有給休暇とは別の有給休暇制度 

1990 ・ 育児休職制度 

 ・ 介護休職制度 
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女性の活躍推進 

2015 年度については、女性のキャリア形成と意識啓発を中心に、当社において、以下のような施策、イベントを行いました。 

女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム「WAW ! 2015」への参加 

2015 年 8 月に外務省が主催した「女性が輝く社会に向けた国際シンポジウム（World Assembly for Women in Tokyo：WAW ! 2015）」の 

ハイレベル・ラウンドテーブルに、ダイバーシティに積極的に取り組む ICT 企業の社長として、遠藤（当時）が出席し、ワークライフ 

マネジメントのテーマで対話を行いました。 

遠藤からは、私たちの働きを価値あるものにしていくためには、女性に限らず多様な人たちが自ら働き方を選択できる仕組みづくりが重要

であること、また、NEC では、そのダイバーシティを活かす仕組みとして、労働時間の短縮や業務プロセスのシンプル化を進めるとともに、

いつでも業務を代替できるように、情報の共有化を推進していることを説明しました。 

 

この対話を受け、WAW!の報告書には、「ICT を活用して、新しい柔軟な働き方をデザインする」ことが提案として盛り込まれ、国連文書と

して登録されました。 

                   
NEC の取り組みを説明する遠藤（当時社長） 

 

女性管理職による中堅・若手女性社員対象の対話イベントの実施  

2014 年度に引き続き、NEC の女性管理職有志の会「Scarlet Elegance in NEC (通称 SELENE）」が主催する女性社員向けの対話イベント

を、2015 年度は 5 月、7 月、11 月の 3 回実施し、総勢約 200 名が参加しました。 

 

5 月、7 月のイベントでは、「仕事と育児の両立」をテーマに、SELENE のメンバーによるパネルディスカッションを行いました。 

同メンバーからは、子育て期におけるキャリア開発や仕事と育児を両立するための工夫、モチベーションの保ち方、職場や家族からのサポー

ト体制など、自身の体験談が語られました。参加者からは、「子育ても仕事も楽しんでいけばいいと思えた」「育児から仕事に活かせること

もあると思えた」など、前向きな感想が多く寄せられました。 

 

11 月のイベントでは、事前アンケートで要望の多かった「キャリアアップ」をテーマに、SELENE メンバーによるパネルディスカッション

と、参加者によるグループディスカッションを行いました。営業職・SE 職・研究職・コンサルティング職など、さまざまな職種の社員から構

成される SELENE のメンバーから、多種多様な経験談を聞くことによって、参加者からは「自分に合ったロールモデルやリーダー像を見つけ

られた」「さまざまな先輩がいることを知り、勇気とやる気を抱くイベントだった」とのコメントがありました。また、グループディスカッ

ションは、SELENE のメンバーがファシリテータとして加わり、同世代の社員とキャリアやプライベートにおける悩みを共有し、新たな“気づ

き”を得る場になりました。 

 

【イベント参加者からの声】 

・皆さんパワフルで明るく、子育ても仕事も楽しまれているのが伝わってきて聞き入ってしまいました。子育てとは「仕事の両立」 

というと少し身構えてしまいますが、ポジティブに、考えすぎず、楽しんでいけばいいのかな、と気持ちが楽になりました。 

・皆さん、楽しそうで（もちろんつらいこともたくさんあると思いますが）仕事を手放さずに頑張っていこうと励まされました。 

子供が小さい時は今だけ。大きくなって、また仕事が思いっきりできる時も来るのだな、と先が見えてよかったです。 
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・苦しい時を皆さん、いろいろな工夫で乗り越えていて、とても参考になりました。自分が同じように壁を乗り越えていけるかはわかりま

せんが、臆せず、踏み込む気持ちを忘れずに自分なりに進んでいけたらと思いました。不安はまだ大きいですが、頑張ります。 

・「私なりの」という一言が大切ですね。人それぞれなので「私」が主体になると分かりやすい。 

・グループディスカッションでの気づきも多く、パネルディスカッションと同じくらい、多くの気づきや勇気をもらいました。リーダーに

なることについて強い不安や変な気負いをしていましたが、「人それぞれ」であることに気づくことができ、私らしく進んでいければと

思いました。 

・普段の仕事から離れてキャリアを考える機会が持てた、貴重な時間でした。 

育児休職者向け復職応援セミナーの実施 

2015 年度から開始したこのセミナーは、2016 年 2 月に 2 回目のセミナーを開催し、約 50 名の育児休職者が参加しました。今回のセミナー

では男性の育児休職者もはじめて参加しました。このセミナーは、復職を間近に控えた育児休職中の従業員が「仕事と育児を両立しながら、

もっと自らのキャリアを充実させる」ことを目的に開催しており、最近の会社の動向や両立支援制度をはじめとする施策・制度を周知し、 

自分が復職した後の両立をイメージするグループワークを行いました。グループワークでは、居住地域の近い休職者同士で集まってもらい、

行政の育児支援サービスなど、お互いに有効な情報を得られるように工夫しました。 

 

また、2016 年 2 月に開催したセミナーでは、2016 年 4 月に変更した人事制度運用の内容や NEC のブランドメッセージである

「Orchestrating a brighter world」についても説明を行い、最近の会社の動向や事業を周知する有効な場となりました。 

 

女性営業職を対象としたキャリア開発イベントの実施 

全社営業人事委員会の中では、女性営業職の全社横断的な育成や次世代リーダーの育成が非常に重要なテーマとして位置づけられていま

す。そのため、2013 年度以降、「全国女性営業職交流会」「女性リーダー研修」などを実施し、役員、管理職または先輩社員とキャリアに 

ついて議論する機会をつくり、全国レベルでのネットワーク拡大や働き方の視野拡大をはかっています。また、異業種の営業職との交流会を

開催して社外の人材とのネットワークをつくることで、視野を拡げ、思考の拡大を支援しています。 

障がい者雇用の推進 

2012 年度から、NEC としての障がい者採用におけるグループ連携の強化を目的として、NEC マネジメントパートナー（株）を窓口とする

採用支援サービスのシェアード化を始めています。2015 年度は、新卒者、中途採用者を対象にした NEC グループ合同障がい者面接会を開催

しました。 

 

当社と国内関係会社での採用に向けた会社説明会や選考、また入社後の研修等において聴覚障がい者がいる場合には手話通訳やパソコン要

約筆記を手配するなどの対応を行っています。また、会社生活において車通勤への配慮や施設、設備の改善にも可能な範囲で対応しており、

バリアフリー化も行っています。 

 

2015 年 7 月および 2016 年 1 月には、NEC の国内関係会社各社の障がい者採用担当者を対象に、「差別禁止と合理的配慮」をテーマとした

雇用推進勉強会を開催しました。また、改正障害者雇用促進法の施行に向けて、人権ホットライン窓口に対しても障がいのある従業員からの

相談を適切に受け付けられるよう、説明会を開催しました。このほかにも、個別に国内関係会社各社の採用相談に乗るなどの支援を随時行っ

ています。2016 年 6 月 1 日時点の NEC における障がい者雇用率は 2.07％であり、国内連結子会社（平均）は 2.10%です。 

 

聴覚障がいのある NEC グループ従業員の自己啓発を支援 

2015 年度から、NEC グループに在籍する聴覚障がいのある従業員を対象に、隔月で NEC についての知識を深めるための勉強会を開催して

います。これは、当社が毎年開催しているイベント「C&C ユーザーフォーラム&iEXPO」で、自らと同様に聴覚障がいのあるお客さまのご案

内を担当した従業員からの「会社の事業について、イベントの直前に学ぶだけでなく、日頃から理解を深めたいが、学ぶ機会が少ない」との

意見をきっかけとして始めたものです。 

 

当年度は、当社のバリアフリーへの取り組み、ブランド戦略、経営指標の読み方、製品・ソリューションの紹介などグループへの理解を 

深めるうえで重要なテーマを選定し、全 4 回、延べ 200 名が参加しました。 
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この勉強会では、講師の講演内容を手話で伝えるだけでなく、要約した内容のスクリーンへの投影や、磁気ループ（補聴器から聞き取りや

すくする装置）の設置など、ICT を使った情報保障を実施しています。また、聴覚障がい者同士が、ディスカッションや発表を行う機会を持

つことで、業務の知識・ノウハウを深めるだけでなく、組織の壁を越えたネットワーク形成に寄与しています。 

 

当社は、ICT がコミュニケーションを補い、情報格差の解消に貢献する技術であるという認識のもとで、今後ともすべての従業員がいきい

きと働ける職場づくりを進めていきます。 

 

LGBT（性的マイノリティ）に対する取組み  

新たなイノベーションの創出には、多様な人材がその個性や特性の違いを最大限に活かし、多様なアイデア・意見を提案できる企業文化づ

くりが重要です。NEC では 2014 年度の NEC 社会起業塾生（第 13 期生）に選ばれた、「LGBT(*注 1) の子どももありのままで大人になるた

めの教育支援事業」をめざす、NPO 法人 ReBit（リビット）代表の藥師 実芳（やくし みか）さんと数回にわたるダイアログを行い、企業と

しての行動をスタートしました。そして 2015 年 4 月に制定した「NEC グループ人権方針」に「性自認、性的指向」を加えて、差別や個人の

尊厳を傷つける行為を行ってはならないことを社内外に宣言しました。また、方針の制定に先行して、2014 年度には全社員に対する「企業と

人権」の Web 研修の中ではじめて LGBT に対する理解研修を行いました。2105 年度については人事部が主管となり以下の取り組みを実施

し、LGBT に対する理解と支援を深め、「ALLY(*注 2)の見える化」を推進しています。 

 

（１）採用面談マニュアルの中に LGBT に対する記載事項を加え、 

1）人権の観点から差別や個人の尊厳を傷つけるような面談を絶対に行わないこと 

2）面接時などにカミングアウトした場合でも LGBT に関する質問に終始しないこと 

3）本人の能力および業務適性のみで判断すること 

を徹底しました。 

（２）REBIT や外部企業で働く当事者、就活学生などを講師に迎え、NEC の人事・総務部門、人権ホットライン相談窓口、健康管理部門、 

および NEC グループの人事総務部門メンバーなど約 120 名が 3 回に分けて LGBT に対する勉強会（基本理解の講義と当事者とのディ

スカッション）を行いました。 

 

2016 年 4 月からは NEC グループ各社で設置している「人権ホットライン窓口」に LGBT に関する相談窓口としての役割を追加しスタート

しました。さらに、NEC は 2014 年度に引き続き 2015 年度も ReBit との共催により LGBT 向けの就活セミナーを開催しており、セミナーに

は多くの学生や企業で働く当事者が参加し、就活に対するアドバイスなどを行っています。 

 

*注 1: （Lesbian

レズビアン

、Gay

ゲ イ

〈同性愛者〉、B i s e x u a l

バイセクシュアル

〈両性愛者〉、Transgender

トランスジェンダー

〈性同一性障がい者など、からだの性とこころの性が一致

しない人〉の頭文字をとったもので、性的マイノリティの総称の一つ） 

*注 2: Ally（アライ）とは、LGBT 当事者の理解者であり応援者のことです。 

 
    

       

人事部が LGBT 勉強会を主催               LGBT について説明を行う ReBit 代表の薬師氏 
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目標と成果 

中期目標(2013～2015 年度) 

 

2015 年度の目標、成果・進捗、達成度 

（達成度： ◎目標達成、〇目標ほぼ達成、△目標一部達成、Ｘ進捗なし） 

職場におけるダイバーシティの推進 

 目標 成果・進捗 達成度 

1. 女性活躍推進 

 

・ 部長級以上の育成と計画的登用 

・ 部長級を中心とした女性管理職の会による中

堅、若手のキャリア意識啓発およびネットワ

ーク形成 

・ 育児との両立をめざす社員のサポート強化 

 （管理職向け研修、復職応援セミナー、復職

後のキャリア形成支援施策等） 

・ ICT 活用等による時間単位生産性向上を意識

した働き方改革推進 

 

・ 女性管理職有志「SELENE」による中堅女性 

社員との対話セミナーを実施しました

（2015 年 5 月、7 月、11 月。計 200 名が

参加）。 

・ 育児休職者対象復職応援セミナーを実施しま

した（2016 年 2 月。約 50 名が参加）。 

・ 働き方改革の実施に関して全社通知発信を行

い、同改革の推進を強化しました（2015 年

6 月）。 

・ 在宅勤務利用時における IT 環境等の条件を

緩和し、私品の限定利用における利用者の対

象を全社員に拡大しました。 
 

○ 

 

2. 障がい者雇用 

 

・ 営業拠点を含めた採用の継続強化 

・ 特例子会社を中心とした新たな業務分野の開

拓と雇用拡大 

・ 国内連結子会社：すべての連結子会社におけ

る法定雇用率の達成 

  

 

・ NEC フレンドリースタフ（株）における営

業支援業務（PDF 化業務）を拡大するとと

もに、採用を拡大しました（2015 年度は 

7 名採用）。 

・ 2016 年 4 月法改正を前提とした障がい者へ

の合理的配慮に対するグループ勉強会を開催

しました。 

・ 雇用拡大を目的としたグループ合同面接会を

実施しました。 
  
 

○ 

 

3.外国人採用の 

推進 

 

・ 新卒採用において、採用予定数の 15%を獲得

目標として活動 

 

・ 外国籍社員を積極的に採用しました（2015

年度 67 名）。 

・ 営業部門在籍の外国籍社員を対象とした交流

イベントを開催しました。 
 

○ 

 

1. 女性活躍推進 

・役員輩出を視野に入れた部長級以上の女性管理職についての育成強化と計画的登用 

2. 障がい者雇用 

・NEC：2015 年度（2016 年 4 月）での 2.2%達成（含 特例子会社） 

・国内連結子会社：すべての連結子会社における法定雇用率の達成 
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77-84  人権の尊重        85-97   ダイバーシティ＆インクルージョン 

98-100  労働慣行         101-106  人材開発・育成 

107-112  安全と健康        113-117  CS（顧客満足） 

118-121  品質・安全性の確保 

NEC CSRレポート 2016 ガバナンス 環   境 社   会 CSR 経営 

 

新中期目標（2016～2018 年度） 

 

2016 年度の目標 

職場におけるダイバーシティの推進 

1. 女性活躍推進 ・ 期待人材への個別育成施策および外部研修への計画的派遣の実施【継続】 

・ 女性管理職有志による中堅女性社員のキャリア意識啓発活動の実施【継続】 

・ 育児休職者に対する復職応援セミナーの継続実施  

・ 部門長クラスに対する女性活躍のためのマネジメントサポート施策の実施【新規】 

・ ICT 活用等による時間単位生産性向上を意識した働き方改革推進（全社活動）【継続】 
 

2. 障がい者雇用 ・ 2018 年度以降の法定雇用率改定に対する対応促進（新たな障がい特性に対する雇用取組の促進） 

・ 特例子会社を中心とした新たな業務分野（書類、契約書の pdf 化）のさらなる拡大 

・ 国内連結子会社：すべての連結子会社における法定雇用率の達成 
 

3. 外国人採用の 

推進と雇用促進 

・ 新卒採用における外国籍社員の計画的採用 

・ 外国籍社員の雇用促進に向けた施策の推進（異文化理解、人的交流施策の開催） 
 

 

 

 

１． 女性活躍推進 

・女性活躍推進法に基づく数値目標達成のための各施策の計画的な推進 

（数値目標：2018 年度までに部長職以上における女性比率を 5%にする） 

２． 障がい者採用 

・日本電気：2016 年度（2017 年 4 月）において 2.2％達成（含む、特例子会社） 

・国内連結会社：すべての連結子会社における法定雇用率の達成 

 




