
 

12 

 

 

03-06  サステナブル経営      07-08   事業活動をとおした社会価値創造 

09   ステークホルダー・コミュニケーション 

10-11  マテリアリティ特定に向けたステークホルダーとの対話 

12-17  多様なステークホルダーとの対話・共創 

18-22  地域社会との連携      23-25   社外からの評価 

 

CSR経営 

 

ガバナンス NEC CSRレポート 2017 環   境 社   会 

多様なステークホルダーとの対話・共創 

NEC は、「Orchestrating a brighter world」というブランドステート

メントを掲げ、世界中の人々が未来に向かって、より明るく豊かに生きてい

くことのできる社会の実現に取り組んでいます。 

そのためには、さまざまなステークホルダーのみなさまとの対話や共創を

通して、社会の動きを肌で感じるとともに、社会の課題を知ることが重要で

あると考えています。 

2016 年度も、さまざまなステークホルダーのみなさまと対話・共創を行

いました。 

 

地球規模での感染症対策に向けた、国際機関との取り組み ＜国連・国際機関＞ 

背景 

2014 年、西アフリカでエボラ出血熱が発生した際、物資を供給する物流網や倉庫の容量不足、物資の需要と供給に関する情報の不足、国境

の閉鎖にともなう感染地域へのアクセス制限、不十分な官民連携に起因する支援の重複や非効率性などが課題となりました。 

 

こうした課題を教訓として、緊急時にはさまざまな組織が連携して対応することの重要性が認識された結果、2015 年の世界経済フォーラム

（ダボス会議）で、「地球規模感染症対策サプライチェーンネットワーク （Global Pandemic Supply Chain Network、略称 PSC ネットワー

ク）」が立ち上がりました。創設メンバーには、世界食糧計画（WFP）、世界保健機関（WHO）、世界銀行などの国際機関と、世界最大の医

薬品卸企業であるヘンリー・シャイン、試薬・診断機のグローバル企業であるベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー、UPS 財団な

どの民間企業が加わっており、地球規模での感染症対策に向けて協力しています。 

 

NEC は、2015 年にアジア企業として初めて同ネットワークに参画し、メンバーで唯一の ICT 企業として協力を続けています。 

 

2016 年度の取り組み 

PSC ネットワークでは、地球規模での感染症が発生した際のさまざまな課題の解決に向けて、参画している組織がそれぞれの知見を持ち寄

り、討議を重ねています。 

 

2016 年 10 月には NEC がホストとなり、東京都港区の NEC 本社ビルで、第 5 回パンデミック SCM ミーティングを開催しました。WFP を

はじめとする国連関係機関、日米政府関係者、大学、民間企業、NPO などのメンバーが集まり、2 日間にわたって、課題解決に向けた対策状

況の進捗確認・情報共有を行ったほか、感染症発生時のシミュレーション計画、食糧・医薬品等の備蓄計画について話し合いました。 

 

このような討議を経て、PSC ネットワークが感染症対策のための効率的なサプライチェーン構築の必要性を訴えた結果、日本政府が、同ネ

ットワークの発展に向けて 100 万米国ドルを拠出するはこびとなりました。これを受けて、WFP と NEC は、物流情報管理プラットフォーム

の開発に着手することになりました。このプラットフォームは、物資や物流に関する情報を一元管理するもので、適切なタイミングで物資が

支援地域に効率的に供給されるよう後押しするとともに、継続的な改善を促します。 

 

 地球規模感染症の発生時の支援活動に貢献する物流情報管理プラットフォームの開発について（プレスリリース） 

http://jpn.nec.com/press/201703/20170309_01.html
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プロボノを通じた地方創生の取り組み ＜NPO・NGO＞ 

NEC では、従業員の持つプロフェッショナルスキルを社会課題解決に活かす「プロボノ」活動を、従業員のボランティア活動のフレーム 

ワークのひとつに位置づけています。 

 

2010 年度にプログラムを開始した「NEC プロボノイニシアティブ」では、従業員の業務スキルを活かして、社会課題に取り組むさまざま

な NPO や社会起業家を支援しています。 

概要 

2016 年度、NEC プロボノイニシアティブの支援団体の１つである NPO 法人 aLku は、「産まれてくる赤ちゃんに祝福と歓迎の気持ちを贈

る」「子育て支援の充実と強化を促進する」「地域の産業が増え地域を元気にする」などを目的に、山形県長井市と共に、子育て支援と地域

産業活性化を両立させるため「BabyBox プロジェクト」を企画しました。長井市は、2015 年 9 月に「長井市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を策定し、「教育・子育て」をその戦略の柱に位置づけています。 

 

BabyBox プロジェクトとは、フィンランドの乳幼児向け福利厚生プログラム BabyBox をヒントに長井市が企画したプロジェクトで、子ど

もを育てる上で必要なものや情報(子育て相談先、育児関連本など）を１つの箱に入れ、出産した家庭に贈るというものです。長井市内の地場

企業と共に企画制作した BabyBox 専用の箱を使用するほか、箱に入れるものも地場の産品から選ぶことで、子育てと地場産業の振興の両面を

実現するという狙いがあります。 

 

2016 年度、NEC グループの従業員が、マーケティングスキルなどを活かして、この BabyBox の市民向けの情報発信を支援しました。ま

た、同年 11 月に行われた、「NEC C&C ユーザフォーラム & iEXPO」では「自治体×NPO×企業による地方創生」をテーマとしたトークセッ

ションが行われ、長井市の内谷重治市長が登壇されました。 

 

内谷市長からは、プロボノの活動に対して以下のようなコメントがありました。 

 

「行政の課題は、ルーティーンや枠組みが決まっていることを効率よく実施することに加え、既存の枠を超え、新

たな取り組みや施策にも挑戦することです。そんな中、この BabyBox は、NPO 法人 aLku が発案し、推進していた

だいています。実は、日本の自治体は、人口数万人という市や町が多くを占めています。今回、NECと行った、企業

と NPO と行政が協働で地域課題に取り組むというモデルを全国に広げていただきたいと思います。また、NEC とは

子育て分野のみならず、教育など、地域課題の解決に向け、ICT 技術等を使っていろいろな取り組みをしていきたい

と思います。」 

プロボノ実施後 

2017 年 4 月に「BabyBox」は、長井市の正式なサービスとなり、市民への配付が開始されました。 

 NEC プロボノイニシアティブ 

東京都と連携した三田駅でのバリアフリー調査 ＜地域社会＞  

NEC は、2014 年 12 月、東京都が推進しているヘルプマーク普及活動において官民連携第 1 号になったのを契機に、「助け合う社会の実

現」に向けて東京都との協働を推進しています。 

 

2015 年度に引き続き 2016 年度も、「NEC 難病コミュニケーション支援講座」や「TOKYO みみカレッジ」のほか、地域の子ども向けイベ

ントを東京都と共催しました。このようなイベントを通じた、NEC の従業員と障がい者との交流が進んでいます。 

 

また 2016 年度には、障がい者との交流を通じて、障がいに対する理解と障がい者の社会参加の促進を目的に、東京都福祉保健局と相互連

携協力協定を締結しました。 

内谷 重治 市長 

http://jpn.nec.com/community/ja/resources/business_supporter.html?
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概要 

この協定に基づいて、2016 年 11 月に 5 回、都営地下鉄三田駅とその周辺地域で、NEC の技術者な

ど 7 名と、東京視覚障害者協会などに所属する障がい者 7 名が参加し、バリアフリー調査を実施しまし

た。調査後には、東京都障害者福祉会館で意見交換会を実施し、当事者の生の声を伺いました。この調

査を通じて、普段、何気なく利用している駅にもさまざまな課題があることが判明し、その課題解決に

向けた検討を開始しました。 

今後 

障がい者にとって、どのようなシーンでどのようなニーズがあるのかなど、今回の調査で判明した情

報を研究所など社内の関係部門に展開し、東京都との“バリアフリー街づくり”をテーマとした共創活動

やソリューション開発を推進していきます。 

 

 東京都、ヘルプマークの普及促進のため NEC との連携開始 

「NEC 難病コミュニケーション支援講座」を東京都と初開催 (プレスリリース) 

   ～ 行政･NPO･企業が連携し、重度身体障がい者の ICT コミュニケーションを支援 ～ 

 NEC、東京都と連携し、パラスポーツ普及活動のイベントを開催 (プレスリリース) 

 NEC、東京都および首都大学東京と連携し、「TOKYO みみカレッジ」を開催 (プレスリリース) 

   ～産官学が連携し、“助け合う社会の実現”  

 NEC、障がい者の「福祉」「スポーツ」分野で、東京都との連携を強化 (プレスリリース) 

 

絶滅危惧種、オオモノサシトンボの保護活動について ＜地域社会＞ 

2017 年 2 月 28 日、絶滅危惧種のオオモノサシトンボの保護活動をテーマに、手賀沼水生生物研究会（市民団体）、我孫子市（行政）、日

本トンボ学会副会長、千葉生態系研究所（有識者）、NEC（企業）が集まり、総勢 14 名で対話を行いました。この対話は、2015 年 3 月に始

まり、今回で 3 回目の実施です。 

 

NEC 我孫子事業場内には、利根川から派生してできたとされる湧水池「四つ池」があります。この池の周辺では、絶滅危惧種であるオオモ

ノサシトンボの生息が確認されています。オオモノサシトンボは、腹部に物差しの目盛のような模様があり、2000年 4月、環境省発行の「レ

ッドデータブック」で、絶滅危惧種の I 類に指定されています。 

 

NEC では、手賀沼水生生物研究会の協力を得て、人工トンボ池（ビオトープ）の設置や外来魚の駆除活動を行ってオオモノサシトンボの保

護活動をしています。 

バリアフリー調査 

http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000011423.html
http://jpn.nec.com/press/201506/20150608_01.html
http://jpn.nec.com/press/201509/20150907_03.html
http://jpn.nec.com/press/201609/20160928_02.html
http://jpn.nec.com/press/201609/20160920_01.html
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概要 

手賀沼水生生物研究会から、保護活動の成果についての現状報告があり、2016年度

に行った樹木伐採と整備により日当たりが良くなり、マコモなどの水草の状態が改善

されることでオオモノサシトンボの個体数の増加が確認されました。 

 

さらに、オオモノサシトンボを取り巻く自然環境のさらなる改善に向け、2017年度

の計画と ICT の活用についても対話を行いました。 

 

参加した有識者からは、「このような対話は、活動をより効果的にものにするため

に大変有効であり、今後も継続して実施してほしい」「事業場内の自然環境は不特定

多数の人が立ち入ることがない貴重な場所なので、引き続き慎重な整備が必要であ

る」などのご意見をいただきました。 

 

また、我孫子市からの提案によるこの活動での市民との協働については、2016 年 

7 月９日に、初めて市民が参加できる機会を設けました。27 名の市民が参加し、 

オオモノサシトンボを観察することができました。 

今後 

有識者からいただいたご意見に基づいて、引き続き NEC 我孫子事業場内の自然環境整備に取り組みます。 

 

NEC は、2010 年 6 月に発表した「NEC グループ環境経営行動計画 2020／2030」の柱の一つに「生物多様性保全への貢献」を掲げていま

す。この我孫子事業場での事例のような活動に NEC 従業員が参加することで、生物多様性への理解を深め、環境の保全に貢献できるよう、今

後もこうした活動を推進していきます。 

 「関東・水と緑のネットワーク拠点百選」に NEC 我孫子事業場が選定（プレスリリース） 

 動画でみる、NEC 我孫子事業場での生物多様性保全活動（７分 55 秒）(YouTube) 

 NEC グループ環境経営行動計画 2020/2030 

 NEC グループ生物多様性行動指針 

「早稲田小劇場どらま館」とのコラボレーションプロジェクト ＜地域社会＞ 

NEC は、早稲田演劇振興の中核拠点として早稲田大学が運営する「早稲田小劇場どらま館」（以

下、どらま館）とコラボレーションプロジェクトを立ち上げ、2016年 10 月から約 5 カ月間、「劇

場」×「IT」×「多様な観客・パフォーマー」の可能性について研究しました。 

 

このプロジェクトは、どらま館が掲げる「早稲田演劇の伝統を継承・発展させ、優れた演劇文化

を発信し、教育を通して、次代を担う演劇人を多数育成する」という運営方針に、当社が賛同し発

足したものです。障がい者、高齢者、外国人など多様な人々が、文化芸術分野で鑑賞を楽しみ、ま

た活躍できるための社会課題を深く理解するとともに、その解決に向けた IT活用の可能性について

検討しました。 

 

 
 
 
 
 
 
 早稲田小劇場どらま館 

対話の様子 

http://jpn.nec.com/press/201409/20140929_02.html
https://www.youtube.com/watch?v=UdRaYwdcj6A&feature=youtu.be
http://jpn.nec.com/eco/ja/announce/environmental-plan/index.html
http://jpn.nec.com/eco/ja/life/guide/index.html
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関係者へのヒアリング概要 

当社からは、デザイナー、プランナーが参加し、どらま館の現地視察、ユニ

バーサルデザイン・チェックを行うとともに、ヒアリング調査を実施しまし

た。ヒアリングでは、早稲田大学の一般学生、留学生、障がい学生、どらま館

スタッフ 12 名を対象に、どらま館の認知・理解状況、演劇・文化イベントへの

行動傾向について調査を行いました。 

 

その結果、 

 

・どらま館利用者にとって、設備や使い勝手等に対して概して評価が高い 

一方、演劇関係者以外における認知度は高くなく、活用・鑑賞の機会損失 

になっている。                                        さまざまな関係者との打ち合わせ 

 

・どらま館の運営方針として掲げているグローバルな人材育成等については、 

関係者の課題意識は高くアイデアはあるものの、現状は十分に実現でき 

ていないと認識している。 

 

などの気づきがありました。 

 

 

 

 

 

                                                 留学生へのヒアリング風景       

 

NEC からの提案 

どらま館のさらなる発展に向けて、NEC からは以下の 3 つの観点から解決案を提案しました。 

 

（1）認知度・利用機会拡大のために、利用者層を拡げ利用頻度を高める。 

（2）演劇を通したリーダー人材育成に向け、その仕掛けづくりを行う。 

（3）どらま館を起点とした文化発信の場に向け、”まち”と連携した魅力づくりを行う。 

 

具体的には、パンフレットやWebサイトの多言語対応、SNSなどを通じた上映作品の告知、演劇コンテスト・アワードの創設、商店街と連

携したコラボレーション企画の立案など、多岐にわたるアイデアを提案しました。このほか、外国人・留学生が演劇を鑑賞する際に利用する

ウェアラブル型多言語自動翻訳機や、どらま館に足を運ばなくても遠隔地からの鑑賞を可能とする TV 会議システムの導入、デジタルサイネー

ジを活用した作品紹介など、NEC ならではの IT を活用した解決案も提案しました。 
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SDGs を活用した社会課題発見ワークショップ ＜従業員＞ 

NEC が世界を舞台に社会ソリューションビジネスを進めていくためには、従業員一人ひとりが、SDGs で掲げられている世界の課題を理解

することが重要です。2016 年度は、SDGs について学ぶ「SDGs 講演会」の開催に続き、2017 年 2 月には、「SDGs を活用した社会課題発

見ワークショップ」を開催しました。 

概要 

ワークショップには、NPO 法人「経済人コー円卓会議日本委員会（CRT Japan）」で

CSR アドバイザーを務めている松崎 稔氏をファシリテーターにお迎えし、海外向けの事

業や新規事業開発に携わっている若手従業員を中心に、約 60 名が参加しました。 

 

グループワークでは、参加者が事前課題として考えてきた、NEC が今後取り組むべき

社会価値創造のアイデアについて、メンバー間で共有し意見交換を行いました。 

 

そして、その中からアイデアを一つに絞り、ステークホルダーを考え、バリューチェ

ーンごとに SDGs のどの目標に貢献するのか（プラスの影響）、逆に目標達成を阻害す

るのか（マイナスの影響）について話し合いました。                               グループワークの様子 

参加者からの声 

ワークショップを終えて、参加者からは以下のような感想がありました。 

 

・「自分の仕事が社会にどのような価値を与えられるのか、持続可能な社会に向けてどのような貢献ができるのか、具体的に 

イメージすることができた」 

・「営業活動をする上で、さまざまなステークホルダーをどのように巻き込んでいくべきか、という広い視野を持つことの大切さを 

学んだ。今後は、広い視野を持って、社会課題にアプローチしていこうと思った」 

 

お客さまや社会の本質的な課題に気づき、部門を越えて仲間づくりをする、という NEC が考える社会価値創造プロセスを体感する場となり

ました。なお、2017 年度からは、「NEC グループビジョン」に関する新入社員向け教育に、SDGsについても盛り込まれています。 

その他  

お取引先との対話・共創事例 → 詳細はこちら 

 

お客さまとの対話・共創事例 → 詳細はこちら 

 

株主・投資家との対話・共創事例 → 詳細はこちら 

 

http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2017_07.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2017_14.pdf
http://jpn.nec.com/ir/events/pr/others.html

