世界の人々が相互に理解を深め、
人間性を十分に発揮する
豊かな社会へ

NECパラスポーツ応援プロジェクト
NECは、1991年からの車いすテニス支援の実績を活かし、年齢・性
別・国籍・障がいの有無等に関わりなく、誰もが社会の一員として安
心して暮らせる「ユニバーサル社会」の実現に向け、パラスポーツ（障
がい者スポーツ）を応援しています。
協働：NPO法人STAND、公益社団法人東京都障害者スポーツ協会 等

社会に役立つ継続性のあるプログラムを効果的に行う

N E C の 社 会 貢 献 活 動

すべての人が
豊かに生きる
社 会 を め ざして

ために、社会貢献プログラム制作の基本方針を決め、毎
年、制度に基づいて評価を行っています。

社会貢献プログラム制作の基本方針
• 経営資源の有効活用
• NPO/NGOとのパートナーシップ
• グループ会社の連携と社員参加
• 企業価値向上に寄与

ＮＥＣグループは、
１９９０年に企業理念「ＮＥＣは
※
Ｃ&Ｃ をとおして、世界の人々が相互に理解を
深め、人間性を十分に発揮する豊かな社会の実
現に貢献します。」を制定しました。
この企業理念の実現に向け、
３つの中期テーマ
にそった社会貢献活動に取り組んでいます。
※Ｃ＆Ｃ・
・・Computers & Communications（コンピュータと通信の融合）

社会貢献活動の3つの中期テーマ

福祉・
ダイバーシティ

NECグループは、
「 良き企業市民」として社会的責任

環境

（CSR）の一環として、地域社会をはじめとするすべて
のステークホルダーの利益と発展を考慮した社会貢献

NEC パラスポーツ

活動をすすめています。

教育・文化・
スポーツ

検索

http://jpn.nec.com/community/ja/diversity/paraspo.html

NEC TOMONI プロジェクト

NEC Make-a-Difference Drive（MDD）
全世界のNECグループ社員が世界各地のコミュニティで実施している地域

社会貢献活動による東北復興

社会貢献活動です。NECの創立100周年（1999年）にスタート

支援を「NEC TOMONI プロ

しました。社員のボランティアマインド醸成につながって

ジェクト」
とし、宮城県南三陸町

NECネッツエスアイ

います。

を中心に、NECグループ一丸となって、被災地の皆さまと思いを一つ

南極くらぶ

にし、
共に復興に向けた取り組みを進めています。

日本
NECキャピタルソリューション

わくわく子どもの池プロジェクト

NECフィールディング

NECソリューションイノベータ

ハス田再生プロジェクト

チャリティーハーブガーデン
プロジェクト

北米 NEC Tokin America, Inc.

海兵隊財団の恵まれない子どもたちに
おもちゃを贈る活動に参画

APAC
Nippon Express NEC Logistics
(Thailand) Co., Ltd.
マングローブ植林活動

http://jpn.nec.com/community/ja/social/disaster.html

中華圏

2016年8月発行

NEC (China) Co., Ltd.
四川省大地震の被災者向け支援活動

NEC コーポレートコミュニケーション部 CSR・社会貢献室

中南米

Ｅ-ｍａ
ｉ
ｌ: sco@csr.jp.nec.com
URL: http://jpn.nec.com/community/ja/

NEC de Mexico, S.A. de C.V.
泉の環境保全活動
EMEA:欧州、
ロシア、中東、
アフリカ
APAC :東南アジア、
インド、
オセアニア

●

本パンフレットの内容は、改版のため予告なく変更する場合があります。

日本電気株式会社 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1
（NEC本社ビル）

http://jpn.nec.com/community/ja/

EMEA

NEC Display Solutions Europe GmbH, EMEA

ガンと戦う子どもたちを救う募金活動

福祉・ダイバーシティ

教育・文化・スポーツ

NECワーキングマザーサロン

NEC 社会起業塾

NEC 難病コミュニケーション支援講座

協働：NPO法人 マドレボニータ

協働：NPO法人 ICT救助隊

キャリアや人生設計に漠然とし

上肢障がい者向けパソコン操作支

た不安を抱える女性同士が将来

援ソフト等を活用し、ALSや筋ジ

のビジョンを描き、対話をするこ

ストロフィーのような神経筋難病

とで自身の不安を課題に変え、

患者等の重度身体障がい者が

解決に導くワークショップです。

NEC ガリレオクラブ

協働：NPO法人エティック

協働：理科教育研究フォーラム

将来を担う学生や若者を対象

身近なものを使った理科実験や工作を

に、社会的課題を事業によって

とおして、子どもたちの知的好奇心や探

解決する社会起業家を育成し

究心を育てることを目的に、全国各地の

ています。

小学校や科学館等で科学実験教室を開
催しています。

ICTを利用したコミュニケーション
ができるようサポートしています。

NEC 盲導犬キャラバン

全国高校生の手話によるスピーチコンテスト

協働：公益財団法人日本盲導犬協会

主催：全日本ろうあ連盟、
朝日新聞厚生文化事業団、
朝日新聞社

全国各地の小中学校に出向き、盲導犬普

NECプロボノイニシアティブ

NECティーチャーズ・サイエンス・ラボ

協働：特定非営利活動法人 サービスグラント

協働：理科教育研究フォーラム

社員のもつプロフェッショナルスキル

手話習得やサークル活動に取り組む全国高校生

及啓発の教室を開催。盲導犬ユーザーの
体験談、視覚障がいシミュレーション、盲
導犬デモンストレーション等を行ってい

アル」
「顧客管理」等、約半年間の支援
を行います。

境

NECネット安全教室

協働：NPO法人CANVAS

協働：認定ＮＰＯ法人イーパーツ

豊かな創造力、
コミュニケーション力を

小学生とその保護者

のオオモノサシトンボの保護を、
携し行っています。その活動が評

蝶が好む食草を植えたり、選択的除

価され、
「 第6回関東・水と緑の

草を行っています。

社員で構成する「NEC玉川吹奏楽団」が演奏する

ネットワーク拠点百選」
に

チャリティコンサートを年１回開催しています。会場

選定されました。

では募金活動を行

協働：認定ＮＰＯ法人アサザ基金

社員の環境意識の向上を図る為、稲作からお酒造りま
でを一年を通じて体験する自然体験参加型プログラム
です。ICT技術を活用して生態系観測や生物多様性保
しています。

強化スポーツ

http://www.necsports.net/

スポーツ活動を通じて、
OneNECの体現や地域社会貢献に取り組んでいます。

い 、福 祉 団 体 や被 災

アサギマダラ

NECグリーンロケッツ

地等の支援活動に役

オオモノサシ
トンボ

NEC 田んぼ作りプロジェクト

すごろくを通して楽
しみながら学びます。

NECチャリティコンサート

企業×行政×地域市民団体で連

員参加型生物多様性保全活動です。

方法を実際の機器や

クショップを行っています。

事業場内に生息する絶滅危惧種

ガーデニングや休日を利用した社

インターネットの使用

び（学び）」のツールとして活用したワー

協働：手賀沼水生生物研究会、我孫子市

をスローガンとした、ランチタイム

タブレット等の安全な

パソコンやプログラミングソフトを「遊

NEC 生きもの観察隊 in 我孫子

「芝公園にアサギマダラを呼ぼう！」

全に貢献する開発・実証もめざ

を対象に、パソコン、

もつ子どもたちの育成を目的として、

協働：NPO法人Green Works、
公益財団法人 東京都公園協会

等を紹介しています。

卒塾生等で、
「 Webサイトのリニュー

NEC キッズ

NECネイチャークエスト in 芝公園

授業ですぐに使える実験アイデア

る社会起業家は、NEC社会起業塾の

1回より単独協賛。聴覚障がい者福祉の向上に大
きな役割を果たしています。

朝日新聞社提供

環

を再発見できるプログラムです。

役立てる支援を行っています。支援す

動、福祉教育の推進を図るために1984年の第

ます。

小中学校の先生が理科の面白さ

を、社会起業家の抱える課題解決に

の活動を奨励し、手話の普及やボランティア活

1985年の創部以来2015年

立てています。

で30周年を迎えました。ホー
ムタウンである千葉県我孫子

NEC 世界子ども自然クラブ

市を中心に、各地でラグビー、

協働：公益財団法人キープ協会

タグラグビー教室を開催して

世界の自然保護団体と協力して子どもたちがグローバルな視点を養える
よう、
インターネットを通じて国によって異なる自然や文化を報告
しあう環境教育プログラムです。

います。

NEC 車いすテニス

NECレッドロケッツ

協働：国際テニス連盟、一般社団法人 日本車いすテニス協会、公益財団法人 吉田記念テニス研修センター

障がい者スポーツの普及や障がい
者の社会参加、社会の理解促進等
を目的に、NEC全日本選抜車い
すテニス選手権（1991年〜）、国
際テニス連盟が主催する車いすテ
ニスの世界ツアー（1992年〜）
と世界選手権「NECマスターズ」
（1994年〜）に協賛しています。

1978年の創部以来、現在のホームタ
ウンである神奈川県川崎市、東京都を
中心に各地でバレーボール教室を開催
しています。

