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多様なステークホルダーとの対話事例
2018年度の対話事例 

2018 年度も、「マテリアリティに関する有識者との対話」のほ
か、さまざまなステークホルダーとの対話を進めてきました。 

 
多様なステークホルダーとの対話は、NEC の事業活動に常に組み

込むべきプロセスと位置づけています。本レポートでは、以下の事例
をご紹介します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・国連・国際機関との対話 

  - 外務省と FAO 駐日連絡事務所による共催公開イベント 
  「SDGs の達成に向けた FAO の貢献と日本の役割」  

 ・学生との対話 
  - 次代を担う若者との対話 
    ～「安全」「安心」「効率」「公平」という価値の共有 
 ・従業員との対話 
  - 社長のダイアログセッション 

 - KMD 社のタウンホールミーティング 

・NPO・NGO との対話 ⇒ 地域社会との連携 
・株主・投資家との対話 ⇒ 経営方針・事業説明会（IRサイト） 
・お客さまとの対話 ⇒ CS（顧客満足）への取り組み 
・お取引先との対話 ⇒ サプライチェーン・マネジメント  

 

国連・国際機関との対話 

外務省と FAO駐日連絡事務所による共催公開イベント               

「SDGsの達成に向けた FAOの貢献と日本の役割」    
NECは、国際社会のネットワー

クにも積極的に参加し、社会課

題の解決を目指しています。 
2019年 3 月 12 日、外務省と

FAO（Food and Agriculture 
Organization、国連食糧農業機
関）駐日連絡事務所が共催する
公開イベント「SDGs の達成に

向けた FAO の貢献と日本の役割」に、当社グローバル事業推進本部の 
今仲保宏が民間企業の代表パネリストとして登壇しました。 

 
イベントの中で今仲は、官民連携の実績として、FAOがモザンビーク

で展開する農家支援事業に、NECの電子マネー基盤を納入した事例を紹
介しました。アフリカ農民の社会的自立支援に、NECがどのように貢献
しているかを説明するとともに、今後はより規模の大きな官民連携が必
要であることを伝えました。また、SDGs達成に向けた民間企業の参画
方法について、イベント参加者と意見を交わしました。 

NEC は、今後も国連をはじめとする国際機関とのパートナーシップ
の締結や事業開発等の共創を行い、開発途上国のさまざまな課題解 
決に貢献していきます。 
 
 

 
モザンビークの電子クーポン 農業の生産性向上で、貧困の撲滅へ 

 
 

地域社会（学生）との対話 

次代を担う若者との対話～            

「安全」「安心」「効率」「公平」という価値の共有 
NEC は、マテリアリティのひ
とつである「NEC Safer 
Cities」をはじめ、事業活動を
とおして社会に「安全」「安
心」「効率」「公平」 とい
う 4 つの価値を提供したいと
考えています。 
 
 

 
こうした考えを SDGs の達成を担う次世代の若者にも伝え、将来設

計の参考にしてもらう機会として、2018年 11月、当社のグローバル
事業推進本部主席主幹・吉川理裕（役職は当時）が、慶應義塾普通部
の「目路はるか教室」で特別授業を行いました。 

 
「目路はるか教室」とは、さまざまな分野の第一線で活躍する卒業

生を講師に招き、最前線の迫力を感じながら、先輩の経験を直接学ぶ
特別授業です。今回吉川は、OB として同校から講師の依頼を受け、
中学 3 年生の生徒に向けて講義を行いました。 
吉川が約 15 年間にわたって駐在した中東・アフリカ地域には、

NECは「NEC Safer Cities」の取り組みとして、指紋認証技術を活用
した国民 IDシステムや、エボラ出血熱の発見に寄与する赤外線サーモ
グラフィカメラシステムを納入しています。 

 
 

NECグループのステークホルダー 

「目路はるか教室」の様子 
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https://jpn.nec.com/profile/sdgs/case/07.html
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_14.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_06_04.pdf
http://jpn.nec.com/csr/ja/pdf/2019_06_03.pdf
https://jpn.nec.com/ir/events/pr/others.html
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講義の中で吉川は、自らの体験に照らし「その国の歴史・文化を理

解すること、社会情勢を踏まえた上で最終的には自らが積み重ねてき
た知識と自らの責任で判断する強い意思を持つことこそが、海外でビ
ジネスをするにも、自分の身を守るためにも大切な心構えである」と
述べました。 

 
また、ラグビーやアメリカンフットボール経験者であり、それらの

普及活動にも精力的に取り組む吉川は、スポーツから学んだこととし
て「戦略を練り、ルールを守った上でチーム一体となって目標に向か
って取り組むことは、ビジネスにも通じる」と語り、「ぜひ、勉強も
スポーツも一生懸命取り組んでほしい」とエールを送りました。 

 
吉川の講義を受けて、生徒からは 

・戦争中の中東におけるビジネスの話から、日本とはまったく異なる
文化・環境でのビジネスの難しさや奥深さを知ることができた。 

・安全や安心が保障されていない紛争地域で暮らす人たちの力になり
たいと思った。 

・学校の学びをとおして知識を蓄えることが、将来の自分の判断の正
確性を上げることにつながるという言葉が印象に残った。 

・いろいろなことにチャレンジすることの大切さを学んだ。 
などといった感想が寄せられました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

従業員との対話 

社長のダイアログセッション 
市場環境がめまぐるしく 
変化し、不確実性が高まる
中、NEC グループが成長し
ていくためには、経営や戦
略、組織の在り方、従業員
の価値観や行動を抜本的に
変革する必要があります。
2018 年、NEC グループで
は、「（創業から）119 年 

の大改革」とうたい、変革イニシアチブとして Project RISE*を立ち
上げました。 

 
社長の新野はまず、全国および海外主要拠点の従業員との直接対話

（ダイアログセッション）の場を持ちました。そこでは“大企業病か
らの脱却””官僚主義の排除“”これまでの「あたりまえ」を捨てる“”本
質的なことへのフォーカス“といった言葉を用い、組織・個人として
変わることの重要性を唱えるとともに、対話を通じて従業員の問題意
識や変革アイデアに耳を傾けました。2018 年に数十回にわたって実
施した本セッションには、グループ全体で延べ約 1 万人以上の従業
員が参加しました。 

Project RISE の変革プランは、本セッションで挙がった従業員の
意見や提案をベースに設計されており、社員の声を経営アクションに
反映する体制を整えました。今後も、従業員だけでなくお客さまや社
会のさまざまなステークホルダーの声に耳を傾け、よりよい企業経営
を推進していきます。 

 
＊Project RISE とは、NEC グループの社内変革プロジェクトの総称です。 
 

 

 
 
 

 

KMD社のタウンホールミーティング 
 

2019 年 2 月、KMD 社の
本社でタウンホールミーテ
ィングが行われ、KMD 
Chairman に就任した山品
常務が出席しました。 

 
KMD 社は、当社が 2018

年 12 月 27 日付で全株式取 
得を発表したデンマーク最大手の IT 企業です。デンマークは、当社
が成長領域として進めている「NEC Safer Cities」の注力領域の一
つである「デジタルガバメント」において最も進んでいる国であり、
KMD 社は同国政府のデジタル化を支えています。 

 
タウンホールミーティングには、オンラインを含め、1,000 人以

上が参加し、NEC の技術やビジネスの方向性、ヨーロッパとアジア 
の企業文化の違い、NEC の技術を学ぶためのコミュニケーションに
ついてなど、さまざまな意見や質問が寄せられました。 

 
当社と KMD 社とは、国も企業文化も異なりますが、今回の対話を

通して、KMD 社の社員が NEC グループの一員となることを非常に前
向き、かつ熱い期待を持っていることを実感することができ、NEC
グループとしてのよいスタートをきることができました。 

 
引き続き、KMD 社とは、さまざまな形で交流を進めながら、 

一体感をもって、両社で事業を進めていきます。 
 
デンマーク最大手の IT 企業を傘下におく KMD Holding 社の株式

取得（子会社化）に関するお知らせ 
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https://jpn.nec.com/press/201812/20181227_01.html
https://jpn.nec.com/press/201812/20181227_01.html


 

 

22 

 
 
05-07  サステナブル経営             08-11   ESG視点の経営優先テーマ「マテリアリティ」 12-15   マテリアリティに関する有識者との対話 
16-19  ESGに関する目標、成果・進捗、達成度       20-21   多様なステークホルダーとの対話事例    22    CS（顧客満足）への取り組み 
23-24  地域社会との連携             25-31   イノベーション・マネジメント 

NEC 
サステナビリティレポート
2019 

環  境 社   会 ガバナンス 

CS（顧客満足）への取り組み 
取り組み方針 

NECでは、「NECグループ企業行動憲章」の第一項に「お客さま
の満足」を掲げ、グループ従業員すべての行動の基軸を「お客さま」
においています。全従業員が、お客さまの期待を捉えて、考え、行動
する企業文化を創ることで、お客さまにとって価値ある商品やサービ
スを創造し、お客さまから信頼され、選ばれる企業となることを目指
しています。  
この考え方は、創業時のモットーである”ベタープロダクツ・ベタ

ーサービス”においても、 “ベスト”ではなく“ベター”であるとしてお
り、「決して、ある時点のベストで止まることなく、お客さまにとっ
てより良いものを、いつまでも追求し続ける」というNECの強い思
いが込められています。 

 
こうした考えのもと、NECでは、1992年にCS向上活動の基本コン

セプトとして、CSマネジメントの意義・活動体系・ゴール・行動指
針からなる「CSM（Customer Satisfaction Management）コンセ
プト」を策定しました。 

 
【CS行動指針】 

NECのすべての人々が常に、 
・ 「お客さまへの満足の提供」という共通の目標を持つ。 
・ お客さまの立場に立ってお客さまの気持ちや意図を理解し、す
ばやく柔軟に対応する。 

・ お客さまの使い心地や便利さを第一に考え、納得し安心してい
ただける商品やサービスを提供する。 

・ お客さまのニーズや希望を敏感にキャッチできる感性を磨き、
お客さまにとって新しい価値や将来の展望を提供する。 

・ お客さまのお客さまや、お客さまを取り巻く社会や環境までも
意識し、その課題解決を行う。 

 

 CSMコンセプト 

推進体制 

CS向上活動は、各事業部門、各子会社に設置されたCS推進責任者が
中心となり、お客さま視点で社内の活動を見つめて、より価値の高い
事業活動を目指し、継続して改善活動を推進しています。CS向上活動
の進捗状況は、社長以下経営トップが参加する会議で報告され、次年
度の活動につなげていくためにPDCAサイクルを回しています。 
お客さまとのコミュニケーション窓口としては、個人・法人のお客

さま別、製品別に各種お問い合わせ窓口を設け、ご相談、ご意見、ご
要望をお伺いしています。また、NECの製品、システム、サービス
についてご相談いただくための国内総合窓口として、NECカスタマ
ーコミュニケーションセンター（略称：CCC）を設けています。 

 

 NECのCS向上活動 

 お問い合わせ窓口 
 
 

2018年度の活動実績 

事業部門における CS活動の実践 
NECは、CS活動をお客さまへの価値提供に向けた事業活動の一環で

あると捉えています。そのため、全社画一的な活動ではなく、各事業
領域の特性に即した取り組みを推進しています。 

2018年度は、お客さまの声に関して、事業部門へのフィードバック
をより一層促進することを目的に、CS推進部門を品質部門からマーケ
ティング部門へ移管しました。 

 
 

CSマインドを醸成し、行動に移すための教育の実施 
NECでは、CS教育プログラムや現場単位での改善活動の促進、

優れた取り組みに対する表彰などを通じて、お客さま起点でものご

とを考える企業文化や風土の定着を推進しています。また当社では
自ら気づき自立的に改善に取り組む人づくりを目指しCSマインド
醸成に取り組んでいます。 

 
2018年度は、次の階層別CS教育を実施しました。 
 
 全社共通 CS マインド醸成教育プログラム 
「お客さまを意識して仕事を進める」をテーマに当社の新入
社員、新任主任、中途採用者、出向者を対象にCSの基礎、マ
インドを醸成 

 新任マネージャー研修プログラム（CS経営） 
当社新任マネージャー全員を対象に、マネジメントとしての
CSの基本的考え方を学習 

 

このほか、お客さま起点の考えを具体的行動につなげるためのアプ
ローチ方法や、事例をとおして顧客価値創造やCS向上のポイントを学
ぶプログラムを、個別集合教育として実施しています。 
また、CS研修を営業職向けに強化したほか、支社やグループ会社各

社で開催し、現場に根差した研修を強化するとともに、個人の学びか
ら組織の学びへと変革し、企業文化や風土への定着を促進しました。 

 

 CS教育の詳細 
 
 

現場における改善活動を推進 
NECでは、第一線の現場におけるCS改善活動を積極的に推進し

ています。現場の従業員自らが課題意識と改善意欲を持ち、やりが
いと達成感をもって改善を継続し現場力を高めていくことが、より
高い顧客価値提供の実現につながるものと考えています。 

“ベタープロダクツ・ベターサービス”の実践で優れた活動を表彰
する取り組みも継続して行っています。CS向上に向けた地道な活
動に光を当てることで、従業員のさらなる実践意欲の醸成を促進し
ています。 

http://jpn.nec.com/cs/thinking.html
https://jpn.nec.com/cs/index.html
http://jpn.nec.com/contactus/index.html?
http://jpn.nec.com/cs/pursuit.html
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地域社会との連携 
取り組み方針 

NECは、1990年に制定した企業理念「NECはC&C*1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」のもと、社会の声を聴き、対話を進め
るソーシャルエンゲージメントを推進しています。この一環とし
て、従業員一人ひとりが良き企業市民として、中長期的な社会課題
解決への貢献に資する企業市民活動“NEC Make-a-Difference 
Drive”に取り組んでいます。 

 
“NEC Make-a-Difference Drive”は、ユニバーサルなテーマであ

る「教育・文化・スポーツ」「福祉・ダイバーシティ」「環境」
「地域貢献活動」という4つの分野で、地域のみなさまやNPO・
NGO、自治体、大学などの協力を得ながら推進しています。これ
は、社会課題解決の担い手あるいは主役は地域のみなさまであり、
NECはみなさまから信頼していただける存在として課題解決の支援
をしたいと考えているからです。 
また、従業員にとっても、本活動に取り組むことで、地域社会や

社会セクターをはじめとするさまざまなステークホルダーと対話・
共創する機会をとおし、社会価値創造型企業として取り組むべき社
会課題を体感できるだけでなく、ボランティアマインドや共創マイ
ンドを育めると考えています。 

 
NECでは、この“NEC Make-a-Difference Drive”を、ESG視点の

経営優先テーマ「マテリアリティ」として特定した「社会感度の高
い人財の育成」および「ステークホルダーとの対話・共創」の推進
基盤のひとつと位置づけています。 

NECは、社会課題を起点とした事業創造の担い手として、お客さ
まや社会の本質的な課題をいち早く捉えられるような、社会感度が
高く、ボランティアマインドや共創マインドも備えた人材を育成し
ていきます。 

 
*1 C&C：コンピュータと通信の融合 

 
“NEC Make-a-Difference Drive”で取り組む社会貢献プログラムや連

携するNPOは次のような方針およびガイドラインで選定しています。 
 

 社会貢献プログラム作成にあたっての基本方針 

 NPOとの連携にあたってのガイドライン 
 
また、社会貢献プログラムの評価制度も整備し、定期的にプログ

ラムの社会的インパクトなどを確認し、プログラムの改善や見直し
を進めています。 

 

 社会貢献プログラム評価制度 
 
 

推進体制 

NECの企業市民活動は、 
・ NECコーポレートコミュニケーション本部エンゲージメント
推進室、およびNECグループ会社の企業市民活動推進部門が
中心となって企画・実施する社会貢献プログラム 

・ 全世界のNECグループ社員がプロモータとなって主体的に参
加する地域貢献活動 

・ 財団による各種助成 
の3つの推進主体で取り組んでいます。 

企業市民活動 

2018年度のNECグループ全体の企業市民活動支出額は、総額約
6.1億円で、「学術・研究・教育」「芸術・文化・スポーツ」な
ど、大別して3テーマ5分野の活動を世界各地で展開しています。 
企業市民活動支出には、以下のものを含んでいます。  

1)金銭的支援、2）製品などの寄贈（市場単価ベース）、3）施設
開放（自社施設の社会貢献的な利用につき、外部施設市場単価ベー
スで金額換算） 

 
 

活動費推移 
 

2016年度 2017年度 2018年度 
6.7億円 5.2億円 6.1億円 

 
 

2018年度 活動費内訳 
 

 
 
 

※活動費の各分野は、一般社団法人日本経済団体連合会 
の社会貢献活動実績調査での活動分野を適用 

https://jpn.nec.com/community/ja/intro/index.html
https://jpn.nec.com/community/ja/intro/index.html
https://jpn.nec.com/community/ja/intro/index.html
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2019 

環  境 社   会 ガバナンス 

2018 年度の主な活動実績 

Social Innovation Dialogue（NGO との対話） 

2018年度の新たな取り組みとして、ステークホルダーとの対話

を通じて、従業員一人ひとりが社会課題への気づきや学び、新たな

事業創造のヒントを得る場「Social Innovation Dialogue（NGO

との対話）」を実施し、58名が参加しました。 

3つのNGOよりグローバルな社会課題について説明いただいた後、

課題解決のためのICT活用の可能性について議論を行いました。ICT

活用については、本対話後も、継続的に検討を進めています。 

 

＜ご参画いただいたNGOと対話のテーマ＞ 

第1回 認定NPO法人ジャパン・プラットフォーム 

「災害支援」 

第2回 公益財団法人日本ユニセフ協会 

「子どもの成長と自立の支援」 

第3回 公益財団法人日本ユネスコ協会連盟 

「すべての人の教育・科学・文化支援」 

 

 
 

 

 

NEC プロボノイニシアティブ 

NECは、従業員の持つプロフェッショナルスキルを、NPO・社会

起業家などが抱える課題解決に役立てることを目的に、2010年に

NPO法人サービスグラントと協働で、国内企業としては初めてプロ

ボノを開始しました。 

2018年度は、4つの自治体と連携したプロジェクトを実施しまし

た。特に、掛川市（静岡県）と連携した地域創生プロジェクトで

は、地域の伝統産業を守り、その産業を次世代に継承するため、掛

川市の伝統工芸品である葛布(かっぷ)の利活用拡大のための戦略策

定に取り組みました。 

本プロジェクトでは、葛布に愛着を感じ、葛布の利活用拡大に向

けて地域でアクションを起こす人材を増やすことを目標に、掛川市

で2回のワークショップを実施し、地域住民・市職員等、計150名

以上が参加しました。 

その結果、葛布の利活用拡大に向けた14のプロジェクトが生まれ

ました。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Innovation Dialogue（NGO との対話）の様子 
掛川市役所で実施したワークショップの集合写真 
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