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環境へのやさしさが、波紋のように
地球全体に広がっていくことを願う、
NTTファシリティーズグループの思
いを表現しています。そして自らの
環境への取り組みも、大きく広げて
いこうという姿勢の現れでもありま
す。また、Ecoactivity（環境保護活動）
というワードで、環境に対して常に
行動を起こしている企業の活力・行
動力、真剣さを表現しています。

この冊子に使用されている用紙は、原料
に間伐材を含んでいます。間伐材の活用
は、森林保護につながるとともに、CO2

吸収による地球温暖化防止効果も期待
できます。

エコ間伐紙・認定番号
K0301090

この冊子は、大気汚染の原因の１つで
あるVOC（揮発性有機化合物）を含まな
い植物性大豆油インキを使用して印刷
しています。

現像液を使うフィルムが不要で環境負荷低減につながる
CTP印刷を採用しています。

環境へのやさしさが、波紋のように
地球全体に広がっていくことを願う、
NTTファシリティーズグループの思
いを表現しています。そして自らの環
境への取り組みも、大きく広げてい
こうという姿勢の現れでもあります。
また、Ecoactivity（環境保護活動）
というワードで、環境に対して常に行
動を起こしている企業の活力・行動
力、真剣さを表現しています。

この冊子に使用されている用紙は、原料
に間伐材と古紙を含んでいます。間伐材
の活用は、森林保護につながるとともに、
CO2吸収による地球温暖化防止効果も期
待できます。

エコ間伐紙・認定番号
K0301090

この冊子は、大気汚染の原因の１つであ
るVOC（揮発性有機化合物）を含まない
植物性大豆油インキを使用して印刷して
います。
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■お問い合わせ先

株式会社NTTファシリティーズ
CSR推進室
〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー

Tel :（03）5444-5187　Fax :（03）5444-5610

Eメール: xa05999@ntt-f.co.jp

URL: http://www.ntt-f.co.jp/csr/ 

現像液を使うフィルムが不要で環境負荷低減につながる
CTP印刷を採用しています。
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会
社
概
要

　本報告書は、安心・安全で豊かな社会の実現を目指す
NTTファシリティーズグループのCSRに関する取り組み
とその成果を、お客さまをはじめとするステークホルダー
の皆さまに報告するものです。
「特集」では、事業活動を通じて、当グループがこれまで
に培ってきた安心で信頼性の高い技術と革新的な先端技
術を組み合わせることで、社会や地球環境保護に貢献し
ている内容を分りやすくまとめています。
　また、CSRを推進する基本体制を明示したうえで、個々
の活動の具体例を紹介することで、当グループのCSR活
動の考え方や姿勢をご理解いただけるよう努めています。
○参考にしたガイドライン
　・GRI（Global Reporting Initiative）ガイドライン（第３版）
　・環境省「環境報告ガイドライン（2007年度版）」
　・環境省「環境パフォーマンス指標ガイドライン（2002年度版）」
○名称の定義について

本報告書のなかの「当グループ」はNTTファシリティー
ズグループを示しています。

対象期間
2008年4月1日〜 2009年3月31日

（一部、2009年4月1日以降の活動を含んでいます）

対象範囲
◆NTTファシリティーズグループ
●株式会社NTTファシリティーズ

本社・関西事業本部・北海道支店・東北支店・東海支店・
中国支店・九州支店

●地域会社／グループ会社
株式会社NTTファシリティーズ中央・北海道・東北・
東海・関西・中国・九州
株式会社NTTファシリティーズFMアシスト
エヌ・ティ・ティジーピー・エコ株式会社＊

エヌ・ティ・ティ・インテリジェント企画開発株式会社
株式会社NTTファシリティーズ総合研究所
＊エヌ・ティ・ティジーピー・エコ株式会社は2009年7月から当社の
　グループ会社になりました。

発行月
2009年8月（次回2010年8月予定）

■商号 株式会社NTTファシリティーズ
 （NTT FACILITIES, INC.）
■本社所在地 東京都港区芝浦3-4-1グランパークタワー
■営業開始日 1992年（平成4年）12月1日
■資本金 124億円
■社員数 5,500名（2009年4月1日現在・
 NTTファシリティーズ・地域会社7社合計）

■地域会社／グループ会社（2009年7月1日現在）
　株式会社NTTファシリティーズ中央
　株式会社NTTファシリティーズ北海道
　株式会社NTTファシリティーズ東北
　株式会社NTTファシリティーズ東海
　株式会社NTTファシリティーズ関西
　株式会社NTTファシリティーズ中国
　株式会社NTTファシリティーズ九州
　株式会社NTTファシリティーズFMアシスト
　エヌ・ティ・ティジーピー・エコ株式会社
　エヌ・ティ・ティ・インテリジェント企画開発株式会社
　株式会社NTTファシリティーズ総合研究所

■太陽光発電システム
　・効率的な電気の発電
　・企画提案、設計、設置、アフターフォローまでの
　　総合的なプロデュース

■建物やオフィスの建築設計・診断・改修
　・建物の新規計画
　・建物のリニューアル・用途変更
　・建築プロジェクトの管理
　・オフィスのリニューアル
　・建物の構造・耐震診断、リスク診断
　・屋上緑化
　・天文台、博物館、学校、図書館等の施設との情報通信
　　ネットワーク構築

■BCP（事業継続計画）、災害対策
　・BCPの策定、訓練
　・地震・停電・水防・雷害対策
　・建物・設備等の監視体制の強化

■データセンター・サーバルームの構築、各種対策
　・空調システムの省電力化、高信頼化
　・DC（直流）給電に対応したデータセンターやサーバ
　　ルームの構築
　・データセンターやサーバルームの停電・災害対策
　・データセンターの監視
　・データセンターのセキュリティ対策

■建物や各種施設・不動産の維持・管理および監視
　・建物の維持・管理、監視
　・建物トータルの省エネルギー対策
　・電気設備の点検、効率化
　・建物のセキュリティ対策
　・不動産の有効活用

■電力管理、電力供給
　・電力監視、診断によるコスト削減対策
　・マンションの受変電設備建設コストの削減対策
　・電気料金の削減対策

■メガソーラー（　　P.4）
建物強度や環境に応じた設置工法や雷対策など、世界トップレベ
ルの「ソーラーシステム構築技術」を活用した太陽光発電システム
の構築により、地球環境問題の解決に貢献します。

■GreenITy Building（グリニティ ビルディング）（　　P.6）
「高効率空調」や「水・空気・光の自然エネルギー利用」などの設計
提案により、「年間CO2排出量を40％削減」することを目指します。

■Fデータセンター（　　P.8）
高信頼な電源・空調設計、エンジニアリングをコアとして、IT機
器とファシリティの連係技術等のさらなる技術革新の追求によ
り、「データセンターの消費電力最大50％削減」を目指します。

■100年BCP®（　　P.10）
経営的視点と、耐震対策や停電対策をはじめとする、情報通信
100年の実績で培った世界トップレベルの防災技術で、企業の
事業継続を確実にします。

報告書の記述に関して
■本報告書発行後に、掲載内容に誤りがあることが認められた場合は、Webに

て報告し正誤表を掲載します。
■本報告書に掲載した内容は、過去の事実だけでなく、発行時点における計画

や将来の見通しを含んでいます。これらは記述した時点で入手できた情報に
基づく仮定や判断も含んでおり、将来の活動内容や結果が掲載内容と異なる
可能性があることをご了承ください。
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NTTファシリティーズのCSR

環 境 報 告

社 会 性 報 告

経 済 性 報 告

統合ファシリティサービス

表紙について
　この表紙のデザ
インは、2007年
4月より提供を開

始した環境トータルマネジメントサー
ビス「Green Integration」のロゴ
マークです。「Green Integration」
を通して、地球環境と企業経営のよ
り良い未来へ貢献していきたいとい
う、NTTファシリティーズグループの
想いを込めて、昨年度に引き続き本
年度版の表紙に採用しました。
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地球環境を考えた“統合ファシリティサービ　 ス”を提供しつづけることで、
安心・安全で豊かな社会の実現に貢献して　 いきます
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　2009年4月、私たちNTTファシリティーズグルー
プは、地球環境をテーマに、社員一人ひとりが自
信と誇りを持ち、お客様に信頼され、活き活きと
働ける会社にしたいという思いを込めて、当グルー
プの「めざす姿」、お客様への「4つの提供価値」、
そして社員共通の「5つの行動指針」を明確にした

「企業ビジョン」を策定しました。（　  P.12）
　社員一人ひとりが共通の価値観を持って、何事
にも主体的にチャレンジし、積極的にコミュニケー
ションを図りながら、お客様をはじめとするステー
クホルダーの皆様から信頼されるパートナーを目
指していきます。

IT・エネルギー・建築を融合した
“統合ファシリティサービス”で
ステークホルダーの皆様の課題解決を
図っていきます

　地球温暖化対策への関心は、世界規模・市民レ
ベルでかつてないほど高まっています。企業に対
しては、エネルギー管理義務やエネルギー管理統
括者配置義務等、省エネルギー対策に関する法規
制は厳しさを増しており、企業経営に大きな影響
を与えるものとなっています。
　また、本格的なブロードバンド・ユビキタス時
代を迎え、ネットワークを流通するデータ量は加
速的に増加し、ICT装置の高密度化によりデータ
センターにおける消費電力量は急激に増大してお
り、省エネルギー性に優れ、高信頼なデータセン
ター環境の構築が重要な課題となっています。
　一方、昨今の地震や台風・落雷などの自然災害
の多発、企業が直面する大規模停電等の発生によ
り、建物や設備の信頼性確保や企業のBCP（事業継

続計画）の重要性が改めて注目され、経営資源をい
かにリスクから守り、事業を継続していくかが企業
の課題となっています。

　このような状況のなか、私たちNTTファシリ
ティーズグループは、「地球環境の保護」と「高信頼
の実現」という時流のニーズに適応するため、IT・
エネルギー・建築を融合した“統合ファシリティ
サービス”で、環境・エネルギービジネス、デー
タセンターファシリティビジネス、そしてBCPファ
シリティビジネスの3分野（　  P.4〜 11）において
経営資源を集中し、事業活動を通じてお客様をは
じめとするステークホルダーの皆様の課題の解決
に貢献していきます。
　これまでの現場で蓄積した技術と研究開発によ
る革新的な先端技術を組み合わせ、建物や設備等、
ファシリティの企画・設計から工事・維持管理ま
での様々なソリューションやサービスを“ワンス
トップ”で提供するとともに、「通信を守りぬく」と
いうNTTの実績で培った安心で信頼性の高いサー
ビスを基本に、お客様の真のニーズを追及した、“最
適なサービス”で、経営課題にスピーディにお応
えすることが、NTTファシリティーズグループの
提供価値であると考えています。

CSR経営を推進し、
「お客様に最も信頼されるパートナー」を
目指します

　事業活動を推進していくうえでコンプライアン
スは重要な基盤であり、法令や社会的規範の遵守
はもちろんのこと、社員一人ひとりが高い倫理観
を持って主体的に行動することが重要であるとの

考えのもと、グループ一体となったCSR経営を推
進し企業価値を高めていきます。
　また、環境ビジネスを先導する企業として環境
保護推進活動を展開した結果、2008年12月に環境
経営度ランキング（通信・サービス部門）で1位を
獲得することができました。（　  P.18）今後も「グ
リーンNTT（　  P.5）」をはじめとした環境保護推
進活動を積極的に展開していきます。
　さらに、地球温暖化対策やエネルギーコスト削
減等の社会的要請に対しましても、「地球環境を考
えた“統合ファシリティサービス”で、お客様に
最も信頼されるパートナーとなる」ことを目指し、
お客様とともに高めあい、つながりあい、最高の
価値を創造し提供し続け、安心・安全で豊かな社
会の実現に貢献していきます。

　今回発行しました「NTTファシリティーズグ
ループ　CSR報告書2009」では、地球環境を考え
た“統合ファシリティサービス”や社会貢献活動を
はじめとする当グループのCSRの取り組みをご紹
介していますので、ご高覧いただければ幸いです。

株式会社NTTファシリティーズ
代表取締役社長
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大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究

「メガワットソーラー共同利用モデル事業」（長野県佐久市・高知県）

グループ一丸となった自然エネルギーの利用促進

NEDO（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）委託事業 

環境省

「グリーンNTT」の取り組み

＊CO2排出係数［㎏-CO2／kWh］は、電気事業連合会2007年度の使
用端CO2排出原単位0.453kg-CO2／kWhで算出。

＊1　215万kWh：設備利用率12％として算出。
＊2　976t：CO2排出係数［㎏-CO2／kWh］は、電気事業連合会2007

年度の使用端CO2排出原単位0.453kg-CO2／kWhで算出。
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　山梨県北杜市と当社は、NEDOから委託を受け、「大規模
電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究」に取り組んで
います。これは、約2MW級の太陽光発電システムを構築し
て、系統連系（注1）時に電力系統側へ悪影響を及ぼさないシ
ステムの実現を目指すことにより、大規模太陽光発電システ
ムの普及拡大を推し進めるものです。

　2009年度は、2008年度に第Ⅱ期として着手した約1，
200kW級システムが完成する予定であり、系統安定化対策・
高調波抑制機能を有する大容量PCSの運用・フィールド評価
を開始します。また、第Ⅰ期に構築した600kWシステムにお
いては、2008年度より各モジュール特性の測定・評価を実施
しており、2009年度も継続していきます。2010年度は本実証
研究の終了予定年度であり、データ測定・フィールド評価等を
継続するとともに、5年間の研究成果をまとめあげる予定です。

　①電力系統に悪影響を及ぼさないシステムの実現に向けた
系統安定化対策（注2）・高調波（注3）抑制に寄与する大容量パワー
コンディショナー（PCS）（注4）の開発、②先進的太陽電池
モジュールの特性評価、③経済性・環境性を考慮した最適シ
ステム設計等の研究を行っています。
　2MWの太陽光発電システムを設置すると、年間約210万

kWhを発電し、952t／年＊のCO2排出量の削減が期待できます。
　また、太陽電池アレイ用架台は、専用ジョイント金物を開
発し、基礎にコンクリートを使用しない鋼管杭を採用したこ
とで、従来の架台に比べ製造にかかるCO2排出量を大幅に削
減しました。残土も発生しない環境にやさしい架台です。

　国・自治体・企業・市民が共同で利用することで、地球
温暖化防止および地域活性化を推進する事業で、環境省が
2006年にソーラー大作戦の1つとして開始したものです。
当グループは、長野県佐久市と高知県の2つの地域で、地元

　NTTグループは、これまで「NTT
グループCSR憲章」や「NTTグルー
プ・エコロジー・プログラム21」
に沿って実施してきた地球環境保護
への貢献施策をさらに推進すべく、

「つなぐ。それは、ECO」の合言葉のもと、「ソーラーシステ
ム」を中心とする自然エネルギーの利用を促進する施策「グ
リーンNTT」にグループ一丸となって取り組んでいます。
　2008年8月には、「グリーンNTT」施策を推進すべく、

「NTT-グリーン有限責任事業組合」を設立。NTTグループの
保有不動産を中心に、導入資金を適切に配分してソーラーシ
ステムの効率的な設置を進めることで、研究所や事業用ビル
などでの自然エネルギーによる発電量を拡大していきます。

　LLP佐久咲くひまわり（長野県佐久市）
は、大規模太陽光発電設備の集中導入によ
り、環境保全の意識向上に寄与したことが
評価され、2008年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰（対
策技術導入・普及部門）を受賞しました。
　LLPよさこいメガソーラー（高知県）においては、幼稚園
や自治体庁舎のほか、高知空港やNTT西日本高知支店など、
地域に密着し、PR効果の高い場所への導入を実施しました。
佐久および高知の太陽光発電設備（ 2地域計2.05MW）に
よる年間推定総発電量は215万kWh＊1となり、CO2換算で
年間976t＊2の削減効果が期待できます。

　グループ全体で、2012年度までに、自然エネルギーを利用し
た発電システムの導入量を、既存設備を含め5MW規模まで拡
大させ、地球環境保護に貢献していきます。

　2008年度に、佐久市の「元気づくり支援金事業」の採択
をうけ、市内の企業・市民・こどもたちへの環境教育や環境啓
発活動を実施してきました。2009年度も引き続き活動を行い、
新エネルギーについて、環境教育ビデオによる学習や太陽光発
電設備を社会科見学コースへの提供等、体験学習のサポートを
通して、環境教育、環境啓発活動に取り組む予定です。

　ソーラーシステムの効率的な設置を推進するとともに、
LLPではグリーン電力証書（注1）の発行準備も進めます。設
置した設備による発電電力量をグリーン電力認証センターの
認証を得て、出資割合に応じて出資企業に発行します。また
将来的には、他企業とも協力を図りつつ、さらなる自然エネ
ルギーの普及拡大に寄与することも検討していきます。

企業とともにLLP（有限責任事業組合）（注1）に参画し、公共
施設・企業等の屋根や遊休地などを活用して、エリア集中で
太陽光発電設備の導入を強力に推進しました。
　2008年度までの設置容量は、佐久：約1，050kW、高知：
約1,000kWとなり、3ヵ年のメガワットソーラー共同利用
モデル事業として、一地域1MWの目標を達成しました。

地球温暖化防止に貢献する

太陽光発電メガソーラー
NEDO委託事業である「大規模電力供給用太陽光発電系統安定化等実証研究」、環境省ソーラー大作戦の1つ
としての「メガワットソーラー共同利用モデル事業」、NTTグループとして取り組む「グリーンNTT」。これら
の国を代表する大規模プロジェクトに積極的に取り組むとともに、地球にやさしい太陽光発電の普及・発展に
貢献しています。

概要・経緯

今後の展開

目的・効果

概要・経緯

概要・経緯

目的・効果

目的・効果

今後の展開

今後の展開

（注 1）系統連系
電力会社の電力系統（発電から配電までの一連の設備を電力系統
という）に太陽光発電等の発電設備を電気的に接続すること。

（注 2）系統安定化対策
出力変動を抑制するなどして電力系統の安定性を保つための対
策。太陽光発電は気象条件などにより発電出力が変化するため、
接続される電力系統の安定性を崩す可能性があります。

（注 3）高調波
電力系統を流れる交流電流に含まれる成分のうち、周波数の高い
もの。電流に高調波が多く含まれる場合、テレビのちらつき、エ
レベーターの振動や停止など、接続した電気機器の誤作動、破損
を引き起こす可能性があります。

（注 4）パワーコンディショナー
太陽電池で発電した直流電力を交流電力に変換するための装置。

（注 1）グリーン電力証書
自然エネルギーにより発電された電気の環境付加価
値を取引可能な証書としたもの。

（注 1）LLP（有限責任事業組合）
Limited Liability Partnership の略。株式会社・
有限会社などと同様に、営利を目的とする事業体と
して、2005 年 8 月から制度化されました。

エネルギー問題や地球温暖化の解決策として大きな意味がある大
規模太陽光発電。近年では日本でもメガソーラー導入に向けた動
きが活発化してきており、本実証研究がメガソーラーの普及に貢
献できるよう取り組んでいきます。

曽根正裕／工藤 満　ソーラープロジェクト本部　実証研究担当

長谷部明人　建築事業本部 都市建築設計部　建築デザイン部門／鈴木幹夫　建築事業本部 都市建築設計部　構造エンジニアリング部門

藤田 悟／桑原正彦／田宮健雄／鷲津いくる　ソーラープロジェクト本部　企画・開発担当

福島竜彦／森永孝穂　ソーラープロジェクト本部　設計・構築担当／石橋秀之　NTT ファシリティーズ関西　エネルギー事業部

担当者か
ら

これまでは企業等が単独で自然エネルギーシステムを導入することが中
心でした。今回のような企業単体の垣根を越え、企業グループによる環
境負荷低減への取り組みは、新たな企業価値を向上させる普及モデルに
なると考えます。今後は、取り組みを通じて、太陽光発電システムがさ
らに普及拡大するような環境付加価値の創造にも努めたいと思います。

関連ホームページ
http://www.ntt.co.jp/csr/2008report/green_ntt.html（NTT）

当グループの強みである太陽光発電のトータルな事業企画力と技術力を駆使して、
メガソーラー事業に取り組んでいます。「環境」をキーワードに共同して地域活性
化を進めていく中で生まれた地域の方々やLLP参画企業の方々との絆を大切にし
ながら、ともに環境価値を創造していきたいと思います。

関連ホームページ
http://www.ntt-f.co.jp/megasolar/index.html（商品・サービス）

http://www.ntt-f.co.jp/service/mega_cor/（商品・サービス）

http://www.sakucci.or.jp/himawari/index.html（佐久咲くひまわり）

担当者か
ら

担当者か
ら
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　NTTグループにおける全国約4,000棟のビルの省エネを
推進する「Total Power Revolution運動」の技術や「建
物グリーン設計ガイドライン」などをもとにして、2008年
度より、BCP技術（安全・安心）、GREEN技術（環境・省エ

ネルギー）、およびIT技術に分類される260の要素技術を効
果的に統合させた環境性能・効率の高い建物を「GreenITy 
Building」として提案しています。

●国内トップクラスのCASBEE建築評価員
　国内でスタンダードなアセスメントツールとなっている
CASBEE（建築環境総合性能評価システム）の建築評価員
を過去1年間で70名増員し、2009年4月現在276名の評価
員を確保しています。

●建物グリーン設計ガイドラインの適用
　NTTグループの各種建築工事において、建物グリーン設計
ガイドラインを適用しています。過去1年間で約380件の適
用を行い、累計2,171件となりました。

●ユニバーサルデザイン建築計画資料/
　ユニバーサルデザイン診断プログラムを活用
　NTTグループでは2005年に制定・開発。これらを活用し
て「すべての人のためのデザイン」としてのユニバーサルデ
ザインの設計や診断を推進しています。

　建設、運用段階において大量のCO2を排出する建物の省エ
ネルギー化等の技術の整理・体系化を行い、各種の提案に盛
り込んでいます。各種要素技術を効果的に採用することによ
り、年間CO2排出量および年間エネルギー使用量は40％削
減可能となります。これらの提案が高く評価され、コンペティ
ション・プロポーザル等でも多数の当選実績をあげています。

　2009年度の重点的な取り組みとしては、省エネルギー技
術の実績効果把握とCASBEEおよびLEED（米国のグリーン
ビルディング評価制度）への積極的取り組みがあります。ま
た、維持管理データ（BEMSデータ（注1）等）の分析による
省エネルギー技術の効果把握を実施し、省エネルギーコンサ
ルツールとしての活用、プロポーザル等提案書への反映など
を図っていきます。

■環境を含む提案によるプロポーザル当選主要実績
①芝浦水再生センター再構築
②田町駅東口北地区公共公益施設基本設計
③東北大学電気通信系総合研究棟新営設計
④横浜市瀬谷区総合庁舎および二ツ橋公園整備事業PFI

省エネルギー・長寿命を目指した環境にやさしい建物

GreenITy Building
NTTファシリティーズグループでは、GREEN、IT、BCPの3つを中心とした環境要素技術を効果的に融合することで、
環境と共生し、社会のストックとなる建物を「GreenITy Building（グリニティ・ビルディング）」として提案しています。

オフィスビルを中心とする業務部門の省エネルギー対策は急務となっています。当グループは電気通信を支える
ため、常に最先端の建築関連技術に挑戦し続けてきました。環境配慮、省エネルギー等の要素技術についてもさ
らに深耕し、ゼロエミッションビル（注2）に向けた提案を行っていきます。

関連ホームページ
http://www.ntt-f.co.jp/service/gb_cor/（商品・サービス紹介）

� �

太陽光発電 氷蓄熱ユニット
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GreenITy Buildingの
考え方に基づき
デザインされたビル

環境と機能と安全のインテグレーション

GreenITy Buildingでは、
GREEN、IT、BCPの3つを中心にした建築要素技術を効果的にインテグレートし、
社会のストックとなり地球環境と共生する建物を実現します。
新築はもちろん、既存建物のコンバージョンなど用途・規模を問わずに対応します。

260個の要素技術
CASBEEやグリーン庁舎基準を始めとする公的指針を参考にして独

自に整理を行い、260の要素技術として体系化。上図に示したものを

はじめとする260＊の要素技術を最適かつ効果的に組み合せて、新築

やリニューアル、用途、規模など多種多様なニーズにお応えし、環境と

共生する建物を提案します。

276名のCASBEE評価員
現在、建物の環境性能を評価するスタンダードな手法になりつつある

のがCASBEEと呼ばれる建築環境総合性能評価システムです。NTT

ファシリティーズは、組織としては日本でトップの276名＊のCASBEE評

価員を擁しています。GreenITy Buildingでは、これらのCASBEE評

価能力をフルに活かし、客観的な視点から環境性能に優れた建物を提

案します。

100年の経験と実績
NTTファシリティーズは、100年以上にわたり建物のライフサイクル

に携わってきました。1980年代後半の「Save Power運動」にはじま

り、NTTグループで提唱する「グリーン設計ガイドライン」への対応、

全国のNTTビル約4000棟における省エネを推進する「Total Power 

Revolution運動」。これら独自の取り組みにより、21.6億kWhの電

力使用量削減を果たしました。この実績の中で培われた技術・ノウハ

ウがGreenITy Buildingを支えます。

2171件の採用実績
建物のライフサイクル全体にわたる環境への配慮のため、建物の長

寿命化、ハロン・フロンの使用抑制、有害物質の使用抑制・撤廃、省資

源および省エネルギー、廃棄物発生量の削減、再使用・再生利用の促

進、地域環境への対応をコンセプトに設定した「グリーン設計ガイドラ

イン」。このガイドラインに沿って2008年までに2171件＊という多くの

採用実績をあげています。

＊数値は2009年4月現在

＊公的資料および当社実績による参考数値

■「GreenITy Building」のコンセプト

（注 1）BEMS
ビルの機器・設備等の運転管理によってエネルギー消費量の削減
を図るためのシステム。

（注 2）ゼロエミッションビル
建築物におけるエネルギー消費による CO2 排出量を、建築・設

備の省エネ性能の向上や再生可能エネルギーの活用により削減
し、年間での CO2 排出量がネットでゼロとなる建物。経済産業
省の主催により 2009 年にゼロエミッションビル研究会が発足
し、当グループも参加しています。

概要・経緯

目的・効果

今後の展開

塚田敏彦　グリーン IT ビルプロジェクト本部担当者か
ら

芝浦水再生センター
国内最高水準の環境モデルビルとするため、湾岸部からの風の道確保、
下水再生水・下水熱等未利用エネルギー等を実施。

中央労働金庫本店
ダブルスキンを建物南面を中心に採用し、夏はシングルガラス
に比べ 60％空調負荷を低減。冬は高い断熱効果を発揮し、中
間期には自然換気も可能。

◎G
reenIT

y B
uilding

◎G
reenIT

y B
uilding

樹木の根に相当する安全性、信頼性という
BCP技術を基本に、環境配慮、フレキシビリ
ティ、省エネルギーというGREENな技術が
繁り、IT技術が根から葉までの各項目を導管
のように繋ぎ、支える。

CASBEE（建築環境総合性能評価システム）
やグリーン庁舎基準を始めとする公的指針を
参考にして整理を行い、260の要素技術とし
て体系化。

■幅広い技術が融合した「GreenITy Building」

高効率設備の採用や
自然エネルギー利用により、
年間CO2排出量40％削減を
目指します。
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　サイトセレクションから停電・発熱・耐震・雷害対策、セキュ
リティ、監視・保守までのトータルソリューションと、コスト・

品質・工期のすべてを管理するプロジェクトマネジメント力
で、高信頼なデータセンターの構築をサポートします。また、
ICT機器とファシリティの連携技術などのさらなる技術革新
により「データセンターの消費電力最大50％削減」を目指
します。

　データセンターの消費電力は増加し続けており、世界的に
グリーンITへの取り組みが盛んになってきています。データ
センターにおいては、サーバ、ストレージ、ネットワークな
どのICT機器だけでなく、空調機や電源装置などのファシリ
ティによる電力消費量も多くの割合を占めているため、これ
らトータルでの省電力化が求められています。しかしながら、
従来ICT機器とファシリティの運用管理は個別に行われてき
ており、データセンター全体を見据えたトータルでの省電力
化は、実現できていませんでした。

　このような消費電力削減の要請に応えるため、当グループ

は、データセンターの省電力運用管理基盤システムを、株式
会社日立製作所様と共同開発しました。同システムにより、
データセンターにおけるICT機器とファシリティの統合運用
管理や、双方の稼動状態に応じた制御連係が可能になり、デー
タセンター全体での運用最適化が達成できるようになりまし
た。運用の全体最適化により、ICT機器とファシリティを個
別に部分最適化してきた従来型データセンターでの運用と比
較して、空調機を中心としたファシリティの消費電力を約
10％削減できます。

　今後、データセンターにおける省電力運用管理基盤として、
同システムを提供し、データセンター運用のさらなる省エネ
ルギー化を強く推進し、地球環境保護に貢献していきます。

明日のデータセンターをファシリティから考える

Fデータセンター
ＮＴＴファシリティーズグループでは、豊富な経験と実績から生まれたソリューションを提供し、データセンターの
グリーン化を促進することで、地球環境保護に貢献しています。

目的・効果

概要・経緯

目的・効果

今後の展開

（注1）ラック型空調機
ICT装置用19インチラックと同型の空冷式ラック型空調機。

（注2）アイルキャッピング
ラック列間の通路を壁等で区画し、ICT装置への給気（低温）と
ICT装置からの排気（高温）を物理的に分離して効率的な空調環

境を実現する気流制御技術。
（注3）直流給電システム
交流給電システムに比べ、シンプルでロスの少ない回路構成で高
信頼、高効率化を実現します。

省エネ法改正等「CO2削減」に関心が集まる中、莫大な電力を消費するデータセンターのグリーン化は重要なテー
マです。これからも国内データセンターの約30％の設計、構築に携わってきた実績と、エネルギー消費を低減す
る新たな技術により、グリーンで高信頼なデータセンター構築に向けた提案を続けてまいります。

関連ホームページ
http://www.ntt-f.co.jp/service/data_cor/ecodata/（商品・サービス紹介）

データセンターの重要性が社会的に高まり続ける中、その消費電力を低減させていくのが我々の使命であると感
じています。データセンターの省電力化達成のための切り口は種々ありますが、今後もその一端を担い、消費電
力削減の要請に応えていきたいと考えています。

那須康二　データセンター環境構築本部 西田龍一　研究開発本部　環境・エネルギー部門担当者か
ら

担当者か
ら

データセンターのECO化を推進

ICT機器とファシリティの融合によるデータセンターの省電力化

　経済産業省の発表によると、日本国内におけるデータセン
ターのエネルギー消費量は、2025年には2006年に比べ約
2.5倍になると予想されています。当グループでは、高効率空
調機、直流給電システムなど、地球環境に優しくコスト削減
に役立つ製品やサービスにより、データセンターにおける課
題解決に取り組んでいます。

　FMACS、ラック型空調機（注1）、アイルキャッピング（注2）

などの機器を活用した空調総合ソリューション、高信頼、高
効率な直流給電システム（注3）、エネルギー消費の見える化を
実現するモニタリングシステム等を活用し、データセンター
のECO化を推進していきます。

概要・経緯

今後の展開

JP1
統合システム運用管理

高効率空調機
統合サービス
プラットフォーム

・冷房能力 [kW]
・供給空気計測温度 [℃]
・供給空気風量 [m3/min]
・故障情報　等

・消費電力上限設定
・冷却ファン風量設定
　　　　　　　　　等

・温度設定
・風量設定
・運転／停止　等

・消費電力 [kW]
・入気計測温度 [℃]
・入気管理温度 [℃]
・冷却ファン風量 [m3/min]
・故障情報　等

ラック毎の
サーバ情報

空調機情報

：ON

運転／サーモ情報故障情報

温度情報

：OFF ：未接続：正常

：正常
：高温（注意）
：高温（警報）
：過冷

：ワーニング ：故障

■省電力運用管理基盤システムのイメージ 

■「JP1」の管理画面イメージ 

ICTとファシリティを融合
させてデータセンターの
消費電力最大50％削減を
目指します。

◎
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　原油高騰、世界同時不況など、企業の経営環境が厳しさを
増し、事業継続計画（BCP＝Business Continuity Plan）
への注目が高まる中、2008年度は、BCPビジネス本部を
立ち上げ、電気通信を長年支えてきた事業継続ノウハウを

「100年BCP®」として展開、お客さまの事業継続を支援し
てきました。BCP策定支援コンサルティングから停電・地震・

雷害対策などの個別対策まで
トータルにサポートすること
により、お客さまの事業継続
目標に合った「実践型BCP®」
の導入を推進しています。

　BCPはさまざまな業種業態へと拡大しつつあり、ステー
クホルダーからのリスク対応に関する要求も高まってきてい
ます。また、BS259999-2:2007（注3）の認証が2009年
8月より開始されることもあり、今後急速に関心が高まり、
BCPの策定や認証規格に合わせた計画見直しへと動き出す

ことが想定されます。当グループでは災害対応の経験と実績
を活かし、BCPの重要性、BCP策定への理解を促進するとと
もに、お客さまの最適なBCP策定支援に取り組んでいきま
す。

　NTTファシリティーズグループには、日本の電気通信事
業をいかなる状況でも途絶えさせぬよう、長きにわたりあら
ゆるファシリティリスクから通信設備を守ってきた経験と実
績があります。事実、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震や
岩手・宮城内陸地震などにおいても、当グループが手がけた
NTT関連施設では大きな被害に至りませんでした。こうし
た確かな経験と実績に基づく信頼のノウハウを活用し、さま
ざまな企業リスクがビジネスに与える影響度の定量化などの

BCP策定支援コンサルティングから、ファシリティ対策と
いった個別対策までトータルにソリューションを提供する

「100年BCP®」を展開しています。
　さまざまな災害情報をもとに立地上の影響度を多面的に分
析するディザスター影響度分析を土台に、ハードウエア対策、
ソフトウエア対策を両軸とし、さらにリスクシナリオで想定
される業務停止などの被害を定量的に分析するビジネス影響
度分析により、事業継続を支援します。

経営におけるリスクを定量的に分析し事業継続を支援する

100年BCP®

企業リスクがビジネスに与える影響度の定量化といったBCP策定支援コンサルティングから、ファシリティ
対策などの個別対策まで、トータルにソリューションを提供する「100年BCP®」を展開しています。

概要・経緯

今後の展開

効果

当社で蓄積したノウハウをもとに、BCP策定支援から減災対策、そして教育プログラムまでのトータルなサービス
で、お客さまの事業継続目標に合った「実践型BCP®」の導入を推進しております。

関連ホームページ
http://www.ntt-f.co.jp/service/bcp_cor/（商品・サービス紹介）

中尾 亮　BCPビジネス本部　ソリューショングループ担当者か
ら

ビジネス影響度分析（BIA）

ディザスター影響度分析

「推進体制立ち上げ」から
「事業把握とリスク分析」および
「BCP戦略の策定」までを支援します。
■概略版BCP策定支援
■BCP見直し・策定支援

お客さまのBCP目標に合わせた
最適な対策を提案します。
■地震対策
■停電対策
■水防対策
■雷対策
■セキュリティ対策

BCPの実効性向上に向けた
教育・演習の実施を支援します。
■教育・演習プログラム開発支援
■演習実施・評価支援

災害発生時の初動対応、
復旧活動を確実にするための
各種マニュアル作りを支援します。
■BCP策定・導入支援
■各種マニュアル・リスト作成支援

リスク
対策

BCP/IMP（注2）
の文書化と導入

事業継続
戦略策定

トレーニング
・評価

「100年BCP」

■NTTファシリティーズが提供する「100年BCP®」

位置情報システムによる移動電源車の位置把握MaRIAネットワークを利用した被災想定地の映像

（注1）BCIJ（BCI Japan Alliance）
BCIの趣旨に賛同してBCMの重要性を普及・啓発していこうと
いう国内の企業や団体などが集まった協業組織。2009年7月に
事業継続協会（略称：BCI 日本支部）が発足し統合・再編され
ました。

（注2）IMP：インシデントマネジメント計画の略
緊急事態に対する初動対応で、人命の保護や二次災害防止を主目

的とした緊急対応計画。
（注3）BS25999-2:2007
英国の規格BS25999 Part2は、事業継続管理（BCM）のた
めの仕様であり、BCMS（事業継続マネジメントシステム）の第
三者認証規格。BCMSの要求事項を詳述しており、2009年8月
より日本での認証が開始されています。

（1）「100年BCP®」講演を各地で実施
　日経産業新聞フォーラム（東京、大阪）にて、「企業価値を
高めるBCP」として、企業にとってBCPの重要性、BCP策
定のためのポイントなどについて講演しました。そのほか、
BCIJA（注1）主催のBCMカンファレンス、商工会議所などで

も講演を行いました。また、当社主催のBCPセミナーを福
岡、大阪、札幌で行い、より具体的なBCP策定手法や災害
対策ソリューションの実施例などについて説明し、「100年
BCP®」の理解を深めていただきました。

（2）「実践型BCP®」強化に向けた防災演習を実施
　2008年9月には、自社で策定している事業継続計画をよ
り堅実なものとするため、防災演習を実施しました。南関東

地震を想定し、本社を中心に7拠点合同で行い、情報伝達、緊
急駆けつけ、応急復旧など事業継続体制の検証を行いました。

日経産業新聞フォーラムでの講演
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NTTファシリティーズのCSR
2009 年 4 月、NTT ファシリティーズグループは、社員＊一人ひとりが自信と誇りを持ち、お客さまに信
頼され、活き活きと働ける会社にしたいという思いを込めて、企業ビジョンを策定しました。私たちは、
企業ビジョンに掲げている「めざす姿」、4 つの「提供価値」、5 つの「行動指針」を実践することにより、
ステークホルダーの皆さまからのご期待にお応えし、企業価値の向上に努め、安心・安全で豊かな社会の
実現に貢献していきます。

NTTファシリティーズグループの企業ビジョン

ステークホルダーとの関わり

NTTグループCSR憲章

めざす姿

地球環境を考えた統合ファシリティサービスでお客様から最も信頼されるパートナーとなる
ファシリティを取り巻くさまざまな課題に応える幅広いサービスと、時代をリードする環境技術。
環境との共生を実現する多様なファシリティソリューションをお客様のご要望に合わせて統合し、もっとも信頼され、
一番最初に選ばれるパートナーを目指します。

5つの行動指針

お客様とともに高めあい、つながりあい、価値創造する

4つの提供価値

NTTで実績を積んだ
安心で信頼性の高い
サービスを提供する

ファシリティに関する
幅広いサービスを

ワンストップで提供する

蓄積技術と先端技術を
組合せ、魅力的な

サービスを提供する

プロの視点で、お客様に
真に必要とされる

サービスを提供する

「通信を守りぬく」という、現
場で培われた信頼性の高いサー
ビスをお客様への安心として提
供します。

IT・エネルギー・建築の領域を
中心に、企画・設計から工事・
維持管理まで、お客様のご要望
を一手に担うことのできる幅広
いサービスを提供します。

現場で蓄積した実践的な技術と
研究開発による革新的な技術や
世の中の最新技術をお客様のご
要望に合わせて組合せ、魅力あ
るサービスとして具現化しま
す。

お客様の声に真摯に耳を傾け、
そのニーズを深く理解して必要
なソリューションを検討し、本
当に求められるサービスを追求
します。

実証力 総合力

実現力 追求力

夢と志を持って
積極的に

チャレンジ
します

立場を超え
コミュニケーション

を図り、チームに
貢献します

先を読み、
スピード
を意識して
行動します

現状に
とらわれない
アイデア
を創出します

責任感を持って
主体的

に行動します

　私たちNTTグループは、情報通信産業の責任ある担い手として、最高のサービスと信頼を提供し、
“コミュニケーション”を通じて、人と社会と地球がつながる安心・安全で豊かな社会の実現に貢
献します。

●人と社会のコミュニケーション
①私たちは、より豊かで便利なコミュニケーション環境を実現するとともに、情報通信技術を活

用し、人口減少・高齢化社会におけるさまざまな課題解決に貢献します。

●人と地球のコミュニケーション
②私たちは、自らの環境負荷を低減し、地球にやさしいコミュニケーション環境を構築するとと

もに、情報通信サービスの提供を通じて社会全体の環境負荷低減に取り組みます。

●安心・安全なコミュニケーション
③私たちは、情報セキュリティの確保や通信の利用に関する社会的な課題に真摯に取り組み、安心・

安全な利用環境と新しいコミュニケーション文化の創造・発展に尽くします。
④私たちは、社会を支え生活を守る重要なインフラとして、災害時にも強い情報通信サービスの

提供に努め、いつでも、どこでも、だれとでもつながる安心と信頼を提供します。

●チームNTTのコミュニケーション
⑤私たちは、“チームNTT”の一員として、責任と誇りを胸に、高い倫理観を持って事業に取り組

み、個の成長に努めるとともに豊かな地域社会づくりを推進し、社会的使命を果して行きます。
※チームNTTとは、派遣社員・契約社員も含めたNTTグループで働く社員のみならず、パートナーの皆さま、NTTグルー
　プのCSRに賛同する退職した方々です。

CSR
メッセージ

CSR
テーマ

参照URL http://www.ntt.co.jp/csr/

NTT
ファシリティーズ
グループ

社会貢献活動、環境保護活動、災
害対応などを通して地域の人々と
良好な関係づくりを進めています。

安心・安全に十分な配慮をしなが
ら良質のソリューション・サービス・
商品を提供し続けることで、お客さ
まの期待と信頼に応えています。

パートナー企業、業務委託先、サ
プライヤ等、すべてのお取引先と
公正かつ自由な取引を行い、誠実
に接しています。

快適で安全な労働環境を提供し、
一人ひとりが能力をフルに発揮で
きる各種制度の充実に取り組んで
います。

企業価値の向上に努めるとともに
積極的な情報開示による経営の透
明性の向上に取り組んでいます。

太陽光発電の実証研究などを通
じて、自然エネルギー利用の普
及・発展に貢献しています。

地域社会

お客さま

お取引先

社員＊

株主

行政・公共機関

NTTファシリティーズグループは、
さまざまなステークホルダーの
皆さまからのご期待にお応えし、
企業価値の向上に努め、
安心・安全で豊かな社会の実現に
貢献してまいります。

＊　社員には、契約社員等、人材派遣社員を含みます。 ＊　社員には、契約社員等、人材派遣社員を含みます。
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　当グループにおけるCSR活動の実践に向けて、CSRの4本
柱である「企業倫理」、「情報セキュリティ」、「環境保護」、「人
権啓発」を中心に各種研修等を実施してきました。
　2008年度においては、12月の人権週間を捉え、グループ
の経営層など60名を対象に、部外講師を招き、人権啓発等の
重要性を再認識することを目的として研修を実施しました。
　また、従来から実施している「新入社員研修」、入社2年

目を対象とした「STEP研修」、「新任課長、新任主査研修」
等の階層別研修も継続して実施しました。
　次年度以降においても、CSR階層別研修等を通じて、CSR
経営に向けた取り組みを実施するとともに、「地球環境を考
えた統合ファシリティサービスでステークホルダーの皆さま
から最も信頼されるパートナーとなる」ために、企業価値を
高めるCSR活動を積極的に実践していきます。

　当グループにおけるCSR活動の意識高揚を図
る一環として、「CSR全般」、「企業倫理」、「情報
セキュリティ」、「環境保護」、「人権啓発」に関す
る「 2008年度CSR標語・ポスター・作文」を
全社員等およびその家族から募集し、人権週間

（ 12月4日〜10日）を捉えて、優秀作品等の表
彰式を実施しました。最優秀賞には、「感じよう
　交わした言葉のぬくもりを　つないでいこう　
その言葉」（人権標語の部）、「DO RECYCLE」（ポ
スターの部）の2作品が選出されました。
　なお、本施策は2007年度より実施しており、
優秀作品等については、社内HPおよび社内誌等
で紹介を行い、CSR活動の意識醸成を図りました。
　2008年度応募総数

標語4,989点、ポスター17点、作文8点
　2008年度表彰総数

標語26点、ポスター13点、作文4点
　参　考
■2007年度応募総数
　標語4，119点、ポスター16点、作文19点
■2007年度表彰総数
　標語52点、ポスター10点、作文8点

経営トップ層人権研修 新任課長研修

ポスターの部　最優秀作品「DO RECYCLE」

人
権
標
語
の
部
　
最
優
秀
作
品
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コーポレート・ガバナンスの強化

CSR活動の推進

リスクマネジメント体制

内部統制システム

CSR研修の実施

CSR標語等の募集および優秀作品等の表彰
　取締役会は、16名の取締役で構成され、原則月1回取締役
会を開催し、経営に関する重要事項について、関係法規、経
営判断の原則および善良なる管理者の注意義務等に基づき決
定を行うとともに、定期的に職務の執行状況等について報告
しています。
　また、会社経営・グループ経営に関する重要事項を課題ご

とに議論し、適正な意思決定を行うための経営会議、各種委
員会を設置しています。
　監査役会は、3名の監査役で構成され、原則月1回監査役
会を開催するほか、各監査役は取締役会など重要な会議に出
席する等、業務の執行状況に関し適宜監査を行っており、そ
のための専任組織、スタッフを有しています。

NTTファシリティーズグループ各社

企業倫理委員会
CSR委員会

情報セキュリティマネジメント委員会
地球環境保護推進委員会
人権啓発推進委員会

リスクマネジメント委員会

CS向上委員会
現場力向上委員会
安全推進委員会

NTTファシリティーズ本社CSR推進室

■NTTファシリティーズガバナンス体制 ■NTTファシリティーズグループCSR推進体制

社内各種委員会

社長

経営会議

取締役会 会計監査人 監査役会

各地域会社CSR推進室

・NTTファシリティーズ中央
・NTTファシリティーズ北海道
・NTTファシリティーズ東北
・NTTファシリティーズ東海
・NTTファシリティーズ関西
・NTTファシリティーズ中国
・NTTファシリティーズ九州

グループ4社CSR担当者

・NTTファシリティーズFMアシスト
・エヌ・ティ・ティジーピー・エコ
・エヌ・ティ・ティ・インテリジェント企画開発
・NTTファシリティーズ総合研究所

監査役室
本社内各組織CSR担当者

株主総会

　経営の健全性と透明性を確保するとともに、企業価値を高めるためコーポレート・ガバナンスの充実・
強化を図っています。

　NTTファシリティーズでは、迅速かつ適切なリ
スクマネジメントを行うため、社長を委員長とする

「リスクマネジメント委員会」を設置しています。

委員会では、事業活動上のリスク回避、サービス品
質の維持に関する全社的施策、方針の決定、事故等
の原因究明や再発防止策の検討を行っています。

　NTTファシリティーズでは、CSR活動のマネジ
メント体制を明確にするため、CSR委員会を設置し
ています。CSR委員会は、CSRの基本戦略の策定と

「企業倫理」、「情報セキュリティ」、「環境保護」、「人
権啓発」の4本柱で構成する内部委員会の活動方針

について、整合性の確保と研修等の一体的な運営に
向けた調整等を行っています。
　また、CSR推進室は、本社と各地域会社に設置し、
本社CSR推進室を中心に連携をとりながら、グルー
プ一体となった取り組みを推進しています。

　NTTグループ全体の「内部統制システムの整備に
関する基本方針」などに従い、同システムに必要な
措置を実施することを取締役会で決議し、規程や体

制などの整備に取り組んでいます。また、財務報告
に係る内部統制システムについても、内部監査など
により有効性の確認を行っています。

感
じ
よ
う
　
交
わ
し
た
言
葉
の
ぬ
く
も
り
を

つ
な
い
で
い
こ
う
　
そ
の
言
葉

企業倫理 情報
セキュリティ 環境保護 人権啓発

CSRの四本柱
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■2008年度　情報セキュリティ関連研修実績
研修名 対象者等

階
層
別

危機管理・不正防止管理者研修 当グループ管理者（経営層含む）413名

全社員等研修（eラーニング） 当グループ全社員等7，278名

新任課長等研修 新任課長56名、新任主査72名

新入社員研修 2008年度新入社員　126名

I
S
M
S

構
築・運
用

構築実践研修 ISMS認証取得組織等の推進者・実務者41名

内部監査員研修 全国のISMS実務者117名

NTTファシリティーズおよび地域会社7社※ 2007年3月9日

NTTインテリジェント企画開発 2006年9月29日

NTTファシリティーズ総合研究所 2007年3月16日

NTTファシリティーズFMアシスト 2007年9月14日

登録組織 登録月日

※本社一部組織と県域支店を除く

＊　社員には、契約社員等、人材派遣社員を含みます。

◎
企
業
倫
理
の
取
り
組
み

◎
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
取
り
組
み

企業倫理の取り組み 情報セキュリティの取り組み
NTT ファシリティーズグループでは、役員および社員＊が高い倫理観を持って事業を運営していくことが
企業経営の根幹をなすものと考え、企業倫理体制の確立、強化および研修等により、不正・不祥事のな
い企業風土づくりを進めています。

常に安心・安全なサービスを提供し続け、いつまでもお客さまに信頼される企業であり続けるため、個人
情報保護を含む情報セキュリティの維持・向上に努め、ブロードバンド・ユビキタス社会の健全な発展に
貢献します。

企業倫理委員会 ISMS国際規格「ISO/IEC27001：2005／JIS Q27001：2006」の認証取得企業倫理アンケート

情報セキュリティ スクリーンセーバー

情報セキュリティ強化月間

企業倫理ヘルプライン

情報セキュリティマネジメント委員会

企業倫理観のさらなる向上

社員への教育・研修

　企業倫理委員会は、企業倫理の徹底に向けた取り組みを審
議・決定することなどを目的に、副社長を委員長として設置
しています。原則として、年2回の定期開催をするほか、社
員から不正行為等の申告・相談があった事案について、事実
関係の調査・究明を行っています。

　2005年4月1日の個人情報保護法の全面施行を背景と
した情報セキュリティに対する社会的要請に応えるため、
2006年度にISMSの国際規格（ISO27001）の認証を本社・
各ブロック支店および地域会社7社で取得し、2007年度に
おいては、さらに全国の主要都市である東京、愛知、大阪、
広島の各地域事業部にも拡大しました。
　また、当グループ会社3社で認証を取得し、グループをあ
げて情報セキュリティの徹底に向け、取り組んでいます。

　2008年度における企業倫理に関するアンケートは、
2009年3月にNTTファシリティーズグループ社員を対象に
実施しました。（回答数：5,528人）
　今後も、社員の企業倫理観をさらに高めていくため、グルー
プ一体となって取り組んでいきます。

　2008年度は、情報セキュリティ意識の醸成と基本的ルー
ルの定着化を目的として、情報セキュリティの基本的ルール
について、文字とアニメーションで表示するスクリーンセー
バーを作成し、グループ内の全ての業務用端末にインストー
ルしました。

　情報セキュリティインシデントの撲滅を目指し、社員の基
本動作の徹底を図る観点から、7月を「情報セキュリティ強
化月間」と定め啓発活動を実施しています。
　2008年度は、社内HPへ情報セキュリティ基本的遵守事
項およびインシデント事例を掲載し注意喚起を図るととも
に、CSR推進室長のメッセージを発信し、情報セキュリティ
に対する意識の向上を図りました。
　また、会社情報等の流出防止対策として、当グループの役
員をはじめ社員を対象に、情報漏洩防止ソフトを活用した自
宅PC等の一斉点検を実施し、情報流出防止に努めました。

「企業倫理ヘルプライン」は、不正・不祥事を未然に防ぐだ
けでなく、早期に顕在化を図り迅速に対処することを目的に
設置しています。
　また、NTTグループの窓口として弁護士による社外相談窓
口を活用して、グループ内だけでなく取引先等社外からの相
談も受け付けています。
　これらの周知については、社内誌やHP等で周知するだけ
でなく、「職場の悩み110番（セクハラ、パワハラ、人権問
題等）」、「カウンセリングセンタ（人間関係、家庭、仕事等）」
の相談窓口すべてを記載した携帯カードを全社員等へ配布し
ています。
　なお、2008年度における企業倫理ヘルプラインの申告件
数は、7件でした。

　情報セキュリティマネジメント委員会は、情報セキュリ
ティや個人情報に関する管理の徹底・取り組み方針を決定す
ることなどを目的に、副社長を委員長として設置しています。
　原則として、年2回の定期開催をするほか、重要な事項が
生じた場合は、臨時委員会を開催しています。

（1）クリアデスク・クリアスクリーンを励行しよう！！
（2）SS（厳秘）S（秘）情報の施錠管理を徹底しよう！！
（3）携帯電話のセキュリティロック機能を設定しよう！！
（4）お客様情報等は絶対に手放さないようにしよう！！
（5）個人所有の外部記憶媒体、パソコン等は持ち込み禁止です！！
（6）メール、FAX送信時はあて先を再確認しよう！！
（7）社員証着用を徹底しよう！！
（8）セキュリティ事故が発生した場合、迅速に対応しよう！！

　2008年度は、不正・不祥事・人為的ミスによるインシ
デント等の未然防止、2007年度に実施した企業倫理に関す
るアンケート結果をふまえた取り組みの理解・浸透を主な目
的として、本社・全国各エリアの事業本部長・県域支店長等

（ 413名）を対象に、CSRキャラバン（管理者研修）を実施
しました。
　また、当グループでは、日本経団連の企業倫理月間に合
わせ10月を「企業倫理推進月間」として設定しています。
2008年度は、社内HPや社内誌等を通じて、企業倫理の重
要性や緊急時の対応方法の再認識を中心としたCSR推進室
長からのメッセージを発信し、社員の企業倫理観のさらなる
向上を図りました。

　2008年度は、情報セキュリティのさらなる強化・徹底を
図ることから、役員をはじめ社員＊を対象とした階層別研修
等を実施しました。

CSRの4本柱　その① CSRの4本柱　その②

■2008年度アンケート結果の一例

■情報セキュリティの基本的ルールを遵守しよう！！

職場での ISMS 更新審査

表示内容

回答数
5,528人

はい 97％
（2007年度は96％）

いいえ 3％

はい 98％
（2007年度は98％）

はい 96％
（2007年度は94％）

回答数
5,528人

回答数
5,528人

「NTTグループ企業倫理憲章」を知っている

日頃、法令遵守・社会的規範・社内規則など
企業倫理等の遵守を意識し行動している

企業倫理を遵守しなかった場合、
会社にどのような影響を与えるか知っている

いいえ 2％

いいえ 4％

＊　社員には、契約社員等、人材派遣社員を含みます。
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研修 具体的な内容 対象

経営トップ層対象
人権研修

・セクシュアルハラスメントとは
・パワーハラスメントとは
・ハラスメントの予防と対処について

NTT
ファシリティーズ
グループ各社
経営層

人権啓発推進
責任者・担当者
研修

・セクシュアルハラスメントとは
・パワーハラスメントとは
・同和問題について
・担当者の心構え
・人権問題・ハラスメントの予防に

ついて
・相談対応の留意点

各組織人権啓発
推進責任者
および担当者

新入社員研修
・同和問題とは
・セクシュアルハラスメントとは
・被害を受けたら

新入社員

新任課長等研修

・セクシュアルハラスメントとは
・パワーハラスメントとは
・「パワハラ」といわれないために
・相談を受けたら

新任課長
新任主査

社外講習会

・第38回部落解放・人権夏期講座
・2007年度人権啓発採用担当者養

成講座
・部落解放研究第41回全国集会

ほか

各組織人権啓発
推進責任者
担当者
社員等

各職場における
研修

・人権啓発推進責任者等による各職
場への研修 社員等

■ 2008 年度人権関連研修実績本社／NTTファシリティーズ中央 グランパークタワー、Ｇ.Ｈ.Ｙビル、
アーバンネット三田ビル、田町きよたビル （株）日本環境認証機構 2002年   1月15日

北海道支店／NTTファシリティーズ北海道 ブロックエリア内全支店取得 （株）日本環境認証機構 2004年   8月   4日

東北支店／NTTファシリティーズ東北 ブロックエリア内全支店取得 （財）日本品質保証機構 2003年   3月  7日

東海支店／NTTファシリティーズ東海 ブロックエリア内全支店取得 （財）日本品質保証機構 2001年10月26日

関西事業本部／NTTファシリティーズ関西 ブロックエリア内全支店取得 （財）日本品質保証機構 2000年12月18日

中国支店／NTTファシリティーズ中国 ブロックエリア内全支店取得 （財）日本品質保証機構 2002年   2月22日

九州支店／NTTファシリティーズ九州 NTTデータ博多駅前ビル・八千代ビル （財）日本品質保証機構 2003年   3月28日

NTTジーピー・エコ株式会社 全社取得 （株）日本環境認証機構 2004年12月15日

NTTインテリジェント企画開発株式会社 全社取得 （財）日本科学技術連盟
ISO審査登録センター 2008年   3月27日

■NTTファシリティーズグループのISO14001認証取得状況
登録組織 登録事業所 審査機関 取得年月日

人権啓発推進責任者・担当者研修

◎
環
境
保
護
の
取
り
組
み

◎
人
権
啓
発
の
取
り
組
み

環境経営度指標で1位にランキング 人権啓発推進体制

人権相談窓口

人権週間

社内外研修

環境保護推進体制

社員への教育・研修

地球環境写真コンテスト

ISO14001認証取得による環境マネジメント

環境保護の取り組み 人権啓発の取り組み
効果的な環境マネジメントの推進により環境負荷や環境リスクの低減を図るとともに、事業活動を通じて
環境問題の防止と解決に積極的に取り組んでいます。

人権は、企業の発展・存続の原点であると考え、「NTT ファシリティーズグループ 人権に関する基本方針」
のもと、常に明るく、安心して活き活きと働ける職場環境づくりを実践するため、人権啓発の取り組みを行っ
ています。

CSRの4本柱　その③ CSRの4本柱　その④

　NTTファシリティーズは、「第12回 環境経営度指標ラン
キング＊（ 2008年12月）」の非製造業「通信・サービス」
部門で1位にランキングされました。

　人権啓発推進委員会は、人権問題に関する正しい理解と認
識を深め、差別のない明るく働きやすい職場環境・企業風土
を確立することを目的に、総務部長を委員長として設置して
います。
　また、当グループでは、人権問題の未然防止、および発生し
てしまった場合の迅速かつ適切な対応を徹底するため、各職
場に人権啓発推進責任者等（人権啓発推進担当者を含みます）
を配置し、あらゆる差別を「しない。させない。」という強い信
念のもと、人権意識の高い企業風土の醸成を図っています。

　当グループでは、セクハラ・パワハラをはじめ、あらゆる
人権問題についての社内相談窓口を設置するとともに、社外
相談窓口として「職場の悩み110番」も併せて設置するな
ど相談受付体制を整備しています。社員等から相談・苦情を
受けた場合には、プライバシーの保護に十分配慮したうえで、
迅速かつ公平に各種事案の対応を行っています。

　法務省と全国人権擁護委員連合会は、世界人権宣言が採択
された12月10日を最終日とする1週間を「人権週間」と定
めています。当グループとしても、人権週間を捉え、社員＊

やその家族を対象としたCSR標語・ポスター・作文の応募
作品の中から選出した優秀作品の表彰を実施するなど、社員
への人権意識の向上につなげています。
　また、優れた標語は、東京人権企業連絡会の「人権啓発標
語」に応募することにより人権意識のさらなる浸透を図って
います。

　当グループでは、人権問題の正しい理解と認識を深めるた
め、人権に関する各種研修を実施しています。
　なかでも各職場に配置した人権啓発推進責任者等を対象と
した研修においては、職場で起こりうる人権問題についての
ケーススタディやグループディスカッションを行い、人権啓
発推進責任者等の人権問題に対しての認識をより一層高めて
います。さらに、実際に問題が発生したときの迅速かつ適切
な対応方法等について理解の徹底を図ったうえで、当該人権
啓発推進責任者等が、各職場の社員等に対し、年1回以上の
研修を実施しています。

　事業活動における環境負荷低減に向けた取り組みをグルー
プ横断的に推進するため、「地球環境保護推進委員会」を設
置し、地球環境保護基本理念・基本方針の策定・見直しや
2010年度に向けた環境負荷低減目標である「環境保護推進
アクションプログラム（　 P21）」を策定し、PDCAサイク

ル手法を活用しつつ継続的な改善を図っています。
　環境保護推進アクションプログラムの実施については、
CSR推進室（環境保護推進担当）と本社・各地域会社の環
境担当が連携しつつ取り組みを進めています。

　社員＊を対象とした環境教育や6月の環境月間など、節目を
とらえた環境メッセージを発信し、社員の環境保護意識の醸
成に努めています。また全国の環境推進者を対象とした環境
法令改正に関わる勉強会の開催や、内部環境監査員養成研修
の実施など、環境マネジメントの強化を図っています。

テーマとした「地球
環境写真コンテス
ト」を開催しました。
250件を超える応
募作品の中から社員
投票により優秀作品
を選考し、表彰しま
した。優秀作品は、社内誌・社外誌への掲載やセミナー・展
示会等におけるパネル紹介など様々な活用を図っています。
　なお応募者全員に家庭の省エネにつながる電球型蛍光灯

（年間で3t相当のCO2削減見込み）を贈呈しました。

　地球環境問題への意識高揚を図るため、社員およびその家
族を対象に子どもの夏休み期間を捉え、身近な自然・家庭で
のエコ活動・自然とのふれ合い・温暖化現象など地球環境を

　当グループは、各ブロックエリアごとにISO14001の認証を取得し、事業活動と一体となった環境マネジメントを推進しています。

＊環境経営度指標ランキング
日本経済新聞社が、毎年1回、企業の環境対策の評価を行い、環境経営
への取り組みが優れている企業のランキングを発表している（調査票・
環境報告書を参考に（1）環境管理体制、（2）資源循環、（3）温暖化対策の
3項目のトータルで評価（2007年度は4項目、2006年度までは5項目
で評価）

■NTTファシリティーズの環境経営度指標ランキングの推移

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6位

第9回
（2003年度～2005年度）

第10回
（2004年度～2006年度）

第11回
（2005年度～2007年度）

第12回
（2006年度～2008年度）

4位

2位
1位

非製造業（通信・サービス）

最優秀作品「子どもたちにきれいな海を」

ポスター優秀作品（人権の部）

＊　社員には、契約社員等、人材派遣社員を含みます。

＊　社員には、契約社員等、人材派遣社員を含みます。
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環境パフォーマンス
未来にわたり持続可能な発展を図るため、NTT ファシリティーズグループを挙げて地球環境保護に取
り組んでいます。

マテリアルバランス

課題と目標

■環境保護推進アクションプログラム

ＣＳＲ報告書発行

電気使用量の
削減
（主要8ビル）

社用車使用に
伴うCO2排出量の
削減

オフィス内
排出廃棄物
（主要8ビル）

産業廃棄物
適正処理対策
（自社資産）

9,332枚／人

平均1,812kWh/人

1.022t-CO2/億円

86kg/人

処理会社の処理状況を
現地調査し、7社の適正
処理を確認

①環境法令・条例違反なし
②九州でISO14001を
　県域へ拡大
③事業と連動した環境目
　標を拡大

全てのブロックで達成
（前年度比で件数・参加
人員とも増加）

8月発行
（本冊子、ダイジェスト版、
HPで公開）

購買システムによる
グリーン購入の実施

8,800枚/人

2009年度比1％削減
（1人当たり）
（平均値1,794kWh/人）

2004年度の売上高
当たり排出量を6％削減
（0.919ｔ-CO2/億円）

83kg/人

自社資産に関わる
産業廃棄物の
適正処理の実施

・法規制順守
・環境教育の実施
・事業と一体となった
EMS運用

年1回発行
（CSR報告書）

グリーン購入の推進

環境貢献と売上拡大

市町村等イベント参加
2回/年

環境貢献と売上拡大
メガソーラーの推進、
建物の環境負荷低減、
データセンターのグリーン化
など

9,000枚/人

2008年度実績値と同様
（1人当たり）
（平均値1,812kWh/人）

85kg/人

自社資産に関わる
産業廃棄物の
適正処理の実施

・法規制順守
・環境教育の実施
・ISO14001の
認証サイト拡大

・事業活動と連動した
環境目標の拡大

市町村等イベント参加
2回/年

8月発行

全てのブロックで実施
自主的プログラム企画
1回/年

自主的プログラム企画
1回/年

グリーン購入品目の
拡大

2004年度の売上高
当たり排出量を2％削減
（0.957t-CO2/億円）

環境貢献と売上拡大

9,000枚/人

2007年度比1％削減
（1人当たり）
（平均値：1,883kWh/人）

86kg/人

自社資産に関わる
産業廃棄物の
適正処理の実施

・法規制順守
・環境教育の実施
・ISO14001の
認証サイト拡大

・事業活動と連動した
環境目標の拡大

市町村等イベント参加
2回/年

8月発行

自主的プログラム企画
1回/年

グリーン購入品目の
拡大

2004年度の売上高
当たり排出量を2％削減
（0.957t-CO2/億円）

環境ボランティア
活動の実施

事務用紙の節減

温暖化
防止

廃棄物
対策

EMSの構築と運用

環境保護
社会活動
への参画・
支援

グリーン購入の推進

対策項目 2008年度実績 自己評価

環境・エネルギー事業の
推進

2010年度目標2008年度目標 2009年度目標

：低：中：高自己評価（達成度）
太陽光発電による環境貢献度最新数値

：1,904kW 
：2,001,485kWh 
：906.7t-CO2／年
：253.9ha／年

2008年度導入量
年間発電量

年間CO2削減量
森林吸収効果

　資源・エネルギーの投入量とそこから発生したCO2・廃棄物などの排出量を把握し、その削減に取り組み、
環境負荷の低減に努めています。

■マテリアルバランス（NTTファシリティーズおよび地域会社）

100,683GJ
■オフィス用電力＊2 ………… 64,027ＧＪ
 （647万kWh）
■社用車の使用
　ガソリン ……… 34,4２９ＧＪ（995kℓ）
　軽油 ……………… 2,055ＧＪ（54kℓ）
　圧縮天然ガス…… 172ＧＪ（4.181m3）

エネルギー＊１

285.0t
■事務用紙 ………………244.6ｔ
■パンフレット類 ……………40.4ｔ

紙資源

調達先の環境評価 ………………… 39社

グリーン調達物品量 ………… 54,643個
（お客さまに提供する製品等）

グリーン購入物品量 ………… 77,870個
（オフィスで使用する事務用品等）

グリーン調達／購入

INPUT

温室効果ガス排出量＊3

■オフィス用電力量＊2 ……… ２,７９７ｔ-ＣＯ2
■社用車の使用 …………… 2,4５８ｔ-ＣＯ2

オフィス廃棄物＊2

■オフィス廃棄物等排出量 …………… 312ｔ
■リサイクル量 ………………………… 169ｔ
■減量化（焼却）量 ………………………27ｔ
■最終処分量 ………………………… 116ｔ

OUTPUT

NTTファシリティーズグループ内 NTTグループ内

企画 設計 建設 運用 保守 コンサル

●照明電力削減
　照明・空調の省エネ化の推進等により
　電気使用量 ３．１％削減
●事務用紙の削減
 会議資料のペーパーレス化の推進
●オフィス内廃棄物の削減
 ４Ｒ運動の推進　リサイクル率５４％

●TPR活動＊4による
　NTTグループ内の
　電力使用量削減効果
 1.44億kWh削減

●社用車使用にともなうCO2排出量の削減
　低公害車導入ガイドライン（　 P.22）

●グリーン調達／購入の推進
　・グリーン調達ガイドライン（　 P.25)
　・グリーン購入ガイドライン（　 P.25）

お客さま先での
サービス運用等

＊１　省エネルギー法によって定められた方法で算出しています。
＊２　主要８ビル（エムズ・五橋・熱田・肥後橋・白島・データ・UN三田・GP）のみを対象としています。
＊3　地球温暖化対策推進法によって定められた方法で算定しています。
＊4　TPR活動（トータルパワー改革活動）：電力量削減の活動

TPR推進

　当グループは自らの環境負荷低減と環境・エネル
ギー事業を通して社会全体の環境負荷低減に貢献す
るため、2010年度の目標を定めた「環境保護推進

アクションプログラム」を基本に全社員が一丸とな
り環境保護活動を進めています。
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環境保護推進活動の成果
「環境保護推進アクションプログラム」に定めた 2010 年度の目標を達成するため、自社の環境負荷
低減に積極的に取り組んでいます。

温暖化防止対策

紙資源対策

廃棄物対策

電気使用に伴うCO2排出量の削減

事務用紙の節減

オフィス内排出廃棄物の削減社用車使用に伴うCO2排出量の削減

■主要8ビル　社員1人当たりの電気使用量の推移

■主要8ビル　CO2排出量の推移 ■主要8ビル　CO2排出量

(単位：kWh/人)

0

500

1000

1500

2000

2500
1,883kWh/人目標

2005

1,975

2004

2,029

2006

1,961

2007

1,902

2008

1,812

(単位：t-CO2)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000 2,801 2,797
2,939

経年推移を容易とするためＮＴＴグループ温室効果ガス算定マニュアル2005年版の
換算係数0.378Kg－CO2に基づき算出

2005年度は換算係数を0.555Kg－CO2/kWh、2006～2008年度は電力会社別
換算係数で算出   

3,881

2005

2,644

2004

2,575

2006

2,593

2007

2,523

2008

2,444

エムズ
［北海道］

五橋
［東北］

熱田
［東海］

肥後橋
［関西］

白島
［中国］

データ
［九州］

UN三田
［首都圏］

GP
［首都圏］

(単位：t-CO2)
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735.9

85.5

372.3

139.0
195.9

233.7

351.3

683.8

■売上高当たりのCO2排出量の推移 ■走行距離当たりのCO2排出量の推移

■低公害車導入状況

(単位：t-CO2/億円)

20080.0
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0.4
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1.0

1.2
1.022

2007

1.108
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0.993

2006

1.030

0.957t-CO2/億円目標 (単位：t-CO2)
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■主要8ビル　社員1人当たりの廃棄物排出量の推移 ■主要8ビル　廃棄物排出量の推移
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■1人当たりの事務用紙使用量の推移 ■総使用量の推移
（単位：枚）
A4換算

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000 9,000枚／人目標

2005

10,361

2004

10,900

2006

9,735

2007

8,998

2008

9,332

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

（単位：万枚）
A4換算

2005

5,978

2004

5,868

2006

6,500

2007

5,816

2008

6,114

認定外
410台

燃費基準達成車かつ
低排出ガス
認定車
514台

ハイブリッド車47台 天然ガス車11台

低公害車＊572台
（58.2％）

＊低公害車の範囲は、低公害車導入ガイドライン（2001年制定）に基づき、ハイブリット車、
天然ガス自動車、電気自動車、燃料電池自動車、ガソリン車の場合は、省エネ法に定められ
た「平成22年度燃費基準達成車」かつ国土交通省が定めた「低排出ガス認定車」としています。

（2008年度末保有車両台数：982台）

主な取り組み
①待機電力削減施策の定着化
　・取り組み強化月間の設定（6月）
②ライトダウン行動（6月　全国）
③クールビズ（6月〜9月）、ウォームビズ（11月〜3月）

　2008年度の1人当たりの電気使用量は1,812kWhとな
り、環境保護推進アクションプログラムの2010年度到達
目標＜2007年度比3％削減（1,845kWh／人）＞を達成し
ました。また主要8ビルの総使用量についても前年度比3％
の減少となりました。 　2008年度の1人当たりの事務用紙使用量は、目標9,000

枚/人に対し、9,332枚/人となり、目標達成には至りませ
んでした。

　2008年度の1人当たりの廃棄物排出量は、86.0kg／
人となり、目標86kg／人を達成しました。

　2004年度の売上高当たり2％の削減目標（0.957t−
CO2／億円）に対し、1.022t−CO2／億円となり、目標達
成には至りませんでしたが、走行距離当たりのCO2排出量

は前年度の0.217kg−CO2／kmから0.212kg−CO2／km
と年々減少しています。

主な取り組み
①エコドライブ運動の推進
　・取り組み強化月間（6月）におけるポスター掲出
　・アイドリングストップの実践
　　・後付アイドリングストップ装置（エコスターター）を40台導入
　　　（北海道）
　　・全社用車へのエコドライブステッカー貼付による環境意識の醸成
②低公害車更改計画に基づく車両更改

今後の取り組み
①走行距離減少に向けた計画的なドライブの実践（効率的なルートプラン）
②バイオガソリンの利用促進
　（2007年度に試行導入し2009年度から本格導入）

主な取り組み
①会議資料のペーパーレス化
　・プロジェクタの活用
②両面コピー、縮小コピー（2頁／枚）の推進、ミスコピーの抑制等、
　基本動作の徹底
②e−blue＊の利用

＊「e-blue」は株式会社東芝の登録商標で、プリンタ用の特殊な青色トナー。
　専用の消去装置で印字を消去し事務用紙のリユースを可能とする。

今後の取り組み
①モニタ情報共有システムの導入による会議資料のペーパーレス化
②大会議室へのプロジェクタの常設

主な取り組み
①4R運動＊の推進
　・取り組み強化月間（6月）におけるポスター掲出
　・3M（マイ箸・マイカップ・マイバッグ）の推進
　・SS−BOX（機密書類リサイクルシステム）によるリサイクル

＊4R運動：リフューズ（ごみになるものを持ち込まない）、リデュース（必要
な量・物だけを買う）、リユース（すぐに物を捨てない、再使用する）、リサ
イクル（資源として再生し、再利用する）
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自然環境の保護 環境リスクへの対応
太陽光発電実証研究や農道の整備工事などを進めるにあたっては、地域の生態系への影響等の調査を
行い、生態系の保護に配慮した取り組みを行っています。また、当社主催のセミナーにおいては、カー
ボンオフセットの取り組みを開始しました。

NTT ファシリティーズグループは、環境に関わる法規制・条例の順守を基本に事業活動を推進してい
ます。

生物多様性の保全 環境法規制順守状況

カーボンオフセット

カヤネズミが棲む太陽光発電所 産業廃棄物管理票交付等状況報告制度への対応

NTTグループのPCB・アスベスト対策

グリーンR＆Dガイドライン

グリーン調達ガイドライン

ジャコウアゲハの楽園保護（ウマノスズクサ群生）

カーボンオフセットの取り組み

　NEDO委託事業「大規模電力供給用太陽光発電系統安定
化等実証研究（北杜サイト）」では、「太陽光発電施設と地域
自然環境との共生」に取り組んでいます。この取り組みには
地球温暖化が地球環境問題のすべてではないという気持ちが
込められています。そしてその具体的対象となっているのが、
実証研究の敷地内で見つかった山梨県レッドデータブック要
注目種の「カヤネズミ」です。太陽光発電施設への影響を考
慮しながら行った「カヤネズミ保護区」の設定、保護区生態
系の孤立を防ぐためのアニマルパスウェイの設置などは、さ
まざまな側面が複雑に絡み合う地球環境問題に正面から向き
合った結果です。
　世界初の「カヤネズミの棲む太陽光発電所」は、地球温暖
化対策だけでなく、生物多様性・生態系保護においても重要
な意味を持っています。

　2008年度より、当社主催のセミナーにおいてカーボンオ
フセット＊1の取り組みを始めました。
　具体的には、各セミナー会場で使用した空調、照明、音響
設備等に伴って排出された温室効果ガスに見合う7tのCDM
クレジット＊2（ブラジルの木質バイオマス発電プロジェクト：
国連登録番号143）でオフセットしています。

　高知市南部には、高知県のレッドデータブックで絶滅危惧
種に指定されている貴重な植物、ウマノスズクサが群生する
野原があります。ウマノスズクサは、これも貴重な蝶である
ジャコウアゲハの幼虫の餌で、ジャコウアゲハはこの草を食
べてサナギに育って羽化します。
　NTTファシリティーズ関西 FM事業部地域不動産担当（愛
媛）と高知支店では、この野原の一角で農道整備工事を進め
ていましたが、このまま工事を続行すると、ウマノスズクサ
が滅んでしまう危険性があり、ジャコウアゲハの生息を脅か

すことにもなりかねませんでした。
　そこで、「サナギが羽化するまで草は刈らないこと」「これ
までの工事で取り除いた土や根は敷地内に残る群生地に移植
すること」を決定しました。決定にあたっては、地元の蝶愛
好家の方から貴重な助言をいただきました。これらの行動は、
地元の高知新聞にも大きく掲載され、地域の自然環境保全を
優先するNTTファシリティーズグループの企業姿勢を広く
認知していただくことができました。

　2008年度から前年度の産業廃棄物のマニフェスト交付状況
をまとめた報告書を作成し、事業場の所在地を管轄する都道府
県知事または政令市長に報告することが義務付けられました。

　全国の環境推進者を対象とした勉強会を開催するなど制度
への知識を深め、各地域の環境推進者を中心に本制度に対応
しました。

　NTTグループが保有する有害物質であるPCB（ポリ塩化
ビフェニル）については、法令に基づき適正に保管・管理し、
国主導の処理施設による計画的な無害化処理を行っています。
　建物に使用されているアスベストについては、アスベスト
の含有有無を特定する成分分析調査による管理対象箇所の特
定、浮遊するアスベストの濃度測定（空気環境測定）による
環境把握を行い、適正管理と対応優先度に応じた計画的な除
去等の対策を推進しています。

実証研究の敷地内で生息が確認さ
れた、山梨県レッドデータブック
要注目種カヤネズミ。日本で一番
小さなネズミです

カヤネズミ保護区の生態系の孤立を防ぐ
ために設置された、アニマルパスウェイ

ジャコウアゲ
ハの生息に欠
かせないウマ
ノスズクサ

＊1　日常生活や経済活動で排出するCO2などの温室効果ガスをできる
だけ削減する努力を行い、どうしても排出してしまう温室効果ガスにつ
いては、温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出する温
室効果ガスをオフセット（相殺）する仕組みのこと。
＊2　京都議定書で認められた発展途上国で行われるクリーン開発メカ
ニズム（CDM）プロジェクトから生まれたクレジット。

事業に関わるガイドライン

　企業は通常の事業活動を通じてさまざまな面から環境に負
荷を与えており、目指すべき持続可能な社会の構築に向けて、
地球温暖化対策、廃棄物・リサイクル対策、大気環境対策、水・
土壌・地盤環境対策、化学物質対策、自然環境の保全等の環
境対策を実施していく必要があります。創意工夫を凝らしつ
つ、事業内容等に照らして適切で効果的・効率的な地球温暖
化対策を、幅広い分野において自主的かつ積極的に実施する
ことや、提供する製品・サービスのライフサイクルを通じた
環境負荷の低減等の実施が求められています。
　NTTでは、NTTグループ各社の事業に伴う環境負荷の低減
を進めるとともに、研究開発を行う際にどのような観点で環

境に配慮すべきかという指針を示した「グリーンR＆Dガイ
ドライン」を2000年3月に制定しています。
　当グループでも、このガイドラインに基づき独自に「グリー
ンR＆D運用規定」を2002年10月に制定し、研究開発の
成果であるサービス・システム・装置類などについて、ライ
フサイクル全体にわたる環境負荷低減、例えば有害物の不使
用、長寿命化、運用時の省エネルギー化の工夫といった具体
的な配慮事項を定めています。
　研究開発の成果に関して、客観的な評価が加えられるよう、
アセスメントシートを活用し、年々環境に配慮されていない
研究開発テーマを減少させています。

　製造部門を持たない当グループでは、取り扱う製品はすべ
て外部から調達しています。そのため調達の際には、NTTグ
ループで制定した　「グリーン調達ガイドライン」に基づき、
　「環境への配慮が行き届いた会社」の「環境影響に配慮し
た製品」を選定しています。
　また、調達する製品への有害物の使用抑制やリサイクルに
適した材料の採用など具体的な要求事項を取りまとめた「グ

リーン調達ガイドライン<追補版>」と「グリーン調達<評
価基準>」を作成し、製品に加えてそのサプライヤについて
も評価を行っています。2008年度のサプライヤは、すべて
ISO14001を認証取得しています。
　今後もサプライヤの皆さまとともに継続して環境保護に貢
献していくために、環境への配慮が行き届いたサプライヤの
開拓、環境に配慮した製品の調達に努めていきます。

PCB 油を使用したコンデンサの処理搬出

実施日 セミナー名 会場 排出量
（kg-CO2）

2008.10.17 BCPセミナー NTT夢天神ホール（福岡市中央区） 702

2008.10.30 NTT-Fフォーラム2008 ホテルニューオータニ（東京都千代田区） 5,469

2008.12.3 BCPセミナー リーガロイヤルNCB（大阪市北区） 97

2009.1.22 ソリューションセミナー グランパークタワー（東京都港区） 147

2009.2.13 BCPセミナー 札幌後楽園ホテル（札幌市中央区） 217

計 6,632

■カーボンオフセットの実施状況

■オフセットの方法

NTTファシリティーズ
保有口座

日本政府償却口座
7t－CO2 のクレジットを

無償で移転

日本政府の国別登録簿
（排出権管理口座）

CDM
クレジット

CDM
クレジット

図３ カヤネズミ
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環境会計
環境会計は、企業が環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を定量的に把握し、その測定
データを環境経営に活用するとともに、外部へ伝達する仕組みです。NTTファシリティーズグループでは、
2001年度集計分から環境会計を導入し、環境保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進するために、
環境会計を活用しています。

2008年度の環境会計

　2008年度環境会計では「環境保全コスト」として
の投資額は3.1億円、費用額は7.2億円となりました。
2007年度と比較して、投資額が約2億円、費用額
で約2.4億円の増加となりました。
　その要因としては主に、①ペーパーレス化を促進
するために、電子会議システム等を積極的に導入、
②環境関連の研究開発（情報通信・データセンター

用大容量リチウムイオン電池、局所的な高発熱を最
適に温度制御する気流設計技術、CASBEE［建築物
総合環境性能評価システム］技術シートの開発等）が
挙げられます。
　NTTファシリティーズグループは、今後も環境会
計を活用し、環境保全における費用や効果の把握・
分析に努め、効率的・効果的な環境経営を目指します。

2008年度環境会計集計結果

集計対象範囲：NTTファシリティーズグループ
集計対象期間：2008年4月1日から2009年3月31日まで
集 計 方 法： ●環境省の「環境会計ガイドライン2005年度版」に準拠し策定された「NTT
 　グループ環境会計ガイドライン2008年版」＊をもとに集計しました。

●環境保全コストを「環境投資」「環境費用」に分計しました。「環境費用」には
減価償却費、および人件費を含みます。

●環境保全効果は、1人当たり、または売上高当たりの原単位を用いて算出
しています。

＊NTTグループの連結環境会計表作成にあたって、算出根拠の考え方を統一することを目的として
策定されたガイドラインです。連結に伴って調整が必要となる項目の調整方法についても示され
ています。

（１）事業エリア内コスト合計   5,703 5,860

 公害防止コスト  － 0 0

 地球環境保全コスト 低公害車への更改、アイドリングストップ装置導入費　等 0 874

 資源循環コスト ペーパーレス会議・電話会議用機器等導入費、オフィス内廃棄物処理　等 5,703 4,986

（２）上・下流コスト  － 0 0

（３）管理活動コスト 環境対策人件費、ISO14001維持運用費　等 0 6,720

  情報通信・データセンター用大容量リチウムイオン電池、
（４）研究開発コスト 局所的な高発熱を最適に温度制御する気流設計技術、 25,562 59,070
  CASBEE（建築物総合環境性能評価システム）技術シートの開発等

（５）社会活動コスト 環境ボランティア団体への加入費　等 0 22

（６）環境損傷対応コスト  － 0 0

	 	 	 合計	 31,265	 71,672

環境保全コスト

環境省ガイドライン分類 主な取り組み内容 環境投資 環境費用

（単位：万円）

事務用紙削減 9,735枚/人 8,998枚/人 9,332枚/人

温室効果ガス削減（電気使用量：８ビル） 1,961kwh/人 1,902kwh/人 1,812kwh/人

温室効果ガス削減（社用車） 1.030t-CO2/億円 1.108t-CO2/億円 1.022t-CO2/億円

リサイクル・リユースに伴う廃棄物削減（８ビル） 92kg/人 90kg/人 86kg/人

環境保全効果
項目 2006年度 2007年度 2008年度

お客さまとの関わり
NTTファシリティーズグループは、お客さまの満足を第一に考え、最良のソリューション・サービス・
商品の提供を目指しています。

「お客様満足度向上」の行動理念

社内への活動促進

　お客さまに高いご満足をいただくためには、まずグループ全体が「お客様満足度向上」を目指した活動を進める必要があります。
当グループでは、日頃、お客さまから承ったご意見・ご要望などを社内イントラネットによって、全社員で共有し、CS（お客様
満足度）向上に反映しています。また、社員のCSマインドおよびモチベーションの向上策として社内誌へのCS記事掲載、社員
向けCSマガジンの発行、ポスターの掲出、CSセミナーの開催、CS社長表彰などを実施しています。

行動理念
私たちは、「お客様の声」に耳を傾けます。
お客様からの信頼と感動のため、すべての声
を真摯に受け止めます。

私たちは、「お客様の立場」で考えます。
お客様の立場に立ち、お客様の期待に応える
新たな価値を創造します。

私たちは、「お客様の満足」を第一に行動
します。お客様へ「誠実・迅速・わかりやすさ」
を原則に、「お客様満足」を第一に行動します。

1

2

3

　行動理念（右表）および行動指針「Live-
Link Design（お客さまとともに、高めあ
い、つながりあい、価値創造する）」を基
本に、社員一人ひとりが、常にお客さまの
声に耳を傾け、頂戴したご意見・ご要望な
どは、すべてお客さまの立場に立って検討
し、「誠実・迅速・わかりやすさ」を原則に、
お客さまの期待に応えられるよう行動して
います。

ライフラインコンサルと、
新サービス対応コンサルによるＣＳ向上
■ 建築事業本部 設備エンジニアリング部門　他関係社員一同

C
S
優
良
施
策

ホスピタル設計・監理業務他に関する賞賛
■ 東北エリア 営業部・建築事業部門・FM事業部門

C
S
優
良
施
策

寄（やどろき）ＩＰ-ＢＯＸの臨時変更仕様化の
前室設置によるＣＳ向上に関する功績
■ 神奈川支店 電源エンジニアリング担当　他関係社員一同

C
S
優
良
施
策

　お客さまから既存IP-BOXの入退出時に風雨の影響で設備に支
障をきたすため、前室の設置要望がありました。迅速に関連部門
と連携を図り、確実に対応した結果、お客様満足度の向上と信頼
され感謝されました。

ＣＳアンケートを活用した電気保安管理業務の
サービスレベル向上に関する功績
■ 東海エリア 技術サービス部　他関係社員一同

C
S
優
良
施
策

　全国に先駆け「電気保安管理業務」を対象として、独自アンケー
トの作成・活用によりお客さまの声を吸い上げ、お客さま意識を把
握するとともに、CS向上によるお客さまの囲い込み・更なる市場拡
大を図ることを目指します。

基地局建設における効率的な業務推進
及び建設コスト削減によるＣＳ向上
■ 九州エリア 建築FM事業部　他関係社員一同

C
S
優
良
施
策

　お客さまの基地局建設がここ
3年間で約2,200局実施となり、
目標以上の達成における進捗管
理強化、あらゆる課題の迅速な
対応に多大なる信頼を得るとと
もに賞賛と感謝をいただきまし
た。
　よって、年々各種コンサルティ
ング業務の増加に繋がり、今年
度は新たに既設CV局の建物調
査と構造コンサルティング業務
の受注に至ったことは、常にお客
様目標の共有とお客さまの立場
で業務遂行した成果であると思
われます。

　お客さまへ、ライフライン
（電気・ガス・水）が途絶した場
合、どのようなプロセスで通
信障害が発生するのかについ
ての検討提案を、営業本部・
エネルギー事業本部・O&S事
業本部・建築事業本部連携で
実施し、BCPに対する高い信
頼を得ることが出来ました。
更に、新サービスである、大規
模800Ｍオ－バ－レイ設備構
築検討コンサルトに対し、ご希
望の時期までにコンサルを完
了することができ、お客さまか
ら高い評価をいただきまし
た。

　ホスピタルについては「景色や採光に配慮された部屋やスペー
スが用意され、素晴らしい環境となっている」とお褒めのお言葉を
いただきました。更に、以前、設計・監理業務を行ったステーション
キャンパス（H19.3竣工）についても、同様にお褒めのお言葉をい
ただいています。また、隣地において弊社が実施しているNEDO
の実証実験場から電源と
熱源を供給し、特に非常
用電源をこの施設で賄う
ことによる工事費・ランニ
ングコスト低減を実施し、
高い評価を得ることがで
きました。

CS優良施策表彰
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NTTファシリティーズ東北支店
建築事業部門
建築ソリューション
担当
高橋 市郎

NTTファシリティーズ東北支店
建築事業部門
建築ソリューション
担当
渡辺 功

【関係者】

NTTファシリティーズ東北支店
建築事業部門
建築ソリューション
担当
中澤 聖也

無事故・無災害、苦情ゼロの工事に感謝！無事故・無災害、苦情ゼロの工事に感謝！無事故・無災害、苦情ゼロの工事に感謝！

お客さま名
受 注 内 容

：
：
総合病院
耐震補強工事他

　当院は職域病院として発足し、
地元の中核総合病院として運営し
てきました。地域医療に携わる者と
して、私たちは休むことなく継続し
て質の高い医療を提供していかな
くてはなりません。そのためには、
施設を万全に維持することも非常
に重要です。施設の老朽化にとも
ない、2006年度から一連の改修工
事をNTTファシリティーズさんにお
願いしました。工事内容は次の通りです。
①既設配管の腐食が進んでおり、管内閉塞や赤水の発生
および腐食による漏水、地震による配管継手の外れな
どが懸念されるため、配管の取替えを行う。

②建物耐震等級が5等級と耐震性能が低いことから、耐
震等級を1等級になるよう補強工事を行う。

　説明を詳しく聞くと、どちらも大掛かりな工事です。当院
は地域の中心的な病院であり、数多くの入院患者・来院者
がいます。したがって、病院の営業を通常通りに続ける中
で、改修工事をしてもらうしかありません。
　当初は無事に進められるのかどうか、たいへん心配しま
したが、NTTファシリティーズさんの工事中の安全に対す
る取り組みは、完璧といえるほどのものでした。工事は長

期におよびましたが、ついに無事故・無災害で終了するこ
とができました。
　途中、入院患者や来院者の方々からの苦情もゼロ。事故
を防止するだけでなく、回りの人々を不快にさせない、迷惑
をかけないという配慮も見事なものです。おかげさまで、当
院も何の問題もなく、通常通り医療を提供することがで
き、感謝の記しにと、『工事安全特別賞』を送らせていただ
きました。
　大規模な工事で、しかも通常営業と並行した工事でのこ
の実績は本当にすばらしいと思います。あらためてNTTフ
ァシリティーズさんの技術力に感服するとともに、安全・安
心の取り組みに対する姿勢に感謝申し上げます。

このコーナーは、「お客様の声」
システムに登録された案件の
中から、今後のＣＳ活動に参考
になる事例を取り上げ、皆さん
にご紹介させていただくもので
す。

お客さまのお喜びの声を紹介します。

社員のCSマインド醸
成を目的とした媒体

「CS Magazine」

◆ ◇ ◆ ◇ ◆

事 例 紹 介 お客様の声の登録から■タイムリーな情報提供に感謝された事例
登録者所属
登 録 日
登 録 番 号
登 録 内 容
工 事 名 等

東北支店／Ｆ東北
2009年 4月 28日
6708
賞賛・感謝、担当者の対応、営業岩手県内マンション等建設情報■緊急の防備体制要請に迅速・確実に対応したことへ感謝された事例登録者所属

登 録 日
登 録 番 号
登 録 内 容
工 事 名 等

本社O&S事業本部
2009年 5月 8日
6725
賞賛・感謝、運用、O&S電力保守業務

事務局から

※皆様からのCSに関するホットな体験談及び「ＣＳマガジン」に関するご意見・ご要望を募集して

　います。本社CS事務局まで情報をお寄せ下さい。毎月、月末は「CSの日」1 ヵ月間のお客様対応を振り返り「お客様の声」の登録をお願いします。

★★★あなたの登録がサービス改善につながります。★★★
『CS Magazine』は月 1回発行します。企画・編集・発行 　本社 CS向上委員会　　　　事務局（担当：佐藤）

「お客様の声」システム登録ページ 　http://www.hns.ntt-f.co.jp/cs/index.cgi

http://www.hns.ntt-f.co.jp/cs/?mode=detail&no=6708

http://www.hns.ntt-f.co.jp/cs/?mode=detail&no=6725

今年のゴールデンウィークはどう過ごしましたか。大型連休で高速道路が 1,000 円ということもあり、

車で遠出された人もいることでしょう。その連休に水を差したのが新型インフルエンザ。日本ではパンデミックを想定して作成していた検疫

態勢や感染者が発生した場合の対応など予防と対処を迅速に実施したことで、一定の効果をあげている

ようです。こうした感染症の予防には、手洗い・うがいの励行、マスクの着用が効果的とのこと。また、

もしも感染してしまった場合には、既存薬のタミフルが有効で、日本では国と都道府県が備蓄している

そうです。
予防と対処が重要なのは、何も感染症に限ったことではありません。私たちの日常生活において、

あらゆるシーンで必要なことです。もちろん企業活動にとっても大変重要なことです。危機やトラブル

を回避するため、日ごろから最大限の努力をし、万が一災害やトラブルなどが発生した場合には、迅速

かつ的確な対応を行う。CS 活動もお客様のご意見を聞き、満足度の向上をはかり、クレームなどの対処

には全力をつくすという点で、企業活動における「予防と対処」の一翼を担っています。

ところで、皆さんも外出して戻った際には、手洗いとうがいの励行を！

詳細は「お客様の声」システムをご覧下さい

C S

Magazine
 VOL.23  2009.5.2
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ケーススタディ

今 月 の 一 言

お客様の「わがま
ま」を叶える

CSグランプリ

SC

あるデパートで
、外商の担当者

と商談をしてい
たときのことで

す。向かい側の
婦人服売り場の

様子が聞

こえてきました
。40 歳前後と

おぼしきお客様
が、洋服を次々

に試着しては、
どれも気に入ら

ない様子で

あれやこれやと
細かな注文を店

員さんに言って
いました。しか

し、店員さんは
面倒そうな顔を

見せること

もなく、笑顔で
一つひとつに丁

寧に対応してい
ました。その対

応ぶりから、デ
パートと店員さ

んの CS に

対する姿勢がう
かがわれ感心し

ました。

京都のあるタク
シー会社の社長

さんは、「お客
様のわがままを

聞きなさい」と
機会あるごとに

従業員に

話しているそう
です。例えば、

お客様から荷物
を 5 階まで運ん

でもらえないか
と頼まれたら、

喜んで運ん

であげなさいと
いうのです。人

を目的地まで運
ぶのがタクシー

本来の仕事だか
らといって、そ

れ以上のこ

とはしないとい
うのでは、厳し

い競争に勝てな
い。サービスと

は、お客様のわ
がままを叶える

ことだとい

うわけです。

とはいうものの
、お客様のわが

ままは通常のサ
ービス範囲を超

えているケース
が多く、その全

てに応え

るのは大変難し
いことです。わ

がままにできる
限り応えれば

CS は向上する
かもしれません

が、できる

可能性の低いも
のまで引き受け

てしまったら、
CSの向上どころ

か、かえってマ
イナスにもなり

かねません。

重要なことは、
できるわがまま

に対してはしっ
かり応えること

であり、その一
方で、できない

わがまま

に対しては「で
きない」と伝え

ることです。聞
いてあげられる

わがままとそう
でないわがまま

を判断する

のは難しいとこ
ろもありますが

、「お客様のわ
がままを聞こう

・叶えよう」と
いう心掛け、姿

勢は、企業

の成長の原動力
となります。

お客様に「わが
まま」を言って

いただけるよう
、日頃からお客

様とのコミュニ
ケーションを大

切にする

ことが、ファシ
リティーズグル

ープの CS向上
につながるので

はないでしょう
か。

＜CS事務局＞

関西国際空港株
式会社では、関

西空港で働くス
タッフの CS に

対する関心度を
高め、空港全体

のサービス

レベルの向上を
目指して、「CS

グランプリ」と
いう空港スタッ

フの表彰制度を
展開しています

。この

制度には「CS
エクセレント」

と「CS 年間グ
ランプリ」の２

つの表彰があり
ます。

「CS エクセレ
ント」はお客様

に喜んでいただ
けるサービスの

提供や CS 向上に取り
組んでいる人や

チームを年 3
回表彰します。

また、「CS 年間
グランプリ」は

、「CS エクセレ
ント」の中から

CS 向上

に特に優れた働
きをしたスタッ

フ、チームが表
彰されます。

こうした表彰制
度を設けること

で、CS に対す
る社員の意識の

向上やモチベー
ションアップを

はかっ

ている企業もあ
ります。

＊「お客様の声」システムに登録された事例を紹介する社内誌「Forward」の 1 コーナー「CS on Line」

品質管理体制

現場力向上委員会

品質向上フォーラム

技術オリンピック

お客さまへのアンケート　

　製品やサービスの品質の向上を図るため、CS向上に関す
る基本事項の決定および全社CS情報の管理および重要なク
レーム対応策の審議を行う「CS向上委員会」、研究・開発・
実用化・導入・商品化の方針の立案などを行う「技術委員会」

を設置しています。また、品質マネジメントの国際規格であ
るISO9001の認証取得により、製品・サービス品質を改善し、
お客さまの期待にお応えするための仕組みを確立しています。

　当グループの提供した商品・サービスがお客さまの期待に
十分お応えできているかを把握するため、CSアンケート調
査を実施しています。
　アンケートは、商品・サービスの仕様、品質のほか、担当者や
アフターフォローなどの項目で実施しており、分析結果は今後の
商品・サービスの改善や営業担当者の育成につなげています。

50

75

100

2006 20082007
どちらとも
いえない

やや満足

大満足
（単位：ポイント）

一般市場の総合満足度（上図）はやや満足～大変満足（75～100P）の
レベルを達成しております。今後もCS向上施策の展開などにより、
引き続きさらなるレベルアップを目指してまいります。

　お客さまに提供しているサービスに必要不可欠な
「現場力」を高めるため、「現場力向上委員会」を発
足し、統合ファシリティサービスにて最も信頼され

るパートナーを目指し、全社一丸となって各種施策
の展開・定着に取り組んでいます。

　現場力向上施策の取り組みを共有し、施策の
確実な定着と、社員の品質意識のさらなる向上
を目的に、品質向上フォーラムを開催し、全国
の社員とディスカッション・意見交換等を実施
しました。（全国延べ800名参加）

　技能向上研修・資格取得研修のみならず、日
常業務におけるスキルにスポットをあてた技術
オリンピックの開催により、技術力のさらなる
向上・専門知識の強化を促進しました。

現場力向上委員会

社長挨拶 フォーラム模様

設備の保守に関する安全性、正確性、
迅速性等の評価

（写真は受電装置の切替作業）

競技結果に応じ、金・
銀・銅のメダルと副
賞を対象社員に贈呈

（写真は金メダル）

❶故障を発生しにくくする仕組み
❷早期にサービスを回復させる仕組み
❸さらなる技術力の向上・意識醸成に向けた人財戦略

技術資料の再整備
情報伝達の迅速化
各種技術研修の充実

活動方針 体　制

◇過去の故障分析による現場力向上施策の策定
◇「現場の声」の収集と反映による施策の共有
◇潜在する課題の抽出と改善アクション

現場力向上委員会
 委員長 ： 社長
 副委員長 ： 副社長（2名）
 メンバー ： 経営会議メンバー

設計・建設部会

電力分科会

建築分科会

ファシリティサービス部会

電力分科会

建築分科会ブラッシュアップ

施策の柱

etc
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　当グループに求められる「プロフェッショナル」像とは何かを明
確化し、高度な専門技術を身に付け、最適なソリューション提
案ができるプロフェッショナルな人材の育成を図るため、公的資
格の取得を推進するとともに業務内容に応じた多種多様な専門
別技術研修などを実施しています。

　社員の人事評価制度については、優れた成果・業績を達成し
た社員に対し、当グループの事業特性を踏まえた適正な評価が
できるよう、成果・業績を重視した評価制度へと見直しを行うと
ともに、評価結果に基づく処遇を実現しています。
　この制度は、社員と上司が面談を通して仕事についての目標
や各職場における社員の役割などを明確にしたうえで、社員が
自律的・主体的に業務を遂行することを促すものです。
　また、その結果としての「成果・業績」を適正に評価し、社員
にフィードバックすることで、社員のモチベーションとチャレンジ
意欲の向上を促進しています。
　なお、この評価制度を適正に運用するため、評価制度の運
用充実に向けた各種ツール類の提供に加えて、評価者を対象に、
評価マネジメント向上に向けた「評価者研修」を毎年実施すると
ともに、2008年度より被評価者に対しても、評価制度に対す
る理解をさらに深め、主体的でチャレンジングな目標の設定に
向けた勉強会を新たな施策として展開するなど、評価者、被評
価者双方での制度運用充実に向け、各種支援、取り組みを展
開しています。

　当グループでは、障がい者の社会的自立という観点に立ち、
社外の障がい者採用Webの活用や障がい者就職説明会などの
参加により、積極的な雇用を推し進めています。
　NTTファシリティーズおよび地域会社7社の障がい者雇用率
は法定雇用率1.8％に対し1.92％（2009年6月現在）です。

　新入社員から経営層までの各階層別に研修を実施し、課題設
定力、変革意識の強化、融合ビジネスを先導・実践できる人材
の育成、行動力の強化等を基本方針としつつ、総合力を発揮す
るためのマネジメント力向上やNTTグループ一体感の醸成にも
努め、今後のさらなる自己改革を達成できるような人材を育成
しています。

　すべての社員に対して長期的な育成目標を踏まえ計画的、継
続的に教育を行っています。入社後は基礎知識の修得を目的と
した研修を行い、その後、職場での実務OJTにより、基本的な
業務スキルの習得を促すとともに、お客さま志向の徹底を図っ
ています。

　専門別・階層別に行われる集合研修のほかに、社員の自己啓
発をサポートする目的から、各種通信教育コースの受講を支援
しています。
　その他、海外のビジネススクールなどへの留学を通して、専
門スキルの習得、異文化への適応力、交渉力などを体得する「海
外MBA＊資格取得制度」を実施しています。
　昨年は初めて女性社員を派遣しました。

■主な資格取得者状況

一級建築士 707

構造一級建築士 46

設備一級建築士 35

一級建築施工管理技士 175

一級電気工事施工管理技士 392

技術士 27

CASBEE建築評価員 276

資格名称 取得者数（名）

ファシリティマネジャー 680

宅地建物取引主任者 263

二種電気主任技術者 80

三種電気主任技術者 1,721

エネルギー管理士 312

資格名称 取得者数（名）
2009年4月現在

◎
従
業
員
と
の
関
わ
り

◎
従
業
員
と
の
関
わ
り

従業員との関わり
従業員が能力を存分に発揮できるよう、雇用、教育、人権保護、健康管理などさまざまな面から、可
能な限りのサポートを行っています。

就業能力の向上

処遇と機会均等

■2008年度通信教育受講状況（社内重要資格取得コース）

マンション管理士・管理業務主任者コース 9

宅地建物取引主任者受験講座 8

ビル管理技術者受験講座 7

電気主任技術者電験三種受験講座 6

経理・財務スキル検定対策講座 5

電験二種受験合格講座 4

福祉住環境コーディネーター 3 級コース 4

講座 受講者数（名）

＊主な受講者上位講座

＊MBA（経営学修士）：Master of Business Administration

評価者研修

［協力：株式会社ヒューマンバリュー］

NTT グループ女性管理者フォーラム

階層別研修

新入社員研修

NTTグループ女性管理者フォーラムへの参加

　2009年1月22日NTTデータ駒場研修センターにおいて、
NTTグループ女性管理者フォーラムが開催されました。こ
のフォーラム開催により、女性社員の活躍の促進がNTTグ
ループ各社の共通認識として改めて示され、男女平等参画に
対する意識向上の観点から大きな前進となりました。なお、
このフォーラムへはNTTファシリティーズグループからも
女性管理者が出席しました。

自己啓発支援

新入社員教育

階層別の人材育成

人事評価制度

プロフェッショナル人材の育成

障がい者雇用
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健康セルフチェック

「安全・健康の日」

カウンセリングセンタ

メンタルヘルスセミナー

禁煙啓発の取り組み

新型インフルエンザ対策

勤務時間管理システムのPCログ機能の活用

コミュニケーションハンドブック

社会保険等 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険など

財産形成 財形貯蓄、NTT社員持株会、企業年金など

健康管理 定期健康診断、健康相談、人間ドック、主要都市にNTT
病院あり

各種支援策 社宅・寮、住宅支援、育児・介護支援、昼食補助など

レジャー施設 リゾート施設・アミューズメント施設、スポーツ施設の
利用補助

種類 内容
■主な福利厚生の内容

NTT健康保険組合直営保養所（NTT健保組合から提供）

　社員一人ひとりのライフスタイルに応じて能力を
最大限発揮できるよう、仕事と家庭生活の両立支援
のための育児・介護に関連した各種制度の充実の他、

在宅勤務の導入等、社員のワーク・
ライフ・バランスの推進に向けた環
境整備に積極的に取り組んでいます。

　全ての社員が遺憾なく能力を発揮できる安全で健
康的な職場環境を整備・提供することは、企業の社
会的責任の一つです。当グループでは、社員の心と

体の健康を守るため、さまざまな活動に取り組んで
います。

　コミュニケーションハンドブックは、社員一人ひとりの
ワーク・ライフ・バランスを実現するために、さまざまなラ
イフステージに際して個々人の能力が最大限に活かされる職
場を実現することを目的として作成された冊子です。この冊
子には「結婚」「育児」「介護」等といった各ライフステージ
における会社制度概要や各種手続き、各ステージにおける体
験談やアドバイス等の情報がわかりやすく、また親しみや

すく編集されています。
ワーク・ライフ・バラン
スを正しく理解するた
め、この冊子をNTTファ
シリティーズグループ社
員全員に配布しました。

　当グループでは、さまざまな角度から社員の生活
をバックアップできるよう、福利厚生の充実に取り
組んでいます。また、
福利厚生ニーズに応
じてメニューを選
べる「カフェテリア
プラン」を導入して
おり、社員それぞれ
が、豊富なメニュー
から選択できるよう
になっています。

ワーク・ライフ・バランス 労働安全衛生

福利厚生

■仕事と家庭の両立のための各種制度（一例）

2009年カフェテリアプラン ガイドブック
発行者：エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社
 株式会社エヌ・ティ・ティ・トラベルサービス

　社員等の健康維持・増進
のため、気軽に自由な時間
に社内イントラネットを活
用し、フィジカル（カロリー
度）とメンタル（ストレス
度）のセルフチェックがで
きる環境を提供し、自らの生活習慣とストレスに対する意識
の醸成および気づきなどの促進を図っています。

　毎月15日を「安全・健康の日」と
制定し、安全・健康に関わるさまざ
まな取り組みの充実強化、および社
員等の安全・健康に関する意識の高
揚を図っています。また、「安全・健
康の日」には、時節にマッチした「厚
生だより」（社内報）をホームページ
に掲載し情報を発信しています。

　社員等およびその家族の悩
み事（仕事、人間関係、家庭
問題など）の相談窓口として、
会社に直結しない（本人の了
承なしに相談内容などを会社
に報告しない）独立したカウ
ンセリングセンタを開設して
います。相談機能としては、電話やメールによる対応はもち
ろんのこと、専門カウンセラーによる面談を中心とした質の
高いサービスを提供しています。カウンセリングの利用促進
を図るため、「厚生だより」（社内報）をはじめ、あらゆる機
会を捉え、周知に努めています。

　仕事や生活に対する
強い不安、悩み、スト
レスなどにより心身へ
の負担が高まっている
とともに、昨今では、
ストレス耐性の低下や
家族に関する悩みな
ど、メンタルヘルス問題が増加傾向にあります。当グループ
としても、社員等のメンタルヘルス対策の充実・強化の観点
から、2006年度から3ヵ年計画で、グループ統一的な階層
別（管理者・主査・一般社員）セミナーを実施し、メンタル
ヘルス対策を行いました。2009年度からは、新たな3ヵ年
計画で、さらに内容を充実したメンタルヘルスセミナーを実
施していきます。

　非喫煙者および喫煙者双方の健康障害防止の観点から、喫
煙者を対象にした「禁煙教室」の開催、「禁煙啓蒙ポスター」
の掲示、「禁煙促進ツール」の紹介をホームページに掲載す
るなど、禁煙対策を講じています。

　新型インフルエンザの世界的大流
行が発生した場合でも、当グループ
は、通信事業の一端を担う「社会機
能維持者」として事業を継続してい
くという大切な使命を負っています。
　その責任を果たすために、まずは
社員等一人ひとりが新型インフルエ
ンザに関する正しい知識の習得を
もって感染予防に努めることがきわ
めて重要であるとの考え方に基づき、社員教育用小冊子と
ガーディVマスク3枚のセットを社員等へ配布しました。
　また、備蓄物品として消毒液等の感染対策用セットを全国
の各組織へ配備しました。

　労働時間の適正化については、企業のコンプライアンス、
社員の健康管理などの観点から、あらゆる取り組みにより、

「不払い残業」に対する問題意識・危機意識の醸成に努めて
います。2007年10月からは、始業・終業時刻を客観的に
記録するため、「勤務時間管理システム」にPCログ管理機
能を追加し、労働時間の適正な把握に努めるとともに、日々
の業務進捗や社員の健康管理において、管理者と社員とのコ
ミュニケーションを深めるツールとしても積極的に活用して
います。

制度の名称 概要

育
児

育児休職 子どもが３歳になるまで取得可

短時間勤務 子どもが小学校３年生を修了するまでの期間、1日の勤務時間を4・5・6時間から選択可

再採用制度 育児に専念するために退職した場合、退職後一定期間内に社員として再採用可

ライフプラン休暇（育児）＊ 子どもの養育を目的に、１週間以上の休暇として取得可

育児支援サ−ビス（カフェテリアメニュ−） ベビーシッタ−の利用、保育所等への送迎サ−ビス利用のための割引券の交付等

介
護

介護休職 最長１年６ヵ月までの取得可

短時間勤務 介護休職との期間と合わせて最長３年間、１日の勤務時間を4・5・6時間から選択可

再採用制度 介護休職後、引き続き介護のために退職した場合、退職後一定期間内に社員として再採用可

ライフプラン休暇（介護）＊ 親族の介護を目的に、1週間以上の休暇として取得可

介護支援サ−ビス（カフェテリアメニュ−） ケアワ−カ−による介護サ−ビスを利用するための割引券の交付等

そ
の
他

財産形成貯蓄活用給付金（カフェテリアメニュ−） 特定の事由（育児・教育・介護など）のため貯蓄を払い出した場合、その額に応じた給付金の支給

家族の看護等のための休暇 配偶者の出産や家族の病気の看護のために、同一疾病につき５日を限度に取得可

＊失効年休の積立等による休暇

フィジカル（カロリー度）チェック

メンタルヘルスセミナーの模様

著作・編集 株式会社メディセオ・
 パルタックホールディングス
発行所 エヌ・ティ・ティ・ラーニング
 システムズ株式会社

企画・編集 日本電信電話会社他グループ会社8社
制作・著作 株式会社ダブルスクエア
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　地震や台風などの自然災害が発生した場合は、お
客さまへの電気通信サービスの確保を第一優先とし
て、全国の都道府県に設置したサービス拠点から被
災地へと駆け付け、災害復旧に向けた活動を行って
います。
　また、大規模災害に備えて、定期的に防災演習や
情報伝達訓練を実施することにより、災害復旧手順

や情報連絡体制などの確認、防災に対する意識の高
揚を図っています。
　2008年度においては、梅雨前線・低気圧の発達
による局地的な暴風・大雨、岩手・宮城内陸地震な
どによる被害が発生しましたが、NTTグループの一
員として迅速な災害復旧活動を行うことにより、電
気通信サービスの確保に努めました。

　全国に事業展開するNTTファシリティーズグループ
は、企業市民として、地域と一体となった社会貢献活
動や事業の強みを活かした環境教育の実施に積極的に

取り組んでいます。2008年度の取り組み状況は、イ
ベント参加73件で延べ参加人数は4,190名となって
います。各エリアの取り組みの一例をここに紹介します。

地域・社会との関わり
NTT ファシリティーズグループは社会の一員として、災害復旧支援や社会貢献などの活動を通して、
地域の人々との良好な関係づくりを進めています。

　2008年6月14日8時43分頃、岩手県内陸南
部の深さ約8kmを震源とするマグニチュード7．
2の地震が発生し、岩手県奥州市、宮城県栗原市
で震度6強を観測しました。この地震の影響によ
り104戸が停電し、全壊28棟、半壊99棟、一
部破損1382棟の住家被害が出るなど、大きな被
害が発生しました。
　NTT通信ビルにおいては、地震発生直後に33ビルで停電
が発生しましたが、直ちに災害対策要員を召集、現地対策班
を組織して災害復旧活動を展開しました。
　激しい地震の影響により、一部建物に軽微な内壁などの亀
裂・窓ガラス破損・舗床陥没などが見られたものの、幸い電
力・建物設備ともに、通信サービスに影響を及ぼすような大
きな被災はありませんでした。
　また、停電が長期化する恐れのあるビルへの電源救済のた

め移動電源車6台を出動させ、最長4時間の電源救済を実施
し、電源枯渇による通信途絶を回避することができました。
　地震の発生が土曜日の朝であり、災害対策要員の召集が平
日に比べ困難な状況であったものの、大規模な余震の恐れが
ある中、各社員が安全第一を念頭に、自らの判断で自宅から
現地に駆け付けて各種設備の被災状況を点検するなど、迅速
で柔軟な対応を行うことにより、電気通信サービスの確保に
大きく貢献しました。

　2008年9月25日、①大規模災害発生時におけ
る初動体制の確立、②応急復旧対策の策定等を迅
速かつ的確に実施可能とすること、③危機管理意
識の強化・高揚を図ること、を目的に南関東地震

（M7.9　震度7）を想定し、本社・ファシリティー
ズ中央合同の総合防災演習を実施しました。
　当日は、社長を本部長とする災害対策本部の指
揮のもと、情報班や設備班等に分かれ、情報伝達、緊急駆け
付け、応急復旧、協力会社との連携等、災害時の事業継続体
制について検証を行いました。また、被災想定ビルの電力設
備や建物等の被害状況確認、停電ビルに対する移動電源車の
出動・給電等、応急措置が円滑・迅速に行われることを確認
しました。
　防災演習は、毎年異なる災害を想定し、災害対策本部員に
よる机上演習と実働演習を実施することで、より実践型の

BCPを構築することを目指しています。
　今年度は、「ICT機器の活用による災害対応の円滑化」をテー
マとし、最新の緊急呼出システム、TV会議システム、設備監
視システム「MaRIA」を活用した情報連絡体制の早期確立、
現地映像配信による情報伝達の迅速化等に重点的に取り組み
ました。特に「MaRIA」を活用した現地映像配信は、リアル
タイムで現地の被災状況を把握することが可能であり、状況
に応じた円滑かつ的確な復旧に大きく寄与しました。

災害安全対策

社会貢献活動・環境教育

岩手・宮城内陸地震

総合防災演習

　2009年5月21日、ヒートアイランド対策に効果的な屋
上サツマイモ水気耕栽培システム「グリーンポテト」を、会
社創立15周年記念事業として東京都立墨東特別支援学校に
贈呈しました。
　定植（苗植え）の式典の際は、東京都教育委員会や教員の方々
の列席のもと、同校の生徒たちがサツマイモの苗を植える作
業を実施。校長先生は「楽しみながら植物を育てることを通じ、

地球環境を守ることの大切
さを生徒に知ってもらいた
い」と環境教育の充実に期
待を寄せていました。

「北海道洞爺湖サミット」開催まで、残り1ヵ月余り
となった2008年5月7日、NTTドコモ北海道グルー
プが主催する記念植樹の取り組みに、NTTファシリ
ティーズ北海道グループからも12名が参加しました。
　今回私たちが植樹したのは、当別町の神居尻（カム
イシリ）という地域です。ここは、これまで家畜の放
牧地でしたが、「道民の森」の近隣であることや、当別川に
ダムができることをきっかけに、北海道が土地を買い上げ、
道民や各種団体などとの協働により、水源の森に戻す植栽計
画がスタートしたという経緯があります。
　当日は、荒れ地や開拓地に最初に芽を吹くというシラカバ、

ヤチダモ、ミズナラ、アカエゾマツの苗木1万本を植樹しま
した。小雨の中での作業でしたが、苗木にとっては最高の天
候状態だったそうです。地球環境の保護・改善に向けた自然
の再生というテーマに、後世のためにも積極的に取り組んで
いかなければならないと改めて考えました。

　2008年9月13日、同日から2日間にわたって開催され
る「定禅寺ストリートジャズフェスティバル」に先立ち、「杜
の都美化活動」が行われました。同フェスティバルは1991
年に始まったアマチュアバンドの野外音楽祭で、今では市内
中心部全域でさまざまな音楽に戯れることができる世界有数
のイベントになっています。
「杜の都美化活動」は、「世界中から訪れる観光客や楽しみ
にくる方々に、少しでも美しい街並みで音色を味わってもら
えるように」と、NTT東日本宮城支店の主催により6年前か
ら始まったものです。今年も早朝からNTTグループの社員

と家族、OBも含め総勢120名の方々が集まりました。
　私たちNTTファシリティーズ東北グループからも22名が
参加し、「Live−Link Design」と書かれたウインドブレー
カーを身にまとい、中心部のごみ拾いを行いました。

東京都立墨東特別支援学校に「グリーンポテト」を寄贈
上田里絵　事業開発部 環境ビジネス部門

「北海道洞爺湖サミット記念植樹」に参加
三角 舞　NTTファシリティーズ北海道　企画部　総務担当

「杜の都美化活動」に参加
並木勇樹　NTTファシリティーズ東北　サービス事業部　建築・FM事業部　建築事業部門　建築デザイン担当

環境教育

北海道エリア

東北エリア

通信設備がある耕英地区の道路崩壊状況

災害対策本部

耕英地区への復旧機材搬送

MaRIA ネットワークを利用した被災想定地の映像
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　2008年10月30日、NTTファシリティーズは、国立東京
工業高等専門学校（東京都八王子市）からの要請により同校
に講師を派遣し、物質工学科の「環境科学」特別授業におい
て環境に関する講義を実施しました。
　当日は、環境に関する技術の一端として、事業開発部南主
査が「GreenITy Building」および「メガソーラー」について、
永田社員が「ヒートアイランド現象と屋上緑化」について講
義を実施しました。講義には4年生33名が出席し、当社が保

有する実践的な環境技術の
講義を熱心に聴講していま
した。
　今後も、多くの方に地球
環境を考えていただくた
め、このような取り組みを
続けていきたいと考えてい
ます。

　2008年11月29日、NTT西日本愛媛支店主催の「環境ク
リーン作戦 in愛媛2008」に、NTTファシリティーズ関西
四国支店も参加しました。
　この「環境クリーン作戦」は、松山市と松山市近郊の
NTT西日本グループ各社が協力して取り組んでいるCSR活
動の一環で、今年で17回目を迎えます。自然環境保護の一
助となるように全社員が良き企業市民としての自覚と責任を
持って取り組んでいます。
　当日は、市内の道後公園に集合し、NTT西日本愛媛支店酒
井支店長の挨拶の後、NTTグループ各社の社員と家族、ボラ
ンティアNTT松山OB会のメンバーなど428名が参加し公
園内の清掃を行いました。NTTファシリティーズ関西 四国

支店も赤川支店
長以下10名が
参加し、道後公
園山頂の落ち葉
清掃を行い、心
地よい汗をかく
ことができまし
た。
　NTTファシリティーズ関西
四国支店は、今後もこのような
社会貢献活動に進んで参加して
いきます。

　2008年6月7日、地域環境に貢献する身近な活動として開
催されている「東京ベイ・クリーンアップ大作戦」（主催：東
京ベイ・クリーンアップ大作戦実行委員会事務局）に、NTTファ
シリティーズグループ社員とその家族62名が参加しました。
　このイベントは、6月5日（環境の日）から始まる海洋環
境保全推進週間に合わせ、東京港を泳げる海にするため継続
的な活動を行おうというものであり、1996年から開催され
ています。
　当日は晴天に恵まれ、海辺でボランティアをするには絶好
の日和でした。このイベントには昨年度も参加しております
が、毎度回収されるゴミの多さに悲しくさせられます。この
活動を通して、地域社会へ貢献することはもとより、少しで
も多くの方に地球環境を守ることの大切さをアピールしてい
きたいと思います。

「お客様への感謝の日」と位置づけられた
2008年10月25日、NTT西日本岡山支店主催
の岡山県域（岡山・倉敷・津山）の一斉清掃活
動に、NTTファシリティーズ中国 岡山支店の社
員・家族および岡山在住の鳥取支店・中国支店
の社員18名が参加しました。駅前からNTT西日
本岡山支店までを数コースに分かれ、歩道、花
壇などからゴミを拾い「美しい街づくり」に協力できました。
　これからも、NTTグループの一員として地域への奉仕活動
へ積極的に参加します。

　2008年8月3日、NTT環境クリーン作戦「長良川を美し
くしよう運動」にNTTファシリティーズ東海 岐阜支店も参
加しました。
　この活動は、NTT環境クリーン作戦「長良川を美しくしよ
う運動」の一環として、毎年8月上旬に開催される長良川全
国花火大会の翌日早朝に会場周辺の清掃活動を行うものです。
　当日は、NTTグループ各社およびNTTグループの
OBで構成するNTTボランティアサークル「ひまわり
会」として、午前6時30分に会員およびその家族60
名が川原に入りゴミ拾いを実施しました。
　打ち上げ会場周辺には花火の燃えカスが多く落ちて
おり、堤防周辺の見学場所にはタバコの吸殻、空き缶、

ペットボトルといったゴミが大量に捨ててありました。なか
にはゴザやバーベキューセットのような粗大ゴミもあり、集
積場所は短時間でゴミの山となりました。これらのゴミは、
担当者により、資源ゴミ等に分別されました。
　今後も清流長良川の環境保全に心がけ、「ECO街宣言」を
実践していきたいと思います。

　2008年7月5〜6日、佐賀市三瀬村“三瀬ルベール牧場
どんぐり村”で「三瀬プラネットジャム」が開催され、NTT
ファシリティーズ九州 佐賀支店から4名が参加しました。
「三瀬プラネットジャム」は、環境問題の大切さをテーマに
したイベントで、交通機関は自家用車の乗入れ禁止とし、送

迎バスのみとすることでCO2の抑制をしています。また、こ
のイベントで消費される電力は2007年度の佐賀県トップ
ランナー推進事業で集められた「佐賀県産グリーン電力証書」
でオフセットされました。このように、参加するだけで知ら
ず知らずのうちに温室効果ガスの削減に貢献できる仕組みに

なっているイベントです。
　NTTファシリティーズ九州 佐賀支店は、主催の佐
賀県庁に協力し、当グループで手懸けた長野県佐久
市のメガソーラー紹介パネルなどを出展するととも
に、太陽光発電によるポップコーン作り、ソーラーカー
レースやエコメッセージによる七夕飾りづくりなどの
お手伝いを実施し、地域との交流を深めました。

国立東京工業高等専門学校で環境講義を実施
永田雅宏　事業開発部 環境ビジネス部門

NTT環境クリーン作戦「長良川を美しくしよう運動」に参加
坪井喜郎　NTTファシリティーズ東海　岐阜支店

「環境クリーン作戦 in愛媛2008」に参加
丸山保彦　NTTファシリティーズ関西　総務部　四国総務経理担当

「東京ベイ・クリーンアップ大作戦」を実施
塩野剛司　総務部　総務担当

「電信電話記念日・NTTグループ地域清掃活動」に参加
明石康宏　NTTファシリティーズ中国　岡山支店　電源サービス担当

野外音楽イベント
「三瀬プラネットジャム」にて地域交流に参加

志賀立己　NTTファシリティーズ九州　佐賀支店　営業担当

首都圏エリア

東海エリア

関西エリア

首都圏エリア

中国エリア

九州エリア
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　2008年6月11日（ 水 ）〜 13日（ 金 ）、Interop Tokyo 
2008実行委員会主催によるアジア最大級のネットワーク・
コンピューティング、インフラなどに関するネットワーク総
合展「INTEROP TOKYO 2008」が幕張メッセで開催され、
当グループがサービス提供している「電源バックアップサー
ビスRESCUE POWER」が「Best of Show Award」におい
て、ファシリティ関連製品部門のグランプリを受賞しました。
　この賞は300を越える会社が展示するさまざまな商品・
サービスの中から、その年のテーマにふさわしい最も優れた
商品・サービスを決めるものです。
　本サービスは「計画停電時の電源確保」等における仮設電
源として移動電源車を用意することはもちろんのこと、仮設
電源の仕様検討から運搬、設置、ケーブル配線工事、運転、
監視、燃料手配までワンストップで提供できることが高く評
価され、今回の受賞となりました。

CSR報告書ウェブ版

NTTファシリティーズのページ

えふ・マガ申込みホームページ

http://www.ntt-f.co.jp/csr/

http://www.ntt-f.co.jp

https://www.ntt-f.co.jp/fmag/s-index.html

　NTTファシリティーズグループが出資するLLP（有限責
任事業組合）佐久咲くひまわりが環境省メガワットソーラー
共同利用モデル事業で、「平成20年度　地球温暖化防止活動
環境大臣賞」を受賞しました。
　LLP佐 久 咲 く ひ ま
わり（長野県佐久市）
は、環境省メガワット
ソーラー共同利用モデ
ル事業の指定を受け
て、合計で1MWを超
える太陽光発電を地域
に集中導入することに

より、太陽光発電から供給されるクリーンな電力を利用する
ほか、環境価値を新たに創出して地域内で共同利用・活用す
るなど、発電事業にとどまらず地域大規模太陽光発電を中心
に、多角的な活動を実施したことが評価されました。
　その活動内容は以下の通りです。
①太陽光発電施設によるエネルギー供給、関連サービスの提供
②佐久ブランドの環境付加価値商品・サービス開発の提供
③環境教育・防災活動サービスの提供
④各種施設の省エネルギー対策やサービスの提供
⑤民間CSR・環境投資等に対するコンサルティングサービ

スの提供
⑥これらに関連する企画・運営・管理その他一切の業務

　当グループは、NTT東
日本関東病院において、
関東逓信病院の時代から
新病院設計を経て今日に
至るまで、医療の進歩、
医療制度改定、需要変化、
また新技術の導入や設備
の老朽化対策も含め、その時代に即した環境整備を行い、最
適な状態で病院を運営し、発展させ続けるため、病院経営と

一体となった取り組みを続けてまいりました。
　同病院（FM実践組織）とNTTファシリティーズグループ

（FM提供組織）が一体となったこの取り組みは高く評価さ
れ、第3回日本ファシリティマネジメント大賞（JFMA賞）＊2

を受賞しました。これからも「良質で安全な医療の提供」に、
FMを通して貢献していきたいと思います。
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広報活動
冊子やホームページ、展示会などさまざまな媒体・手段を活用して、当グループの環境・社会性に配
慮した事業や活動について、お客さまをはじめとするさまざまなステークホルダーの皆さまに情報提
供するとともに、CSR に対する社員の意識向上を図っています。 　NTTファシリティーズグループは、「建築やエネルギー」

を専門とするNTTグループの一員です。グループのビルや、
設備をつくり守る仕事で培ってきた技術とノウハウを、いま
ECOビルやECOエネづくりに注いでいます。これを具体的
に一つひとつ宣言したのが「ECO街宣言」です。「ECO街宣言」
は当グループの強い環境への思いを表現しています。

　NTTファシリティーズグループは、毎年8月に「CSR報
告書」を発行し、CSRに対する考え方や活動内容について開
示しています。
　バックナンバーについてもホームページで掲載しています。

　NTTファシリティーズグループの事業内容やソリュー
ション・サービス・商品などの紹介およびCSR・環境保護
への取り組みなどをホームページで公開しています。

　CSR推進室の社内ホームページでは、「企業倫理」、「情報
セキュリティ」、「環境保護」、「人権啓発」の4つの項目を柱
として、各基本方針等やガイドラインなどの社内資料、関連
法規などCSR活動に関わるさまざまな情報を当社および地
域会社7社の社員等に提供しています。
　そのほか社内誌「Forward」でも各地域の記事を主体に
CS活動や社会貢献などのCSR活動の実践に役立つ情報を継
続的に発信しています。

　NTTファシリティーズグループは、お客さま向けに2種類
の広報誌を発行しています。
　「NTTファシリティーズジャーナル」は、IT、エネルギー、
建築という当グループの事業領域全般に関わる新技術や最新
の施工事例などを紹介する技術情報誌です。「環境配慮型デー
タセンターファシリティ」、「未来に向けた太陽光発電システ
ム技術」などをテーマとして隔月発行しています。
　メールマガジン「えふ・マガ」は、新しいサービスのご案
内やセミナー・イベント情報をお知らせする媒体で、ホーム
ページで申込みを受け付けています。

表彰

広報活動

「INTEROP TOKYO 2008」でRESCUE POWERがグランプリ受賞

平成20年度　「メガワットソーラー共同利用モデル事業」で環境大臣賞を受賞

「NTT東日本関東病院FM＊1業務の実践」で第3回日本ファシリティマネジメント大賞（JFMA賞）受賞

＊1　ファシリティマネジメント
＊2　社団法人 日本ファシリティマネジメント推進協会が、ファシリティ
マネジメントの取り組みに対し、優れた成果を挙げている日本の法人・
官公庁・団体等を表彰するもの。

企業広告「ECO街宣言」

CSR報告書の発行

ホームページの公開

社内コミュニケーションの推進

広報誌の発行
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　2008年6月3日（火）〜 6日（金）、株式会社日報アイ・ビー
が主催するアジア最大の展示会「守ろう地球 創ろう共生社
会2008NEW環境展」が東京ビッグサイトで開催され、環
境負荷低減に対応したエコ製品、機器、システムなどが展示
されました。
　 当 社 ブ ー ス は、 白 を 基 調 と し た デ ザ イ ン で「Green 

Integration」を 中 心 に、
環境関連ソリューションを
展示しました。特に担当者
セミナーには、多くの来場
者にお越しいただき、大変
な盛況ぶりでした。

　2008年12月11日（木）〜 12月13日（土）、「エコプロ
ダクツ2008」が東京ビッグサイトで開催されました。本
展示会は10周年を迎え、「もうできる！CO2−（マイナス）
50％のエコライフ」を記念テーマに掲げ、750を越える出
展者が参加しました。
　当社ブースは「Green Integration」のコンセプトに基づ
くソリューション「GreenITy Building（グリニティ・ビル
ディング）」や「メガソーラー」、「グリーン・ポテト」などを展

示し、省エネへの取り組み
を紹介しました。なかで
も当ブースのエネルギー
使用量やCO2排出量の見
える化を実現した「エネル
ギーモニタリングサービス

（Remoni）」は、多くの来
場者の関心を集めました。

　2008年10月30日（木）、日頃からの
お客さまへの感謝を込めてNTTファシリ
ティーズFORUM」をホテルニューオータ
ニ東京で開催しました。当日は558名も
の多くのお客さまにご来場いただき、大盛
会のうちに終了することができました。
　今回は、「環境」を切り口として、当日の
会場の明るさを20％程度抑制しました。
さらに消費電力で排出されるCO2を、森林吸収源を守る植
林やクリーンエネルギーなどの事業に投資することなどによ
り、排出した分を相殺するカーボンオフセットを実施しまし
た。また、「地球環境写真コンテスト」と題し、環境保護活動、

環境破壊、温暖化現象など「地球環境」をテーマに社員およ
びその家族の取り組みを表現した写真の展示を行い、環境問
題に対する積極的な姿を紹介しました。

　2009年2月25日（水）〜 2月27日（金）、リード エグジビ
ション ジャパンが主催する太陽電池業界のアジア最大の展示
会「PV EXPO 2009〜第2回国際太陽電池展〜」が東京ビッ
グサイトで開催され、太陽電池・太陽光発電システムの研究・
開発・製造に必要なあらゆる技術、部品・材料、装置などが

展示されました。
　当社ブースでは、新開発の架台模型やサービス内容・導入
事例のパネルを数多く紹介しました。3日間で約3万7千人
の来場者があり、当社のブースにも多くの方にお越しいただ
きました。

「2008NEW環境展」に出展

「エコプロダクツ2008」に出展

「NTTファシリティーズFORUM2008」の開催

「PV EXPO 2009」に出展

■売上高（億円） ■経常利益（億円）

■総資産（億円） ■純資産（億円）
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■2008年度売上高構成比（億円）

合計
2,406

一般市場
583（24.2%）

ＮＴＴおよびNTTグループ
1,822 （75.8%）

※記載金額は億円未満を切り捨てて表示しております。
※数値はすべてNTTファシリティーズ・地域会社7社合計です。

◎
広
報
活
動

◎
経
済
指
標

経済指標
NTTファシリティーズグループでは、地球環境を考えた統合ファシリティサービスにより、「IT」×「エ
ネルギー」×「建築」の融合技術力を活かした価値あるソリューションを提供することで、事業の健
全なる発展を図っています。

営業成績・財産状況の推移

展示会などへの参加
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　当社は、2007年9月に、本社である東京都港区内の明治
安田生命三田ビルの事務所において、情報セキュリティの向
上による安心・安全なサービスを提供し、お客さまに信頼さ
れる企業であり続けるために、ISMS国際規格（ISO27001）
の認証を取得しました。
　当ビルに設置されている入退室管理システムのほかに、
WAKENETによるセキュリティ管理システムを導入して二
重の高セキュリティオフィスを構築するとともに、全キャビ
ネットの鍵を管理する鍵管理システムを導入しました。また、
増大する電子情報の漏えいを防ぐためにドメインサーバーを
設置いたしました。
　これに加え、当ビルおよびきよたビルの社員にヘルメット・
防塵マスクなどを貸与し、地震等の災害発生に備えるなど、
安全面についても積極的に取り組んでいます。
　2009年度は、引き続き総合体育施設の省エネ施策の実施・

【代表取締役社長】髙藤　眞澄
【設　立】 1999年4月
【資本金】 5千万円
【出資者】 株式会社NTTファシリティーズ（100%）

株式会社NTTファシリティーズFMアシスト
豊かな情報環境をクリエイトするファシリティ・サービス企業を目指す

　当社は2005年にISO24001（ISMS）、2008年3月に
はISO14001（EMS）の認証を取得し、高セキュリティオ
フィスの構築を推進するとともに、昨年からオフィス什器類
のグリーン調達・後付アイドリングストップ装置の提案、社
内では、エントランス等にLED照明・省エネ蛍光灯を導入
するなど、環境とエコの推進に努めてまいりました。
　2009年は、「グリーンなオフィスを創るNTT IPD」をス
ローガンに、空調省エネツール、LED照明、湿温度センサー

（おんどとり）をはじめとした省エネ・環境に関する取扱商
品ラインアップの充実を図り、CO2排出削減に努めてまいり
ますとともに、観葉植物や自然界の水循環システムを再現し
た室内ビオトープ「アオバビオリウム」、高機能空気清浄機

「トータルピュア」といった商品を通して、オフィスに癒し
の空間と快適な環境を提供し、また保安用具の性能確認試験
等を通して、お客さまに安心・安全をお届けするため、一層
の努力を傾けてまいります。

エヌ・ティ・ティ・インテリジェント企画開発株式会社
快適な環境と安心・安全をお届けする

【代表取締役社長】佐藤　義孝
【設　立】 1988年9月28日
【資本金】 1億5千万円
【出資者】 株式会社NTTファシリティーズ（70%）
 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（30%）

　当社は、情報セキュリティ向上によるお客さまからの信頼
性確保の一環として、2007年3月に本社（上野トーセイビル）
情報システム技術本部においてISMS国際規格（ISO27001）
を認証取得し、2008年12月には新たに建築FM技術本部と
建築構造技術本部を対象に拡大認証を取得しました。
　2008年8月には小形リチウムイオン電池を対象とした最
新の安全性試験設備を備えた実験施設を建設し、安全性能評
価試験事業を開始しました。これまで高エネルギー密度を有
する小形リチウムイオン電池は、携帯電話、ノートPC、携
帯音楽プレーヤー、携帯型ゲーム機、PDAなどポータブル電
子機器の市場に広く浸透してきましたが、2010年に予定さ
れているLTEサービス開始を目前に端末機器の高度化・多機
能化はますます進み、それとともに小形リチウムイオン電池
需要が一段と活性化すると考えられています。当社が保有す
る先端の試験評価技術を活かすことにより、次代の新サービ

株式会社NTTファシリティーズ総合研究所
経営から現場まであらゆる段階の問題を解決

スの普及、安全・信頼性の確保について側面から貢献ができ
ると考え、積極的に取り組むこととしました。
　このように、NTTファシリティーズ総合研究所では、地球
環境、生命、財産の保全など安心・安全な社会の実現を目指
して、かつ社会的責任を果たす事業を通して、これからもコ
ンプライアンス遵守はもちろんのこと、CSRの推進に積極的
に取り組んでまいります。

【代表取締役社長】　前田　良治
【設　立】 1987年3月
【資本金】 1億円
【出資者】 株式会社NTTファシリティーズ（68%）
 株式会社日総建（6.4%）
 共立建設株式会社（6.4%）
 日比谷総合設備株式会社（6.4%）
 日本メックス株式会社（6.4%）
 株式会社総合設備コンサルタント（6.4%）

　当社は、自社で所有する発電所の電気のほか、工場などの
発電設備等から余剰となっている電気を購入し、電力会社の
送電網を使用してお客さまに高品質で廉価な電力を安定的に
供給する特定規模電気事業者（PPS＊1）です。
　昨年度は史上最高水準にまで上昇した原油や天然ガス等の
燃料価格が各種電力会社の経営状況を大きく悪化させ、当社
もその例外ではありませんでしたが、お客さまに低価格な電
力を安定的に供給する体制を堅持することで、着実に顧客基
盤を拡大し、シェア60％に迫るPPSのリーディングカンパ
ニーに成長しました。
　また環境ビジネス面では、2008年1月にグリーン電力証
書の発行事業者としての認定を取得しました。今後はグリー
ン電力証書の提供を通じ、お客さまの環境貢献に対する取り
組みをご支援します。
　2009年度は株主である東京ガス様、大阪ガス様が出資す
る最新鋭の高効率大型LNG＊2発電所が本格運用を迎えます。
これらCO2排出量の少ないクリーンな大型LNG電源に加え、
バイオマスや清掃工場の廃熱利用など非化石エネルギーの導
入を通じ、さらなる環境配慮と事業の拡大を目指します。さ
らに、事業競争力の維持・拡大、お客さまの利便性向上に向
け、当社はNTTグループの強みであるITを活用した、環境
配慮型の付加価値サービスの開発にも積極的に取り組んでま
いります。
＊1　PPS：Power Producer and Supplier
＊2　LNG：Liquid Natural Gas（液化天然ガス）

株式会社エネット
PPSのトップランナーとして環境性と経済性の両立を目指す

　当社は、自治体、法人などの環境保全対策ニーズにお応え
するソリューションサービスの提供を目的とした環境総合コ
ンサルタントを行っています。

①環境等の国際規格（ISOなど）の取得・維持に関するコン
サルティング

②省エネルギー化およびCO2排出量削減に関するコンサル
ティング

③環境に関する各種情報の収集・解析および配信
④環境保全型商品の商品化、販売に関わる企画
⑤食品安全衛生に関する調査、コンサルティング

事業内容

エヌ・ティ・ティジーピー・エコ株式会社
21世紀型循環社会を目指す環境総合コンサルタント

【代表取締役社長】武井　務
【設　立】 2000年7月
【資本金】 63億円
【出資者】 株式会社NTTファシリティーズ（40%）
 東京ガス株式会社（30%）
 大阪ガス株式会社（30%）

【代表取締役社長】辻　和勝
【設　立】 2003年4月1日
【資本金】 1億円
【出資者】 株式会社NTTファシリティーズ（75％）
 東日本電信電話株式会社　（20％）
 西日本電信電話株式会社　（5％）

環境経営
EMSの構築
EMSの効率化
環境活動の活性化

温暖化対策
CDMフィージビリティ調査
温室効果ガス削減コンサル

環境保全商品
商品・サービスの開発・調査

無農薬芝

エネルギー
環境エネルギー調査
環境アセスメント

食品安全
ISO22000コンサル
Webサイト、eラーニング

各種対策

環境調査・対策
抗菌・防かびコーティング
アスベストコンサル
環境測定（VOC等）

効果検証、指定管
理 者 施 設 の 省 エ
ネ・劣化診断、通
信用ビルにおける
CO2排出量調査等
のコンサルを実施
し、お客さまが取
り組んでいる温暖化防止施策を支援してまいります。
　今後も、社会の一員として、お客さま等の情報管理の徹底
はもとより、企業におけるコンプライアンスの徹底ならびに
CSRの推進に向けて取り組んでまいります。

販売電力量：8,458GWh

エネット
58.2%

新日本石油 7.0%

新日鉄エンジニアリング 7.5%
サミットエナジー 7.2%

丸紅 5.6%

ダイヤモンドパワー
4.7%

ファーストエスコ 2.0%
パナソニック 2.3%

イーレックス 2.5%

エネサーブ 1.7% GTFグリーンパワー 0.1%
昭和シェル石油 0.1%
日本風力開発 0.0%
大王製紙 0.0%

王子製紙 0.4%
■全国におけるPPS別販売電力量

■事業イメージ

グループ会社

グループ関連会社

グリーンなオフィスを創るNTT IPD
環境・省エネ関連取扱商品ラインアップ

ISO 14001(EMS)

オフィスリニューアル・
リロケーション
■省エネ照明・器具
　蛍光灯/ＬＥＤ照明
■グリーン調達什器

情報システム構築支援
電気･電気通信設備工事
■フルハイビジョンTV会議システム
■グリーン調達工事材料
■ＢＣＰ対応電源装置

メンテナンス
■環境配慮空調メンテナンス
■地下油層タンク長寿命化

安心・安全
■アイドリング･ストップ装置
■高性能空気清浄機
■無換水水槽「ビオリウム」

川崎天然ガス発電所 （東京ガス様出資） 泉北天然ガス発電所 （大阪ガス様出資）

当社は、2009年7月からNTTファシリティーズの
グループ会社となりました
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Q1 本書についてどのように感じましたか。

Q2 本書の中で興味を持った項目を選んでください。（複数回答可）

Q3 本書の記載項目のうち、改善が必要または内容が不足していると感じたものがあれば
ご指摘ください。（複数回答可）

わかりやすい
50%

わかりやすい

多すぎる
25% 読みやすい

42%
普通
48%

普通

普通
74%

普通
56%

わかりにくい
2%

わかりにくい

多すぎる
普通
少ない

読みやすい
普通

読みにくい

少ない
1%

読みにくい
3%

わかり
やすさ 情報量 読み

やすさ

NTTファシリティーズグループ
社員・家族：173
お客さま等：117

48%93 47

49%76 67

2%4
2

56%104 57

41%64 55

3%5
5

74%127 89

25%46 26

1%
0 2

0 10 20 4030 50(%)

①環境保護の取り組み

②地域・社会との関わり

③特集

④環境保護推進活動の成果

⑤環境マネジメントの推進

⑥情報セキュリティの取り組み

⑦企業倫理の取り組み

⑧トップコミットメント

⑨ＣＳＲ推進体制

⑩お客さまとの関わり

上位10位
42%75 47

31%55 36

30%45 43

29%56 28

28%40 41

24%47 24

23%41 27

21%40 21

20%33 24

19%32 23

NTTファシリティーズグループ
社員・家族：173
お客さま等：117

○「お客さまとの関わり」をもっと知りたいの
で、誌面を充実してほしい。

○従業員の情報をより充実することにより、会
社の制度などが伝えやすくなると思った。

○専門用語があるので、一般の方に理解しやす
くなるよう、表現（言葉）を工夫した方がよい。

○山梨県北杜市の太陽光発電などメガソー
ラー事業について、もっと知りたい。

○アニマルパスウェイを設置していることを
初めて知りました。もっと具体的に紹介し
てほしい。

○事業内容とCSR活動の関連が理解できまし
た。

0 3 6 129 15(%)

①お客さまとの関わり

②従業員との関わり

③地域・社会との関わり

④その他

⑤広報活動

⑥環境保護の取り組み

⑥特集

⑧ステークホルダーの意見

⑨ＣＳＲ推進体制

⑩人権啓発の取り組み

上位10位
13%24 15

12%23 11

11%25 7

7%13 8

7%15 5

6%11 7

6%11 7

6%9 7

5%8 6

4%6 7

NTTファシリティーズグループ
社員・家族：173
お客さま等：117

大変評価できる
15%

評価できる
61%

普通
20%

評価できない
1%

何ともいえない
3%

Q5 その他NTTファシリティーズグループへの意見･
感想があればお聞かせください。

1996年 地球環境保護基本理念・基本方針制定

1997年 グリーン調達ガイドライン制定

建物グリーン設計ガイドライン制定

1999年 3月 関西支店でISO9001認証取得（初）

10月 環境保護推進室発足

11月 人権・セクハラ相談窓口開設

12月 地球環境保護基本理念・基本方針改訂

厚木FM（NTT厚木研究開発センタのサイト）でISO14001認証取得（初）

2000年 3月 グリーンR＆Dガイドライン制定

7月 NTTファシリティーズ「環境レポート」発行開始

2001年 7月 低公害車導入ガイドライン制定

2002年 7月 グリーン購入ガイドライン制定

11月 NTTグループ企業倫理憲章制定

12月 企業倫理ヘルプライン相談窓口開設

2004年 8月 ファシリティーズグループ全社でISO14001認証取得完了

2005年 3月 情報セキュリティ基本方針制定

6月 地球温暖化防止国民運動（チーム・マイナス6％）参加

8月 本社・CSR推進室設置

CSR委員会設置

「社会・環境活動報告書」発行

2006年 3月 本社・関西事業本部、ISMS認証取得

7月 地域会社にCSR推進室設置

8月 NTTファシリティーズグループ「CSR報告書」発行（初）

「職場の悩み110番」開設

2007年 3月 ISMS認証取得を全国へ拡大

4月 リスクマネジメント委員会設置

5月 人権に関する基本方針制定

2008年 8月 NTT－グリーン有限責任事業組合（LLP）の設立・出資

10月 主催イベントでカーボンオフセットを実施

12月 「第12回 環境経営度指標ランキング」で1位にランキング（初）

Q4 NTTファシリティーズグループ
の社会・環境活動に関する評価
を聞かせてください。

今回の
主な改善点

☆専門用語は、できる限り分かりやすい言葉に変更、または用語解説で説明
☆「お客さまとの関わり」および「従業員との関わり」の内容を充実
☆「生物多様性の保全」をより具体的に掲載

（有効回答数：290）

● 生物多様性について取り上げる企業が多くなっているので、もう少し内容を充実させた
方がよいと思う。

● CSR活動全体について、必要十分な情報量で分かりやすくまとめられていると思う。
● 全般を通しては、よくできた報告書だと思う。誌面が許せば専門用語は解説を入れるか、
最終ページに用語集（解説）を入れた方が、より親切かと思う。

● 地域との関わりをさらに強化していくことが大切だと思う。地域との関わりをNTTファ
シリティーズの強みとしていくべきではないだろうか。

● 環境事業への取り組みが詳細に記述されており、分かりやすいと思う。

ステークホルダーの意見
昨年度版「CSR報告書2008」に対する意見・感想を求めるアンケートを報告書添付のアンケート用
紙とWeb上にて回収しました。その結果を改善点として取り上げ、本報告書に反映させました。

活動のあゆみ


