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2017年度NTTクラルティのＣＳＲ行動目標

ＮＴＴグループＣＳＲ憲章

クラルティ全社員が、
4つのテーマを総合的に捉え、自発的にCSR活動を推進！

障がい者の雇用拡大、障がい理解の促進、クラルティの認知度向上等に努め、

ノーマライゼーション社会の実現を目指す！

人と社会の
コミュニケーション

人と地球の
コミュニケーション

チームＮＴＴの
コミュニケーション

安心・安全な
コミュニケーション

地球環境保護の大切さを認
識し、環境を守るために社員
自らが率先して行動します。

障がい者の雇用および社会への
参画機会の拡大に努め、障がい
者や高齢者等が暮らす上でのバ
リアや課題の解決に貢献します。

社会のルールや規則を守り、お
互いを尊重し、協力し、能力を
高め合い、やりがいのある、働き
やすい職場環境を作ります。

重要な財産である情報を保護
するため、運用ルールを守り、
適正に管理します。

ＮＴＴクラルティＣＳＲのテーマＮＴＴクラルティＣＳＲのテーマ

2017年度行動目標および全体イメージ
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【トピックス①】 人と社会のコミュニケーションへの取り組み

★バリアフリー状況、来訪者向けの配慮等についてのチェック◆
当社の強みを活かして、国土交通省の施策である車椅子利用者向けのバリアフリーアプリ「通
れたマップ」や、視覚障がい者用ナビアプリなどの検証に協力し、当社の事業活動そのものを
ＣＳＲ活動として行っています。

車椅子でバリアフリー状況を
確認している様子

車椅子でバリアフリー状況を
確認している様子

視覚障がい者にわかりやすい目印
を活用したアプリ開発の検証を行っ

ている様子

視覚障がい者にわかりやすい目印
を活用したアプリ開発の検証を行っ

ている様子
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【トピックス②】 人と社会のコミュニケーションへの取り組み

★障害者ワークフェア２０１７への参加◆
全国障害者技能競技大会（アビリンピック）と同時開催のワークフェアに初めて参加。会社概
要や業務を紹介し、約200名が当ブースにご来場頂きました。合わせて障がい理解研修、塩山
ファクトリーの業務の説明を行いました。

◇会社概要、業務紹介のパネルを作成して展示
◇障がい理解研修の映像を上映

当社のブースでお客様に説
明している様子

当社のブースでお客様に説
明している様子

会社概要、業務紹介パネル会社概要、業務紹介パネル

当社ブースの様子当社ブースの様子 4



◆人と社会のコミュニケーション◆
講演会・講師派遣 11件

学校関連、就労支援センター、一般企業等
職場見学会 101件（707名）

NTTグループ、学校関連、一般企業、特例子会社、就労移行支援事業所等
職場実習の受け入れ 20件（22名）

特別支援学校、盲学校、ろう学校、手話通訳、ジョブコーチ、就労移行支援事業所、特例子会社等
バリアフリー状況、来訪者向けの配
慮等についてのチェック

施設バリアフリーに関するコンサルティング業務、当事者の強みを活かしたアプリの検証、障がい者サポー
ト防災マニュアルの制作 【トピックス①】

ウェブアクセシビリティ診断、アクセシ
ビリティ普及のための研修等

30件
NTTグループ、地方自治体、一般企業等

パン・お菓子の販売会 115回
近隣の福祉作業所等のパン・お菓子を事業所等にて販売

古本募金 479点を寄付

物品寄付 3回
近隣のおまつり（バザー等）への物品寄付

紙漉き体験 5回
近隣保育所等にて手漉き紙による卒園証書作成イベント実施

障がい者採用コンサル NTTグループ8社に実施（15名内定）
ポータルサイト「ゆうゆうゆう」の運営 当事者が答えるQ&Aコーナー、ユニバーサルチェック、障がい者スポーツ、すぐれモノ・コト等の掲載
「あすチャレ！Academy」への協力 ★研修用ビデオへの出演（日本財団パラリンピックサポートセンターからの要請）
障害者ワークフェア2017への参加 ★当社の紹介ブースを出展 【トピックス②】
異業種交流会 ★特例子会社7社による「特例子会社で働く社員のための異業種交流会 ～ キャリア・デザイン研修

～」への参加
山梨県「心のバリアフリー宣言事業
所」への登録

★障害者の優先雇用や職場環境への配慮に理解のある事業所、又は障害の特性等を十分に理解
し障害者への接し方に配慮のある事業所等を対象に募集・登録。 ⇒ 塩山ファクトリーが登録
※参考：やまなし心のバリアフリー宣言事業所登録制度 5

★：今年度の新規施策



【トピックス③】 人と地球のコミュニケーションへの取り組み
◆清掃活動への参加

社員が積極的に地域の清掃活動に参加し、近隣の環境保全に貢献しています。

札幌ロケ前での清掃模様札幌ロケ前での清掃模様武蔵野ロケでの清掃模様武蔵野ロケでの清掃模様
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◆人と地球のコミュニケーション◆
ＮＴＴグループとの連携による節
電・節約施策

・クールビズ／ウォームビズ、節電施策の継続
★情報機器等のリサイクル
NTTグループ会社が提供する資産買取サービスを利用し、廃棄予定のPC・モニタ・付属品等（約
200点）をリサイクル

清掃活動への参加 8回
春のクリーン作戦、秋のクリーン作戦等 【トピックス③】

★：今年度の新規施策



【トピックス④】 安心・安全のコミュニケーションへの取り組み

◆設備の改善
社員が安全に就業できる様、社内外の設備の改善を行っています。

換気扇・二重扉（東京）換気扇・二重扉（東京） 入口階段・玄関に「滑り止め」を設置（東京）入口階段・玄関に「滑り止め」を設置（東京）

駐車場に屋根を設置（神奈川）駐車場に屋根を設置（神奈川）
除雪機の導入（神奈川）除雪機の導入（神奈川）

レイアウトの改変（札幌）レイアウトの改変（札幌）

オイルヒーターの設置（武蔵野）オイルヒーターの設置（武蔵野）

7



◆安心・安全のコミュニケーション◆
情報管理（情報セキュリティ、Pマー
クの取組）

★NTTグループ情報セキュリティ資格の取得（合格者：初級11名、超入門27名）
・新入社員研修（11回）
・Pマーク＆情報セキュリティ全社員研修
・リスクアセスメント、内部監査

防災訓練 全事業所にて、障がいに配慮した班編成で実施
安全衛生委員会 12回

毎月開催
交通安全講習会 6回

全事業所にて実施
安否確認システム（一斉テスト） 3回

大規模災害の発生時に、社員の安否を迅速かつ確実に把握するために導入した安否確認システムの
一斉テストを実施

設備の改良等 社員が安心して、安全に就業できるように、設備の改良等を実施 【トピックス④】
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★：今年度の新規施策



【トピックス⑤】 チームＮＴＴのコミュニケーションへの取り組み

◆障がい理解研修の実施

2020オリパラを見据えた共生社会への意識改革に貢献すべく、当社の強みを活かした障がい
当事者による「障がい理解研修」「心のバリアフリー研修」を実施、また近隣の小中学校でも体
験事業を実施して、NTTグループ内外の障がい理解推進に貢献しています。
◇ 近隣の小学校にて、 ４年生100名を対象に、視覚障がい理解研修授業を実施。
◇ 視覚障がいについての説明後、見えない体験、誘導体験等を実施。
◇ 受講した小学生からの主な感想
・「見えない人はどんな時に困っているかが分かった」
・「これからは見えなくて困っている人がいたら積極的に声をかけたい」
など

視覚障がい体験の様子視覚障がい体験の様子見えないことについての座学の様子見えないことについての座学の様子 9



◆チームNTTのコミュニケーション◆
ダイバーシティ研修等 ・障がい理解研修、心のバリアフリー研修（計49件：NTTグループ会社、一般企業等）

・近隣地域の学校での障がい理解研修（計5件） 【トピックス⑤】
・新入社員向け障がい理解研修及びコミュニケーションハンドブック配付（入社の都度）

クラルティニュースの発行 4回
マンパワーPT（※）による社内広報誌

かわら版「ハーモニィ」 12回
フロントサービス部による社内広報誌

手話サロン 88回
聴覚障がいを持つ社員が中心となり、昼休みに手話講習会を実施

BBQ等の社内イベント 2回
駅伝への参加 NTTグループ親睦駅伝大会への参加（1回）
障害者生活相談員資格の取得 H29.6月時点の65名に加えて、新たに12名が取得

シンボルアスリートの認定 ★3名を認定
・ブラインドマラソン（1名）
・視覚障がい者５人制サッカー（ブラインドサッカー）（1名）
・脳性まひ者7人制サッカー（CPサッカー）（1名）

LGBT理解促進（Ally活動） ★Ally研修（1回）
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★：今年度の新規施策

※マンパワープロジェクトチーム（マンパワーPT）
社内の一体感の醸成、コミュニケーション活性化、及び人材育成を目的として、各組織の社員で構成した組織横断型プロジェクトチーム。

◆NTTグループCSR活動との連携◆
NTTグループのCSR ★社員メッセージ動画の掲載
日本障がい者スポーツ協会への寄
付

2017年度
売上の一部を寄付（塩山の手漉き紙使用の寄附付電報「書道アート電報（夢・つなぐ）」）

GOLD SPORT DAY2017への参
加

★幕張メッセで開催された東京2020ゴールドパートナーによる初の合同運動会「GOLD SPORT 
DAY2017」に参加

★：今年度の新規施策
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【全社目標】
ノーマライゼーション社会の実現を目指す！
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2018年度ＣＳＲ活動年間計画
通年・随時 1Q 2Q 3Q 4Q

CSR
委員会

年2回（上期・下期）

人と社会の
コミュニケー
ション

人と地球の
コミュニケー
ション

安心・安全
なコミュニ
ケーション

チームNTT
の

コミュニケー
ション

内容
月

◆会社見学（随時）
◆HP・ＦＢの更新（随時）
◆採用コンサルティング（随時）
◆ゆうゆうゆうの更新（随時）
◆障がい理解研修（随時）

◆クールビズ（5月～9月）

◆節電（通年）
◆資源の節約（通年）

◆ウォームビズ（12月～3月）

◆Pマーク＆セキュリティ研修◆新入社員セキュリティ研修
（随時）
◆防災訓練（随時）

◆クラルティニュース（6月～）

◆NTTグループサステナビリティレポート、
NTT東日本ＣＳＲ報告書原稿作成（上期）

◆全社員向けＣＳＲ・企業倫理研修
（下期）

◆クリーン作戦 ◆クリーン作戦

◆お菓子販売（随時）
◆パン販売（随時）
◆ボランティア等への参加（随時） ◆古本募金（7月～）

◆むさしのあったかまつり（10月）

◆紙漉きWS（下期）

◆CSRカンファレンス

◆パラリンピック競技体験学習（5月～）

◆CSR勉強会（上期）
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◆HPの更新・アクセシビリティ診断（上期）

◆Pマーク更新審査（下期）◆内部監査（上期）


