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NTTアーバンソリューションズの街づくり推進体制

NTTアーバンソリューションズグループは、NTTグループの街づくり推進事業の基盤を担うため、2019年7月に発足しました。

NTTアーバンソリューションズは、街づくりに関するNTTグループの窓口となり、街づくりに関わる情報を一元管理しながら、

NTTグループならではの新たな「街づくり」を推進します。傘下のNTT都市開発・NTTファシリティーズ、

そしてNTTグループ各社や多彩なビジネスパートナーとともに、各都市・地域がめざす個性豊かで活力ある街づくりに貢献していきます。
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ご挨拶

　はじめに、新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、生活に制約を受けられた皆さま、
また「令和2年7月豪雨」により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。一刻も早い
感染の終息と復興を願っております。
　私たちNTTアーバンソリューションズグループは、地域社会が抱えるさまざまな課題と向き
合い、NTTグループの不動産、ICT、エネルギー、環境技術などを活用し、多彩なビジネスパート
ナーとともに、地域の皆さまの街づくりを支援すべく2019年7月に発足しました。NTTグループ
ならではの「街づくり」は、さまざまな分野のイノベーションにつながり、SDGsに象徴される 

複雑多岐にわたる社会的課題の解決に向けて、大きな貢献ができると考えています。
　そして私たちの目標は、さらにその先の、全ての人が幸せに生きる基盤となる「街」の実現です。
先進技術を取り入れた建物の開発や、美しい街区づくりのみにとどまることなく、「街づくり」の
主役である地域の皆さまの声に真摯に向き合い、各都市が思い描くそれぞれの未来に寄り添い
ながら、地域の皆さまとともに歩み続ける企業でありたいと考えています。
　新型コロナウイルスの感染拡大は、街づくりの在り方にも大きな課題を投げかけています。
NTTアーバンソリューションズは、激変する社会に柔軟に対応しながら「私たちだからこそで 

きること」を追求し、グループ一体で業務にあたってまいります。
　大きく変化し続ける環境の中にあって、私たちの持続可能な社会の実現への思いを形にする
ため、当社は「CSRビジョン」を策定し、本冊子にまとめました。皆さまには、引き続いての 

ご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

NTTアーバンソリューションズ株式会社
代表取締役社長

地域の皆さまとの街づくりを通して、
持続可能な社会、安心・安全で活力ある未来の実現に取り組みます。
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NTTアーバンソリューションズのCSRビジョン

社会への思いを込めるCSR

「街づくり」を通して持続可能な社会を実現したいと考える私たちにとって、CSR活動は、事業活動そのものです。
地域の皆さまの「街づくりのパートナー」として、社会的課題の解決に真摯に取り組む――私たちは、このような思いを形にするため、
「CSRビジョン」を策定しました。

NTTグループの一員として取り組む

NTTグループでは「NTTグループCSR憲章」を基本指針として、社会的課題の解決を通じた持続的な成長の実現に努めています。
NTTアーバンソリューションズにおいても、本憲章に基づく指針を「CSRビジョン」に定め、事業活動との関連を明確にするとともに、
中期活動目標の検討を進めています。

安心･安全な
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
チームNTTの
コミュニケーション

人と社会 の
コミュニケーション
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
人と地球 の
コミュニケーション

事業活動を通じた
社会的課題の解決に

取り組み
持続可能な社会を実現

事業活動を通じた
社会的課題の解決に

取り組み
持続可能な社会を実現

NTTグループCSR憲章
https://www.ntt.co.jp/csr/groupcsr/csr_policy.html
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CSRビジョン
NTTアーバンソリューションズは、NTTグループにおける街づくり事業推進会社として発足しました。

傘下のNTT都市開発、NTTファシリティーズのリソースを中核に、NTTグループが持つ不動産、ICT、エネルギー、環境技術などを最大限に活用し、

持続可能な社会の実現に貢献する経営をめざします。

NTTアーバンソリューションズは、街づくりの誠実なパートナーとして個性豊かで
活力ある未来の街を提案し、地域社会の発展と社会的課題の解決に取り組みます。

CSRメッセージ

グループで見据えるCSRテーマ

人と社会のコミュニケーション
スマートで活力ある社会を

テーマ 1
私たちは、NTTグループの総合力を活かした街づくりを通して、地域の皆さまとともに、

より先進的でスマートな社会の実現をめざします。

私たちは、お客さま、社会の皆さまとの対話を大切に、多様性に富み、賑わいにあふれる街づくりを推進します。

人と地球のコミュニケーション
低炭素・低負荷で、豊かな地球を

テーマ 2 私たちは、低炭素・脱炭素技術の提供を通して、気候変動問題の解決に取り組みます。

私たちは、生物多様性に配慮するとともに、循環型の事業運営により環境負荷の低減をめざします。

安心・安全なコミュニケーション
強靭で安心・安全な街を

テーマ 3 私たちは、先進技術を積極的に取り入れ、より強靭で災害に強く、安心・安全な街づくりを推進します。

私たちは、皆さまの生活・経済基盤となる街を絶え間なく見守り、支え続けます。

チームNTTのコミュニケーション
多様性を重んじ、活かす私たちを

テーマ 4 私たちは、ダイバーシティ＆インクルージョンを実践し、豊かな地域社会づくりに貢献します。

私たちは、さまざまなパートナーの皆さまとともに、高い倫理観と人権意識を持って事業に取り組みます。
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CSRテーマ１

社会の期待

先進的で快適な生活環境とビジネス環境を、全ての
人が享受できる社会をつくり、世界の持続的な成長
を確かなものとする。イノベーティブでサステナブル
なこれからの社会インフラの構築に、社会の幅広い
期待が集まっています。

関連するSDGs

人と社会の
コミュニケーション
スマートで活力ある社会を

私たちの取り組み

NTTアーバンソリューションズは、NTTグループの街づくり
推進を担い、ICTをはじめとする先端技術を活用した街づく
りをめざしています。先進的でスマート、そして人々が幸せ
な社会に向けて、地域の皆さまと「その街ならではの未来づ
くり」に取り組んでいます。



連携イメージ図

仙台市とともに進める街づくり
　2019年、仙台市は震災復興の次なるステージをめざす「せん
だい都心再構築プロジェクト」を始動しました。このプロジェクト
は、仙台市の個性を活かしながら、賑わいと交流、継続的な経済
活力を生み出し続ける都心をめざし、仙台都心部の機能強化を
進めていくものです。
　NTTアーバンソリューションズは、NTT東日本とともに仙台市と
「都心部の活性化に関する連携協定」を締結し、このプロジェクトと
連動する「仙台エコシステム」を中心とした街づくりを推進しています。

産官学をICTで支え、成長の礎に
　「仙台エコシステム」とは、最先端の研究開発施設「次世代放射
光施設＊」（2023年運用開始予定）と多様な機能がつながり連携
することで、新たなビジネスの創出と地域課題の解決をめざす

OurAction Highlight Case 01

地方中核都市の革新を支える、次世代インフラ

取り組みです。当社はNTT東日本とともに、「仙台エコシステム」
を支え加速する機能の構築と、ICTを活用した最適な環境づくり
を進めています。
　当社が再開発を行う「NTT仙台中央ビル」（2023年竣工予定）
には、高機能オフィス、データ解析空間、宿泊機能を設け、研究
者が次世代放射光施設の大容量データを快適かつセキュアに解
析できる環境を整備します。また、NTT東日本が提供するAI・
IoTの共同実証環境「スマートイノベーションラボ」を備え、起業や
産学連携を支援します。併せて、地域に開かれた場を提供するこ
とで、多様なコミュニティの交流や地域の方が最新科学に触れる
機会を促進し、街の活性化やシビックプライドの醸成にもつなげ
ていきたいと考えています。
　今後は、街の回遊性向上
や地域コミュニティとの連
携、将来的なスマートシティ
形成に向けた検討も進め
る予定です。

「仙台エコシステム」プロジェクト

＊  放射光施設：物質の微細な構造や状態解析が可能となる放射光（極めて明るい光）を使った巨大な顕微鏡。
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社会の期待

CSRテーマ2

低炭素・脱炭素技術を開発・実用化し、地球の温暖
化を抑制する。省資源な循環型社会を推進し、環境
汚染を防止する。豊かな地球を育み、守る挑戦が、
世界規模で進んでいます。そこに企業が果たすべき
役割は大きく、社会の期待もより一層高まっています。

関連するSDGs

人と地球の
コミュニケーション
低炭素・低負荷で、豊かな地球を

私たちの取り組み

NTTグループでは、環境エネルギービジョン「環境負荷ゼロ」
を策定し、自らの環境負荷低減とともに、社会の環境負荷低減
への貢献をめざしています。NTTアーバンソリューションズ 

でも、自らと社会の環境負荷低減の実現に取り組んでいます。



NTTデータ 三鷹データセンターEAST

撮影:ナカサアンドパートナーズ

重要性を増す、データセンターの環境負荷低減
　ICT社会の発展とクラウドサービスの浸透に伴い、データセ
ンターの需要は増大し続けています。サーバーの高性能化や
データセンターの大規模化も加速し、その環境負荷の低減は喫
緊の課題となっています。そして、新型コロナウイルス感染症に
よる社会・経済活動の変化は、これに拍車をかけると予想され
ます。NTTファシリティーズは、その建築技術を活かしNTTグ
ループ他社やパートナーと連携したデータセンターの環境負
荷低減に取り組んでいます。

最上級の省エネルギー性能を備えたデータセンターの実現
　NTTファシリティーズが設計を手掛けた「NTTデータ 三鷹
データセンターEAST」では、「建物全体が空調機」をコンセプト
とし、エアフローから建築・外装・構造計画を策定しました。地域

と調和し、運営・維持管理しやすく、最上級の安全性と省エネル
ギー性能を備えたデータセンターの実現をめざしました。
　ラック当たり最大20kVAの電力高負荷へ対応する一方、免震
階から各階のサーバー室まで外気を届ける「コールドパティオ」と、
サーバー室で熱せられた空気の排気を行う「ホットパティオ」の二
つのシャフトを設け、空気が流れる大きな道をデータセンター 

ビルの中に通しました。これを中心としたサーバー室内のエアフ
ローと、高効率なチラー（冷却水循環装置）などの機器やICT技
術を活用した空調システムを構築することで、省エネルギーを実
現しています。また、共用部への自然光取り込み、ソーラーパネ
ルによる給電などのクリーンエネルギー化にも配慮しています。
　これらの環境性能が評価され、本データセンターは「LEED＊ 

GOLD認証」を取得しています。

OurAction Highlight Case 02

先進の省エネルギー技術を導入したデータセンターづくり

増大するデータセンター需要に、省エネ技術で応える

＊  LEED（Leadership in Energy & Environmental 

Design）：米国グリーンビルディング協会による、 
建築物の環境性能評価システム
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CSRテーマ3

社会の期待 私たちの取り組み

強靭で安全な生活環境とビジネス環境を世界中に広げ、
全ての人が安心して暮らせる社会をつくる。レジリエ
ンスは、イノベーションとならぶ社会インフラが備える
べき要件として、SDGsはもちろん、各国政府・組織
が実現に向け模索している世界共通の価値観です。

関連するSDGs

安心・安全な
コミュニケーション
強靭で安心・安全な街を

高機能な街は、同時に、安心・安全な街であるべきです。
NTTアーバンソリューションズは、街づくりの企画・開発から
管理・運用にいたるまで、高い水準でのレジリエンス実現を
最重要課題として捉え、強靭で、24時間365日、安心・安全
な街の実現に挑戦しています。



大手町プレイス

大手町地区最大規模、新たなビジネスセンターとなる新街区
　NTT都市開発が独立行政法人都市再生機構とともに推進し
てきた大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業「大手町プレ
イス」は、敷地面積約2ha、延べ面積約354,000㎡におよび、 
金融・経済の中心地である大手町でも最大規模の新街区です。
人・モノ・情報がグローバルにつながり、パブリックスペースとし
てひろがる「場」が、人・地域・時とつながり、未来にひろがって
いく。新街区は、そのような「場」の創出をめざして完成しました。

街とつながる業務継続能力向上に向けた取り組み
　「大手町プレイス」は、ビジネスのICT化をふまえた先進的な
執務環境の整備はもちろん、大手町エリアにおける業務継続能
力の向上に、ハード・ソフト両面で取り組んでいます。

　浸水対策として電気室などの重要設備を地上階に集約する他、
多重化した非常時電源により最大72時間の稼働を可能とし、
水源の多重化も施すなど、高い事業継続能力を備えています。
また「大手町プレイス」の完成により、大手町地区における地域
冷暖房配管のループ化が実現し、空調に関するエリア全体のレ
ジリエンスも大きく向上しました。
　このような強靭な機能と、低層部の約7,600㎡のスペースを活
用し、大規模災害時には約3,000名の帰宅困難者を3日間受け 

入れられる「防災拠点」として、千代田区と帰宅困難者の受け入れ
に関する協定も締結しています。
　日々の管理業務においても、地域
やテナントと連携した防災訓練や、災
害時対応に関するマニュアルを整備
するなど継続的な取り組みを実施し、

BCPの着実な実行に備えています。

OurAction Highlight Case 03

「大手町プレイス」プロジェクト

金融・経済の中心地を、安心・安全で支える
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CSRテーマ4

社会の期待 私たちの取り組み

チームNTTの
コミュニケーション
多様性を重んじ、活かす私たちを

多様な人材が個性を発揮し、全ての人が健康と権利を
守られて働ける社会――ダイバーシティ&インク
ルージョンとディーセント・ワークの実現に、各国が
力を入れています。一方、日本は両目標とも達成度合
いは不十分とされており、一層の取り組みが急務です。

関連するSDGs

NTTグループが推進する「リモートワールド（分散型社会）」
実現・定着の第一歩として、NTTアーバンソリューションズ
では、「リモートワーク」を中心とする新しい働き方をサテラ
イトオフィス拡充や環境整備により推進し、社員の健康増進
と生産性向上をめざします。



グループ各社が取得している健康経営・ダイバーシティ経営の認定
※ 「健康経営優良法人2020（大規模法人部門（ホワイト500））」はNTTファシリティーズ、「健康経営優良法人 

　 2020（大規模法人部門）」はNTT都市開発、「プラチナくるみん」はNTT都市開発・NTTファシリティーズが認定

「リモートワールド」の実現に向けて
　新型コロナウイルスの影響により社会が大きく変化しつつ 

ある中、NTTグループは「リモートワールド」の実現に取り組んで
います。社員の働き方に関しても、これまでの働き方や業務を、

DX（デジタルトランスフォーメーション）を通じて大胆に見直し変
革に挑戦することで、リモート型の働き方（場所にとらわれず自
由度の高い働き方）を推進し、社員一人一人の健康維持・増進と、
生産性向上・イノベーション創出の両立をめざします。

「リモートワーク」中心の働き方における環境の整備
　NTTアーバンソリューションズでは、NTTグループ全体の新し
い働き方の推進に向け、シェアオフィス事業の経験と旧電話局 

などの資産を活用したNTTグループ共通サテライトオフィスを

構築し、各社のリモートワークを支援します。また、そのノウハ
ウを再び事業にフィードバックし循環させることで、さらなる社会・
地域への貢献につなげていきたいと考えています。
　NTTアーバンソリューションズグループにおいても、リモート
ワーク中心の働き方に、より相応しい環境を整備するため 

2020年10月にはリモートワーク手当・スーパーフレックスタイ
ム制の導入、通勤費の実費化を行います。さらに、リモートワーク
を前提としたマネジメント、人材育成の検討など、新たな働き方
の定着に向けた取り組みを継続していきます。
　これからも、社員がより健康にいきいきと働ける環境の実現
に向けて、活力と創造性に富んだ企業風土を実現していきます。

OurAction Highlight Case 04

「リモートワーク」を中心とする働き方の推進

健康にいきいきと働ける、企業風土の実現
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新型コロナウイルス（COVID-19）への対応について

国内での感染確認から緊急事態宣言発令時にかけての対応
　海外での感染状況が深刻化し、国内初の感染者が確認された

2020年1月より、全社員への予防対策の徹底や室内の衛生管
理強化、マスク着用といった初動対応を速やかに実施しました。
その上で2月に対策本部を設置し、「基本対応方針」および「行
動計画」を制定しました。この方針・計画に基づき、出社・出張
体制の見直しや感染疑い発生時の対応、現場第一線での「3密」
抑制、各種イベントの中止などをグループ各社に指示しました。
これらの施策は、政府による緊急事態宣言期間を通じ、徹底・
強化してきました。

現在の事業運営対応、職場の衛生管理、社員の健康管理など
　5月下旬の緊急事態宣言解除以降も、現状を「ウィズコロナ 

期間」とし、対策を継続・改善しています。事業運営における対応
としては、緊急事態宣言期間に準ずる感染予防施策を継続実施
する一方で、自社および管理物件での衛生管理設備・備品の強
化を図っています。また、社員の健康管理として、コロナ禍での
不安と、前例のない働き方が長期化することによる心身両面で
の不調予防に向け、啓発やカウンセリングなどを推進しています。
　事業においては、各種イベント・サービスなどをリモート型へ
見直すほか、オフィスビルの公開空地にテラス席を設置し、食事
やリモートワークにご利用いただくなどの対策を実施しています。
さらに、新たな生活や働き方に対応したオフィス・住宅・商業施
設などを企画・検討し、「ウィズコロナ」の日常に対応した街づく
りに着手しています。引き続き、国内外での感染状況の推移を 

見据えつつ、これらの対応を継続します。

新型コロナウイルス（COVID-19）感染症は、ビジネスや生活に大きな影響を及ぼし続けています。
NTTアーバンソリューションズグループは、社員やその家族、社会の皆さまの健康を守るため、適時、適切な対応を続けていきます。
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NTTアーバンソリューションズグループをもっと知りたい方へ

CSRの取り組みの紹介

今回ご紹介した事例以外にも、多くの事業活動、ならびにCSR活動を通じ、持続可能な社会の実現へと貢献を続けています。
より詳細な情報については、下記サイトもご覧ください。

NTTアーバンソリューションズ 会社概要

会 社 名 NTTアーバンソリューションズ株式会社
（英文名： NTT Urban Solutions, Inc.）

所 在 地 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX

代 表 者 代表取締役社長　中川 裕
事 業 内 容 街づくり事業に関する窓口

街づくり関連情報の一元管理
NTTグループ・パートナー企業商材のコーディネート

資 本 金 1,083億円
株 主 構 成 日本電信電話株式会社 100%

主要子会社 NTT都市開発株式会社
株式会社NTTファシリティーズ

社 員 数 [単独] 約 300名 [連結] 約 8,100名（2020年3月時点）

街づくり事業の紹介

NTTアーバンソリューションズ
https://www.ntt-us.com/

NTTファシリティーズ  CSRサイト
https://www.ntt-f.co.jp/csr/

NTT都市開発　CSRサイト
https://www.nttud.co.jp/csr/

NTT Group CSR VIDEO LIBRARY
https://www.ntt.co.jp/activity/csrvideo/jp/
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本冊子から許可なく転記、複写することを固く禁じます。

本冊子の掲載内容は2020年9月時点のものです。

NTTアーバンソリューションズ株式会社 総務人事部
〒101-0021

東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX

TEL：03-6381-1111（代表）
E-mail：csr@ntt-us.com

URL：https://www.ntt-us.com/csr/

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています


