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所在地 ベルギー オステンド市 

 

敷地⾯積 138,000 m2 

設⽴ 1972年3⽉ 

従業員数 1,814⼈（2022年3⽉時点） 

主要製品 空調機器、給湯システム 

認証取得 ISO 9001 1993年6⽉ 

 ISO 14001 1998年2⽉ 

 ISO 50001 2015年1⽉ 

 グリーンハートファクトリー 2021年10⽉ ランク︓ゴールド 

 スーパーグリーンハートファクトリー 2014年11⽉  
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【環境】 環境負荷低減への取り組み 

 研究開発施設における冷却装置の交換 

研究開発施設では、古い冷⽔式スクリュー冷却装置EWWD
を低COPの新型冷却装置R744（Tewis）に交換しました。

マシンパークのエネルギーを30%削減しました。 

 

 化⽯燃料の使⽤を削減 

DENVでは、冬場の熱損失を防ぐため、温熱エアカーテンを設
置しています。 

導⼊前は、天然ガスで暖房していました。改善後は、持続可
能な都市地域暖房（CO2ニュートラル）からの⽔を使って暖
房しています。 

2トンCO2／年を削減しました。 

 

⼯場棟F1再点灯プロジェクト 

F1棟では、約1,000本の蛍光灯をLED照明に交換しました。

約799MWhの電⼒を削減しました。 
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【環境】 ⽣物多様性の保全事例 

 ミツバチの活動⽀援 

毎年5⽉になると、地元の⾃然保護協会は、ミツバチなどのポリネータ
ー（花粉媒介を⾏う訪花昆⾍）を⽀援するための活動を開始しま
す。5⽉中は草刈りはしませんでした。 

このような活動により、ミツバチのようなポリネーターの個体数が⽀えられ
ています。 

 

 ミツバチの巣箱2基を設置 

DENVは、緑地内に2つのミツバチの巣箱を設置しました。これにより、ハチミツを作ってくれるダイキン「社員」が何千
も増え、多くの植物の受粉を助けてくれます。このようにして、地域の⽣物多様性が促進されています。 

  

 

【環境】 環境コミュニケーション事例 

 プラスチックのリサイクルルールの拡張 

DENVでは、プラスチックのリサイクルルールの拡張し、共有しました。 

これにより、リサイクルされる廃棄物の総量が増加することになります。 
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【顧客満⾜】品質向上への取り組み 

 製品の品質早期警告システム 

カスタマー・エンゲージメントセンターのチケット発⾏︓ 製品問題
の早期警告につながるデータインサイトの改善。 

GIBの製品品質プロセスを特定し、補完するための体系的な早
期警告レポート。 

技術ユーザーに対してより積極的なサービスを⾏うため、より良い
ユーザー体験を提供し、有⽤なESV接続を追加し、顧客にもそ
の効果が波及するよう図る。  

 半⾃動による品質管理 

当社では、最も重要な⽣産ラインに半⾃動の Quality Gate 
を導⼊しました。これにより、多くの市場クレームを未然に防ぐこと
ができ、さらにそのデータを使って迅速に予防措置を講じることが
できるようになりました。Quality Gate のオペレーターはラインの
作業者でもあるため、組み⽴てミスの可能性についての認識が
⼤幅に向上しました。 
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【顧客満⾜】 お客様のニーズを反映するシステム 

 カスタマーエクスペリエンスとプロセス改善⽅針 

NPSカスタマー・フィードバックとカスタマー・エンゲージメント・センター（CEC）により、顧客満⾜度と社内の効率性
を⾼める会社改善策を推進しています。 
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【⼈材】 従業員に対する⼈材育成 

 LinkedIn ラーニングプログラム 

カイゼン、ストレスマネジメント、リーダーシップなど、さまざまなトピックを
取り上げ、社員が⾃らの能⼒開発に取り組むことができるよう、毎⽉1
回実施しています。当社の従業員はフルプラットフォーム（1万6千以
上のオンデマンドコース、⼼ゆくまで相談可能）に無料でアクセスでき
ます。 

 

 コロナ禍における営業スキル 

お客様との直接対話が減っているこの時期における営業に対応するた
め、Mercuri International社による営業ソフトスキルの追加トレー
ニングを実施しました。12名に対して計4回のセッションを⾏いました
が、好評につき、今後も継続的に実施する予定です。 

 

 Mandatory training projects 
EMEA（ヨーロッパ、中東、アフリカ）地域全体の規模で、すべてのホ
ワイトカラーを対象に、ITセキュリティトレーニングおよびEU⼀般データ
保護規則（GDPR）に関する全社的なコンプライアンス研修を実
施。当社のSuccess Factors Learning Managementシステムと
リンクトイン・ラーニングプラットフォームを利⽤して初めて実施しました。 
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 リーダーのためのレジリエンストレーニング 

リーダー層を対象に、チームのレジリエンスとメンバーの健康を向上さ
せ、サポートするためのツールやスキルを提供するためのトレーニングを
⾏いました。このワークショップでリーダーたちは、⾝体的・精神的な健
康問題の早期警告サインを認識し、⾃分⾃⾝や⽀援が必要なチーム
メンバーを積極的にサポートすることを学びました。また、このワークショッ
プを通じて、職場にポジティブな健康⽂化を創造することも可能になり
ました。 

 

 語学クラス 

ダイキン・アカデミーでは、英語、オランダ語、フランス語を学ぶ機会を提
供しています。各クラスは、⾃分の選んだ外国語で、同僚や友⼈と効
果的かつ⾃信を持ってコミュニケーションする⽅法を学びたいと願うすべ
ての⼈のためにデザインされています。当語学クラスの申し込み時期
は、普通の語学学校と同じ、3⽉と9⽉の2回となっています。同じよう
な知識レベルを持つ⼈たちで⼩グループが作られ、クラスのスケジュール
が決定されます。 

 VOTクラス 

ブルーカラー労働者を対象に、⽇常⽣活における社会的スキルやレジ
リエンスを⾼めるためのワークショップを開催しています。21-22年度に
は、デジタル化、スマートバジェット、持続可能でエネルギー効率の良い
⽣活、タイ料理、健康づくりを企画・実施予定です。 
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【⼈材】 ダイバーシティの推進 

 社内労働規則 - 思想・信条の表現 

宗教や思想の実践は、その起源や信条が何であれ、個⼈の基本的
権利であり、使⽤者が差別することなく、⼗分に尊重されなければなら
なりません。相互尊重の観点から、ダイキンの敷地内では個⼈の信仰
を静かに表現することが認められています。祈り等も、他の従業員を巻
き込んだり、邪魔したりすることなければ、控えめに⾏うことが可能で
す。 

社内の労働規則には8つのAppendixがあり、イントラネットで参照で
きます。この常時雇⽤条件は、性別、年齢、役職、国籍に関係なく、
従業員との雇⽤契約に基づいて当社で働くすべての⼈に適⽤されま
す。19年度には7つのAppendixの社内規則を公開。20-21年度に
は、宗教にとらわれないダイバーシティを推進するため、さらに1つのルー
ルを追加しました。オステンド事業所のサイレントルームも黙⽰的表現
権のための施設の⼀部ですが、コロナ禍のため、現在は利⽤できなくな
っています。  

 65カ国の⼈々が働くダイキンヨーロッパ社の本部 

ダイキンヨーロッパ社の本部では、65カ国以上の国籍の⼈々が働いています（2021年9⽉現在）。 

⼯場ではさらに、国籍の異なる従業員による第3の英語グループの雇⽤を開始しました。2022年3⽉末までに、約
60⼈の労働者が仕事中の⾔語として英語を使⽤するようになります。ブルーカラー労働者の主要⾔語はオランダ
語です。そこで、ブルーカラー向けのコミュニケーションサイトでは、オランダ語の記事を掲載するたびに、英語の短い要
約も徐々に掲載していっています。 

 ワーク・ライフ・バランスの改善︓ダイキンヨーロッパ社のブルーカラー労働者のためのバスプロジェクト  

⼯場に出勤する労働者を⽀援するため、中間パートナーは、交通⼿段のない⼈がバスで移動できるよう⽀援する
プロジェクトを⽴ち上げています。間もなく最初のルートが運⾏されます。中間パートナーは労働者が通勤しやすくな
るよう、このプロジェクトに取り組んでいます。これらの従業員には交通費は⽀給されませんが、バスを利⽤するために
は負担⾦を⽀払います。バスを利⽤する限り、彼らは中間パートナーの管理下に置かれます。最⻑で6ヶ⽉間利⽤
することができます。 
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 ワーク・ライフ・バランスの改善︓ 
レジリエンス・モデルの実践と⼼理社会的リスク⽅針（2021年度の進捗） 

過去数年の間に（新型コロナもあって）多くの国で以下のような事項が⼤きく前進することとなりました。 

- 在宅ワーク 
- フレックスタイム 
- 交通渋滞によるストレスの軽減 
- 新しい会議のスタイル（TeamsやZoom） 

2019年からダイキンヨーロッパ社では、ダイキン・アカデミーがBRAVOと共同でレジリエンス（意識付けとセルフケア
の活性化）をテーマとしたスタッフ向けのワークショップを提供しています。 

ここでは、PCM（プロセス・コミュニケーション・モデル）を覚えやすい⽅法で、⾔葉で表現しようとする試み＝
「ABCDモデル」を使⽤します。これは、誰かが⼤きなストレスを感じている理由を理解しようとしたり、チームのパフォ
ーマンスを上げるためのコーチングをどのようにしたら良いか探ったり、あらゆる場⾯で活⽤できます。 

 燃え尽き症候群の場合は、最初から外部の専⾨会社を利⽤する 

 外部パートナーと協⼒して、全スタッフを対象としたウェビナーを実施（予防措置として） 

 リーダーシップ研修でこのコンセプトを活⽤する 

2020年 ダイキンヨーロッパ社︓ 
ほぼ100％在宅勤務の⼈に対してどのようにABCDを適⽤するかをテーマとした、経営層向けのウェビナーを開催
しました。 

2021年 - EMEA︓ 
EMEAサービスセミナー（2021年10⽉）にて、ABCDに関する（TED）講演を実施しました。 

2021- 2022年 – ダイキンヨーロッパ社︓ 
⼈事部と外部専⾨家によるインタラクティブなオンラインワークショップで、ストレスの兆候を察知して従業員とコミュ
ニケーションを取る、チームにとって良くないストレスを管理する、燃え尽き症候群の従業員の職場復帰指導な
ど、ストレスとレジリエンスに関する理解を深めました。 
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【⼈材】 労働安全衛⽣の取り組み 

 6S安全活動 

6S活動を開始しました。掲⽰板に情報を掲げ、作業者向けにトレー
ニングセッションを⾏いました。 

6Sトレーニングルームが建設され、上級管理職も訓練を受けました。 

 

 

 経営層向け研修 

経営層の安全知識を⾼めるため、経営層向けの研修プログラムを実
施しています。20時間以上の研修内容には、以下の内容が含まれま
す。 

 ⼀般的な安全性 

 ⼈間⼯学 

 社内の交通計画 

 健康 
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【地域社会】 その他の地域貢献 

 「Hope For Malaysia」募⾦プロジェクト 

2021年12⽉16⽇と1⽉4⽇に、マレーシアで深刻な洪⽔が発⽣しま
した。この洪⽔により、ダイキンの社員約400⼈も被災しました。多くの
社員が家屋や⾞、所持品に⼤きな被害を受けました。ダイキンでは、
⾃社のコミュニティに対する責任を真剣に受け⽌め、ダイキンヨーロッパ
社では、マレーシアの同僚たちの希望を取り戻すべく、「HOPE FOR 
MALAYSIA」キャンペーンを⽴ち上げました。これは5年前の「HOPE 
FOR HOUSTON」と同様の活動です。当時、ヒューストンの洪⽔で約
350⼈のダイキン（Goodman）社員が犠牲になりました。ダイキンヨ
ーロッパ社では、募⾦コンテストを開催。複数の拠点で社員・チームに
よる⾃主的な募⾦活動が⾏われ、ダイキンマレーシアの⽀援と寄付⾦
の収集が⾏われました。ある部⾨では、ドーナツを売って義援⾦に充て
るという活動を⾏いました。 

 



Daikin Europe N.V.  Report by Business Site FY2021 

‐ 12 ‐ 

 

 2021年版 ダイキンクリスマスレセプション “Daikin On Air 
Christmas Radio Show” 

2021年12⽉、毎年恒例の「ダイキンクリスマスレセプション」を開催し
ました。もちろん、従業員の安全を確保しながら、どのようにお祝いする
かという難しい課題に直⾯しました。そこで、2021年の業績を祝い、
社員が⼀体となるために、従来のクリスマスレセプションに代わるコロナ
禍独⾃の企画として、「Daikin On Air Christmas Radio Show」
を実施しました。オステンド市のダイキンの敷地内にポップアップスタジオ
を設置し、ラジオ放送を⾏いました。歌、インタビュー、⾯⽩い逸話、個
⼈的なメッセージなど、ラジオのホストが何を放送するかは社員が決め
ました。ハイライトは、なんといっても「寄付⾦贈呈式」です。ダイキンヨー
ロッパ社は、毎年、善意の寄付を⾏っています。2021年のクリスマス・
イベントでは、従業員⾃⾝もCSR活動の⼀部であることを感じてもらえ
るよう、チャリティ団体に投票してもらいました。従業員の慈善団体への
意識が⾼まり、より⾝近に感じることで、従業員側からもチャリティ活動
を主宰するといったアクションが起こるかもしれません。 

 

 

【外部評価】 表彰 

 地域のサステナビリティ憲章 

毎年、ダイキンヨーロッパ社は地域のサステナビリティプログラムに参加し
ています。今年はDENVは表彰も受けました。 

 

 


