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基盤的CSR基盤的CSR  
地域社会地域社会

⽅針

各国・地域の⽂化・歴史を尊重しながら、地域社会の⼀員とし
て、地域と強い絆をはぐくみます

Why？なぜ重要か

ダイキンは世界各地に315社の連結⼦会社を有し、160カ国以上で事業を展開しています。特に、新興
国でのエアコン需要が拡⼤するにつれて、グローバルでの事業展開が加速度的に広がっています。そ
れぞれの拠点で円滑に事業を営んでいくためには、各地の⽂化的・歴史的背景を踏まえながら、コミ
ュニティの⼀員として地域の発展に貢献し、ともに成⻑する関係づくりが不可⽋です。

DAIKINʼS APPROACH

地域の雇⽤拡⼤や現地企業との協調といった社会的責任を果たすことを前提に、各国・地域の⽂化や
歴史を尊重しながら、事業を営む地域社会の⼀員として、地域との強い絆をはぐくんでいくことを基
本的な⽅針としています。 「環境保全」「教育⽀援」「地域共⽣」への貢献を軸に、従業員が主体
となり、各地域に役⽴つ活動を実践することで、持続可能な開発⽬標（SDGs）も踏まえた社会課題の
解決に貢献していきます。
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社会貢献活動の考え⽅

事業を展開するそれぞれの地域に
根ざした企業となることをめざし
て、各地域に役⽴つ社会貢献の実
践に努めています。

環境保全

グローバルに快適な空気環境を提
供するダイキングループは、地球
規模の環境課題の解決に貢献しま
す。

教育⽀援

先進の技術で社会に貢献するダイ
キングループは、次世代への教育
を⽀援し、技術の発展と持続可能
な社会づくりに貢献します。

地域共⽣―
地域との絆を強める

事業を展開する地域が必要とする
⽀援を⾏い、各地域の主体的な発
展に貢献します。

地域共⽣― 
芸術・⽂化振興への貢献

地域共⽣の⼀環として、各国・地
域の⽂化、芸術の振興に貢献しま
す。

地域共⽣― 
スポーツ振興への貢献

地域共⽣の⼀環として、各国・地
域のスポーツの振興に貢献しま
す。

社会貢献活動⼀覧

国内外のダイキングループ各社が
取り組む社会貢献活動を⼀覧にし
ています。

関連情報

サイトレポート

“空気をはぐくむ森”プロジェクト

 (P449)  (P456) (P450)

 (P464)  (P490) (P486)

 (P494)

(https://www.daikin.co.jp/csr/forests/)

(https://www.daikin.co.jp/csr/report/site_data/)
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地域社会

社会貢献活動の考え⽅

基本的な考え⽅
「環境保全」「教育⽀援」「地域共⽣」を柱にしています

グローバルに事業を展開するダイキングループは、それぞれの地域に根ざした企業となることをめざして、
従業員が主体となって各地域に役⽴つ社会貢献の実践に努めています。⼀⼈ひとりが取るべき⾏動を⽰した
「グループ⾏動指針」で、社会から信頼される「良き企業市⺠」をめざすことを明記しています。

本業を通じた社会貢献に加え、「環境保全」「教育⽀援」「地域共⽣」への貢献を軸に、経営資源を有効に
活⽤して、積極的な社会貢献活動に取り組んでいます。

1. 環境保全
グローバルに快適な空気環境を提供する私たちは、地球規模の環境課題の解決に貢献します。特に、地
球の空気を育む森林を守り育て次世代に引き継ぐための活動に注⼒します。

2. 教育⽀援
先進の技術で社会に貢献する私たちは、次世代への教育を⽀援し、技術の発展と持続可能な社会づくり
に貢献します。

3. 地域共⽣
世界各地で事業を展開する私たちは、各国・地域の⽂化、芸術、スポーツへの⽀援や災害⽀援など地域
が必要とする⽀援を⾏い、地域の主体的な発展に貢献します。

ダイキンは地域とのパートナーシップを⼤切にしながら、社会貢献活動として⾦銭の寄付、物品の寄付やボ
ランティア活動、イベントの開催などを⾏っています。

社会貢献活動費

2016 2017 2018 2019 2020

計（百万円） 1,548 1,623 1,415 1,477 1,292
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地域社会

環境保全

基本的な考え⽅
ダイキンは、政府や地域住⺠、NGO、グループ従業員などさまざまな⼈々と連携して、世界的に貴重な⾃然
環境や事業所周辺地域の⾃然を保護し再⽣する取り組みを進めています。
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取り組み事例
「“空気をはぐくむ森”プロジェクト」を世界7カ所で実施

ダイキンは、国際NGOコンサベーション・インターナショナル（CI）や（公財）知床財団と連携し、世界7
カ所で森林を保全する「“空気をはぐくむ森”プロジェクト」を実施しています。知床・インドネシア・ブラ
ジル・カンボジア・インド・中国・リベリアで、政府、NGO、従業員、お客様などとともに、地域住⺠が⽣
計と森林保全を両⽴する⽀援などを⾏い、2024年までに1,100万haの森林を保全し、700万トンのCO2排出
を抑制します。森林保全を通じて貧困問題などの社会課題を解決し、SDGsの達成にも貢献するプロジェクト
です。

関連情報

知床半島の⾃然環境保全事業を⽀援

ダイキンは、2011年7⽉、⽇本を代表する国⽴公園の⼀つであり、世界⾃然遺産にも登録された知床半島の
⾃然環境保全・復元事業を⽀援するため、知床財団・斜⾥町・羅⾅（らうす）町の三者と協定を結びまし
た。2016年には第⼆期⽀援をスタートし、「“空気をはぐくむ森”プロジェクト」の⼀つとして、2024年3⽉
末まで、寄付と従業員のボランティア派遣を⾏います。知床100平⽅メートル運動への⽀援や環境教育、⼈
とヒグマとの共存⽀援に取り組み、次世代に知床の森をつなげていきます。

2020年度は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、従業員のボランティア派遣は⾏いませんでした
が、収束後にはこれからも継続して⾏う予定です。知床の森林再⽣に貢献するだけではなく、⾃然環境保全
の重要性や意義を多くの⼈と共有することで、地球環境問題を他⼈事ではないと捉え、活動できる⼈材を育
成していきたいと考えています。

“空気をはぐくむ森”プロジェクト (https://www.daikin.co.jp/csr/forests/)
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2019年9⽉のボランティア 2020年2⽉のボランティア

ヒグマ エゾシカ オオワシ カラフトマス

知床の野⽣動物

関連情報

知床の⾃然環境保全〜⼈と⾃然の共存に向けて (https://www.daikin.co.jp/csr/shiretoko/)
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インドネシアでの森林再⽣活動

ダイキンは、“空気をはぐくむ森”プロジェクトの⽀援地の⼀つであるインドネシア・ジャワ島のグヌング
デ・パングランゴ国⽴公園において、国際NGOコンサベーション・インターナショナル（CI）と協働で、森
林再⽣を2008年6⽉から⾏っています。

ここでは貴重な熱帯林が⼀⾯を覆い、絶滅危惧種に指定されている多くの固有種が⽣息していますが、過去
数⼗年の間に、農地への転換や⽣活を⽀えるための伐採により急速に森林が減少しており、その背景にある
のは貧困などの社会課題です。

そこでダイキンは⽊を植えるだけでなく、伐採に頼らない⽣活⼿段を確⽴するための⽀援を⾏っています。
これまでに、約300haの⼟地に郷⼟樹種15万本を、644の地元農家や20⼈の国⽴公園レンジャーとともに植
樹しました。

また、植林地を活⽤した農業（アグロフォレストリー）や環境教育などを⾏い、⽣活基盤を整えるととも
に、森の恵みである⽔と、⽔⼒発電による電気を各家庭に届けました。その結果、利便性や衛⽣⾯が向上
し、住⺠が森林の⼤切さに気付き、積極的な保全活動が続いています。

2018年度には、インドネシア政府より10年間のこれらの環境社会貢献活動に対する感謝状を受領しました。
これは、インドネシアの⾸都ジャカルタの⽔源となる森林再⽣への貢献に加えて、貧困・教育問題など地域
が抱える社会課題の解決に寄与したことが評価されたものです。

このようにダイキンは森林保全を通じて、貧困などの社会課題にも取り組み、SDGsの達成にも貢献していき
ます。
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⼤きく育った⽊々  
©Conservation International,
Photo by Anton Ario

地元農家の⽣計⼿段の開発を⽀援 
（キュウリの栽培）
©Conservation International,
Photo by Anton Ario

インドネシア政府環境林業省より感謝
状授与

グヌングデ・パングランゴ国⽴公園の10年間での変化
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ボードに⽀援者のお名前を掲載

インドネシアへの⽀援は当社製品を使⽤されるお客様との協働による取り組みです

お客様が楽しくエアコンの省エネ運転をしながら、森林再⽣に参加することができます。

国内向けルームエアコン「うるるとさらら（Rシリーズ）」の「快適エコボタン」を押すたびに、「リモコン
画⾯上の⽊」が育っていきます。「成⽊」となった（10ポイントたまった）時点でご連絡いただくと、植樹
活動を⾏い、また「⽀援者」として現地に設置したボードにお名前を掲載します。

関連情報

このインドネシアの森林保全活動は、⽣物多様性の保全や再⽣活動を展開する企業・事業者を表彰する「い
きものにぎわい企業活動コンテスト2016」で⽇本アロマ環境協会賞を受賞しました。

ダイキンは事業所や事業所周辺でも⽣物多様性保全活動に取り組み、地域の環境に貢献していきます。

関連情報

ダイキンエアコン森林再⽣プロジェクト（Re：エアコン・プロジェクト）

「事業所周辺地域での取り組み」（⽣物多様性の保全）

「拠点での取り組み」（⽣物多様性の保全）

(https://www.daikinaircon.com/eco/)

 (P236)

 (P232)
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地域社会

教育⽀援

基本的な考え⽅
ダイキンは拠点を持つ各地域で、若者への教育を⽀援しています。教育資⾦の援助や技術教育といった草の
根的な活動を⾏うことで、地域と共⽣し、地域から信頼される企業となることをめざしています。
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ロールプレイによる森林会議の様⼦
従業員が講師となる出張授業

⽇本での取り組み
⽣物多様性をテーマとした⼩学⽣向け環境教育プログラム「サークル・オブ・ライフ」を開発し無償
で提供

ダイキン⼯業は、インドネシアでの森林再⽣活動のパートナーである、国際NGOコンサベーション・インタ
ーナショナル（CI）と協⼒し、⽣物多様性をテーマとした⼩学⽣向け環境教育プログラム「サークル・オ
ブ・ライフ」を開発しました。

このプログラムは、当社がインドネシアで実施する植林プロジェクトを題材としています。⽣態系のバラン
スの変化が⼈間の⽣活に与える影響や、世界の環境問題と⽇本に住む私たちの⽣活とのかかわりなどについ
て、ロールプレイングの要素も⼊れながら、⼦どもたちが興味と関⼼を持って学習できる内容としていま
す。教員による4回の授業を基本に、希望に応じて発展授業として当社従業員が講師となる出張授業も実施し
ます。

2010年4⽉から全国の⼩学校に教材を無償提供しており、2020年度は8校700⼈がこのプログラムに参加し
ました。出張授業は、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により実施しませんでした。

2014年度、「サークル・オブ・ライフ」は、産業界の優れた教育⽀援活動を表彰する経済産業省主催の「第
5回キャリア教育アワード」で優秀賞を受賞しました。

関連情報

環境教育プログラム「サークル・オブ・ライフ」 (https://www.daikin.co.jp/csr/edu/)
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エアコンを題材にした理科実験授業

未来の博⼠育成ラボ

⼩学校で理科実験授業を実施

ダイキン⼯業は、堺市教育委員会が推進する「⼩学校理科特別授業実施事業」に賛同して、従業員が講師と
なる理科実験授業を実施しています。エアコンを題材にして熱の伝わり⽅と空気が冷えるしくみや、空気清
浄機を取り上げて電気集塵のしくみについて、実際に実験しながら学ぶプログラムです。2020年度は新型コ
ロナウイルス感染症拡⼤の影響により実施しませんでした。

中学⽣への理科授業を実施

⼤阪府堺市の中学⽣を対象に次世代科学者を育成する教育プログラムである⼤阪府⽴⼤学の「未来の博⼠」
育成ラボに、2015年度から協⼒しています。⼦どもたちが広い視野で考え⾏動するきっかけを提供していく
ことを狙いとし、当社従業員が講師となり理科実験授業や、当社施設⾒学などを実施しています。2020年度
は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により実施しませんでした。

地域社会 - 458 -



⼩学校への出張授業（⿅島製作所）

地域の⼩学校への出張授業を実施

ダイキン⼯業⿅島製作所は、神栖市教育委員会からの依頼を受け、⼦どもたちに理科に興味を持ってもらう
ことを⽬的として、2010年度から出張授業を実施しています。保安管理課、化学事業部、⿅島製造部、エン
ジニアリング部のメンバーが講師となり、⼩学校⾼学年を対象に体験型授業を実施しています。

授業では参加者全員が実験や観察を体験できるよう⼗分な数の教材を⽤意するなど、⼀⼈ひとりが科学の楽
しさにふれられる授業をめざしています。授業終了後は⼦どもたちの感想⽂を参考に、好評だった実験には
さらに改良を加えるなど、授業内容を毎年⾒直しています。

2020年度は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により実施しませんでした。

⼩中学⽣を対象とした⼯場⾒学

各⼯場では、地域の⼩中学⽣の⼯場⾒学を受け⼊れています。

淀川製作所では、2020年度は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により⼯場⾒学は実施できませんでした
が、⼦どもたちが「会社・仕事・働くこと」を知る機会を継続するために、リモートを活⽤した「対話型授
業」を実施。事前に「⽇ごろ疑問に思っていること」「社員に聞きたいこと」などの質問を募集したとこ
ろ、52⼈の⽣徒から計198の質問が集まりました。 
当⽇は、学校と淀川製作所をオンラインでつなぎ、「エアコンの内部を⾒たい」「フッ素のすごさを知りた
い」「なぜ作業服を着るのか」「盆踊りを始めたきっかけ」「なぜ⽔路清掃をしているのか」などの質問に
動画・スライドを⽤いて回答しました。当社の事業・製品のみならず、地域交流への興味・関⼼の⾼さを実
感できました。回答に対して⼦どもたちから喚声が上がるなど、⼤変盛り上がった授業となりました。

滋賀製作所では、2020年度、消毒や換気、ソーシャルディスタンスの確保などを⾏い⼗分に注意しながら、
草津市内外の⼩学校6校から545⼈の⼯場⾒学を受け⼊れました。住宅⽤エアコンの製造⼯程を⾒学するだけ
でなく、座学による環境学習も実施しました。

堺製作所の臨海⼯場や⿅島製作所においては、2020年度は実施していません。
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淀川製作所での⼯場⾒学 淀川製作所によるリモート対話型授業

淀川製作所に寄せられた198の質問 堺製作所での⼯場⾒学

TIC「知の森」で当社技術を体験 TIC「知の森」で当社技術を体験
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「フーハ東京」での体験型イベントの様⼦

技術への興味を育む体験型イベントを開催

学⽣向けの「理科実験授業」や⼩学⽣向けの「エアコン分解」イベントを開催しています。エアコンを分解
しながら「ヒートポンプのしくみ」を体験するイベントなどでは、実験を交えながら地球環境の⼤切さやダ
イキンの取り組みについて講義しています。また、環境教育の⼀環として気象予報⼠をゲストに「地球温暖
化に備える防災」講義なども開催しています。

2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響からフーハでのイベントは実施しませんでしたが、WEB
サイト上で参加できるオンラインイベント・セミナーの実施を開始しました。2021年1⽉には、
CLUBDAIKIN会員様向けに「冬の上⼿な換気の⽅法〜住宅編〜」がテーマのウェビナーを⾏い、約200⼈の
⽅に参加いただきました。

関連情報

体験型ショールーム「フーハ」 (https://www.daikin.co.jp/fuha/)
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⽇本⼈学⽣の海外留学を⽀援

ダイキン⼯業は、各グローバル拠点やTIC、グローバル戦略本部などと協⼒し、東京⼤学との包括提携の⼀環
として、学⽣を対象にした「グローバルインターンシップ」を実施。初年度である2019年度には、約50⼈の
学⽣が参加。22カ所の拠点で受け⼊れました。 
2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響で学⽣の海外派遣はできませんでしたが、代替プログラ
ムとしてオンラインで世界各地のダイキン社員と交流できる「グローバルワークショップ」を実施。100⼈
を超える学⽣が参加しました。
2021年度以降も、これらの取り組みは継続予定です。

他にも、⽂部科学省が主催する官⺠協働で⼤学⽣や⾼校⽣の海外留学を⽀援する制度「トビタテ！留学
JAPAN ⽇本代表プログラム」に賛同し、留学時の奨学⾦などを⽀援しています。⽇本⼈の留学機会を増や
し、多様な価値観を持つグローバル⼈材の育成に貢献します。
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地⽅⼤学との連携（ダイキンアメリカ社） 建築環境・エネルギー応⽤⼯学専攻の学⽣の実習を受け⼊れ
（マッケイ中国（武漢））

海外での取り組み
特に新興国での技術系学⽣の育成に注⼒

新興国の技術系学⽣を中⼼に、学⽣就業機会の増加につながる奨学⾦の付与やインターンシップの受け⼊れ
を⾏っています。また、世界各地で技術への関⼼を⾼めるための学⽣向け⼯場⾒学を積極的に開催していま
す。さらに、空調機を技術系の学校に寄付して、技術実習の授業に使ってもらい、空調を広めるうえで⽋か
せない技術者の育成を⽀援しています。

例えばダイキンアメリカ社では、アラバマ⼤学、オーバーン⼤学、アラバマ⼤学ハンツビル校との共同教
育・インターンプログラムを⽀援しています。2020年度には、⼯学専攻の学⽣9⼈がこのプログラムを通じ
て実務経験を積みました。また、カルホーン・コミュニティーカレッジでの「産業⽤プロセス制御の優位性
（EPIC）」共同作業プログラムに継続的に参加し、主導的役割を果たしました。ダイキンアメリカ社では現
在、6⼈のEPIC共同作業者が⽣産部⾨の現場に勤務しています。

関連情報

「教育⽀援⼀覧」（社会貢献活動⼀覧）

サイトレポート

 (P502)

(https://www.daikin.co.jp/csr/report/site_data/)
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地域社会

地域共⽣―地域との絆を強める

基本的な考え⽅
企業市⺠として、事業を展開する各地域のニーズや課題を敏感に捉え、それらを解決に導く貢献をしていき
たいと考えています。

これまで、各地の拠点では従業員が⼿づくりで、地域社会と交流する催しを企画してきました。

これからも、従業員が主体となって各地域で何が求められるかを考え実践することで⼀層愛され、親しまれ
るグループをめざします。
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※

地域との信頼関係づくり
地域から寄せられたご意⾒に誠実に対応

各事業場に地域社会とのコミュニケーションを推進する部署・担当者を配置しています。また、地域住⺠の
代表と定期的な会合を開催するなど、相互交流を積極的に図り、苦情などがあれば受け付けています。ま
た、各⼯場では、開かれた⼯場をめざし、地域⾃治会や住⺠の⽅を対象とした⼯場⾒学を実施しています。

地域住⺠の皆様から寄せられた苦情やご意⾒は、その事業場内で内容を検討し、必要に応じて本社の関係部
⾨と協議のうえ、誠実に対応しています。

2020年度は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、対⾯での交流・懇談の機会は減少しましたが、近
隣⾃治会へのマスクの寄付・集会場所の提供、近隣の⼤型病院へのマスクや⾬合⽻の寄付を⾏うなどして、
地域の困りごとに対応し、つながりを継続しています。

各事業場での地域住⺠との対話

2020年度は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響で中⽌。

事業場 対話窓⼝・⼿段

堺製作所 地域⾃治会との懇談会（年1回）※

市、警察、消防、労働基準監督署の協会を通じた交流

滋賀製作所

⼯業団地内企業訪問（年1回）
地元主要企業との情報交換会（年2回）
近隣⾃治会役員への訪問（年2回ほど）
関係官公庁・外郭団体との交流（市役所、警察、消防など関係部署の総会、役員会への出席）（都度各年
4回ほど）

淀川製作所

地域⾃治会役員の⼯場⾒学会・懇談会（年1回）
地域⾃治会交流会（年4回）※

市、警察、消防、監督署等と協会活動や｢テーマ｣を持っての懇談会を実施※

各種地域社会活動に⼈員などを派遣

⿅島製作所
⾏政委員の⼯場⾒学会
企業連絡会の⾏政委員懇談会への出席
⽇本レスポンシブル・ケア協議会の地域対話集会への参加

草加事業所
市⾏政、近隣町内会との集会、⾯談
消防、警察、⼯業会などへの参加
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地域に開かれた安全な⼯場をめざして

ダイキングループは、⼯場周辺住⺠の⽅々に安⼼して暮らしていただくために、「安全」を最重要課題と認
識し、⼯場の安全確保に努めています。各⼯場では、操業に伴う騒⾳・振動などの発⽣時に、地域からご連
絡いただく窓⼝を設け、迅速な対応に努めています。

地域⾃治体との懇談会を通じて安全や防災について話し合うほか、地域の防災訓練に参加するなど、安全な
⼯場に向けた地域との交流に努めています。

2019年度、堺製作所では、地域⼩学⽣の防災教育の⼀つとして、⾦岡⼯場の防災取り組みを伝える授業を実
施しました。

⾃然災害に備えて各事業場で対策や防災訓練を実施

ダイキングループは万⼀の⾃然災害に備え、各事業場で対策を検討しています。災害時に避難所として⼯場
内グラウンドを提供することはもちろん、備品として⽔・⾷料・防災機器などの確保に努めています。

2012年8⽉、国の中央防災会議は、近い将来起きるとされる南海トラフ巨⼤地震による被害想定を発表しま
した。各事業場では、東⽇本⼤震災で得た教訓を⽣かすとともに、新たに公表された被害想定にもとづき地
震対策を⾒直しました。

また、各事業所では毎年防災訓練を実施し、訓練で抽出した課題を検討。国内各拠点では「安否確認システ
ム」を導⼊し、災害発⽣時に従業員の安否が把握できる体制を確⽴しています。

関連情報

製作所の安全・防災対策  (P472)
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ダイキン盆踊り⼤会

地域社会との交流（⽇本）
地域社会と交流を深める

地域の⼀員として、地元の皆様とのふれあいを⼤切にしています。ダイキン⼯業は1973年、他企業に先駆け
て「地域社会課」を発⾜させ、地元の皆様との交流を深めてきました。現在は「地域社会課」に代わり、各
製作所が地域の窓⼝となって住⺠の皆様との交流に取り組んでおり、⼈と⼈が⼼ふれあうように、企業も⼀
市⺠として、地域社会とふれあい、ともに歩むことによって、少しでも地域の豊かな暮らしのお役に⽴つこ
とができれば、と考えています。

⼯場⾒学、夏祭りなどの各種活動を通じて地域住⺠の⽅々とコミュニケーションを図り、地域に理解され、
地域に貢献する⼯場となることをめざしています。
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ダイキンアメリカ社の盆踊り⼤会には2万⼈の地域住⺠の皆
様が参加

神栖市からの感謝状

国内外で地域との絆を深める「盆踊り⼤会」を開催

夏の⾵物詩、ダイキン⼯業主催の盆踊り⼤会は地域の⽅々が多数参加する⼤イベントです。 1971年、当社
淀川製作所の若⼿従業員向け厚⽣施策として企画された盆踊り⼤会は、その後、準備段階で地元の⽅々にも
参加していただける、地域ぐるみの⼤会に発展。企業主催のものでは全国最⼤級の規模となり、優れた企業
⽂化として国内のみならず国外のメディアからも⾼い評価を受けています。例年、中国や⽶国など世界の主
要な⽣産拠点でも開催していますが、2020年度は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、いずれの地
域でも中⽌となりました。

その代わり淀川製作所は、例年抽選会で提供していたエアコン・空気清浄機を摂津市に寄贈。それらの製品
は児童センターや⼩学校の学童教室などに設置され、⼦どもたちからのお礼の寄せ書きなどを受け取りまし
た。

⿅島製作所は、神栖市と⼯場近隣の⾃治会に空気清浄機を寄贈。神栖市からは感謝状をいただきました。
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地域の清掃、美化活動を実施

淀川、滋賀、堺、⿅島製作所では、⼯場周辺の清掃や除草活動に取り組んでいます。

淀川製作所では2003年度より「クリーンアップ作戦」として、地域清掃活動を継続しています。 
また、製作所周辺の⽔路の清掃を、地域の「味⽣⽔路を守る会」と共同で実施しています。昨今の豪⾬⽔害
リスクの増加、⾼齢化による清掃担い⼿の不⾜といった地域の⽅々からの声を受けて、2009年より毎年120
⼈以上を動員し、協⼒してきました。しかし2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、い
ずれも中⽌となりました。

堺製作所では「堺市まち美化促進プログラム」にもとづき、⽉1回、従業員全員が交代で地域清掃・美化活動
に参加しています。⾦岡⼯場では⼯場周辺緑化と清掃活動を、臨海⼯場では⼯場周辺と道路中央分離帯のゴ
ミ回収活動を実施し、それぞれに毎回50⼈程度が参加しています。⾦岡⼯場周辺の清掃活動は、2020年度は
中⽌となりました。

滋賀製作所でも「ゴミゼロ作戦」として年3回の周辺地域の清掃活動を実施し、のべ1,500⼈が参加していま
す。

⿅島製作所では、毎⽉⼯場周辺の清掃作業を実施しています。歩道・道路排⽔溝に散乱した⽊の枝葉などの
清掃には、9⽉から11⽉の間でのべ350⼈が参加しました。

東京⽀社でも、2015年12⽉に東京都港区とアドプトプログラムの協定を締結し、2016年1⽉より⽉1回、JR
品川駅港南⼝周辺の清掃活動を実施しています。
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淀川製作所での⽔路清掃活動 ⽔路清掃活動感謝状

東京⽀社での清掃活動
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ダイキンエアコンディショニングインド社

コロナ禍において⾷料や資源が⾏き渡らない⼈々に対し、乾
燥⾷料品キットや調理済み⾷品パッケージ、ハンドサニタイ
ザー・フェイスマスク・ハンドウォッシュなどの衛⽣⽤品の
寄付を⾏いました。また、政府病院の新型コロナウイルス感
染症患者がいる病棟に対し、2台の窓⽤ACを寄贈しました。

ダイキントルコ社

2020年10⽉に発⽣したイズミール地震の被害者に対し、迅
速に寄付を⾏いました。

地域社会との交流（海外）
世界各地で地域に貢献する活動を実施

各地域のニーズに応じた貢献・交流活動に取り組んでいます。

地域に根ざす企業をめざすダイキングループでは、住⺠の⽅々により深くご理解をいただけるよう、海外の
⼯場でも積極的に⼯場⾒学を受け⼊れています。

また、海外の各拠点の従業員ボランティアが、周辺地域や景勝地での清掃活動に参加しています。

関連情報

「市⺠活動⼀覧」（社会貢献活動⼀覧）

サイトレポート (https://www.daikin.co.jp/csr/report/site_data/)
 (P518)
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製作所の安全・防災対策
消防活動⽀援

拠点 活動の名称 活動概要／実績など

堺製作所 ⾃衛消防組織の結成

防災体制として、製作所が⾃衛消防本部隊を編
成し、各部⾨において⾃衛消防地区隊を編成。
⼤規模災害発⽣時を想定し、臨海⼯場では年4
回、⾦岡⼯場では年2回、⾃衛消防本部隊⻑・
副隊⻑、総務・警備・施設・救護各班が本部隊
を結成。
地区隊の消⽕班は、消⽕器・消⽕栓を使⽤して
初期消⽕活動を実施。
救護班は、不明者発⽣時の捜索や救助・救護活
動を実施。
全従業員が安全に避難できるよう、繰り返し訓
練を実施。

淀川製作所

「摂津市機能別消防分団」への⼊団

全国初の取り組みである「摂津市機能別消防分
団」に淀川製作所から13⼈が⼊団。2010年1⽉
以降、摂津地域内における⼤災害の際に、製作
所所有の消防⾞を使⽤して駆けつけ、摂津市消
防本部の指揮下で消防活動を⽀援する。

2020年1⽉に摂津市消防出初式に参加（2021
年1⽉は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響
により中⽌）。
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拠点 活動の名称 活動概要／実績など

滋賀製作所
⾃衛消防組織の結成  
湖南広域消防局との連携

防災体制として、製作所が⾃衛消防本部を、各
職場において⾃衛消防組織を構築。
各職場の⾃衛消防地区隊⻑は⾃衛消防業務講習
の受講を徹底。
消防訓練年2回（6⽉、11⽉）、総合防災訓練年
1回（9⽉）実施。

⿅島製作所 ⾃衛消防組織の結成
災害時には消⽕、誘導、救出、情報の各班が⾃
衛消防組織として組織される。消⽕班は公設消
防到着までの初期消⽕にあたる。

草加事業所 ⾃衛消防組織の結成
各部⾨において⾃衛消防隊を組織。
事業所防災訓練（年2回）で避難・消⽕訓
練を実施。

つくば研修所 ⾃衛消防組織の結成
つくばに勤務する全部署において⾃衛消防隊を
組織。年1回消防署と合同で避難・消⽕訓練を
実施。

本社 ⾃衛消防組織の結成
防災体制として、本社、江坂に⾃衛消防隊を組
織。消防訓練を定期的に実施。

東京⽀社 ⾃衛消防組織の結成
各部⾨において⾃衛消防隊を組織。年1回JR品
川イーストビル主催の総合防災訓練に参加し、
避難・消⽕訓練を実施。
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近隣企業・住⺠との連携

拠点 活動の名称 活動概要／実績など

堺製作所 近隣企業との連携

臨海⼯場・⾦岡⼯場は、堺市消防局に「消防協
⼒事業場」として登録。地域貢献活動として、
⼤規模災害発⽣時には⾃主的に消⽕や⼈命救助
などの消防活動を実施。
臨海⼯場では、堺・泉北臨海特別防災地区協議
会（39社）に加盟し、近隣企業と定期的に会合
を持ち、緊急時の連絡体制網を確⽴しながら、
通報訓練や特防協総合防災訓練に参加。

淀川製作所 「地域駆けつけ隊」の編成
近隣在住の従業員110⼈を登録。⾃宅、会社そ
の他事情に応じ、臨機応変に編成。

滋賀製作所

被害住⺠の救出⽀援体制の構築

被災者救出について⾃治体と協⼒。
近隣地域住⺠への避難場所の提供（製作所
グラウンドの開放など）。
AED・救急協⼒事業所に認定。

災害時の消防活動⽀援
産業医の派遣、⾃衛消防隊の派遣、避難所の提
供を⾏うこととする。

⿅島製作所 近隣企業との連携
地域の連携組織の幹事として、近隣企業とも連
携して地域および⾏政の窓⼝となる。

草加事業所

「地域防災協定」締結

2000年に草加事業所、草加市、5隣接地域町会
の3者で「地域防災協定」を締結。

⼤地震発⽣直後の地域⽀援策を平常時から3者
間で協議し、協定を締結。

企業が地域住⺠と⾃治体との災害⽀援の架け橋
を担うものとして、内閣府の中央防災会議にお
ける専⾨調査会で評価され、推奨されている。

地域合同防災訓練の実施
防災協定にもとづく具体的な活動として、近隣
町会との合同防災訓練を実施。2019年6⽉、松
江北町と合同実施。

つくば研修所 近隣企業との連携
⻄部⼯業団地連絡協議会に参画し、環境推進・
防災体制・献⾎活動などの情報を共有。

本社 近隣企業との連携
梅⽥センタービル主催の防災研修（春・秋）へ
の参加。

東京⽀社 近隣企業との連携

JR品川イーストビル防⽕・防災管理協議会主催
の合同テナント会議（7⽉）への出席、飲⾷店
舗での防災訓練（3⽉）へのオブザーバー参加
を通して、ビル全体の防災体制を確認。
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地域の安全への貢献

拠点 活動の名称 活動概要／実績など

本社 地域の安全活動への協⼒

近畿警察管区「曽根崎友の会」を通じた「24時
間安全の街・曽根崎」への取り組み。

曽根崎交通安全協会、曽根崎防犯協会に参画
し、地域の企業との交流、安全活動に協⼒。

堺製作所

地域の安全活動への協⼒

北堺・⻄堺警察防犯協議会、北堺・⻄堺交通安
全協会への参画。

北・⻄消防署防災協会への参画。

⼦ども110番駆け込み窓⼝ 事業場として登録。

防災訓練
堺・泉北臨海特別防災地区協議会主催の総合防
災訓練に参加。

淀川製作所

総合防災訓練の実施（地域の消防、警察も参
画）

災害鎮静化、安否（避難）確認、地震訓練な
ど、防災訓練の実施（年3回）。

空気呼吸器装着、消⽕栓操法競技会の開催（年
1回）。

地域の安全⾏事への参加

⼤阪府、摂津市防災訓練に参画（各年1回）。

摂津市味⽣⼩学校区⾃主防災訓練への参画。

歳末夜警への参画。

春季・秋季の全国⽕災予防運動の啓発活動へ参
画。

全国交通安全啓発運動への参画。

安全講習会開催

取引先様への安全講習開催（所内交通ルールの
徹底、年2回）。

警察より講師を招き、従業員対象に交通安全講
習会開催（年1回）。

⼦ども110番駆け込み窓⼝ 事業場として登録。
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拠点 活動の名称 活動概要／実績など

滋賀製作所

防災訓練
構内・寮の防災訓練（年1回）、消⽕器操法訓
練⼤会（7⽉）、⼯場消防訓練（6⽉、11⽉）、
震災時の避難訓練（9⽉）。

防⽕保安協会への参画 消防局・消防署・防災研究会に参加。

⾃衛消防訓練⼤会に参加
2020年度は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影
響により中⽌。

⿅島製作所

防災訓練
防災訓練（年2回）、消⽕栓操法競技会の訓練
（年1回）、広報訓練（年1回）。

地域の安全⾏事への参加
⼯業団地の企業連として消防本部との合同防災
訓練（年1回）。 2020年度は新型コロナウイル
ス感染症拡⼤の影響により中⽌。

企業連として消防署員、労基署員、警察署員を
講師に研修会を年1回、各々開催し、保安・防
災意識の向上を図っている。2020年度は中⽌。

消防署・労基署・警察署などの防災研究会に参
加。2020年度は中⽌。

安全講習会開催

警察署から講師を招き、交通安全研修会を開
催。所員の安全運転マナーを向上（年1回）。
2020年度は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影
響により中⽌となったが、資料で情報共有いた
だき、製作所内へ周知。

草加事業所

無事故無違反コンテスト
例年、警察署主催の「無事故無違反コンテス
ト」に参画。

安全環境講習会開催

夏シーズン突⼊前に従業員・協⼒会社に対する
安全意識向上を図るイベントを開催。2020年度
は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により
中⽌となったが、代替として過去の災害・事故
事例集を配布し、注意喚起を⾏った。

東京⽀社

警視庁管内特殊暴⼒防⽌対策連合会への参画 定例総会、研修会への参加。

地域の防災訓練への参画
JR品川イーストビル防⽕・防災管理協議会主催
の総合防災訓練への参加。
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災害時の施設活⽤と被災時備品の確保

拠点 活動の名称 活動概要／実績など

堺製作所

被災時備品の確保

災害時に備え、緊急⽤備品として、⽔・⾷料・
防災⽤品などの備畜品を確保。

臨海⼯場では、津波・液状化を想定し、従業
員・来客⽤の3⽇分の⾮常⽤⽣活⽤品を備蓄。

機材の貸し出し
消防協⼒事業場の登録（緊急時に地域へ⼈員の
派遣・フォークリフトなどの貸し出し）。
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拠点 活動の名称 活動概要／実績など

淀川製作所

災害時の施設活⽤と近隣住⺠向けの被災時備品
の確保

（⼯場⾒学懇談会で防災備品庫備蓄品の確認）

事業場施設（消防⾞、防災機器、⼈員派遣
など）の有効活⽤。
⼤規模地震災害に備え、近隣住⺠向けの被
災時備品の充実。
防災資器材を主要な建屋ごとに配備。

滋賀製作所 被災時備品の確保

被災時備品の設置（⾮常⾷、飲料⽔、懐中電
灯、簡易トイレ、⽑布など）。

全従業員に防災⽤ヘルメットを⽀給。

⿅島製作所

緊急⽤資材、⾮常⽤⾷料の確保

緊急⽤資材（防毒マスク、懐中電灯、メガホン
など）の準備と従業員3⽇分の⾮常⽤⽣活⽤品
（⾷料、飲料⽔、簡易トイレ、⽑布など）の備
蓄。物流事故を想定した緊急資材の拡充。

草加事業所
被災時備品の確保
普通救命講習会開催

⽔、⾷料、防災⽤品などを備蓄。
定期的に近隣消防署を招聘し、講習会を実
施。また警備室にAEDを設置。

つくば研修所 被災時帰宅困難者⽤備品確保
従業員および講習会受講⽣の3⽇分の⾷料、飲
料と被災時備品（懐中電灯、簡易⽑布、ガスコ
ンロ、簡易トイレなど）の備蓄。
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拠点 活動の名称 活動概要／実績など

本社

災害備蓄品の確保
本社、江坂ビル対象に防災備蓄品を購⼊、配
備。消防訓練時に使⽤⽅法の確認、訓練の実
施。

本社、江坂、福岡、名古屋、広島へのAED設置
安全衛⽣委員会および⼈事本部が主導となり、
本社管轄の各拠点にAEDを設置。

東京⽀社

被災時備品および災害備蓄品の確保およびAED
業務従事者の確保

被災時備品（ヘルメット、⼿袋、タオル）
を個⼈貸与。
東京都帰宅困難者対策条例（施⾏：2013年
4⽉）にもとづき、550⼈×3⽇間分の防災
備蓄品（⾮常⾷、⾮常飲料⽔）を確保。⼀
⽅、家庭の事情などでどうしても徒歩で帰
宅せざるを得ない⼈のために帰宅⽀援グッ
ズ約60⼈分を⽤意。
東京防災救急協会より指導員を招き、普通
救命講習会を開催（年1回）。
2014年6⽉ AEDを導⼊。
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地震対策

拠点 活動の名称 活動概要／実績など

堺製作所
津波・⾼潮・液状化対策
耐震補強と避難訓練

津波・⾼潮・液状化などの発⽣を想定した
⾏動基準の作成。
備畜品の確保。
敷地内の建屋の耐震補強⼯事を実施中。
地震・津波・液状化を想定した年4回の繰
り返し訓練の実施（初動・避難・初期消
⽕・救出救護活動、孤⽴後の避難⽣活対
応、夜間訓練の実施）。
繰り返し訓練により浮上した課題に対し、
避難経路や避難場所の⾒直しなど、改善活
動を継続して実施。
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拠点 活動の名称 活動概要／実績など

淀川製作所 耐震対策と防災・避難訓練

【地震対策の基本⽅針】⼈命第⼀、保安の確
保。

「震度6強」対応：現⾏耐震基準とし主要
建屋の補強完了（2009年度） 。
「浸⽔2メートル」対応：電源などのイン
フラ喪失対策。
1. 浸⽔まで（2時間以内）に緊急処置を

完了、化学プラントを安全な状態に収
め、⾼所へ避難。

2. ⾃前の⾮常⽤電源で、危険薬品を封じ
込め・無害化し放出、安全に停⽌（⽌
める・冷やす・封じ込める）

設備・機器などの転倒防⽌策、落下物対策
を実施。
製作所全体の避難経路・避難場所を⾒直
し。
防災訓練（年3回の継続）
1. 化学プラント漏えい想定の夜間訓練
2. 職場単位で避難経路・避難場所の確認

や、浸⽔時の⾼所避難訓練
3. 化学事故対応教育訓練会

-⼀⻫避難と安否確認を2時間以内で実
施。
-防災資機材の使⽤、⾮常持ち出しなど
の検証。
-設備・機器の緊急停⽌・処置訓練。

滋賀製作所 耐震補強と避難訓練

耐震補強⼯事完了（⾷堂、1⼯場、2⼯場、
製品倉庫、部品倉庫、精密加⼯センタ
ー）。
吊り物落下対策（第2⼯場）。
避難訓練の実施（防災1回、消防2回）。
防災無線機の設置（構内21台 ＋ ⼭寺社
宅1台） 。
衛星電話設置（事業場間の連絡）。
ドローンの設置。
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拠点 活動の名称 活動概要／実績など

⿅島製作所 津波対策

⼤津波警報発令時の避難場所を⾼所2カ所に増
設した。

定期整備期間中など、通常時より⼊構者数が多
い時でも対応ができるように、地震を想定した
避難訓練を実施。

草加事業所
事業所防災訓練の内容⾒直し
製品保管ルールの⾒直し
什器の転倒防⽌対策

毎年2回（春：地震避難訓練、秋：⽕災避
難訓練）の訓練ごとに前提条件を変え（⽕
災場所、避難経路、構内放送の故障、消⽕
栓・エンジンポンプの使⽤など）、避難訓
練を実施。
被災経験をもとに製品の保管ルールを⾒直
し。
事務所内の什器類を中⼼に転倒防⽌対策を
実施。

つくば研修所 耐震補強と防災訓練の実施

転倒防⽌対策実施。

⼤規模地震（震度6弱）発⽣時の総合防災訓練
の実施。

本社 地震リスク対策
什器などの転倒防⽌対策。
防災備蓄品の確保。
⾃衛消防隊に向けた定期的な防災教育。
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拠点 活動の名称 活動概要／実績など

東京⽀社 耐震補強と避難訓練、帰宅困難者対策

キャビネット、什器類およびキャスター付
製品（複合機、レーザープリンタ、シュレ
ッダーなど）の転倒・移動防⽌対策を実
施。
2017年は個⼈⽤サイドストッカーの移動防
⽌対策を実施し、これによりオフィス内の
すべてのキャスター付き製品の固定が完
了。

JR品川イーストビル防⽕・防災管理協議会
主催の総合防災訓練への参加（9⽉）。
衛星電話の通話訓練の実施（9⽉）。
夜間・休⽇に災害が発⽣したとき、災害対
策本部の設⽴に先⽴ち、JR品川イーストビ
ルの被災状況を先⾏で確認するために出動
する“⾮常動員者”を任命。
地震発⽣時の初動対応を⽰した⾏動指針を
策定。JR品川イーストビル勤務中での⼤地
震発⽣は、原則ビル内待機であること、ま
た、管理職に求める安否確認⾏動を明⽂
化。
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台⾵対策

拠点 活動の名称 活動概要／実績など

淀川製作所 台⾵対策
台⾵接近時の⾶散防⽌対策の実施。化学プラン
トの停⽌有無、低負荷運転を決定。

⿅島製作所 「台⾵対策会議」
台⾵が発⽣、接近するたびに「台⾵対策会議」
を開催。プラント設備の安全運転・予備的停⽌
などの判断と各種事前対策を実施。
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安否確認システムの導⼊

拠点 活動の名称 活動概要／実績など

堺製作所 「安否確認システム」

「安否確認／⼀⻫通報サービス」を使⽤し、確
認体制を構築。

年1回の応答訓練を実施。

淀川製作所 「安否確認システム」

災害発⽣後約20分で所内の⼈員安否が把握でき
る体制を確⽴。

捜索・復旧に備え、防災資器材を主要な建屋ご
とに配備。

滋賀製作所 「安否確認システム」

災害発⽣後従業員の⼈員安否が把握できる体制
を確⽴。

安否確認システム稼働による返信訓練の実施
（四半期ごとに1回）：2013年12⽉より実施。

⿅島製作所 「安否確認システム」

災害発⽣後従業員の⼈員安否が把握できる体制
を確⽴。

安否確認システム稼働による返信訓練の実施
（年1回）。

草加事業所 「安否確認システム」
安否確認システム稼働による返信訓練の実施
（年2回）。

つくば研修所 「安否確認システム」
安否確認システム稼働による返信訓練の実施
（年1回）、および安否確認システム稼働時都
度の応答チェック。

本社 「安否確認システム」
安否確認システム稼働による返信訓練の実施
（年1回）。

東京⽀社 「安否確認システム」

安否確認システム稼働による返信訓練の実施
（年2回、地震想定と台⾵想定）、および安否
確認システム稼働時都度の未応答者のチェッ
ク。

休⽇・夜間に災害が発⽣したときの東京⽀社の
従業員および東京⽀社安全衛⽣委員会間同⼠の
緊急連絡⼿段として、安否確認システムの⼀⻫
通報機能を使⽤する体制を確⽴。⾮常動員者へ
の出動要請は、チャットツールによる連絡に切
り替えた。⼀⻫通報機能による返信訓練の実施
（年2回）。
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地域社会

地域共⽣―芸術・⽂化振興への貢献

基本的な考え⽅
芸術・⽂化の振興のために、ダイキン⼯業は「ダイキン⼯業現代美術振興財団」を設⽴し、国⽴国際美術館
が⾏う展覧会、学術研究、講演会、出版物の刊⾏などの活動を⽀援しています。

また、海外でも⾳楽会への協賛などを通じて現地⽂化の振興に貢献しています。
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国⽴国際美術館 国⽴国際美術館

取り組み事例
ダイキン⼯業現代美術振興財団を設⽴

優れた芸術は国境を越え⺠族の枠を越えて、⼈々に感動を与える⼒を持っています。ダイキン⼯業では、
「できるだけ多くの⽅々に国内のみならず世界中の芸術や⽂化に触れ、感動できるような場を提供したい。
真の創造⼒に触れる機会を作りたい」との想いから、美術や⾳楽の振興に⼒を注いでいます。

ダイキン⼯業は創業70年（1994年10⽉25⽇）を記念し、1996年3⽉に財団法⼈ダイキン⼯業現代美術振興
財団を設⽴しました。基本財産として初年度に2億円、さらに3年後に2億円を追加し、そして創業80周年を
迎えた2004年には、同財団に1億円を追加し、現在までに累積5億円を寄付しています。同財団は、国⽴国際
美術館の事業を展覧会から調査・研究、講演会などに⾄るまで幅広くバックアップしています。

2013年4⽉には公益財団法⼈に移⾏。今後も財団主催の事業を積極的に展開し、ダイキン⼯業発祥の地、⼤
阪の⽂化・芸術のさらなる活性化につなげたいと考えています。

関連情報

国⽴国際美術館  (https://www.nmao.go.jp/)
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関⻄フィルハーモニー管弦楽団

NPO法⼈関⻄フィルハーモニー管弦楽団を⽀援

ダイキン⼯業は、⼤阪に拠点を置き活動するプロ・オーケストラ、関⻄フィルハーモニー管弦楽団の活動を
⽀援しています。同楽団は1970年に発⾜し、2003年に特定⾮営利活動法⼈(NPO法⼈)に移⾏。2014年に認
定NPO法⼈化し、2018年7⽉からは公益財団法⼈として活動しています。2020年には楽団創⽴50周年を迎
えました。地元練習場での「コミュニティーコンサート」を⾏うなど地域密着を重視し、関⻄出⾝の若⼿ア
ーティストの起⽤にも積極的に取り組んでいます。

2004年からは当社会⻑が同楽団の理事⻑を務め、地元⼤阪・京都･兵庫･奈良でダイキン⼯業主催の公演を⾏
うなど、同楽団の活動を⽀援しています。

関連情報

関⻄フィルハーモニー管弦楽団  (https://kansaiphil.jp/)
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中国でのコンサート

海外での取り組み

ダイキンインダストリーズチェコ社では、ピルゼン・フィルハーモニー管弦楽団を⽀援しています。

⼤⾦（中国）投資有限公司でも、芸術・⽂化の振興を⽬的としたコンサートを2007年から毎年開催していま
す。

関連情報

「芸術・⽂化振興⽀援⼀覧」（社会貢献活動⼀覧）

サイトレポート (https://www.daikin.co.jp/csr/report/site_data/)

 (P514)
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地域社会

地域共⽣―スポーツ振興への貢献

基本的な考え⽅
スポーツの振興のために、ダイキンは地元のスポーツチームのスポンサーやスポーツ⼤会の協賛などに取り
組んでいます。
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第34回⼤会優勝 ⼩祝さくら選⼿

取り組み事例
ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント

ダイキン⼯業は、⽇本の⼥⼦プロゴルフトーナメントの開幕戦である「ダイキンオーキッドレディスゴルフ
トーナメント」（以下、ダイキンオーキッド）の主催を30年以上にわたり継続しています。

1988年に⽇本⼥⼦プロゴルフツアーの開幕戦として産声を上げた本⼤会は、沖縄とともに未来に向かって限
りなく前進したいとの思いを込めて、⼤会理念に“Ever Onward With OKINAWA”を掲げ、沖縄と本⼟の財
界⼈の交流など、地元に密着した取り組みを⾏っています。

2021年3⽉に開催された第34回⼤会では、新型コロナウイルス感染症対策の観点から前夜祭とプロアマ⼤会
の開催は中⽌しましたが、本戦は観客の上限を1,000⼈とし、感染防⽌対策を徹底したうえで開催しまし
た。

関連情報

地元アマチュア選⼿にダイキンオーキッドレディスへの出場機会を提供

「ダイキンオーキッド」では、沖縄ゴルフ界の発展と活性化に少しでも寄与したいという願いのもと、1997
年から本戦への出場選⼿の選考を兼ねた「ダイキンオーキッドレディスアマチュアゴルフ選⼿権（以下、
「アマチュア⼤会」）」を開催しています。

「アマチュア⼤会」は、沖縄在住および沖縄出⾝の⼥性に出場資格があり、これまで、のべ4,500⼈を超え
る選⼿が参加しています。この⼤会からは、宮⾥藍さん、⽐嘉真美⼦さんのほか、諸⾒⾥しのぶさん、新垣
⽐菜さん（ともにダイキン⼯業所属）など、18⼈のプロ選⼿が⽣まれています。

ダイキンオーキッド  (https://www.daikin.co.jp/orchid/)
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オーキッドバウンティ贈呈式

「沖縄と本⼟の架け橋となりたい」と考えて

本⼤会前に⾏われる前夜祭とプロアマ⼤会は、沖縄と本⼟の経済⼈が交流を深める場として定着していま
す。こうした交流をきっかけに、1990年に「沖縄懇話会」が発⾜しました。「沖縄懇話会」には、沖縄と本
⼟から企業経営者が参加し、沖縄のさらなる発展についての提⾔や各種フォーラムの開催などを活発に⾏っ
ています。

2000年の沖縄サミットの誘致のほか、2014年には「沖縄懇話会」の議論がきっかけとなり、沖縄⼤交易会
が開催されました。那覇空港の国際物流ハブ化を推進することにより、⽇本全国の特産品などの海外販路拡
⼤に資することが期待されます。2019年には30周年ラウンドテーブルを開催し、沖縄の未来ビジョンについ
ての議論が交わされました。

地元ボランティアの⽅々のご協⼒で運営

1997年の⼤会より、沖縄県南城市を中⼼とした地元の皆様にボランティアとして運営に参加していただいて
います。2021年3⽉の第34回⼤会でも多くの⽅にご協⼒いただきました。

「オーキッドバウンティ」は沖縄の⽂化・スポーツを⽀援

出場の皆様のご理解とご⽀援のもとに浄財を募っています。これは主催者の寄付⾦と合わせて、⼤会開催地
である沖縄県の芸術・⽂化・スポーツ・教育等の振興に携わる個⼈・団体等の活動を⽀援する⽬的で贈呈さ
れています。

2021年3⽉には、沖縄県の11の個⼈・団体を選定し、総額730万円を贈呈。1995年からの⽀援先はのべ246
件、⽀援総額は1億6,620万円になりました。
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地元中学⽣をトーナメントに招待

⼤会では、多くの⼦どもたちにゴルフを通じてさまざまなことを学び感じてもらおうと、地元⽟城中学校の
⽣徒をトーナメントに招待しています。

⼥⼦プロゴルファーたちによる真剣勝負を観戦するだけではなく、グリーンキーパーやマスコミ、トーナメ
ントを運営している⼈々の働きぶりを⾒学するなど、総合学習としての役割も担っています。

海外での取り組み

ダイキンは海外でもスポーツ⽀援をしています。

これまで欧州では、サッカー、バレーボール、⾃転⾞ロードレースなどへの協賛や⽀援を⾏ってきました。
近年は、オセアニアでのラグビーチームへの協賛のほか、欧州でのスピードスケート国際⼤会への⽀援を⾏
うなど、活動の幅を広げています。

ピルゼン・ホッケーチームに関する書籍の出版を⽀援

関連情報

「スポーツ振興⽀援⼀覧」（社会貢献活動⼀覧）

サイトレポート (https://www.daikin.co.jp/csr/report/site_data/)

 (P516)
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地域社会

社会貢献活動⼀覧

環境保全⽀援⼀覧

拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキン⼯業株式会社（⽇本）

“空気をはぐくむ森”プロジェクト 
インドネシアでの森林保全

(C) Conservation International /Photo by Anton Ario

知床での森林再⽣ボランティア

⼤阪府⾼槻市原城⼭の森づくり
⼤阪府茨⽊市泉原の森づくり

ダイキンヨーロッパ社

⼯場周辺地域への植樹活動

ダイキンインダストリーズチェコ
社

環境保護団体が主催する「楢の道の修復」プロジェクトを⽀援

ピルゼン動物園への寄付
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拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンデバイスチェコ社

WWF（世界⾃然保護基⾦）が主催している「Earth Hour（特定の1時間、不要な照
明を消す運動）」に参加

廃棄された資源からクリスマス飾りを作る⼦ども対象のコンテストを開催

  

従業員のマイカー通勤を減らすイベントを開催

⽣物多様性保全の取り組みとして⼩さな昆⾍⽤の巣を購⼊し、⼯場敷地内に設置

 

ゴミ拾いイベントへの参加

ダイキントルコ社

環境問題のセミナーを開催

WWFのEARTH HOUR（節電）への参加呼びかけ

⼯場周辺のゴミ拾い

従業員へのエコバッグ配布による、ビニール袋利⽤の抑制
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拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンエアコンディショニング
フランス社

古紙収集・再⽣を実施し、収益を寄付

業務⽤製品および部品をリサイクルし、その収益を寄付

ダイキンエアコンディショニング
ドイツ社

脱炭素をめざす研究プロジェクトへの寄付と積極的な参加

⼤⾦空調（上海）有限公司

⼯業区内の植樹活動

⼤⾦空調（蘇州）有限公司

⼯場周辺の清掃活動

⼤⾦機電設備（蘇州）有限公司

地元学校での植樹活動

⼤⾦フッ素塗料（上海）有限公司

プラスチック使⽤量削減のためにエコバッグを作成

植樹祭への参加
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拠点 ⽀援先・⽀援内容

マッケイ中国（武漢）

環境意識の向上をめざした従業員向けイベントを実施

武漢⻑江⼤橋周辺のゴミ拾い

マッケイ中国（深圳）

従業員に省エネと排出削減を提唱するための屋外団体ランニング活動を実施

世界カーフリーデー活動への参加

マッケイ中国（蘇州）

⾃転⾞や公共交通機関の利⽤を推奨するため、東太湖エコサイクリング活動を実施

ゴミ拾いを⾏う環境保全登⼭活動
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拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンマレーシア社

マレーシア森林研究所（FRIM）で植樹や清掃の活動に参加

泥炭湿地林保護区への植樹活動

ダイキンインダストリーズタイラ
ンド社

国⽴公園へ合計3,500本を植樹

 

政府機関と協⼒しビーチの清掃活動を実施

  

海への珊瑚の植え付け活動

 

ブーンヤラスリー寺院への植樹活動
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拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンコンプレッサーインダス
トリーズ社

マングローブの植樹活動

地域企業や近隣の学校とともに植樹や⿂の放流を実施

ダイキンエアコンディショニング
インド社

⼯場周辺への植樹活動

⾬⽔を貯めるための⽔源涵養施設と池を近隣の村に建設

ダイキンPT社 ⽕災で焼失した松の⽊の植樹活動
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拠点 ⽀援先・⽀援内容

グッドマン社

Adopt-A-County Mile (AACM)プログラム（地域の⾞道のゴミを削減する取り組み）
に参加

地域の清掃活動

電⼦廃棄物のリサイクルイベントの実施

化⽯燃料を使⽤する暖房システムから最新の空調システムへの転換を促進するパイロ
ットプロジェクトを開始

ダイキンアメリカ社

化学物質の回収作業をボランティアで実施し、リサイクルをサポートする
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拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンアプライドアメリカ社

道路清掃プログラムの活動、環境マネジメントシステムに関するボランティアへの参
加

⻯巻の観測のボランティアへの参加

⼯場敷地内のカフェテリアから出る有機物をリサイクルする「堆肥化プログラム」の
実施

ダイキンベトナム社

同じ⼯業団地の各会社とともに、ゴミ収集・清掃を⾏い、環境保全の重要性をPR
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教育⽀援⼀覧

拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキン⼯業株式会社（⽇本）
⼩学校向け環境教育「サークル・オブ・ライフ」の実施
⼩学校向け理科実験授業の実施
⼤阪府⽴⼤学「未来の博⼠」育成ラボへの参画

ダイキン⼯業株式会社（堺製作
所）

堺ラグビースクールへの⽀援
⽉3回⾦岡⼯場のグラウンドをスクールに開放 
園児・⼩学⽣・中学⽣ラガーマンの育成に貢献
2017年度実績：192⼈ 
2018年度実績：183⼈ 
2019年度実績：213⼈ 
2020年度実績：222⼈

周辺⼩学校児童の社会勉強を⽬的とした⼯場⾒学の受け⼊れ
2017年度実績：⼩学校3校、218⼈ 
2018年度実績：⼩学校3校、266⼈ 
2019年度実績：⼩学校4校、455⼈ 
2020年度：新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により中⽌

ダイキン⼯業株式会社（淀川製作
所）

ちびっこ剣道場の開設
週3回（⽉・⽕・⽊）開催、毎回12⼈参加 
2020年度は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、⼤阪府剣道連盟の感染防⽌
ガイドラインに沿った当社独⾃のガイドラインを作成したうえで稽古会を開催

近隣⼩学校の視聴覚室と製作所の応接室をオンラインで接続し、リモートでの「対話
型授業」を実施
2020年度実績：⼩学校1校52⼈
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拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキン⼯業株式会社（滋賀製作
所）

市内⼩学⽣に⼯場⾒学と環境学習の場を提供
2020年度実績：⼩学校6校、草津市1団体 計549⼈

グラウンドの開放
運動会、野球⼤会、グラウンドゴルフ⼤会、ソフトボール⼤会などの会場として、地
域住⺠の⽅に開放

ダイキン⼯業株式会社（⿅島製作
所）

地域の⼩学校への出張授業
2010年秋から、⼩学校⾼学年を対象にフッ素化学実験授業を実施 
2019年度実績：2クラス38⼈対象に実施 
2020年度：新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により中⽌

ダイキンヨーロッパ社

技術学校への実習⽤製品の寄贈

地球温暖化の影響や環境破壊を防ぐための取り組みを紹介する環境教育を地元学校の
⽣徒たちに実施

ダイキンエアコンディショニング
ベルギー社

技術学校への実習⽤製品の寄贈
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拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンインダストリーズチェコ
社

地域の中学校や⼤学への寄付

機械⼯学⾼等学校への住宅⽤マルチエアコンの寄贈

技術系の専攻科⽬を設ける中学校に進む⼩学校のためのオープン・デイに参加

中学⽣や⼤学⽣向けの⼯場⾒学の実施

⾼校⽣向けインターンシップおよび⼤学⽣向け研修プログラムの開催

⻄ボヘミア⼤学（ZCU）および研究センターとの共同研究

ピルゼン⼤学と、年間200,000CZKの寄付を含む提携

ダイキンデバイスチェコ社

「企業の⽇」というイベントに参加し、機械⼯学や商業を専攻する学⽣に⾃社の活動
を紹介

ブルノ⼯業⼤学機械⼯学部エネルギー研究所と連携し、学⽣を⼯場⾒学に招待

マサリク⼤学の新⼊⽣を対象としたオンラインイベントに協⼒

英国のノッティンガム・トレント⼤学の学⽣対象のサマースクール・プロジェクトに
参加

⼤学⽣・卒業⽣が対象のオンライン就職フェア「JobChallenge」に参加
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拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンアプライド(ＵＫ)社

⾒習制度による実習⽣の受け⼊れ

16歳前後の⼦どもたちを対象とした職場体験の実施

⼤学⽣対象の⼤学院プログラムを実施

地元の⼤学で開催されるキャリアフェアへの参加

ダイキンアプライドヨーロッパ社

ローカルコミュニティと学校が連携して⾏っている⼦どもたちとその家族対象のリサ
イクルプロジェクトを⽀援

 

⾒習制度による実習⽣の受け⼊れ

卒業プログラムによる⼤学⽣の研究や実務経験の⽀援

地元の学校でのキャリアアニュアルフェアに出席

当社の製品などについて知識を深めてもらうコンサルタントプログラムを実施

学⽣を対象とした仕事体験制度の設置

ダイキンエアコンディショニング
フランス社

インターンシップ受け⼊れ

ダイキンスペイン社 学校等への⽀援
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拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキントルコ社

⼦どもたちへの環境保護教育を⽬的とした「クリーン・エアー・アムバサドルプロジ
ェクト」の継続実施

環境省や12の⼤学、教育者、コンビボイラー技術者等を対象としたFガス規制及び
R32に関するセミナーの継続実施

ロボットコンテストへ参加する専⾨学校の学⽣への⽀援

Fガス認証のオンライン準備研修にて講義を実施

ダイキンマニュファクチュアリン
グジャーマニー社

従業員の⼦どもたちをインターンシップ受け⼊れ

ダイキンマッケイ中東 FZE 6台のエアコンを学校に寄付

マッケイ中国（武漢）

湖南省⼯業技師学院の溶接専攻の学⽣の⾒学と実習を受け⼊れ

華中科技⼤学の建築環境・エネルギー応⽤⼯学専攻の学⽣の⾒学と実習を受け⼊れ

武漢技師学院の機電応⽤・⾦型など専攻の学⽣の研修を受け⼊れ

地域社会 - 506 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

マッケイ中国（深圳）

エコ素材を利⽤して⼯作する「親⼦エコ⼿作り創意コンテスト」を開催

マッケイ中国（蘇州）

蘇州科学技術⼤学建築環境と設備⼯程学院の学⽣たちの⾒学を受け⼊れ

⼤⾦空調（上海）有限公司

平涼機電⼯程学校と連携関係を締結

提携校2校が「現代徒弟制度の試験学校」としての国家承認を取得

ダイキンが求める技能を⾝に付けるためのダイキンクラスの新⼊⽣を、重慶⼯商学校
と平涼理⼯中等専⾨学校の学⽣を対象に募集

⼤⾦空調（蘇州）有限公司

⼩学校へランドセルと⽂房具を寄付

⼤⾦機電設備（蘇州）有限公司

⼈材確保と技能⼈材育成の取り組みとして地元学校と提携

地域社会 - 507 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

⼤⾦フッ素塗料（上海）有限公司

⼯場⾒学の受け⼊れ、⼩学校への寄付

課⻑クラスの従業員対象の研修を実施

従業員対象の⽇本語講座の開講

ダイキン中国投資有限公司 ⼤学⽣空調知識コンテストへの寄付

ダイキンマレーシア社

Air Conditioner Certified Technician（ACCT）プログラムを実施し、ACインストー
ラーを育成

 

⾒習制度による実習⽣の受け⼊れ

学⽣たちの⼯場⾒学を受け⼊れ

 

地域社会 - 508 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンインダストリーズタイラ
ンド社

タイのダイキングループ6社で協⼒し、農村部の学校の建物を補強し、教育備品を寄
贈して、同校を⽀援

合計3校の学校のポストや床、⻭磨きエリアや屋根などの設備を⽀援

専⾨学校へエアコンを寄贈し、講師と学⽣を対象にエアコン設置ワークショップを開
催

チョンブリにある学校を⽀援

ダイキンコンプレッサーインダス
トリーズ社

学⽣の⼯場⾒学受け⼊れ

学⽣イベントに参加し、図書室の本棚の組み⽴てを実施

地域社会 - 509 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンインド社

学校にコンピュータを寄贈

9つの技術教育センターを設⽴

JIM（⽇本の製造⼯程における⼈材育成を⽬的とする研究所）を設⽴

公⽴⼥⼦学校に図書館と運動場を整備

ダイキンエアコンディショニング
インド社

⽇本の製造現場のいいところを従業員に周知させ、優秀な⼈材を育成するための
Daikin Japanese Institute of Manufacturing Excellence（DJIME）を設⽴

ダイキンオーストラリア社 インターン⽣の受け⼊れ

地域社会 - 510 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンアメリカ社

⼤学と共同でインターンプログラムを⽀援

地域⾼校⽣を対象とした⽇本でのホームステイプログラムを実施

化学専攻学⽣の上⽔道環境教育センター⾒学を⽀援

地元の⾮営利の⾃然科学博物館へ17万5千ドルを寄付

50⼈の⼦どもたちに学⽤品やリュックサックを提供したほか、従業員と⼦どもたちで
科学実験を実施

地域社会 - 511 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

グッドマン社

地域⾼校⽣を対象としたホームステイプログラムを実施  
今年度は現地にて⽇本⽂化への理解を深めるプログラムを実施

⼦どもたち対象の環境をテーマにしたアートコンテストの開催

学⽣への奨学⾦の⽀援

ダイキンアプライドアメリカ社

セーフティキャンプの開催

NGO団体への⽀援

「ワールズ・オブ・ワーク」プログラムへの参加

技術専⾨学校⽣の労働参加に関して、教育機関との提携

労働者の将来の雇⽤に向けたスキルアップ研修を実施

地域の学校を対象としたガイドツアーの実施

地域社会 - 512 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンベトナム社

⼩学⽣の⼯場⾒学の受け⼊れ

⼤学⽣たちの⼯場⾒学を受け⼊れ

ダイキンエアコンディショニング
アマゾナス社

ヤングアプレンティスプログラムの実施

地域社会 - 513 -



芸術・⽂化振興⽀援⼀覧

拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキン⼯業株式会社（⽇本）

国⽴国際美術館

三菱⼀号館美術館

関⻄フィルハーモニー管弦楽団

関⻄⼆期会オペラ賛助会

⼤阪フィルハーモニー協会

⽇本テレマン協会後援会

東京⼆期会

新⽇本フィルハーモニー交響楽団

NHK交響楽団

新国⽴劇場

企業メセナ協議会

上⽅⽂化芸能運営委員会

国⽴国際美術館友の会

宝塚歌劇を後援し激励する会

⼤阪能楽養成会後援会

⼤阪交響楽団

国際⾳楽交流協会

歴史街道推進協議会

堂島薬師堂

懐徳堂記念会

霊⼭顕彰会

パリ⽇本⽂化会館・⽇本友の会

⽇本⾚⼗字社⼤阪⽀部

劇団四季

第28回 EU・ジャパンフェスト

⼤聖寺⽂化・護友会

⽇本国際博覧会への寄付

成⽥⼭⼤阪別院開創90周年記念事業

地域社会 - 514 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンインダストリーズチェコ
社

若いプラハ⼈のための国際⾳楽フェスティバルに協賛

国際室内楽フェスティバルAMEROPAに協賛

ダイキンアメリカ社

地元劇場への寄付

地域のアート教室への⽀援

地元の⼩学校でアートコンテストを開催

カーネギー・アートセンターへの⽀援

ダイキン中国投資有限公司 上海交響⾳楽庁にてダイキンコンサートを開催

地域社会 - 515 -



スポーツ振興⽀援⼀覧

拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキン⼯業株式会社（⽇本）

ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント

⼤阪ボーイスカウト振興協会・ボーイスカウト⽇本連盟

京都⼤学アメリカンフットボール部後援会

ダイキンインダストリーズチェコ
社

ピルゼン・チェコ・ハーフマラソンを⽀援

ピルセンホッケーチームとの連携

サッカーチーム「FCヴィクトリア・プルゼニ」へエアコンを寄贈

ダイキンデバイスチェコ社

アイスホッケークラブKOMETA BRNOとの提携

ダイキントルコ社

地域のサッカー学校へ寄付

地元のビリヤードチームの活動を⽀援

地元のアマチュアサッカーチームを⽀援

ダイキンエアンディショニングフ
ランス社

アイスホッケーフランス代表チームに活動資⾦を寄付

ダイキンエアコンディショニング
ドイツ社

BMVオープン（テニストーナメント）への協賛

BTVバイエルン（テニス協会）への協賛

⼤⾦フッ素化学（中国）有限公司

国際男⼦バスケットボール試合への寄付

地域社会 - 516 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンオーストラリア社 ポートシティ・チャリティゴルフデイを⽀援

ダイキンアメリカ社

ソフトボール⽤の競技場の建屋建設に寄付

ゴルフトーナメントへの寄付

地域社会 - 517 -



市⺠活動⼀覧
2020年度は新型コロナウイルス感染症拡⼤の影響により、⼀部の活動を中⽌しています。

拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキン⼯業株式会社（堺製作
所）

納涼祭の開催

地域清掃活動（アドプトロード活動）継続
「堺市まち美化促進プログラム（アドプト制度）」にもとづき、従業員全員が交代で
⽉1回地域清掃・美化活動に参加 
⾦岡⼯場では⼯場周辺と合わせて近隣の児童公園の清掃も毎⽉実施し、地域とのコミ
ュニケーションの向上を図っている
臨海⼯場では、⼯場周辺の清掃と⼯場に隣接する道路中央分離帯のゴミの回収を継続
実施

操業を感じさせない静かな⼯場の維持のため、騒⾳対策として、夜間および早朝パト
ロールによる騒⾳・振動チェックを実施
⼯場周辺に防⾳壁を設置する際、圧迫感を避けるため要所に透明の防⾳ガラスを使⽤
するとともに植樹の実施
境界近くの機器（クーリングタワーなど）は、周囲を防⾳壁で囲んで⾳漏れを防⽌

ダイキン⼯業株式会社（淀川製作
所）

盆踊り⼤会の開催

地域清掃活動の継続実施
事業場周辺清掃活動（⽉1回） 
⽔路清掃活動への参画（年2回） 
正⾨・⻄⾨周辺（バス停付近）の清掃（毎⽇）

都市景観づくりとして「チューリップアートin摂津」への協賛 
環境活動として「摂津市環境フェスティバル」への出展と「摂津市グリーンカーテン
コンテスト」への参加
「摂津まつり」・「摂津ふれあいマラソン」への協賛

地域社会 - 518 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキン⼯業株式会社（滋賀製作
所）

盆踊り⼤会の開催

除草・清掃
社外の側道に伸びている草の除去、清掃を毎年実施

清掃
⼯場周辺のゴミ収集活動（年1回）

びわ湖⼀⻫清掃への参加（年1回）

 

ダイキン⼯業株式会社（⿅島製作
所）

納涼祭の開催
神栖市へ寄付した空気清浄機10台が、緊急時に避難所となる場所に設置されることと
なり、感謝状を拝受

製作所周辺清掃を毎⽉実施
落葉時期には周辺道路・歩道に散乱した⽊の葉回収、排⽔溝清掃を実施し、排⽔不良
による道路冠⽔を防⽌

企業連合による⼯業団地内清掃に参加  
年2回「波崎地区企業連絡会」（24社）で⼯業団地内の清掃を実施

献⾎活動

地域社会 - 519 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキン⼯業株式会社（草加事業
所）

納涼祭の開催

事業所周辺清掃（年2回）

献⾎活動

ダイキンアプライドヨーロッパ社

“Better Health @ Work Award”の実施による従業員の健康サポート

⾃閉症の⼦どもたちのためのチャリティイベント「Gung-Ho」に参加

前⽴腺がんのためのキャンペーン「マーチ・フォー・メン」に参加

地元の⼤学で開催されるキャリアフェアへの参加

従業員対象のランニングチームを創設

ダイキンヨーロッパ社

オステンド地域内の精神障がい者⽀援団体を⽀援

緊急医療援助機関への寄付

公益財団であるキングボードウィン財団への寄付

がん基⾦のための「がんと戦うマラソン」への参加

  

地域社会 - 520 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンインダストリーズチェコ
社

家族デーの開催

4カ所の児童養護施設に空気洗浄機を2台ずつ寄贈

児童養護施設の⼦どもたちに渡すクリスマスプレゼントの収集への協⼒

児童養護施設の⼦どものために⽴ち上げられた「希望が叶う⽊プロジェクト」への協
賛

児童養護施設に資⾦援助するStrom splněných přání"/Tree of fulfiled wishesプロジ
ェクトへの協⼒

地域社会 - 521 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンデバイスチェコ社

他社と共同でブルノ⼤学病院に新⽣児⽤の医療機器を寄付

ホスピス・オブ・セイント・エリザベスに寄付を⾏うためのチャリティ・ランをバー
チャル形式で実施

精神障がいのある従業員を対象とした⽊⼯品ワークショップの実施

ブルノ市スラティナのサマーフェスティバルへの財政⽀援

ブルノ市⻑が当社⼯場へ訪問

   

ブルノ・スラティナ市⻑主催の夏祭りのために、市役所に20,000CZKを寄付

地域社会 - 522 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンケミカルフランス社

従業員とその家族のために⼯場を開放する「オープンデー」の開催

⼦ども対象のボランティア消防⼠の訓練プログラムへの寄付

ダイキンマニュファクチュアリン
グジャーマニー社

SLK⼩児病院の基⾦を設⽴

⾎液がん撲滅のための活動を⽀援

ダイキンエアコンディショニング
ベルギー社

がんに対する基⾦や建物のバリアフリー化への募⾦など、さまざまな寄付活動

ダイキンエアコンディショニング
UK社

さまざまなチャリティ活動の⽀援

ダイキンスペイン社 慈善団体などへの⽀援

ダイキントルコ社

ファミリーデーに"Protect the Children Association"から12⼈の⼦どもを招待

⼥性の権利をさまざまなプロジェクトでサポート

⾼校の献⾎キャンペーンを後援

献⾎活動

動物保護施設への寄付

地域社会 - 523 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

⼤⾦空調（上海）有限公司

盆踊り⼤会の開催

献⾎活動

ラッシュアワー時の交通ボランティア活動

莘庄⼯業区⽂明事務室が開催した公益活動の場で、「ダイキンエアコン無料清掃サー
ビス」ブースを設置

⼤⾦機電設備（蘇州）有限公司

清掃活動

献⾎活動

地域社会 - 524 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

⼤⾦フッ素化学（中国）有限公司

地域消防局への慰問

⼯場周辺の村の貧困住⺠への慰問

児童福祉施設を慰問し、⼦ども⽤の⽣活⽤品を寄贈

⼤⾦フッ素塗料（上海）有限公司

⼯場周辺の清掃活動

⽣活困難家庭への慰問

⼯場地域の国際ボランティアデーへの参加

マッケイ中国（武漢）

ゴミ拾い活動を通じて、「世界クリーンアップデー」の活動に貢献

地域社会 - 525 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

マッケイ中国（深圳）

⼦どもたちの登下校時に、学校周辺で交通誘導ボランティアを実施

マッケイ中国（蘇州）

⼈⼿不⾜のマスク⼯場に⽣産ボランティアの従業員を派遣

「看護の⽇」に企業愛⼼福祉会に参加し、医療スタッフを訪問

 

地域社会 - 526 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンマレーシア社

恵まれない⼦どもたちへ⽣活必需品を寄付

マレーシア福祉協会の⾞椅⼦⽀援プログラムのために、⾞椅⼦10台を寄付

従業員の改善活動への意欲を⾼めるため、DAMA Kaizen Award Yearを開催

ダイキンインダストリーズタイラ
ンド社

「ダイキン・チャリティ・ランニング」を開催し、チョンブリーがん病院を⽀援

タイ⾚⼗字社への献⾎活動

地域社会 - 527 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンコンプレッサーインダス
トリーズ社

Wat Huai Prap Schoolにおける乗客輸送バンの安全に関する活動の実施

 

労働者リハビリセンターでのレクリエーションや⾷事会などの実施

ダイキンインド社

献⾎活動

ダイキンエアコンディショニング
インド社

新型コロナウイルス感染症のパンデミック期間中、貧しい⼈々や恵まれないコミュニ
ティに乾燥⾷料品キットを配布

新型コロナウイルス感染症のパンデミック期間中、貧しい⼈々や恵まれないコミュニ
ティに10,000個の調理済み⾷品パッケージを配布

新型コロナウイルス感染症のパンデミック期間中、貧しい⼈々や恵まれないコミュニ
ティ、ニムラナの政府病院の感染症患者などにハンドサニタイザー・フェイスマス
ク・ハンドウォッシュなどの衛⽣⽤品を寄贈

地域社会 - 528 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンオーストラリア社

トイドライブを実施し、クリスマスに家庭内暴⼒の避難施設にいる⼦どもたちにおも
ちゃを寄贈

病気の⼦どものためのカスタムハウスを所有している家族へ⽀援

オーストラリア北部キプロス友⼈協会へ⽀援

“South Brisbane Menʼs Shed”への⽀援

病院やがん協会、コミュニティイベントなどへの寄付

地域社会 - 529 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンアメリカ社

チャリティ・ゴルフトーナメントを開催し、慈善団体を⽀援

ダイキンアメリカ社創設25周年祝賀⾏事の⼀環として、地元コミュニティーに慈善寄
付を実施

地域のホスピス患者のために庭仕事のボランティアを実施

モーガン郡のボランティアセンターと協⼒し、地域のために⾞椅⼦⽤のスロープを作
成

新型コロナウイルス感染症のパンデミック期間中、尽⼒してくれたディケーター・モ
ーガン病院の職員に感謝を込めてスナックバスケットを寄贈

地域社会 - 530 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンアメリカ社

クリスマスに向けて、貧しい⼦どもたちに新しい服・靴・おもちゃを寄贈

クリスマスに向けて、貧しい⼦どもたちに新しい⾃転⾞を寄贈

クリスマスに親からプレゼントを受け取れない⼦どもたちにプレゼントを配布する
「Toys for Tots」キャンペーンに、おもちゃを寄付

地域社会 - 531 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンアプライドアメリカ社

チャリティマラソンイベントを開催、登録料全額をがん患者⽀援団体へ寄付

地域の雇⽤マッチングのため、地元商⼯会議所と協⼒

教育や健康の改善などに取り組むNGO団体「United Way」に協⼒

従業員の不⽤品により集めた資⾦を、市内のさまざまな団体に寄付

地元のフードバンクのために、社内でフードドライブを実施

地元の困っている家族にプレゼントを提供する「アドプト・ア・ファミリー」を実施

地元の消防署と連携し、ボランティアのレスキュー隊に参加

⻘少年のスポーツプログラムと奨学⾦基⾦を⽀援

ダイキンサッカーコンプレックスの建設を援助

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地元企業への経済⽀援を実施

⼥性ビジネスマンや地元の奨学⾦を⽀援

地域の⻘少年のためにキャンプ⽤品のアップグレードを⽀援

ダイキンダッシュによるがん撲滅活動の⽀援

地元のフットボールとその広告を⽀援

地域社会 - 532 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンアプライドアメリカ社

フェニックス・MCP、セント・メアリー・フード・バンクを⽀援

貧しい⼦どもたちにおもちゃを寄付

恵まれない地域へ⾷料品を寄贈

献⾎活動

エンジェルツリーを⽀援

Salvation Armyを⽀援

Reads Across Americaを⽀援

地元の産業医学プロバイダーとパートナーシップを築き、傷害対応を強化

地域社会 - 533 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

グッドマン社

新しい市役所庁舎のために、エアコンをウォーラー市に寄付

理系学⽣対象の奨学⾦創設

従業員の⼦ども対象の会社訪問イベントを実施

⼼臓病や脳卒中にかからないよう意識を⾼めるために⾚いものを⾝に付けることが推
奨されている「National Wear Red Day」に参加

ダイキンPT社 イルカ観察ツアーへの協賛

ダイキンケミカルネザーランド社

⽝のトレーニングセンターやさまざまな病気の患者を⽀援するためにペットボトルの
キャップを収集

オランダ嚢胞性線維症基⾦の⽀援のために切⼿を収集

家で留守番をしている⼦どもたちのために、キャビンを作ったりキャンプファイアや
ゲームをして過ごすための団体を組織

地域社会 - 534 -



拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキンベトナム社

ゴミ処理⼯場に発電機とエアコンを寄付

貧しい家庭、負傷した兵⼠、戦争犠牲者などにギフトを進呈

フンイエン省の社会保護センターに⼯業⽤洗濯機を2台寄贈

ダイキンエアコンディショニング
アマゾナス社

地域コミュニティにクリスマス・バスケットをデリバリー

地域社会 - 535 -



災害⽀援⼀覧

拠点 ⽀援先・⽀援内容

ダイキン⼯業株式会社（⽇本）
令和2年7⽉豪⾬災害に対する義援⾦を寄付

関⻄･新型コロナウイルス医療体制⽀援基⾦への寄付

ダイキンヨーロッパ社

ヒューストンのハリケーン被害に対する⽀援

ダイキントルコ社

イズミール地震の被害に対する寄付

ダイキンエアコンディショニング
ベルギー社

地元サッカーチームのチャリティトーナメントの収益をヒューストンのハリケーン被
害に対する義援⾦として寄付

ダイキンエアコンディショニング
イタリア社

ヒューストンのハリケーン被害に対する義援⾦を寄付

ダイキンマッケイ中東 FZE ヒューストンのハリケーン被害に対する義援⾦を寄付

ダイキン中国投資有限公司

新型コロナウイルス感染症対策として100万⼈⺠元を寄付

グッドマン社

予期せぬ⾃然災害に⾒舞われた従業員を⽀援するための「ダイキンケアーズ基⾦」を
設⽴

地域社会 - 536 -




