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方針・考え方

基盤に影響するメガトレンド

● 国内の人口減少による戸建市場の縮小
●  SDGs（持続可能な開発目標）など社会課題

解決型ビジネスの隆盛
● エシカル（倫理的）消費の拡大
●  ESG投資（環境・社会・ガバナンスに配慮した

投資）の拡大

社会的課題
日本をはじめとする少子高齢化の潮流は、市場の縮小と

いう形で今後の経済に重大な影響を及ぼすとともに、ビジ
ネスのあり方を劇的に変える要因となる可能性があります。

また、経済のグローバル化が競争の激化をもたらしてい
るなかで、このままでは社会の持続性を損ないかねないと
いう危機感が高まっています。そこで ESG 投資に象徴さ
れるように、エシカルな企業活動に対する社会の要求が高
まることが考えられます。

こうした価値観の一大変化に加えて、ICT（情報通信技
術）をはじめとする科学技術の飛躍的な進歩を背景に、従
来のビジネスモデルに対して破壊的競争力をもったベン
チャーやスタートアップが出現してくる可能性が生じてい
ます。

新たな競争者に対しては、既存のビジネスモデルの延長
線上で対応するだけでは競争優位を発揮できなくなるおそ
れがあります。今後起こりうる破壊的創造などに備えて、
SDGsに象徴される社会課題の解決という観点から、既成
概念にとらわれないビジネスモデルの創出が一層重要と
なっています。

当社グループのリスク・機会とその対応
当社グループは、時代の変化に対応したビジネスモデル

を創出してきましたが、価値観が劇的に変化し、技術革新
が加速する現在、既存のビジネスモデルを揺るがすような
イノベーションが生じるリスクが潜在しています。そのた
め、従来の発想にとらわれることなく、社会課題の解決に
資する新たなビジネスモデルの創出が不可欠です。

既存事業が着実に拡大している状況において、イノベー
ションに対する組織内の危機感が十分とはいえません。ま
た、グループ各社にはさまざまなコアコンピタンスが備
わっているものの、グループ間のシナジーを発揮すること
でイノベーションに向けた経営基盤を強化し、社会課題解
決型の革新的な事業を継続的に生み出すことが重要な経営
課題と認識しています。

イノベーション基盤　»社会課題解決型の革新的な事業を継続的に生み出していくための基盤

社会課題解決に資する事業開発や不動産開発が促進される体制を強化

重点テーマ

1
SDGsへの貢献
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エンドレス ソーシャル プログラム 2021〈総括〉

課題1： 社会課題の解決に資する 
イノベーション体制の構築

「SDGsビジネス」に代表される、社会に役立つ “新規事業の
創出”、または“既存事業の変革”を起こしやすい組織（イノ
ベーション基盤）のあり方を明確化し、強化する。特に、新
規事業開発に関する、「協業のあり方」「人財育成のあり方」

「事業のESG（環境・社会・ガバナンス）リスクおよび社会的貢
献度の評価体制」を強化する。

※なお、当社グループの全事業は「キャッシュフローを創出しつつ、社会的貢献
を果たすこと」を前提とする。

2018 年度から事業開発への取り組みとして、大阪商工
会議所、大阪工業大学主催のオープンイノベーション拠点

「Xport（クロスポート）」に参画し、2021 年度は、 「地域の
活性化を実現し、まちと未来の「再耕」をもたらす新たなイ
ノベーションアイデア」をテーマにイノベーティブなパート
ナー企業との協業探索プログラムを実施しました。また、同
拠点が主催する国際的な大学交流を通じたビジネスアイデ
ア創出プログラムにも参加し、若年層から「地域資産である
空き家・空き地の活用」に対する事業提案をいただきました。
さらに、当社のオープンイノベーションプログラムである

「ダイワハウス フューチャー・ラボ」においては、これまでの
住宅販売の “ 当たり前 ” に変革を起こすイノベーションアイ
デアを募集しています。

2022 年度もこの取り組みを継続し、住宅業界で常識とさ
れてきた販売手法やリレーションのあり方などにイノベー
ションを模索していきます。

課題 2： 不動産開発における 
社会的包摂（インクルージョン）の推進

2030 年、2055 年においてもまちや物件の魅力が下がらず、
価値が高まるよう、長期視点での設計やエリアマネジメント
を行い、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、居住計画・
管理の能力を強化する。
当社グループが提供する都市開発や大型物件建設におけるす
べての開発プロセスに、多様な存在を包摂する「インクルー
シブデザイン」の考え方を導入する。

2020 年度に引き続き、2021 年度は、不動産開発におけ
るインクルーシブデザインの浸透に向けたマネジメント体制
構築を進めました。これまで、先進的なまちづくりの推進は

「未来まちづくり推進委員会」を主体としていましたが、今
後長期視点のまちづくりを強力に推進する新たな組織体制と
して、当社グループのまちづくりを長期視点により実施し、
まちが完成した後も魅力が下がらず、価値が高まるような設
計やエリアマネジメントを視野にいれた複合開発を実施する
組織として、2022年4月に「都市環境創造事業部準備室」を
立ち上げました。

また、不動産開発における社会的包摂への取り組みとして
新たなまちづくりにおけるコミュニティ組織の組成や、 当社
がこれまでてがけた住宅団地「ネオポリス」の「再耕」を目指し
た取り組みを進めています。2021年4月に発足した「リブネ
スタウン事業推進部」では、引き続き既存のまちの魅力創出
を図り、住まい手の目線から地域の課題解決に取り組みます。
新しい開発での社会的包摂の推進と併せて、既存のまちの「再
耕」により、新たなまちの魅力の創出を図ります。

■1 イノベーション基盤

イノベーションが創出されやすい体制の構築

協業の促進
社会課題解決
ビジネス創出

協業
適切な事業
ESG評価・
人財育成

長期的視点による投資・設計とエリアマネジメント

まちの価値
物件の価格 開発力と支援体制による価値向上

2030 2055
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課題へのアプローチ
当社グループは、「何が世の中の役に立つか」を常に

考え、創業商品であるパイプハウスをはじめ、モータリ
ゼーションをふまえた土地活用のための流通店舗の開発
や、Eコマースの拡大に応じた物流施設の開発など、ビ
ジネスの現場でお客さまに寄り添いながら経済価値・社
会価値を創出する事業を開発してきました。

社会課題の深刻化・多様化と共に、SDGsやパリ協定、
サーキュラーエコノミーパッケージ（資源循環型経済の
方針）の採択などにより、機関投資家や公的機関、グロー
バル企業を中心としたステークホルダーから、社会課題
解決に資する事業への期待が高まっており、この傾向は
今後もますます強まっていくものと考えられます。

当社グループにとって、社会課題解決型の事業創出は
創業者精神の実現そのものであり、社会に役立つ「新規
事業の創出」「既存事業の変革」を生み出す組織（イノベー
ション基盤）のあり方を明確化し、従来の「現場発」に加
えた、新たな体制を構築することが重要となります。そ
のため当社では、多様な視点からの創発が行えるオープ
ンイノベーションを知財戦略にも展開し、中長期かつ社
会課題起点での事業開発が促進できる体制を構築してい
きます。

　知的財産戦略

マネジメント

研究・開発・新規事業開発における
社会・環境への対応

当社の総合技術研究所は、暮らしの安全・安心を支える基
盤領域に加えて、社会課題として「ストック社会」「少子高齢
社会」「環境エネルギー」「食料安定生産」の4つを重点領域と
捉えています。大地震・災害に備えた住まいや快適で健康に
配慮した住まい、RE100（再生可能エネルギー利用率100%）
のまちづくりなどを目指して、世の中が必要とする価値を見
いだす研究・開発に取り組んでいます。

　P038　 （まちづくり）日本初 再生可能エネルギー電気 100%の大 
規模複合開発「船橋グランオアシス」

事業投資におけるESG側面の評価
M&A（企業の合併・買収）を行う際のデューディリジェン

スは、財務情報のみならず、非財務情報も含めて ESG の視
点で対象企業を俯瞰して取り組み、対象企業のリスク・機会
の検討と評価を行っています。

財務・税務面での調査のほかに、企業文化、ビジネスモデ
ルなどの事業面、①環境：環境問題への取り組み、環境負荷
への影響、②社会：労働環境、労務管理、③ガバナンス：内
部統制・リスク管理の体制、遵法性などのESGの視点での調
査を通じて、対象企業の優位性や定性的側面でのシナジーの
可能性、事業上のリスクなどを評価しています。これらの評
価の結果、対象企業またはその事業の将来性が長期的に見込
めないと判断した場合や当社のリスク負担が満足できるもの
でないと判断した場合は、投資を行いません。

また、対象企業が反社会的勢力との関係またはその疑い

を有する場合、もしくはそのような企業が関与するM&Aは、
いかなる理由があっても行いません。

さらに、デューディリジェンスとM&A実施後の統合プロ
セスである PMI（Post Merger Integration）は、ESG 対応
を織り込んだシームレスな取り組みとしています。

デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進
建設技能者の減少や高齢化が進む当業界においては、デジ

タル活用による技術改革の重要性が増しています。また、新
型コロナウイルスの影響により、新たな生活様式やビジネス
形態にシフトすることで、社会全体のデジタル化が加速する
ことも想定されます。

そのなかで、当社グループでは、社会環境の変化を見据え、
2019年度より業界に先駆けてデジタルコンストラクションプ
ロジェクトを、また同じく2020年度よりテレワーク推進プ
ロジェクトを立ち上げ、バリューチェーンやバックオフィス
のデジタル化に取り組んでいます。

事業・基盤の両面でDXを推進し、社会変化に対応するとと
もに、オープンイノベーションを促進する環境の構築を進め
ることで、新たな価値創造を目指します。

　DXアニュアルレポート

■1 イノベーション基盤

課題 1 社会課題の解決に資するイノベーション体制の構築

https://www.daiwahouse.co.jp/sustainable/social/innovation/soc_ip/�
https://www.daiwahouse.com/ir/dxar/�
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　オープンイノベーションプログラム 

社会課題解決型事業の展開
当社グループは、「何が世の中の役に立つか」を常に考え、

持続可能な社会を築くため、地球環境や社会への負の影響を
低減しながら社会的課題を解決する事業を創り出すことを重
視してきました。

レジリエンスに優れた建物の追求、誰もが活躍できる社会
に相応しい住まいの追求など、社会が抱えるさまざまな問題・
課題に対して真摯に向き合い、商品やサービスを開発・提供し
続けることで、ステークホルダーと当社が、互いに教え、学
び、理解を深め、連携しながら持続可能な社会の実現に向け
て、貢献していくことが当社の使命であると考えています。

　P182　社会データ 1－１　イノベーション、社会課題解決のための
主な業務提携・実証実験

社会データ 1－２　社会課題解決に向けた主な商品事例

物流におけるイノベーションの推進
当社の物流ソリューションは、これまで4つのステージを

経て発展を続けてきました。
第 1 ステージでは建築会社として施設の設計・施工。第 2

ステージでは地主様とテナントをマッチングさせる新たなビ
ジネスモデルの構築。第3ステージでは借地借家法の改正に
より事業用定期借地が可能となり、中高層の物流センター開
発を推進。第4ステージではSPC法（特定目的会社による特

主な取り組み

イノベーション体制の構築に向けた取り組み
当社は大阪商工会議所が開設した都市型イノベーション拠

点Xport（クロスポート）に参画しており、オープンイノベー
ションプログラム「ダイワハウス フューチャー・ラボ」を継続
開催中です。プログラムを通じて具体的な事業プロジェクト
を起案・推進する試みを実施しています。ベンチャー企業の
支援アクセラレーションや資本投資のみを目的とするのでは
なく、技術や研究に長けた大手企業とのアライアンス、大学
など研究機関の知見を活かしたアイデア創出にも注力してお
り、自社のリソースだけでは実現できないイノベーティブな
事業を外部パートナーと共に実現することを目指しています。

また、同時に、学生ならではの柔軟な発想によるアイデ
ア創出や国内外のインキュベーション施設とのコミュニケー
ションネットワーク構築を推進するハブとしての機能も果た
す基盤と考えています。

2022年2月より、当社のオープンイノベーションプログラ
ムでの募集テーマを「これまでの住宅販売の“当たり前”に変
革を起こすイノベーションアイデア」にしました。コロナ禍に
より消費者行動が変化した今、住宅販売においても顧客接点
の非接触・非対面化など、ニューノーマルに対応する新たな
コミュニケーション方法が広がっています。そのため、私た
ちはこの動きをさらに加速し、これまで住宅業界で常識とさ
れてきた販売手法やリレーションのあり方などをX-Tech（ク
ロステック）によって覆すサービスやビジネスモデルを募集
しています。今後も、当社の社会課題解決のためのイノベー
ション基盤として、住宅業界に限らず、業界の垣根を越えた
外部パートナーとのアライアンスを積極的に推進する体制づ
くりに取り組んでいきます。

■1 イノベーション基盤

課題 1 社会課題の解決に資するイノベーション体制の構築

定資産の流動化に関する法律）の施行により、日本初と言わ
れる物流施設の SPC をてがけました。その後は、物流不動
産の証券化などディベロッパーとしても活動の幅を広げ、現
在全国で300棟を超える「Dプロジェクト」を展開しています。

今後は物流施設開発に加えて、物流施設内の人手不足や
多頻度・小ロット化などお客さまが抱えるさまざまな課題を
解決すべく、AI（人工知能）、ロボット、IoT（モノのインター
ネット）、ビッグデータを活用した最適なソリューションを
お客さまにご提供し、多くの企業の物流戦略の新たな潮流
を生み出していきます。

長寿命かつ安全・安心な商品の開発
当社では、長期にわたり安全・安心をお客さまに提供でき

る商品の開発に努めています。特に、地震対策を重点実施項
目の一つとし、近年の大震災を通じて得た知見や教訓をもと
に、建物の耐震性能や部材・設備機器の仕様などを継続して
見直すことに取り組んでいます。　

また、壁体内への雨水と湿気の浸入対策にも継続的に注力
することにより耐久性を高め長寿命化を図っています。

さらに、お客さまがより健康で省エネルギーな住環境を実
現する研究開発を進めています。

　テクノロジー

あんしん空気の家

「Xport（クロスポート）」内観

DPL流山 搬送用ロボット

https://www.daiwahouse.com/open_innovation/�
https://www.daiwahouse.co.jp/jutaku/technology/�
https://www.daiwahouse.co.jp/jutaku/lifestyle/clean_air_design/�
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課題へのアプローチ
当社グループは、「人・街・暮らしの価値共創グループ」

として、お客さまをはじめ、地域市民、取引先、自治体、
企業など地域社会と密接に関わることで、事業の持続的
発展を目指しています。経済格差の拡大、地方の過疎化、
都市部での超高齢化など、まちを取り巻く社会的課題を
解決するために、「まちづくり」におけるコミュニティへ
の配慮や包摂に積極的に取り組んでいます。

新規の不動産開発事業においては、「まちの価値を、
未来へ」というビジョンを掲げ、地域社会と共に、当社
グループの幅広い事業領域を活かした社会課題解決への
取り組みを進めています。また、高齢化や過疎化といっ
た既存住宅地の課題解決に向けた取り組みである「リブ
ネスタウンプロジェクト」では、当社がこれまでてがけ
た住宅団地「ネオポリス」の「再耕」に取り組んでいます。
もう一度まちを耕すことで、新たなまちの魅力を創出し
たいという想いのもと、リブネスタウン事業推進部を立
ち上げ、全国のネオポリスへの事業展開を図っています。

兵庫県三木市の胡蝶蘭栽培施設でも地域とのコミュニ
ティ形成に取り組み、高齢者や障がいのある方と共にミ
ニ胡蝶蘭「COCOLAN」を栽培しています。

森林住宅地では、オーナーさま、地域、行政と連携の
うえ、さまざまなイベントを実施。コミュニティスペー
スや、オーナー会員サイトも開設し運用しています。

地域と連携した事業の展開にあたっては、行政との災
害時における連携協定や、持続可能なまちづくり推進に
向けた連携協定を締結するなど、社会課題解決に地域と
共に取り組んでいます。

このように、将来にわたってまちや物件の魅力が下が

マネジメント

リブネスタウン事業推進部の発足
戦後の高度経済成長期の住宅不足に対応するため、当社

は「ネオポリス」という郊外住宅団地を開発してきましたが、
40年以上が経過し、まちは少子高齢化、空き家の増加といっ
た課題に直面しています。これらの課題を解決するため、ま
ちを創った責任として、ネオポリスを「再生」するのではな
く、「再耕」することでまちの魅力を創出すべく、2021年に

「リブネスタウン事業推進部」を発足しました。現在8ヵ所の
ネオポリスにおいて「再耕」に着手しており、2021年度は地
域住民に当社の取り組みを知っていただき、まちの課題を考
えるきっかけとなるようなコミュニティイベントを多数実施
する等、地域との関係構築を図っています。

公民連携事業の推進
新しいまちづくり、公共サービスの効率化を図る取り組み

として、公民（行政と民間）が連携・協働し、公共施設などの
建設、維持管理、運営を行う公民連携事業が注目されています。

当社グループでは、これまで培ってきたノウハウや技術、
自治体や地元企業との連携効果を最大限に活かし、さまざま
な社会課題を解決するとともに、地域活性化の原動力となる
ソーシャルビジネスモデルの創出に取り組んでいます。

　Business領域

　P182　社会データ 1－3　主な公民連携事業事例

事業投資委員会における審議
当社における重要な不動産開発事業およびそのほか事業投

資について、事業性およびリスクを評価し審議する事業投資
委員会では、不動産開発事業の場合はIRR（内部収益率）を
ハードルレートに設定し、当該基準をクリアした場合に投資
実行が採択されますが、同時に、投資実行が当社の経営理念・
経営戦略・ブランドイメージと合致しているか、また、法的リ
スク、土壌・地下水汚染、地盤リスク、災害リスク（洪水など）、
環境問題、建築費の妥当性など、ESGを含む多面的なリス
ク評価（16部門、26項目）を行い審議します。従って、経済
的な観点からはクリアする投資案件であっても、当該投資実
行が当社の目指すべき姿やビジョンと大きく相違する場合や、
環境への影響が大きい場合などには、当該投資は採択されま
せん。なお、リスク評価項目の見直しを定期的に行っていま
す。そのほか事業投資についても不動産に準じて判断します。

■1 イノベーション基盤

課題 2 不動産開発における社会的包摂（インクルージョン）の推進

■�投資判断のためのリスク評価（不動産開発案件の場合）

【多面的なリスク評価（16部門、26項目）】
・経営理念・経営戦略・ブランドイメージとの合致
・法的リスク
・�土壌・地下水汚染、地盤リスク、災害リスク（洪水など）、�
環境問題など環境への影響

・建築費の妥当性など

＋

【経済的なリスク評価】
・IRRをハードルレートに設定※

※��WACC（株主資本コストと負債コ
ストの加重平均）を基準にリスク
プレミアムなどを加味して設定

　P061　土地取引・建設工事にともなう土壌汚染の拡散防止

らず、価値が高まるよう、包摂的かつ持続可能なまちづ
くりを地域と共に促進します。

https://www.daiwahouse.co.jp/businessfield/�
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再開発プロジェクトにおける地域コミュニティ
との関係構築のマネジメント

当社の再開発プロジェクトは、土地区画整理事業や市街地
再開発事業による場合が多く、いずれも地域コミュニティの
中心である地権者の方々、さらには近隣にお住まいの方々と
地域の活性化や地域の課題について話し合い、課題を解決で
きる計画を提案し、合意形成して組合を設立し、プロジェク
トを推進していきます。土地区画整理事業においては、組合
より一括して業務代行を受託する例も多く、事業プロセスを
明確化するため、土地区画整理組合との事業運営にかかる確
認事項をチェックするフローを策定し運用しています。

都市開発事業における
住みやすいまちづくりへの考慮

当社では、都市開発事業における設計の社内規程において、
すべての物件に適用される考え方として、住みやすいまちづ
くりへの考慮をしています。具体例として、歩行者動線の設
計は、住区・街区内の動線と共に、特定の施設（医療・公共サー
ビス、商業施設・ビジネス拠点などの地域の中心となる場所）
への動線、交通施設（駅、バス停など）への動線についても
検討するよう定めています。

なお、当社は住宅商品の開発・設計を行う際、高齢者、こ
ども、障がい者を含めた多様な人が住みやすくなるよう、ユ
ニバーサルデザインに基づいた「フレンドリーデザイン」と
いうコンセプトを導入し、交通施設への動線など主要な動線
についてバリアフリー設計とするよう規程で定めるなど、多
様な人が住みやすいまちづくりを行っています。

主な取り組み

土地区画整理事業・市街地再開発事業などによる
地域の活性化

土地区画整理事業は、道路、公園、河川などの公共施設を
整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事
業です。当社グループでは、地域の方々が組織する土地区画
整理事業組合などから一括業務代行方式により、組合事業の
運営とともに保留地を取得し事業性を担保することで事業を
円滑に進めていきます。地域の方々の要請に応え、道路や公
園などの公共施設の整備と接道条件が悪い土地や地形の悪い
土地を整形化し、土地を有効に活用できるように整備し、地
域の状況に応じた土地の活用と施設建設を行っています。さ
らに、地域とのコミュニティ形成やレジリエンス向上に配慮
した事業を推進しています。

市街地再開発事業は、既成市街地において建築物や敷地、公
共施設などを一体的・総合的に整備する事業です。当社グルー
プでは、特定業務代行者、参加組合員、保留床取得などの立場
で事業に参画し、都市部における住宅供給を推進しています。

また、市街地再開発事業と併せて、マンションの建替事業
に取り組んでいます。老朽化が進み、バリアフリー化の対応
や空き住戸対策が求められたマンションを建て替えることで、
新たな住まいの提供、建物やまちの資産価値向上に寄与して
います。

当社グループでは住居系や産業系の土地区画整理事業、市街
地再開発事業やマンション建替事業を行うことで、新たな住ま
いや雇用の場を創出し、地域の活性化に貢献しています。

2019年以降、業務代行（予定者含む）にて参画した土地区
画整理事業、当社にて参画した市街地再開発事業、およびマ

■1 イノベーション基盤

課題 2 不動産開発における社会的包摂（インクルージョン）の推進

ンション建替事業は、進行中の事業を含め、計 30 件（土地
区画整理事業 6 件、市街地再開発事業 18 件、マンション建
替事業6件）です。

都市開発事業における
コミュニティエンゲージメントなどの実施状況

当社では、2019 ～ 2021 年度に実施した都市開発事業の
全13物件（全開発面積605,725㎡：当社都市開発部が設計段
階から関わった 10 区画以上の開発事業）すべてにおいてコ
ミュニティエンゲージメントプログラムを実施しました。主
な取り組み内容として、住民の団地管理組合の組成・活性化
の支援、コミュニティ施設の設置と居住者・近隣住民との交
流の支援、再生可能エネルギーの売電料金を活用したまちの
管理体制構築などが挙げられます。日赤跡地生涯活躍のまち

（CCRC）事業においては、当社をはじめとした企業・団体に
よりまちの魅力を高めるためにさまざまな取り組みを行う組
織を組成し、群馬県前橋市と連携協定を締結しました。

また、全国14ヵ所の森林住宅地について、2020年より「暮
らす森」ブランドを掲げ、森林住宅地の再耕に取り組み、オー
ナーさま、地域、行政と連携し、さまざまなイベントやオ
ンライン交流を実施しています。計6ヵ所の自治体とは連携
協定を締結しており、地域づくりや移住促進に取り組んで
います。各地にコミュニティスペース「暮らす森のシェアサ
ロン」を順次開設し、2021年には森林住宅地オーナー会員
サイトを開設しました。ロイヤルシティ阿蘇一の宮リゾート

「ASONOHARA」では、草原育成をはじめとする自然豊かな
まちづくりを推進しています。

兵庫県三木市の住宅団地「緑が丘ネオポリス」（青山地区）内
にある胡蝶蘭栽培施設「ココランハウス」においても、地域と
のコミュニティ形成に取り組んでいます。独自に研究開発し
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た技術を用いて、地域の高齢者や障がいのある方と共にミニ
胡蝶蘭「COCOLAN」を栽培しています。施設敷地内でのガー
デンマルシェや市内小学校の卒業生への進呈なども実施し、
まちに暮らすすべての人々と歓びを分かち合うために日々邁
進しています。

　P183　 社会データ １－４　コミュニティエンゲージメントの事例

　まちづくり事例集

ダイワハウスの森林住宅地

COCOLAN（ココラン）栽培事業

テナントや地域社会との連携
当社では、入居テナントを含めた災害時帰宅困難者への支

援準備や受け入れ態勢の構築を進めており、新規の不動産
開発事業における各自治体との災害時連携協定の締結や、既
存住宅地「ネオポリス」のある自治体との連携協定の締結な
ど、地域課題を解決しながら持続可能なまちづくりへの取り
組みを自治体と共に推進しています。物流施設の建設に関連
して締結する災害時連携協定は、災害時における避難場所の
提供や物資の一時保管などを行う内容となっています。また、

ネオポリスのある兵庫県三木市や神奈川県横浜市においては、
連携協定に基づき、「住み続けられるまち」に向けた実証イベ
ントや実現に向けた行政協議を実施する等、連携を推進して
います。

　P183 　 社会データ 1－５　主な行政との連携協定

施設のテナント・地域市民との
コミュニケーション

当社グループでは「地域共生活動理念」に基づき、地域社
会との共生を念頭におき、企業市民として心豊かに生きる暮
らしと社会の実現を目指すため、グループ各社が展開する全
国の複合商業施設などにおいて、テナントや地域市民との協
働によるまちづくりの推進を行っています。

当社グループの大和リースでは、地域市民と NPO、企業
が協働し、少子高齢化や過疎化、無縁社会化など、社会を取
り巻くさまざまな課題を解決するとともに、地域コミュニ
ティの活性化、にぎわいの創出に取り組んでいます。

取り組み事例「スマイルアクション」
「スマイルアクション」は、大和リースが商業施設を通じ

て企画提案し、実践している社会貢献・地域貢献活動の総称
です。「つながる笑顔は無限大」を合言葉に、同社が運営す
る商業施設を通じて、テナントやお客さまと一体となって地
域や環境、社会への貢献につながるさまざまな活動を行って
います。

お客さまには、買い物ついでにこの活動に気軽に参加いた
だくことで、商業施設が地域の一員となれるように活動をし
ています。

　大和リース株式会社公式Webサイト 地域社会への貢献

■1 イノベーション基盤

課題 2 不動産開発における社会的包摂（インクルージョン）の推進

全新築戸建住宅に
「移住・住みかえ支援適合住宅制度
（家賃定額保証型）」を適用

当社は業界初の取り組みとして、2016年12月20日より、
すべての新築戸建住宅※1 に、一般社団法人 移住・住みかえ支
援機構（ JTI）の「移住・住みかえ支援適合住宅制度（家賃定額
保証型）」を適用しました。これにより「家賃定額保証型」の
認定を受けたすべての「マイホーム借上げ制度」対象住宅に
対し、新築時から 50 年間、JTI が家賃収入の最低額※ 2 を保
証しています。また、50 年以降は、最低家賃の保証はなく
なりますが、最長終身にわたり借り上げが可能となります。

その結果、建物のオーナーさまは安定した賃料が見込め、
入居されるお客さまは周辺相場より安価な賃料で住まいを借
りることが可能です。当社の新築戸建住宅を購入され、適合
住宅の証明書を発行されたお客さまは、年齢に関係なく※ 3

現在居住中の持ち家および新築した住宅で当制度を利用でき、
子育て世代などが手狭になった持ち家から住みかえる場合や
シニア世代が都市部から郊外へ住みかえる場合など、さまざ
まな場面で活用できます。当制度は、シニア世代・子育て世
代の双方のメリットだけでなく、ライフスタイルに合わなく
なった住まいを「空き家」にせず、社会の財産として活用す
るという社会的意義もあります。

※1 建設地や所有形態などの条件によっては、対象住宅とならない場合もあります。
※2 地域によって異なります。
※3  通常、JTIの制度を利用する場合は、50歳以上の方が対象となりますが、当

社は年齢に関係なく利用可能です。

宮城蔵王ショートステイハウス 「暮らす森」の展開状況�
（2021年3月31日現在）

https://www.daiwahouse.co.jp/about/community/case/�
https://www.daiwahouse.co.jp/shinrin/�
https://www.daiwahouse.co.jp/business/cocolan/�
https://www.daiwalease.co.jp/corporate/sustainability/soc_local.html�



