
地域ダイアログ開催概要［ 2013年度］ 
株式会社 LIXIL　生産工場

石下工場
～常総市の皆様との対話～

地域の方から工場の印象について「フェンスの向こう側は外国のようだと思ってい

たが、実際に中に入って従業員の顔を見て安心した。」との感想がありました。今

回の場をきっかけに、相互に顔が見える関係が作られ、今後の親交の好スタートを

きることができました。10月には近隣の中学校の新校舎竣工式の開催を支援する

とともに、旧校旗の額を寄贈しました。

日時 2013年 7月 19日

開催場所 LIXIL石下工場　（茨城県常総市）　 設　立 2002年 5月 　 主な生産品目 玄関ドア、引戸

社外ステークホルダー 常総市市長、常総市役所、常総市議会議員、教育委員会教育長、常総市の小・中学校校長、自治会など 13名

ダイアログでの話題 地域住民と企業の交流の機会、小学生の工場見学、中学生の体験教育、緊急時の避難場所など

01

大谷工場
～常滑市の皆様との対話～

教育関連の話題では「子どもたちに洗面化粧台の生産が日本一の工場が常滑市にあ

るということを教えることで、子どもたちが愛着を持つのでは。」というご意見を、

自治会の方からは「昔はこの地域に蛍がたくさんいた。」などいろいろなお話しを

伺い、地域を大事に思うことや携わることの重要性を再認識しました。

日時 2013年 9月 10日

開催場所 LIXIL大谷工場　（愛知県常滑市）　 設　立 1967年 1月　 主な生産品目 洗面化粧台、電気温水器

社外ステークホルダー 常滑市役所、常滑市の小・中学校教諭、自治会、社会福祉法人など 10名

ダイアログでの話題 災害時の企業との連携、小学生への教育の機会、社会福祉法人との連携など
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有明工場
～長洲町の皆様との対話～

当日は、製造ラインや太陽光発電施設（メガソーラー）を見学していただきました。

従業員には地元の女性も多く、「女性が働きやすい職場なのですね。」との感想があ

りました。また、地域のお祭りやイベントに参加して盛り上げてほしいとの声があ

り、12月の長洲町主催の駅伝大会には工場から 2チームが参加しました。

日時 2013年 10月 22日

開催場所
LIXIL有明工場　（熊本県玉名郡長洲町）
設　立 1977年 5月　 主な生産品目 ビル用サッシ、住宅用サッシ

社外ステークホルダー 長洲町長、長洲町役場、長洲町の小・中学校教諭、自治会、地域の婦人会、漁業組合、農業組合など 14名

ダイアログでの話題
工場とメガソーラーの見学会、女性が働きやすい工場づくり、海洋への排水の影響、
地域主催のお祭りへの参画など
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※生産子会社も LIXILの工場名称で表記しています



地域ダイアログ開催概要［2013年度］株式会社 LIXIL　生産工場

一関工場
～一関市の皆様との対話～

地域に長く住んでいる方からは「工業団地の会社から声かけられたのは初めて。い

い機会だと思った。」と、対話の場を持ったことを喜ばれました。皆様に企業姿勢

を知っていただく良い機会となり、終了後、従業員からは「物だけでなく、見えな

い部分の価値を知っていただくことを、今後の活動に活かしていきたい。」との感

想がありました。

日時 2013年 10月 29日

開催場所
LIXIL 一関工場　（岩手県一関市）
設　立 1985年 8月　 主な生産品目 樹脂形材、樹脂サッシ、マンション用玄関ドア

社外ステークホルダー 一関市役所、教育委員会、消防本部、一関市の中学校校長、工業団地の企業、自治会、NPO法人など 12名

ダイアログでの話題 工業団地としての活動と地域との連携、中学生の工場見学や出前授業、地域行事への参加など
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岩井工場
～坂東市の皆様との対話～

地域の方々から、お話しや考え方を伺い、企業目線ではなく地域目線で考えること

の重要性に気付き、対話の意義を深く感じました。今後、希望者に見学の機会をつ

くってほしいというご要望に応じて、3月に近隣住民を対象とした製造ラインとメ

ガソーラーの見学会を開催しました。

日時 2013年 11月 21日

開催場所
LIXIL岩井工場　（茨城県坂東市）
設　立 1997年 7月　 主な生産品目 住宅シャッター、高機能サッシ、サイディング

社外ステークホルダー 坂東市役所、教育委員会、消防署、自治会、工業団地の企業、坂東市の小・中学校校長など 13名

ダイアログでの話題 地域住民や小中学生を対象とした工場とメガソーラー見学、災害時の対応、工業団地としての活動など
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横浜工場
～横浜市緑区の皆様との対話～

地域の方に工場を見ていただき、学生の職業体験の場として「お客さんの視点に立っ

て製品を作っているということを教えてほしい。」とのご要望がありました。近隣

住宅との距離が近く、工場の活動をより理解していただくことが重要であり、この

ダイアログをきっかけに、まずは事業所内で地域の情報を共有する場を定期的に開

いています。

日時 2013年 11月 25日

開催場所
LIXIL 横浜工場　（神奈川県横浜市緑区）
設　立 1961年 2月　 主な生産品目 アルミサッシ、アルミ外装材

社外ステークホルダー 緑区役所、消防署、自治会、社会福祉法人など 10名

ダイアログでの話題 学生の体験教育、災害時の対応、工場内の環境や運営体制、社会福祉法人との連携など
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地域ダイアログ開催概要［2013年度］株式会社 LIXIL　生産工場

半田工場
～半田市の皆様との対話～

地域の方々に工場の排水処理施設も見学していただき「きれいな排水と草刈りの活

動により、隣の川にもまだメダカがいる。」と、地域住民から感謝の言葉がありま

した。開催後に地域から工場見学のご要望があり、3月に半田市と市内の区長さん

たちを対象に、工場見学会を開催しました。

日時 2013年 11月 29日

開催場所 LIXIL 半田工場　（愛知県半田市） 設　立 1964年 1月　 主な生産品目 水栓金具、付属部品

社外ステークホルダー 半田市役所、教育委員会、自治会など 8名

ダイアログでの話題
工場の環境取組みや排水処理の仕組み、教育の場としての工場の役割、
地域住民への工場開放、災害時の対応など
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大和工場
～桜川市の皆様との対話～

LIXILが地域の意見を聞いて、地域と共存しようという姿勢に「意識が高い」との

評価をいただきました。桜川市からは「桜川の水量は少なく、大震災では断水が続

いて困ったため、近隣住民に井戸水を提供してほしい。」とのご要望がありました。

その後協議を進め、2月に桜川市と井戸水供給協力の協定を締結しました。

日時 2013年 12月 3日

開催場所
LIXIL大和工場　（茨城県桜川市）
設　立 1979年 3月　 主な生産品目 住宅用サッシ、面格子、手すり

社外ステークホルダー 桜川市役所、桜川市の小・中学校教諭、自治会、社会福祉法人など 13名

ダイアログでの話題 地域安全への取組み、災害時の水の供給、中学生の体験教育、社会福祉法人との連携など
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伊吹工場
～垂井町の皆様との対話～

地域の方々からは「子どもたちに LIXILを知ってほしい。この会社で働きたいとい

うファンを作ることがお互いに良いのでは。」とのご意見を、従業員の挨拶に感心

した主婦の方からは「工場の南側の道は通学路なので、小学生に挨拶してくれると

ありがたい。」とのご意見がありました。地域のことを知ったうえで、貢献の形に

ついて考えていく良いきっかけになりました。

日時 2013年 12月 4日

開催場所
LIXIL 伊吹工場　（岐阜県不破郡垂井町）
設　立 1964年 3月　 主な生産品目 住宅用サッシ、ビル用サッシ

社外ステークホルダー 垂井町役場、消防署、消防団、垂井町の小・中学校教諭、自治会、まちづくり協議会など 13名

ダイアログでの話題 教育の場としての工場の役割、災害時の対応、地域との連携など
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地域ダイアログ開催概要［2013年度］株式会社 LIXIL　生産工場

久居工場、名張工場、青山工場合同　
～三重県の皆様との対話～

三重県に所在する久居工場、名張工場（名張市）、青山工場（伊賀市）の 3工場が

合同で、県内の方々と対話を行いました。その中で、名張工場では 1992年から障

がい者を職場に迎え入れてきました。三重県は障がい者雇用率が全国ワースト 1位

という事もあり、LIXILの企業風土と働きやすい職場づくりが、今後、県内の他企

業に紹介されることとなりました。また、三重県では森林保全の問題がクローズアッ

プされていることから、どういう貢献が出来るかについて積極的な意見交換を実施

しました。

日時 2014年 1月 10日

開催場所

LIXIL 久居工場　（三重県津市）
設　立 1979年 7月　 主な生産品目 住宅用アルミサッシ、シャッター

＜合同で開催した拠点概要＞
 LIXIL 名張工場（三重県名張市）
 設　立 1970年 4月　 主な生産品目 玄関ドア・引戸、インテリア建材
 LIXIL 青山工場（三重県伊賀市）
 設　立 1991年 5月　 主な生産品目 シャワートイレの制御基板・リモコン、水栓センサー

社外ステークホルダー 三重県庁、津市役所、名張市役所、伊賀市役所、関連団体から 13名

ダイアログでの話題 障がい者雇用と環境保全の推進について
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土浦工場
～土浦市の皆様との対話～

地元の LIXIL土浦工場から、著名な建物へ納材されていることについて、地域の方々

からは「子どもたちが地元を誇りに思い、将来を考えるきっかけになるのでは。」

とのご意見がありました。従業員からは「今後、工場を知っていただくためにより

安全で明るい職場を作ることで、従業員も仕事が楽しくなり、誇れるようなきっか

けにしていきたい。」との感想がありました。

日時 2014年 1月 28日

開催場所
LIXIL土浦工場　（茨城県土浦市）
設　立 1998年 5月　 主な生産品目 カーテンウォール、アルミサッシ

社外ステークホルダー 土浦市役所、教育委員会、土浦市の小・中学校教諭、自治会など 17名

ダイアログでの話題 地域安全への取り組み、災害時の対応、教育の場としての工場の役割など
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地域ダイアログ開催概要［2013年度］株式会社 LIXIL　生産工場

知多工場　
～知多市の皆様との対話～

工場が臨海工業地帯にあるため何を作っているのか知らない住民の方も多く、「住

民を対象とした工場見学を開催してほしい。」「毎日使う製品を作っている工場とい

うことを知ってもらえたら身近に感じられるのではないか。」とのご提案がありま

した。市民の中で「誇り」になるような企業にとの励ましの声に、地域との関係を

今まで以上に大切にしていこうと感じました。

日時 2014年 2月 4日

開催場所
LIXIL 知多工場　（愛知県知多市）
設　立 1989年 7月　 主な生産品目 樹脂製品、シャワートイレ 

社外ステークホルダー 知多市役所、商工会、工業団地の企業、NPO法人、社会福祉法人など 10名

ダイアログでの話題 工業地帯と地域との関わり、工場見学や職業体験の受入れなど
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筑波工場　
～つくば市の皆様との対話～

災害時の対応について「帰宅困難者や地域で被害者が出た場合は企業にも協力して

ほしい。」「工場の備品の利用など、支援があればありがたい。」とのご要望があり

ました。有事の際には適切な連携が求められるため、日頃からのお付き合いを大事

にしていきたいという意識が高まりました。

日時 2014年 2月 6日

開催場所
LIXIL 筑波工場　（茨城県つくば市）
設　立 1972年４月　 主な生産品目 ユニットバスルーム、単体浴槽

社外ステークホルダー つくば市役所、つくば市の中学校教諭、工業団地の企業、自治会、NPO法人など 12名

ダイアログでの話題 災害時の対応、工業団地としての活動など
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鹿島工場
～鹿島市の皆様との対話～

地域の方々からは「地元に誇れる企業として子どもたちに広く知ってもらいたい。」

との声をいただきました。学校の先生方からは「小学校で行っている『町探検』の

行き先にしたい。」「ゲストティーチャーとして学校に来てほしい。」とのご要望が

ありました。地域の思いを受け、今まで以上に距離を縮めて、地域密着型の工場を

目指していきます。

日時 2014年 2月 12日

開催場所
LIXIL鹿島工場　（佐賀県鹿島市）
設　立 1967年 3月　 主な生産品目 衛生陶器

社外ステークホルダー 鹿島市役所、教育委員会、鹿島市の小・中学校教諭、自治会など 13名

ダイアログでの話題 災害時の対応、職業体験や出前授業の実施、LIXILのサッカーチームなど
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5



地域ダイアログ開催概要［2013年度］株式会社 LIXIL　生産工場

榎戸工場
～常滑市の皆様との対話～

地域で益々高まる防災意識に対して、地域の状況や工場ができる役割について協議

しました。「地域の溜池の水が溢れ出て避難路を塞いでしまう懸念がある。」「高台

に避難する時に子どもの避難に手を貸してほしい。」などのご意見をいただきまし

た。今回を契機に、行政・地域・企業で協力して災害時の対応方法を考えていくこ

とになりました。

日時 2014年 2月 21日

開催場所
LIXIL 榎戸工場　（愛知県常滑市）
設　立 1970年 5月　 主な生産品目 洋風便器、洗面器、小便器、アクセサリ

社外ステークホルダー 常滑市役所、常滑市の小・中学校教諭、商工会、自治会など 10名

ダイアログでの話題 災害時の対応、工場見学の受入れ、工場周辺の交通状況、地域との関わりなど
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佐賀工場
～多久市の皆様との対話～

地域の方々からさまざまなお話しを伺うことができました。木の剪定や管理、工場

周辺の環境については見える部分だけではなく、外からの見方も大切だと気付きま

した。学校関係者からは「工場の地元出身の方に学校で職業講話をお願いしたい。」

とのご要望がありました。今後も地域と対話を重ね、地域に根ざしていきます。

日時 2014年 2月 25日

開催場所
LIXIL 佐賀工場　（佐賀県多久市）
設　立 1969年 6月　 主な生産品目 ユニットバス、洗面化粧台、人大浴槽

社外ステークホルダー 多久市役所、多久市の小・中学校教諭、町内会など 8名

ダイアログでの話題 工場周辺の環境、災害時の対応、工場見学や職場実習の受入れなど
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小山工場
～小山市の皆様との対話～

学校関係者からは、「工場見学を通して、小学生には“感動”が必要で、中学生には“働

くことの厳しさ”を学んでほしい。」とのご意見があり、従業員は「子どもたちが興

味を持てるような見学案内をしよう。」と先生たちといっしょに伝え方などの検討

を開始しました。5月には中学生の職業体験を受け入れました。

日時 2014年 2月 27日

開催場所
LIXIL小山工場　（栃木県小山市）
設　立 1977年 10月　 主な生産品目 洗面化粧台

社外ステークホルダー 小山市役所、小山市の小・中学校および特別支援学校教諭、工業団地の企業、自治会など 12名

ダイアログでの話題 災害時の対応、工場の安全活動の取り組み、教育の場としての工場の役割など

17
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地域ダイアログ開催概要［2013年度］株式会社 LIXIL　生産工場

尾道工場
～尾道市の皆様との対話～

観光都市である尾道市を支えていらっしゃる方々に参加していただきました。お祭

りやイベントに参加してコミュニケーションを図ることや、水栓金具の製造技術を

いかした教育機関との連携など、尾道工場が地域とつながり、連携していくための

アイデアをたくさん頂きました。これからは、工場単独ではなく、地域の方々と一

緒に考えていくべきであることがよくわかりました。

日時 2014年 3月 7日

開催場所 LIXIL 尾道工場　（広島県尾道市） 設　立 1985年 11月　 主な生産品目 水栓金具、衛生陶器付属金具 

社外ステークホルダー 尾道市役所、教育委員会、商工会、観光協会、女性連合会など 9名

ダイアログでの話題 工場の印象、地域との連携活動、小学生の工場見学など
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熊山工場　
～赤磐市の皆様との対話～

地域の方々から「近隣住民を対象とした工場見学を開催してほしい。家庭内の身近

にあるものを作っているので、関心があるのでは。」とのご意見をいただきました。

また、工業団地と住宅地が近いこともあり、通勤時のルートの確認やマナーの徹底

が話題となりました。その後、春の交通安全週間に、工業団地周辺での安全運転啓

蒙活動を実施しました。

日時 2014年 3月 14日

開催場所
LIXIL 熊山工場　（岡山県赤磐市）
設　立 1997年 4月　 主な生産品目 樹脂サッシ、アルミサッシ、網戸

社外ステークホルダー 赤磐市役所、赤磐市の中学校教諭、消防署、自治会など 13名

ダイアログでの話題 工場の周辺環境、災害時の対応、地域との連携活動など
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桐生工場　
～桐生市の皆様との対話～

創業 50年以上が経った桐生工場に対し、地域からは「工場周辺の清掃や祭りへ参

加していて地域を大事にしている印象がある。」とのお言葉をいただきました。また、

以前行っていた敷地内の桜を観ていただくための正門開放を再開してほしいとのご

要望があり、早速 5月に近隣の方々にお花見をしていただきました。

日時 2014年 3月 20日

開催場所
LIXIL桐生工場　（群馬県桐生市）
設　立 1963年 5月　 主な生産品目 ステンレスキッチン・ホーローキッチン・業務厨房キッチン

社外ステークホルダー 桐生市役所、教育委員会、桐生市の中学校教諭、商工会議所、自治会、市民活動団体など 12名

ダイアログでの話題 災害時の対応、地域との連携活動、工場見学など

20
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小矢部工場
～小矢部市の皆様との対話～

生産工程で多くの水を使用している小矢部工場に対して、排水処理について地域住

民の方々が広く理解するための説明の機会を設けてほしいとのご要望がありまし

た。今回、工場の活動を知っていただいたことを契機に小矢部市と協議を進め、7

月に井戸水や避難場所の提供、住民の救助活動等の協定を締結しました。

日時 2014年 3月 25日

開催場所
LIXIL 小矢部工場　（富山県小矢部市）
設　立 1992年 11月　 主な生産品目 住宅用サッシ、ビル製品、エクステリア製品

社外ステークホルダー 小矢部市役所、小矢部市の小・中学校教諭、公害モニター、自治会など 14名

ダイアログでの話題 工場の排水処理、災害時の対応、工場見学の受入れ、地域との連携など
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東濃工場
～恵那市の皆様との対話～

工場の活動を知っていただいたことで、地域の方から「歴史的背景を学ぶという視

点で、ここで採れる粘土などの地元の要素を活かして地場産業としてアピールして

はどうか。」とのご提案がありました。地域との連携については、常に対話をして

お互いに敷居を低くすることが大切だと、感じました。

日時 2014年 3月 31日

開催場所
LIXIL 東濃工場 明智製造　（岐阜県恵那市）
設　立 1971年 4月　 主な生産品目 内装タイル

社外ステークホルダー 恵那市役所、教育委員会、恵那市の中学校校長、自治会など 9名

ダイアログでの話題 地域との連携、教育の場としての工場の役割など

22
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