北陸総合計画
（株）

（一財）
アイ・社会文化推進事業団

I FIT HOME Vietnam
ショクサン地所
（株）

北陸建築技能訓練校

北陸ミサワホーム株式会社
石川、富 山 、福井の北陸三県を営
業エリアとする建設会社で、事業内
容は住 宅の設 計・施工・販 売 、リフォ
ーム工 事 、不 動 産の販 売・仲 介 、店
舗 、医 療・介 護 施 設 な どの設 計・施
工・販売。１９６８
（ 昭和 ）
年４月創
業。本社は金沢市堀川町 番 号。
林 諭髙代表取締役社長。資本金１
億円。２０１９年度売上高約 億円。
従業員数１００人＝２０２０年３月
末＝。
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しかし昨年は新型コロナでこうし

００組を超える顧客が来場する。

しており、北陸三県から延べ３０

どを会場に「感謝フェア」を開催

を後押しする財団法人やベトナム

だけでなく、海外との異文化交流

れた一粒の種は、今では建築関係

半世紀前、こうして同社にまか

技能訓練校まで幅広く運営してい

榮三郎氏

との出会いで種がま

南 極 観測 越 冬 隊 長 だ っ た 故 西 堀

い林敦会長
（当時社長）
と、第１次

いる。その心は、創業して間もな

念の「愛」の精神が支えとなって

同社の地元密着姿勢は、企業理

ていく、地元密着の強い思いが込

故郷の人たちに喜ばれる仕事をし

で、愛の精神を発揮し北陸三県や

英語の頭文字を取った「ＦＩＴ」

ットは福井、石川、富山各県名の

グループ名のアイは「愛」
、フィ

社にも移植され、大きく育った。

る「アイ・フィットグループ」各

かれた。全国のミサワホームの経

（1903-1989年） 京都市出身の昭和
期の化学者、登山家で、品質管理の普
及に貢献した。第1次南極観測越冬隊
長、
日本山岳会第13代会長などを務め
た。京都帝大卒業後、企業での研究や
京大などで教鞭を執った。主な受賞は
技術院賞、
デミング賞、秩父宮記念学術
賞など。
「品質管理実施法」
「南極越冬
記」
「石橋を叩くと渡れない」
「出る杭を
のばす」
「品質管理心得帖」などの著書
があり、
「雪山賛歌」の作詞者でもある。

められている。

にし ぼり えい ざぶ ろう

会長は講師を務めた西堀氏の控え
室を訪れ経営の極意を尋ねた。ミ
サワホーム総合研究所理事として
全国のミサワホームグループの経
営や技術指導の指南役でもあった
西堀氏は優しい口調で「愛／人の
喜びをもって、我が嘉びとする」
と林会長に経営者の要諦を諭した
のであった。顧客に喜んでもらう
ことを最大の目的に社員が一丸と
なれば、やがて顧客に会社を愛す
２階の社史コーナーで若手社員に会社の歴史や業務を
説明する南陽一金沢支店長＝金沢市堀川町の本社
※通常の業務ではマスクを着用している

【西堀榮三郎氏】

営者を対象にした研修会の折、林

西堀榮三郎氏との出会い

コーヒーの輸入・販売会社、建築

幅広いグループに成長

る心が芽生えるというのである。

い訪問だった。同社にとってもこ

たところで、実にタイミングが良

や改良すべき箇所が気になり始め

にとっては在宅時間が増えて修繕

という。それもそのはずで、顧客

「 思った以上に喜んでもらえた 」

で不安もあったが、林諭髙社長は

新型コロナが拡大しているさ中

タイミングの良い訪問

となど要望を聞いた。

ずつ訪ね、顧客から修繕や困りご

手がけた１万７０００棟余を１軒

が手分けして、北陸三県で同社が

る。昨年夏、同社の全役員・社員

地元密着を支えに健闘を続けてい

弱含むなか、北陸ミサワホームは

少子高齢化の逆風で住宅需要が

42

43

た催しは一切開けなかったからだ。

った。例年、石川県産業展示館な

客の生の声を聞く絶好の機会とな

の一斉訪問が、この年ばかりは顧

アイ・フィットホーム
（株）
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技術と真心で建てた「愛」の家

43

半世紀、北陸に１万８０００棟
北陸ミサワホーム株式会社（金沢市）が１９
６８（昭和 ）年の創業以来、北陸三県で手が
けてきた住宅建築の総数が、今年１万８００
はやし おさむ
０棟 を 超 える。 創 業 者で父 親の林 敦 会 長 か
ゆ たか
ら 年前に経営のバトンを託された林諭髙社
長は 「オーナー様とその家族を考えれば、と
てつもなく大きな数字で、わが社の宝です」
と感謝する。 創業から半世紀、「愛／人の喜
わ
よろこ
びをもって、我が嘉びとする」 との企業理念
を 貫いてき た 同 社は、アイ・フィットグルー
プの中心企業として、「愛」 の精神を高く掲
げ新時代の家づくりにまい進する。
11

4
5

（株）
友越

北陸ミサワホーム
（株）
（株）
都市総合建設

創業時から不変の企業理念

取材／北國総研

特別企画



わ

よろこ

北陸ミサワホームは、「人の喜びをもって 我が嘉びとする」 と
の理念に基づき、地域とのつながりを考えたまちづくりなどを通
して社会に愛される会社をめざしている。

人 々 とのつな が り を 考 え る

やマーケット調査を踏まえてプラ

たっては、入居者ニーズの調査、

ている。介護福祉施設の建設にあ

メンテナンスまでを総合的に行っ

ンニングから設計、施工、監理、

なサポートに力を入れている。

ー体制を万全にするなどきめ細か

ンにおいても、定期点検やフォロ

幅広い実績がある。リノベーショ

事務所、町家、旅館、ホテルまで

以外にマンションの一室や店舗、

補助金、税制面のサポートなど開

設から事業化までのサポートも徹

0770-24-3300

事務所、教育施設、医療施設、セ

敦賀市呉竹町 1-40-23

同社は、住宅建築、リフォーム
底している。このほか、宅地造

〒 914-0802

レモニーホールなどを、立地調査

とができる家づくりにつながって

敦賀営業所

のほか集合住宅、ショールーム、
成・販売など地域とのつながりを

大切に、幅広いサービスや提案を

行う。

最適リノベーションも
１万８０００棟に迫った戸建て

住宅の実績から培ったノウハウや

システムを生かしながらのリノベ

ーションでは、時代のニーズや変

化を的確につかみ、資産価値を最

大限に高めることができるよう提

案する。これまでに、戸建て住宅

ワホームのテクノロジーは、１９９

極限下の気象で実証されたミサ

災害で立証された強度

っても過言ではない。

益 々 深 化 す る ミ サ ワの 技 術
ミサワホームは、１９６８（昭

和 ）年の第 次南極観測越冬隊

一つは、最低気温マイナス ℃、

５
（平成７）年の阪神・淡路大震災、
２００４
（同 ）年の新潟県中越地

こうした質の高いデザイン力が生

いるのである。

0761-24-4631

ネスにも発展し、ダラットコーヒ

小松市大領町ロ 37

このほか、グループ法人のア

ベト ナ ムとの交 流 がビ ジ ネ スにも

かされて、長く資産価値を保つこ

の厳しい条件の中で磨かれたとい

風速 ｍのブリザードが吹く南極

50

がけている。同社の優れた技術の

以来、昭和基地の建物の多くを手

10

ーの販売も手がける
（株）
友越や日

〒 923-0854

外では、入居者の建物が倒壊に至

2018 平成30 北陸ミサワホーム創業50周年

イ・社会文化推進事業団は、１９

小松営業所

震、２００７
（同 ）
年の能登半島地

2014 平成26「ラポール」シリーズ発表

本の住文化をベトナムに伝える

0776-35-2030

るケースは見られなかった。創業以

2009 平成21 自己株を公開買い付け
第51次日本南極地域観測隊に坂下大輔が選出される

９５
（平成７）
年から北陸ベトナム

福井市花堂中 2-1-3

震などで、かけがえのない人命と住

2007 平成19 北陸ミサワホーム本社現社屋完成

「アイ・フィットホーム ベトナ

〒 918-8014

来半世紀、北陸ミサワホームが建

2000 平成12「別居型同居」の商標登録取得

友好協会を通じてベトナムの子ど

福井支店

まいを守った。未曽有の大災害とな

日本証券業協会に株式を店頭登録

ム」の開設にもつながっている。
076-493-8855

設した住宅で地震、台風、豪雪な

1998 平成10 ボストン・ガーデン美川の施工・分譲開始

もたちの就学機会を支援する「里

富山市西中野町 1-15-27

った２０１１
（同 ）
年の東日本大震

福井支店の社屋完成

1997 平成9

親ボランティア制度」や学校建設

〒 939-8084

例年は顧客を招いて盛大に開催される
「感謝フェア」

どの災害の際に倒壊したものはない。

ミサワホーム福井を合併し福井支店、敦賀営業所を開設

1996 平成8

に取り組んでいる。

富山支店

災でも津波被害で浸水した地域以

1995 平成7

里子からリーダーも

076-233-2737

居 住 性 向 上の鍵 は デ ザ イ ン

高岡営業所を開設

里子たちの中から、行政責任者

金沢市堀川町 23-23

た。

富山支店の社屋完成

1993 平成5

や弁護士、医師、エンジニア、教

〒 920-0847

資産価値保つ家づくり

1990 平成2

43

師などベトナムの成長を支える人

金沢支店

高い技術力とともに、ミサワホ

1989 平成元 西金沢支店を開設

60

材が次々と誕生している。これま

電話番号

ームが誇るのは、居住性の向上に

1987 昭和62「北陸建築技能訓練校」開校

ミサワホームの家づくりは居住性向上に欠かせないデザインも魅力がある

住所

欠かせないデザイン力である。経

1986 昭和61（株）ハウジングステーション（現ミサワリフォーム北陸）設立

１９９６
（同８）
年には「ＧＥＮ

1985 昭和60 ハウジング・インフォメーション・センター完成

済産業省
（旧通産省）
のＧマーク制

1982 昭和57 七尾営業所を開設

ＩＵＳ蔵のある家」が最高賞に輝

1981 昭和56 小松営業所を開設

度
（グッドデザイン賞）
で、ミサワ

1979 昭和54 本社を現在地へ移転

くなど、先進的なデザイン性、優

1974 昭和49 魚津支店を開設
コミュニケーション情報誌「ミグにゅーす」創刊

ホームは１９９１
（平成３）
年に住

1970 昭和45 北陸ミサワホーム株式会社設立

地域ニーズ踏まえまちづく
り
極限で磨かれた技術とデザイン

でに培った交流の輪は同社のビジ

奨学金を授与されて喜ぶベトナムの子どもたち

19

23

1972 昭和47 富山店を開設

れた機能性は高く評価されている。

内

6
7

容

宅業界で初めての受賞企業となっ

1968 昭和43 北陸ミサワホーム創業（4月26日）
ミサワホームと代理店契約

16

郵便番号

北陸ミサワホームの支店・営業所

名称

北陸ミサワホームの歩み
年

「 社 会 に愛 さ れ る 企 業 づく
り」 のほか、北陸ミサワホー
ムにはあ と２つ、 大 切 な 目 標
が あ る。「 会 社は人 材 育 成の
場」
（社員教育）そして「ワン・
アンド・オンリーの会社」（オ
リ ジ ナルの実 践 ）で あ る。 社
内の親睦や顧客・協力会社と

間同士の交流の場となる。このほ
か、釣り同好会、ゴルフ同好会な
ど共通の趣味を持つ社員らが親睦
を深めている。

社内研修

のほか、部署、年齢、階層別の研

年間数回実施している合同研修

各分野の専門講師招き
スキルアップを手伝い

われる年間行事から、これら

の絆をより強くする目的で行
の目 標に沿った 主 な ものを 紹
修制度がある。社員一人ひとり、

て実施している。

ごとに社外から専門の講師を招い

キルアップを目指しており、分野

あるいは専門分野別にそれぞれス

介する。

親睦活動
バーベキュー大会など
社員や家族の交流重視
社員や協力業者の家族も招いて
のボウリング大会、北陸三県の全
社員によるバーベキュー大会は、
日ごろなかなか会う機会がない仲

にとっては親近感のある住宅団地
として、住民たちとの付き合いも
深い。

地域活動

物建設を行っているミサワホーム
ならではの教育支援プログラムと
して人気がある。北陸三県の幼児
から高校生までを対象に、北陸ミ

つり」に参加し、町内の人たちと

市此花町公民館が主催する「夏ま

なったが、毎年、本社近隣の金沢

２０２０年はコロナ禍で中止と

けでなく、隊員たちの職業観など

いる。理科、社会など教科分野だ

希望する学校や施設などで行って

（現・北陸建築技能訓練校長）が、

観測隊に加わった坂下大輔さん

サワホームの社員として４度南極

交流を深めている。このほか、秋
総合教育、キャリア教育としても

本社の町内会と深い交流
夏まつり、文化祭も参加

の文化祭や町内を対象とした住宅
評価が高い。国立極地研究所の協
れる。

研修旅行

力で会場には南極の氷が持ち込ま

見学会も恒例となっている。

南 極 ク ラス
児童、生徒にキャリア教育
元隊員が極地での体験披露
長年にわたり南極昭和基地の建

「ミサワ頑張れ」との声援も多く

なった。

南極基地組み立て体験
子供たち初めての大工仕事
建設、建築のだいご味紹介
「 チビっ子南極基地建設体験 」

として坂下さんが、子供たちに大
工仕事を体験してもらうイベント
を行っている。このプログラムを
通じ建設、建築の面白さを紹介し、
北陸ミサワホームの仕事や製品へ
の関心を高める目的がある。

ベトナムや全国各地で
文化の相互理解や見学
毎年、社員の中から数人をベト

事に参加する。ベトナムと日本の

仲間たちとの交流活動、各種の行

ナム研修に派遣しており、現地の

南極の話に興味津々の児童ら

キルアップを図る。

親睦を深めるとともに、自己のス

場や代表的な建築例などを見学し、

は、全国にあるミサワホームの工

ンになる。全社員による研修旅行

派遣社員の多くはベトナムのファ

文化の相互理解につながっており、

参加者のほとんどがベトナムのファンになるベトナム研修

ボストンガーデン美川夏まつり

親近感のある住宅団地で
住民たちと深く付き合う
１９９９
（平成 ）
年に販売を開
始した大型宅地開発「ボストンガ
ーデン美川」
（白山市鹿島平）
の夏
まつりにも毎年参加している。現
在約１２００人が暮らす住宅団地
になっており、ここで生まれ成人
を迎えた住民も少なくない。社員

金沢城リレーマラソン
観戦者からの声援を受けて
ミッフィー背に城内を力走
毎年開催されている「金沢城リ
レーマラソン」に出場している。
ミサワホームのキャラクターであ
るミッフィーの人形を背中に城内
を一周すると、観戦者から「ミッ
フィー頑張れ」の声がかかる。近
年はキャラクターとして周知され、

オンリー・ワンの企画も多彩
人材育成と地域貢献をめざし

8
9

社外から専門分野の講師を招いて行われる研修会
キャラクターのミッフィーを先頭に参加した北陸ミサワチーム

北陸三県から全社員が集まって開
かれるバーベキュー大会
住宅団地の子どもたちと交流する社員たち

町内会の「夏まつり」
に参加した社員たち
子供たちに建設のだいご味を体験してもらう

11

多彩な情報を交換する営業部ミーティング

り

な

私たちの職場を紹介します
もり え

初めまして。 金沢支店管理部の森衣里菜と申します。
よろしくお願いいたします。 私たちの北陸ミサワホーム
ふく やま

について、２０２０（令和２）年入社で本社総務部の福山
さ あや

紗彩さんに紹介することになりました。 私自身、２０１
４（平成 ）年入社なので、事前に各部署で先輩社員の皆
さんから教えていただきました。 できるだけ分かりやす

の意見をう

自分の名前を覚えてくれた

の大切さが分かったそうよ。

年間でオーナー様との接点

かがう部署に配属され、１

オーナー様

ぐにサポート推進課という

男性社員の場合は入社後す

います。そのほかに、この

内研修は充実していると思

受けたでしょう。うちの社

森 あなたも既にいくつか

サポート推進課で分かったこと

く説明しようと思います。

金沢支店営業部
わが社の製品を選んでもらう
福山 営業の場合、初対面の人を
訪ねて商談するって、きっと大変
なんでしょうね。
森 同年代の営業の男性社員に聞
くと、少しずつそれがやりがいに
変わり、色々な人と話ができるの
が楽しいって言っていました。新
築、リフォームなどに分かれてい
るけど、一言で説明すると、お客
様との接点となって、ミサワホー
福山 これまでで、一番う

れしかったことは何って言

ってましたか。

森 最初は「ミサワさん」

と呼んでいたオーナー様が

本名で呼んでくださった時

がこれまでで一番うれしか

ったそうよ。

金沢支店管理部

この人は大学で土木

建設工学を勉強した

のに、昨年まで営業

担当でした。

福山 そんなことも

あるんですか。建築

士の営業マンなんて、

オーナー様は安心ですけど。
森 営業を経験したおかげで、今
では社内でより大きな仕事を任せ

あって、どれもミサワホームの品

森 そう、設計課、建設課などが

理科系の仕事って、多彩ですよね。

福山 ここは森さんの部署ですね。

るのが強みね。
「独りよがりの設

ながら、お客様の意見の通り直せ

だって。自分が書いた図面を広げ

いな状態で見せることができるん

のプランを、お客様の立場できれ

られるようになったそうよ。建築

質に責任のある部署なんです。そ
計じゃダメ」と言っていたわ。

快適につながるので、緊張します。
ですね。

福山 それこそ、急がば回れなん

社員に信じられる会社
森 入社後すぐ、希望の部署に配

森 決してそうではないの。オー

輩の話から、会社を信じようって

くないと思うわ。でもね、この先

置されずにがっかりする人は少な

ナー様や営業担当と話す機会がけ

ことを強く感じたの。福山さんは、

堅の設計担当者から聞きました。

Ｉ ＦＩＴ ＨＯＭＥ Ｖｉｅｔｎａｍ

福山 アイ・フィットホー
ムはベトナムでどんな仕事
をしているんですか。
森 「アイ・フィットホー
ム ベトナム」のことは、
現地のトゥオンさんに紹介
してもらった方が良いので、
リモート会議で聞いてみま
しょうか。

大型店舗も任せられて
トゥオン ベトナムはいま、
急成長しており、ホーチミ
ン市を中心に、店舗の内装
工事や住宅のリフォーム工
事を行っています。直近で
は、大型店舗の進出に合わ
せて、大型商業施設の内装
をデザイン設計から施工ま
で任せてもらっています。
日系の会社としての知名度
がますます上がって来てお

ど 代と若く、社長の梅澤
（崇）
さ

トナム人９人の体制です。ほとん

トゥオン 今は、日本人１人、ベ

活動的な若手社員ばかり

な人たちですか。

森 スタッフはどん

ね。

は日本語が上手です

福山 トゥオンさん

ます。

ョンも高くなってい

どう？

っこうあるそうよ。入社 年の中

営業部の経験を設計に生かす

ージなんですが。

ゅう１人で机に向かっているイメ

福山 設計、デザインなど１日じ

オーナー様に安全・快適を

の一つ一つがオーナー様の安全や

自社製品の品質に責任

高所カメラで新築物件の屋根を点
検する建設課の社員

んも 代前半で、ベトナム人のよ
うにバイクで活動的に動いて、私
たちを引っ張ってくれます。設計
ができる社員が５人おり、優れた
デザインの内装に定評があるため、
会社の強みになっています。

ベトナム研修旅行で交流
福山 うれしいですね。
森 日本のスタッフとの交流はあ
るんですか。
トゥオン 研修旅行で毎年数人が
ホーチミンに来ます。一緒にイベ
ントに参加したり視察するのを楽
しみにしています。私も目標を達
成し日本に行って、皆さんに会い
たいです。

10

ミサワホームの入居者

ムを選んでいただく部署ですよね。
福山 へー、学
校を卒業して
から、営業マン
になるための
教 育 制 度 っ て、
社内にあるん
ですか。

富山支店・福井支店
「北陸」 ミサワだからこそ
福山 北陸ミサワホームはその名
の通り、富山・福井も大切な拠点
福井支店の社屋

森 平成 年７月の「福井豪雨」
の時の話で印象的でした。北陸ミ

顧客との
“近さ”
にやりがい
新事業やベトナムでも認知

り、われわれのモチベーシ

フイン・グェン・ティ
・
トゥオンさん

急成長の国で内装・リフォーム

ですよね。先日私が富山支店に顔
を出した時、事務所に富山弁で書
いた表が貼ってあったんで、そこ
にいた先輩に聞いてみました。
森 それで、理由はどうだって？
福山 「自分も富山の人間やけど、

サワのオーナー様宅も床上浸水が

地域密着の営業とフォロー

軒以上あったそうで、翌朝すぐ

に２人１組（社員の安全のため支
店長指示）で一軒一軒訪問を始め
たそうです。出発前のミーティン
グでは「とにかくうかがって、不
都合がないかお聞きし、安心して
いただこう」を合言葉にしたそう
よ。
福山 「オーナー様第一」の精神
は、今でも福井のメンバーの中で
強く生き続けていると感じます。
ームが大事にしているものの一つ

から聞いた
福山 どん

ですものね。

森 「地域密着」は北陸ミサワホ
な話ですか。

事があるわ。

店の大先輩

事を福井支

大きな出来

福井支店の

けね。私は

面というわ

森 わが社の地域密着営業の一場

福井豪雨の体験が生きている

てあるが」って言っていました。

富山の言葉大事にせんなんし貼っ
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【オーナー様】

「アイ・フィットホーム ベトナム」
が内装工事を
行ったホーチミン市の大型商業施設
11
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自らオーナー様との接点になる
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福山さん
森さん
富山支店の打ち合わせミーティング

