


ツーリズムを通じて、世界の人々の見識を高め、
国籍、人種、文化、宗教などを越え、
世界平和・相互理解の促進に貢献する。
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編集方針

世界の人々に
多くの笑顔と感動を届けるために
H.I.S.は挑戦を続けます

当レポートはCSR活動の取り組みをステークホル
ダーの皆様にご理解いただくとともに、皆様との
コミュニケーションを促進していく重要な媒体と
位置づけています。
ISO26000をCSR活動のチェックリストとして活用
し、組織の社会的責任における7つの中核主題を中
心テーマとして記載しました。また、サステナビリティ 
レポーティング ガイドライン2006を参考として、
サステナビリティに関係する、社会、環境、経済の
3分野に関する報告書としても対応させています。

対象範囲と期間
【対象範囲】
H.I.S.グループを対象としていますが、一部対象
範囲が異なる箇所は、その旨を明記しています。

【対象期間】
2013年 10月期 （2012年11月1日～2013年10月31日）

一部この期間外の情報が含まれている箇所は、
その旨を明記しています。

【発行】
2014年1月

【参考にしたガイドライン】
ISO26000；
2010（Guidance on social responsibility）第1版
GRIガイドライン2011（第3.1版）

免責事項
本レポートに記載されている表やグラフの数値は、四捨五入して
表記しているため、合計値と異なる場合があります。また、対象
範囲の拡大や算出方法の見直しに伴い、一部過年度データを修
正している箇所があります。

　旅行は、国境を越えて世界の人々を結びます。そこには、
人種や宗教、文化を越えた新たな出会いと交流が生まれ、
相互の理解と信頼が育まれます。そして、日常生活では得
られない新たな発見と感動は、時には人生の大きな転機と
なります。自分に感動をくれた人々が暮らし、忘れられない
風景が広がる美しい地域や国との争いを望む人はいません。
旅行は世界平和に貢献する平和産業です。
　私たちH.I.S.は、その旅行をもっとリーズナブルで自由なも
のにするために、既成概念や既存のシステムに挑みながら、
新しい旅行の形をつくりあげてきました。そのスタートから
30年あまり、一人でも気軽に楽しめる海外旅行は、いまや
当たり前になりました。しかし、私たちにはもっと大きな夢
があり、チャレンジは今も続いています。
　ハウステンボスでは、日本のさまざまな最先端技術を投
入し、輻射熱を利用した最新の空調システムや、太陽光や
風力などの自然エネルギーで消費電力のすべてをまかなう

快適な未来型住宅「スマートハウス」をつくりました。今、そ
こから得られるさまざまなデータを生かして、極めて効率が
よく省エネで、しかも質の高いサービスを提供する世界に例
のない「スマートホテル」の建設を計画し、2015年の開業を
目指してその設計を始めています。それは環境技術のみなら
ず、日本が誇る最先端のロボット技術やセンサー技術を投入
し、ローコストでありながら非常に快適なホテルのモデルで
す。日本だけでなく世界に展開して、より多くの人々に、もっ
と身近に旅行を楽しんでいただきたいと思っています。かつ
てH.I.S.がローコストキャリア（LCC）にチャレンジした時、そ
れは無謀だと評されました。しかし今や、LCCは旅行の重要
な選択肢の1つとして定着しています。この「スマートホテル」
へのチャレンジを成功させ、多くの人々に旅の機会を提供し、
笑顔と感動を世界の皆様にお届けしたいと思っています。旅
行を通じて世界平和に貢献する。それがH.I.S.の使命です。
私たちのチャレンジに終わりはありません。

代表取締役会長

澤田 秀雄
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　旅行業の最も重要な任務は、旅の安全と快適さの提供で
す。H.I.S.では旅行商品の品質向上を図るため「いい旅研
究室」を設け、常にお客様目線に立って旅行内容をチェッ
クし、改善を続けています。さらに、利用する施設、車
両の選択及び管理方法や安全基準、法令遵守については、
海外で連携して活動する事業者に対し、不断の啓発や調
査、研修を実施しています。また「いい職場推進室」では、
スタッフの働きやすい環境づくりのために、さまざまな施
策に取り組んでいます。
　昨今、周辺国との政治的な緊張が生まれていますが、
そうした情勢であるからこそ、旅行を通した交流や相互
理解の重要性は高まっており、旅行の社会的な役割はます
ます大きくなっています。
　H.I.S.は、旅行を通じてお客様に「ワクワクと感動を提供
する」企業としてさらに成長し、世界の人々の相互理解と
平和を希求しながら、ステークホルダーの皆様とともに
持続的発展を続けてまいります。今後とも皆様の変わらぬ
ご支援、ご鞭撻を賜りますよう、深くお願い申し上げます。

トップコミットメント h

旅行業が担う社会的使命の
自覚に立って 代表取締役社長 

平林 朗

　H.I.S.は「ツーリズムを通じて、世界の人々の見識を高
め、国籍、人種、文化、宗教などを越え、世界平和・相
互理解の促進に貢献する」ことを企業理念としています。
この理念の実現を目指し、H.I.S.では本業を通じ、社会
的使命を果たしていきたいと考えております。
　今期、私たちは「お客様にワクワクと感動を提供しよ
う」というスローガンを掲げました。これはH.I.S.創業
の原点であり、私たちが展開する旅行業の根本に常に
貫かれていなければならないものだと考えるからです。
また「企業理念」に基づく具体的な行動規範として、新
たに「H.I.S. DNA」を明文化しました。私たちは、事業
の原点と私たちが果たすべき役割を常に確認しながら、
お客様に笑顔と感動をお届けする旅をつくり続けてい
ます。

　今から30余年前、私たちは限られた人の楽しみにとど
まっていた海外旅行を、既成概念を打ち破るさまざまな
チャレンジを重ねて身近なものに変えました。さらに、
旅行先の詳しい情報や、旅のしかたへのアドバイスを分
かりやすく伝えることによって、個人自由旅行の可能性を
大きく広げてきました。
　今、確かに海外旅行はより身近なものになりました。
しかし、世界には魅力あふれる地域や文化が数多く存在
します。私たちは世界各地に広がる拠点を生かして、より
魅力ある旅の企画と、新たに導入した自由旅行を旅先で
サポートする「旅先コンシェルジュ」などのサービスを
織り交ぜながら、リーズナブルでありながら、楽しく快適
な旅を提案しています。
　また、単なる観光地の周遊ではなく、今世界各地で起き

ている問題を見つめ、その現場で支援者や現地の人々と
一緒に考え、学ぶ「ボランティア・スタディツアー」も、
国際協力、環境保全、教育・福祉支援などといったさま
ざまなジャンルで企画し、実施しています。

　H.I.S.の海外拠点は、世界54カ国163拠点に広がりました。
私たちはこれを、海外で700拠点、日本と合わせて1,000
拠点にするという目標を掲げています。H.I.S.の新たな
飛躍のために、海外拠点の拡大と強化は重要な課題です。
　拠点拡大は、すでにある拠点を足場にしたサテライト
出店をタイやインドネシアで展開、未開拓地域では、
ペルー、モロッコ、南アフリカ、ネパールに新規に出店し、
さらに、中南米、アフリカ諸国などを予定しています。
　こうした拠点の構築によって、今後は「着地型観光※ビジ
ネス」の強化を図り、旅行者を受け入れる現地において、
その豊富な情報力などを生かした魅力ある旅の企画を進
め、旅行需要を現地から喚起する取り組みを強めます。ま
た、その一環として、日本が介在しない地域間の旅行企
画も積極的に進める計画です。こうした“現地発”の旅行
企画の推進を通じて、その地域のさらなる経済発展、雇用
創出を実現します。
　また、今後予想されるアジアを中心とした旺盛な旅行
需要に応えるため、H.I.S.グループに国際チャーター専門の
航空会社「アジア アトランティック エアラインズ」を設立
しました。必要な時に必要な路線へ就航させる、フレキシ
ブルで新しいビジネススタイルにより、旅行企画の幅を
さらに広げ、同時に繁忙期の旅行価格の上昇を抑えます。

　こうした海外拠点の拡充を支えるためには、グローバル
に活躍する意志、そしてチャレンジ精神をもった人材の
育成が急務です。そのため、国内のスタッフに対しては、
支店を指定して海外勤務を希望できる「公募制度」や、
海外での業務内容や現地の状況を身近に知ることができる

「海外業務研修制度」「サブ添乗制度」を設け、海外勤務
へのチャレンジをさらに容易にしました。
　さらに海外拠点においては、人材を日本から派遣する
だけでなく、有能な現地のスタッフの採用と育成に注力し、
その地域・国における旅行開発の大きな力として育てて
いく方針です。そのため、現地採用スタッフをいったん
日本に受け入れ、H.I.S.のポリシーやDNAをしっかり身に
付けたうえで出身国に着任するシステムを運用しています。

世界平和・相互理解の促進に貢献 より魅力的で快適な旅を提案する挑戦

世界のH.I.S.へ飛躍する

グローバル人材の育成を加速する

「ワクワクと感動」を提供する企業として

※着地型観光とは、旅行先（着地）の地域が主体となって地域の良さ
をアピールし旅行プランを造成。集客につなげる。
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　青年海外協力隊を目指す中、実際の活動のイメージがわ
かず、現場を自分の目で見て知りたいと思い参加しました。
　サティット小学校に訪問し、日本のアニメのキャラクター
のイラストを描いて喜んでもらえたり、「SUKIYAKI」を子
どもたちが歌ってくれたりと、言葉は通じなくても、たくさ
んの子どもたちと交流できたことが一番心に残っていま
す。ツアー参加前は、ラオスのような開発途上国のために、
何か支援をしたいと考えていましたが、実際に現地の人と
ふれあい、その考えが変わりました。ラオスの人たちはと

てもあたたかく、日本人が忘れてしまった心の豊かさをもっ
ているように感じました。支援が必要なのは日本人の方
なのかもしれません。だからこそ単なる「支援」ではなく、
青年海外協力隊のような国際「協力」活動が必要なのだ
と感じました。普通の旅行では感じられないすばらしい
経験ができ、自分のやりたいことがより明確になりました。
また、このようなツアーには同じ志をもった方が多数参加
しているので、すばらしい仲間づくりの場にもなります。
とにかく、得られることの多いツアーです！　

このスタディツアーでは、
普通の旅行では感じられない
すばらしい経験ができます。

ラオスを知る7日間に参加した 小川様

　タイ・バンコクのBACC（バンコクカルチャー
センター）へ全国の絵画教室の子どもたちを
招き、日本、タイ両国の子どもたちの未来や
家族をテーマとした絵画約8,000点以上を展
示してアートセッションを実施。また、参加者全
員によるレセプションでは、ロイヤルファミリー
にもお越しいただき、同じ想いがかよう子ども
たちや親たちによる交流会なども行われました。
また2011年、洪水被害にあったバンコク郊外

の小学校も訪問、現地の子どもたちとの交流
や、アートを通じたワークショップなども開催。
象乗り体験やアユタヤ観光、水上レストランで
の伝統舞踊の鑑賞など、タイならではのオプ
ショナルツアーも用意しました。子どもの時の
海外旅行や現地での国際交流の体験は、かけ
がえのないもの。将来に向かってそれぞれの夢
を育む大きなきっかけにも
なります。

　JICA（独立行政法人国際協力機構）
の全面協力の下、青年海外協力隊員の
活動を現地で視察し、さらに現地の人々
や子どもたちと交流する「JICA応援プロ
ジェクト」を、JICAの支援先各国で展開し
ています。「ラオスを知る７日間」もその
1つです。ラオスはアジアの後発開発
途上国。中でも開発の遅れている南部
地域を訪れ、観光開発に携わる隊員と
ともに地域還元型観光業を推進する現

場を訪問。少数民族との交流や、伝統的
な儀式（バーシー）や托鉢などのラオス
文化を体験して、観光局に「観光促進
キャッチフレーズ」を提案しました。
また、地域開発の柱の１つである一村一
品プロジェクトを視察し、新商品のアイ
デアなどの提案を行ったり、小学校や病
院を訪問して地域の方 と々交流をしたり
と、協力隊員の活動を体験できる参加
型のスタディツアーを実施しました。

スタディツアー
（国際協力・視察）

スタディツアー
（国際交流）

●村民の皆さんと記念撮影

●ロイヤルファミリーも出席して行われたレセプション
●折り紙に親しむ小学校の子どもたち

集特

JICA活動最前線シリーズ 

未来の持続可能な社会を創る。
感動と を し、提供でワク ワク

JICA活動最前線

ラオスを知る７日間

子どもたちの想いがきずなとなって世界をつなぐ

きずなアートフェスinタイ

●子どもたちのアート作品が展示された BACC の会場

●小学校でのワークショップの様子

●カンボジアの孤児院で子ども達と交流＆アンコールワット６日間
●ラオスの小学校で給食支援と交流７日間
●ユネスコ活動を視察＆カンボジアの人々と交流６日間
●タイの孤児院でボランティア＆小学校で日本語教師体験５日間
●バリの子供たちに日本語を教えよう！インドネシア・バリ島孤児院ボランティア５日間
●スラムを訪問＆子ども達とスポーツを通して交流！フィリピン・セブ島５日間
●貧困の中でたくましく生きる子どもたちと交流する４日間inマニラ
●児童養護施設で幼児の生活支援を考える！ベトナムチャイルドケアボランティア６日間
●マザーテレサの心に触れる インド・コルカタマザーテレサ施設活動７・11日間
●ミャンマーの今を「光」と「陰」から学ぶ ミャンマースタディツアー５日間
●戦争から学ぶベトナム 「ツーズー病院」訪問＆福祉施設で交流６日間
●カンボジアの家族と共に家を建てよう８日間
●世界遺産の街ホイアンで「街おこし」に貢献６日間
●ハーバード大学社会起業大会 スタディツアー８日間

●ITの先端で学ぶシリコンバレー スタディツアー７日間
●メキシコ マイクロクレジット視察ツアー７日間
●社会企業を学ぶカンボジア５日間
●新しいビジネスの形（BRAC/グラミン銀行）を視察するバングラデシュの旅６日間
●マザーハウス 途上国の可能性を見つける旅バングラデシュ６日間
●チェルノブイリ原発見学と事故の記憶をたどる８日間
●農業BOPビジネスの現場を学ぶ タンザニアスタディツアー10日間
●インドネシア農村部の小学校で栄養教育をする７日間
●JICA活動最前線スリランカを知る６日間
●JICA活動最前線ケニアを知る９日間
●JICA活動最前線ラオスを知る７日間
●JICA活動最前線バングラデシュを知る７日間
●福島の今を知り私たちの未来を考える２日間
●きずなアートフェスティバル in 台湾３日間

●オイスカ協力 こどもたちと守る植林ボランティアと交流スリランカ６日間
●WWF協力  世界有数のサンゴ礁保全活動と島文化を学ぶ石垣島４日間
●JEEF協力   農村ホームステイと交流支援活動ブータン８日間

●モンゴル遊牧民文化交流５・６日間
●世界遺産小笠原自然環境を学ぶ４日間
●世界遺産屋久島自然環境保護活動４日間

主なスタディツアー一覧

主なエコツアー一覧

ツアーの詳細は http://eco.his-j.com/volunteer/

ツアーの詳細は http://eco.his-j.com/eco/

スタディツアーの目的

被災地支援 NPO・NGOの
活動支援と啓蒙国際協力活動貧困解決

ボランティア

教育・医療支援

国際交流

環境保全・保護

社会課題の学習と
解決力の養成

環境教育・自然体験学習

現地調査・
フィールドワーク

世界平和の推進と啓蒙

スタディツ
アーとは…

未来の持続可能な

社会を創るために、

旅を通じて（現地を訪れ）、

学ぶことを目的にした

ツアー

旅には、より良い未来を創る「力」があります。
旅に出ると、学ぶことがたくさんあります。
現地を訪れ、異なる文化、価値観に触れることで、
世界の多様性を学ぶことができます。
また、現地の人々とふれあうことで人間の共通な普遍性を学ぶことができます。
旅に出て、人と人が交流し、国を越えてつながる時、
私たちは、社会の課題を世界の共通の課題として共有化することができます。
そして、あるべき未来の世界の姿を想像し、将来の自分を考え行動する「力」を得ることができます。
旅には、そんな「力」があります。
私たちは、そんな「旅の力」を信じています。
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　「H.I.S.企業理念」及び「企業行動憲章」は、当社が事業を通じて
果たすべき社会的使命とその意義を明確に表現しています。この
哲学をすべての意思決定と企業行動の基準とし、あらゆる場面で
まもりぬくことを目指して、周知・徹底を図ってきました。その
ため、外国人スタッフを含めた全スタッフに、企業理念や企業
行動憲章、H.I.S.ポリシー、サービススタンダードやH.I.S.DNA
などが記載されたポケットサイズのクレドカードを配布、常に携行
し、日々の業務の中で注意を喚起しています。
　さらに、各部署・支店・営業所の毎日の朝礼時には必ずその
一節を唱和することをルールとし、全スタッフが日々、内容を
振り返ることを徹底しています。

創造的CSR

基本的CSR

創造的CSRと基本的CSR
　H.I.S.はCSR活動を創造的CSRと基本的CSRの2つに
分けて考えています。「基本的CSR」は、お客様の安全・
安心、社員の健康・生きがい、人権の尊重、公正な取引を
はじめとするコンプライアンス活動など、業務プロセスの
中に社会的責任を織り込む活動です。一方、「創造的CSR」
はお客様やコミュニティに学び、働きかけ、多様なステー
クホルダーの皆様と協働でさらに大きな社会的価値を生み
出す（ソーシャル・イノベーション）活動です。地域振興や
地域開発のための観光開発、コミュニティの伝統文化の
継承、文化交流・国際平和に貢献する活動、地球環境の保全、
エコツアー・スタディツアーの普及などがこれにあたります。

・世界平和
・相互理解

・企業価値創造
・社会変革

・コンプライアンス
・コーポレート・

ガバナンス
・内部統制

ツーリズムを通じて、
世界の人々の見識を高め、

国籍、人種、文化、宗教などを越え、
世界平和・相互理解の促進に

貢献する。

H.I.S. 企業理念

H.I.S. 企業行動憲章

1. 社会に有用な旅行商品・サービスの提供
2. 公正・透明・自由な取引
3. 適正な情報の管理と開示
4. 快適で安全な職場環境の確保

5. 地域・社会との共生
6. 地球環境の保全
7. 世界平和への希求
8. 役員・幹部社員の責務

企業理念

特集「旅の力」でワクワクと感動を提供し、未来の持続可能な社会を創る。

　スタディツアーの企画に携わって、あっと
いう間に3年が過ぎました。その間さまざまな
ツアーの企画やお客様との出会いがありまし
たが、一番の喜びは企画した「旅」が原体験
となり、その後の人生が変化した方々との関
わりあいです。たとえば、JICA の活動視察ツ
アーに参加した方の中には、私の知る限りで
も３人のお客様がその後 JICA 青年海外協力
隊員となり、支援活動を担っています。ほか
にも「豊かさとは何か、人生の幸福とは何か
といったことについて改めて考えるように
なった」「何でも手に入り、便利な生活をして
いるが、それが本当に幸福なことなのか。貧
しいといわれている途上国の人たちの暮らし
の方が、幸福に見えた」といった感想を漏ら
す参加者も少なくありません。それは海外

に出て客観的な目線を得た結果であると思
います。世界を近くに感じつつ、日本のことを
考える力が身につきます。それらは個々の
世界観を高め、その後の生き方を変えます。
旅には人生を考え、人を育て、人を変える力
があります。その人の気付きや成長を目のあ
たりにし、その人の人生に、わずかでも影響
を与えることができたと思う時、私はこの
仕事に大きなやりがいを感じます。世界に
は、まだたくさんの学びのフィールドがちり
ばめられています。私自身も学びながら、
スタディツアーの輪をもっと大きくして
いきたいと思っています。

お客様の人生が変わる旅を提供したい

小林 健一

子どもたちと森を守る
スリランカ植林ボランティアと
交流６日間

　スリランカは豊かな自然と歴史が混在したインド洋上の島国です。この
島の豊かな熱帯の森が、近年、森林伐採や山火事によって急激に減少し
ています。そして森林減少により気候変動や干ばつが引き起こされ、自然
と共生してきた住民の生活は深刻な影響を受けるようになっています。
　このツアーは、スリランカで環境保全や環境教育活動の最前線で活躍
する NGO オイスカの活動現場を訪問し、森林破壊の現場を訪れ、現地
の子どもや村人たちと一緒に植林活動を行い、スリランカの森林再生に
貢献します。また、観光客がめったに訪れない農村地域の学校を訪問。
スリランカの農村文化を体験し、植林や食事、文化紹介などを通じて、
現地の子どもや村人たちとあたたかい交流を深めます。

エコツアー
ボランティア体験・
環境教育（ ）

H.I.S. と NGOオイスカの共同企画

●植林活動に参加する

●シギリアに到着し、まずは記念撮影 ●現地の学校での交流

エコ・スタディツアーデスク

H.I.S.のCSRマネジメント h

企業理念とCSR

企業理念と企業行動憲章に基づき、
CSRを推進しています
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コーポレート・ガバナンス体制図

CSR推進体制図

ISO26000　7つの中核主題に基づく報告 h

組織統治

コーポレート・ガバナンス 財務報告にかかわる
内部統制の推進　H.I.S.では株主総会の下に社外取締役１名を含む9名

の取締役で構成される取締役会を設置、また取締役会
及び取締役の職務が適法適正に行われているかをモニ
タリングするため、３名の監査役で構成する監査役会
を置いています。監査役のうち2名は社外監査役とし、
また常勤監査役と社外監査役のうちの１名は、それぞ
れ公認会計士の有資格者として監査を実施しています。
社外取締役１名と社外監査役２名は、東京証券取引所
が定める独立役員として届け出をしています。また社
外通報窓口「さわやかホットライン」を設置、社内の自
浄体制を確保しています。

　財務会計の評価制度の整備と「内部統制報告書」の
提出が義務付けられた金融商品取引法（J-SOX法）に
基づき、財務報告(有価証券報告書など)の信頼性を確
保しています。また、財務報告に関する重要な業務プ
ロセスを可視化するとともに、虚偽報告などが生じな
いよう、適切に確認・評価するためのしくみを整備・
運用しています。整備・運用にあたっては、H.I.S.の業
務の拡大に伴い、随時、必要な見直しを行っています。
さらに、グループ各社にも順次評価の範囲をひろげ、
信頼性をより高めていきます。

株主総会

H.I.S.が展開する旅行事業は、世界平和・相互理解の促進に貢献する事業です。私たちはその社会的責任
を果たすため、ステークホルダーの皆様から信頼される企業を目指し、コーポレート・ガバナンス体制
の中にCSR推進活動を組み込んでいます。

01

CSR推進の方針
　H.I.S.はこれまで「H.I.S.企業理念」「企業行動憲章」をもとに
事業経営の根幹に社会的責任を織り込んだ事業活動を行っ
てきました。しかし一方で社員や支店・営業所の自主性を
重んじる社風の中、個々にCSRとして意欲的な取り組みを

していても、社員全体にも社会にも十分情報が伝わっていない
部分もありました。今後は全社的に連携・統合した活動に
高め、CSRレポートなどで社会に対し活動を公表し、ステー
クホルダーの皆様とのコミュニケーションを高めていきます。

さわやかホットライン（社外通報窓口）

取締役会

選解任 選解任

選解任・監督 連携

監査

会計監査

指示・報告 指示・報告

（内部監査室）
内部監査

社長委員長（社長）

CSR担当スタッフ（各部署・各社から約100名）

CSR委員会
（役員、執行役員、本部長）

CSR推進委員会
（各部署リーダーで構成）

CSR事務局
業務執行部門 監査室

会計監査人

監査役会

CSR推進体制の整備
　H.I.S.では、「企業行動憲章」を踏まえ、高い機動性と透明性
を確保した組織統治体制を意思決定システムとして築いて
います。また、代表取締役社長を委員長として、CSR委員会を
2012年に設立。CSR委員会の下に人事、総務、CS・ES管理
本部、営業、海外拠点などの代表者からなるCSR推進委員会を
設置しました。
　2013年度はCSR推進委員会を毎月１回定期開催し、
ISO26000をチェックリストとして抽出したH.I.S.としての優先
課題と、それに関する各部署の短期・中期目標について実施
状況を確認、PDCAサイクルを取り込んだ活動を開始しました。
　今年度は、国内外の各拠点にCSR担当スタッフを100名ほど
配置し、CSR推進体制の強化を図ります。

H.I.S.優先課題の抽出
各部署の短期・中期目標設定

CSR推進委員会にて進捗確認
CSRレポート発行
第三者意見の受領

CSR委員会に
報告・改善

指示

施策の推進
社員教育
意識浸透

P

A D

C

CSR推進方針と体制

CSRを積極的に推進するため、
体制を整備しています

　2012年よりCSR事務局を設置し、
全社横断的にCSR活動をスタートさせ
ました。2013年は初のCSRレポート
発行やスタッフへのCSR意識浸透に努
めました。今後は社内外への広報活動
の強化や推進体制の確立を通じ、CSR
活動をより一層拡充していきます。

CSR事務局から

H.I.S.のCSRマネジメント h

10 11H.I.S. CSR Report 2014 H.I.S. CSR Report 2014



●笑顔・明るさ・元気さ
●清潔感
●礼儀正しさ
●スピード

H.I.S.サービス スタンダードの
8つのキーワード

ISO26000　7つの中核主題に基づく報告h

消費者課題
お客様満足をさらに高めるために、安全・安心、
サービスのレベル向上を図っています。

02

お客様満足の拡大は、常にH.I.S.の大きな課題です。
世界共通の高いレベルのサービスの実施と安全を第一に考えた事業運営、さらにお客様の声を集約し
迅速に改善に結びつけるシステムづくりで、課題の実現を図っています。

成果と目標

「お客様相談室」への苦情件数は減少
　「お客様相談室」あての苦情件数は年々減っており、
2013年度は1,389件、前年比184件の純減となりま
した。2009年比では、約40%減少しています。今年
度は、さらに社内に対する研修・啓発活動を強化し、
苦情件数を2009年比50%以下、2013年比80%以下
である1,110件以下にすることを目標に取り組みを
進めます。

H.I.S.サービス スタンダードを海外にも展開

さらに安心で便利な旅に
　H.I.S.では、各種安全基準をマニュアル化し、安全で質の
高いサービスを実践しています。
　さらに渡航先での事故やトラブルを未然に防ぐため、独自の
ハンドブックを作成し、お客様へ配布。海外で実際に発生して
いるトラブルや事故事例を掲載し、注意喚起を強めています。
　また、ツアーに参加されたお客様が、赤痢などの感染症
を発症した場合、迅速な原因の究明が必要となるため、「感
染症・食中毒発生時チェックリスト」を新たに作成しました。
これを使うことにより、ツアーで使用したレストランの衛
生状態を確認する際に必要なポイントを、誰でもより正確
で確実に進めることができます。
　さらに2013年度からは、国内営業所長による「サービ

お客様の声からの改善事例

［お客様相談室］の取り組み

1000

1500

2000

2500

2009

2,219

1,900

1,638 1,573
1,389

苦情件数（件）

（年度）2010 2011 20132012

●お客様相談室あての苦情件数の推移

2014年度目標 苦情件数を1,110件以下に（2009年比50%以下、2013年比80%以下）

●顧客志向
●誠実さ
●クオリティ
●プロフェッショナル

サービスマニュアルの映像

ス検討会」を定期的に開催。
これは各店舗における販売
場面でのお客様満足度をさ
らに高めるため、お客様よ
りいただくご意見の実例を
紹介しながら検討を深め、
どうすればトラブルを防げ
たのかを具体的に検討する
ものです。現在は東日本中
心に実施していますが、速
やかに全国に拡大して実施
する予定です。

注意喚起ハンドブック

お客様からのアンケート回答

　お客様に提供するサービスの質の向上と基本レベルの
共有化を目指し、2011年11月1日「H.I.S.サービススタン
ダード」を制定、全スタッフへの浸透を図ってきました。現
在、25カ国語で作成され、全世界162の拠点で業務に就
く全スタッフにサービス基準の指導を徹底しています。
　また、国内は人事スタッフが、海外ではCS・ES管理本
部のスタッフが拠点ごとに研修を実施。その定着化に努め
ています。
　2013年度には、ガイド業務に就く海外スタッフのサービ
スの質をさらに高めることを目的に、動画を使ったサービ
スマニュアル（約30分）を作成し、海外全拠点に配布しま
した。お客様をお迎えする姿勢やご案内の動作、会話の
内容や受け答えのタイミングなどについて、動画の特性を
活かしてリアルに、より学びやすく、外国人ガイドが理解し
やすいマニュアルとなっています。この活用により、お客様
の満足度をさらに高めていきます。

●お客様からの声
宿泊したホテルに隣接したビルが工事中で、振動や音で朝から非常
にうるさかった。また、突然、隣から機械のような大きな音が鳴っ
たり、とてもスタンダードクラスとは思えないホテルだった。

▲

対応
工事の騒音については、こちらのお客様以外の方からのご指摘はな
かったが、ホテルへご意見を伝えたうえで相談し、工事の影響を受
ける部屋（3階から11階までの各階の8番と10番のお部屋計18部屋）
へは、H.I.S.のお客様はご案内しないようにした。

●お客様からの声
ホテルへ案内する現地スタッフの日本語が、ほとんど何を言ってい
るのか分からなかった。また、マラソンツアーにもかかわらず、マ
ラソンの内容をまったく把握していなかった（ホテルに着いて、日本
人スタッフがマラソンについての説明をしてくれたので、トータル
では問題なかった）。

▲

対応
早速、現地支店スタッフがバスに同乗し、ガイドのお客様へのご案
内内容をチェック。ガイドは決められたテキストを丸暗記し、その
文章を棒読みしているため、聞き取りづらいと判断。ゆっくりと大
きな声で話すように指導するとともに、間違えて覚えてしまってい
る日本語・発音についてもあわせて指導。

●お客様からの声
香港からマカオに向かうフェリーの時間は現地に行かないと分から
ないと言われ、計画が立てにくかった。現地スタッフの方は一生懸
命対応してくれて、とても助かった。

▲

対応
フェリーの時間の確定は現地でのご案内にしていたが、お客様のお
声をいただき、以降はパンフレットにおおよそのフェリーの時間帯
を記載するように改善。

●お客様からの声
帰りの飛行機の乗り継ぎは、もう少し余裕がほしい。乗り継ぎの時
間が1時間程度しかなく、免税手続きを行う時間が取れなかったこと
が心残り。

▲

対応
EU加盟国ではEU最終国税関での免税手続きが原則だが、EU内経由
地での乗り継ぎ時間が短く、お預り荷物とするスーツケースの中に
商品を入れる場合に限り、最初の出国地の空港で免税手続きが可能
であった。上記の例外についての告知が徹底されていなかったため、
その手続き方法を、現地でお渡しする書面に記載。

　H.I.S.では、お客様満足を拡大し、さらにサービス・品質
の向上を図るため、CS・ES管理本部内に「お客様相談室」
を設けています。「お客様相談室」は、月約4,000通を超え
るアンケートはがきとEメールで寄せられるお客様からの
ご意見をチェックし、国内外のサービス向上に活かしてい
ます。
　2013年度は、社内システムを活用した管理を徹底し、
苦情・相談の実例を各地の相談室と共有しました。今後は

Web会議などで、各店舗
と綿密に連携を図ることで、
苦情件数を削減し、お客様
満足を高めていきます。
＊CS「Customer.Satisfaction」の略。

商品の購入やサービスを受けること
によるお客様の満足度を示す

＊ES「Employee.Satisfaction」の略。
従業員の業務環境や待遇、人間関
係などに対する満足度を示す

BadGood
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ISO26000　7つの中核主題に基づく報告h

コミュニティへの参画及びコミュニティの発展
地域社会と共生し、共に未来を切り拓く
取り組みに注力しています。

03

旅行事業は、参加する人々に未知の土地や自然、歴史や文化との出会いの機会を提供し、新たな価値の
創造や相互理解、さらにコミュニティの発展に資する事業です。

CS・ES管理本部には、「お客様相談室」と並んで「いい旅研究室」を設置しています。「お客様相談
室」がお客様からのご要望にダイレクトに応えるのに対して、「いい旅研究室」は、商品の品質管
理や、お客様が安心してご旅行できるように安全に対して取り組むことを主な任務としています。

観光事業とコミュニティ

お客様と一緒に旅をつくっていきたい

　H.I.S.は「ツーリズムを通じて、世界の人々の見識を高
め、国籍、人種、文化、宗教などを越え、世界平和・相互
理解の促進に貢献する。」（企業理念）ことを願って事業を
展開してきました。個人向けに自由旅行という新しい旅行
スタイルを提案し、それまでにない旅行商品の開発を進め
てきました。こうした伝統を受け継ぎ、現在ではスタディ
ツアーという新しい旅行の形を創造。旅行を通じて、国内
はもちろん、世界の人々とふれあい、グローバルな視点で
地域・社会の問題に触れ、その解決を一緒に考えていく機
会を提供しています。
　こうした旅行を現地で支えているのが、海外拠点です。
H.I.S.はその積極的な拡大を目指し、現在その数は世界
54カ国に163拠点となっています。2014年度には200拠点 
とすることを目標としており、ネパール、ペルー、モロッコ、
南アフリカなど、未進出国にも開設。海外拠点の拡大によ
り、地域コミュニティへの貢献も充実するなど、H.I.S.は旅
行を通じ、社会的役割を果たし続けています。

海外におけるサービス改善事例COLUMN

成果と目標

海外拠点数をさらに増やし、地域コミュニティに貢献します
　H.I.S.は、海外の現地雇用と観光資源の開発・育成など、経済・
文化の発展に貢献しています。現在、海外拠点数は54カ国114
都市163拠点（2013年12月現在）。今期はさらに拠点数を増や
し、日本からのお客様の受け入れとともに、現地の方向けの旅行
の取り扱いも増やすべく取り組んでいます。地域コミュニティ
の発展に貢献するとともに、世界の相互理解や地域活性化にも貢
献していきます。
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●海外拠点数の推移
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CS・ES管理本部
いい旅研究室
清野　泉

2014年度目標 海外拠点数を200拠点へ

香港支店

バンコク・スワンナプーム空港支店

ハワイで開催しているセーフティセミナー

GPSが搭載された新車トロリーバス（グアム）

運転中のドライバーからの
メッセージを提示

吊革とシートベルト付トロリー
（グアム）

安全バーが取り付けられた
トロリー（ホノルル）

リフト付バリアフリー対応の
トロリーも（グアム）

【グアム・ホノルル（ハワイ）の取り組み】
　「いい旅研究室」では、グアムで利用しているシレナ
トロリー全車両を新車に替えGPS機能を搭載しました。
ホノルルでは、運行するトロリーの車内に万一の急ブ
レーキ時の対策として安全バーを独自に取り付け、安
全に対する配慮を徹底しました。グアム同様、GPS機
能も搭載しています。
　また、ホノルルにおいては、オプショナルツアーで提
供している各種マリンスポーツの安全向上のため、ツ
アー関係者を集めてセーフティセミナーを開催していま
す。講師には現地の信頼の厚いコーストガード※を招聘、
海難事故を未然に防止するための対策を強化しています。
※沿岸警備隊やその隊員

　H.I.S.では、企画・販売・実施のすべ
てにおいて安全で安心してお客様がご旅
行をお楽しみいただけるよう取り組みを
行っています。お客様からいただいたア
ンケートや添乗員からの報告書に目を通
し、いただいたご意見をサービス提供機
関にいち早く伝え、改善に努めています。

そのために、詳細をうかがうなどお客様
へ連絡をさせていただくこともあります。

「いい旅」は旅行会社だけでつくれるもの
ではなくお客様と一緒につくりあげるも
のだと思っています。お客様の期待を上
回る旅を提供できるようこれからもたく
さんの声に耳を傾けてまいります。
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地域活性化と雇用創出
　H.I.S.は、海外拠点を通じて、その地域・国の経済活性
化や雇用の創出を実現。タイでは、日系企業就職人気
ランキング6位にランクインするなど着実に現地社会に
浸透してきています。今後はさらなる「ローカル化」を
追求し、拠点をさらに地域に根ざしたものとして育て、
現地における旅行事業を拡大していくことを目指します。
　そのためには、現地出身のマネージャーなど人材育成が急
務です。現地をよく知るからこそ魅力的な旅行商品の造成
ができ、地域経済への波及を拡大することもできます。現地
と日本での研修により、H.I.S.ならではの旅行商品の造成や
品質管理、安全管理などについて学ぶ機会を設けています。
　また、海外拠点の強化のためには、日本からの旅行者
の受け入れに過度に依存しないことが必要です。新たに
ロシアからチャーター機で直接グアムに向かう旅行商品

　世界的にも価値のあるバリ島の舞踊や音楽などの伝統文化の保存継承を支援する
ため、老芸術家たちへの支援を中心にさまざまなプロジェクトを展開しています。
その代表的なものに「影絵師シジャ師の哲学思想を伝えるDVDの製作」「プリアタ
ン村の伝統的レゴン舞踊の保存継承支援」「幻の古典舞踊ジョゲ・ピンギタンの後
継者育成」などがあります。

　スポーツも海外旅行も人に夢を与えるものという観点から、H.I.S.はスポーツチーム・
イベントへの協賛も積極的に実施。2013年度からは日本サッカー協会（JFA）が実施して
いる「JFAこころのプロジェクト　夢の教室（ユメセン）」に協賛し、家族旅行を楽しんで
いただくと同時に、ご家族で夢について考え、話しあう場を提供しています。
　ユメセンは、サッカーや他スポーツで活躍している現役・OB選手が「夢先生」として
教壇に立ち、「夢をもつことの素晴らしさ」や「その実現に向かって努力することの大切さ」
を子どもたちに伝えるイベントです。またイベント後には、参加者(保護者も含む)がシー
トに書いた自分の夢に、夢先生が自筆でコメントを書き込んで返してくれます。努力を重
ねて夢を実現した先生の励ましのコメントが、家族それぞれの夢を力強く後押しします。

　東日本大震災の発生以降、H.I.S.では、復興支援活動を
継続して展開しています。
　そのなかの1つ、被災地の高校生が企画・ガイドをし
た「がんばろう東北 福島応援ツアー」は、2013年春夏
に第一弾、秋冬に第二弾の計5回催行しました。
　このツアーの発案者は、いわき市の高校2年生、白石
春奈さん。2012年夏「TOMODACHIサマー2012ソフ
トバンク・リーダーシップ・プログラム」に参加し、ア
メリカでリーダーシップと地域貢献について学んできま
した。帰国後「観
光客を誘致してい
わきを盛り上げた
い」と同じいわき
市の高校生10人と

「TOMOTRA（ト

モトラ）＝Tomodachi 
Travel Agency」を設
立。その熱い思いに賛
同したH.I.S.と、地元産
業の「竹ちくわ作り」な
ど、いわき市の魅力を

体験できるバスツアー（1泊2日）を企画しました。ツ
アーでは全国から多くの参加者を得て、いわきの魅力を
伝えられました。今後も、観光で被災地が元気になる活
動を展開していきます。
　このほか、震災後から南三陸で復興活動を続けてきた

「NPO法人　バタフライ・エフェクト」との共同企画ツ
アーとして「今が旬のワカメ漁のお手伝いをして現地の
方々と交流し、“福興市”で旬の海の幸を食べよう！！」
というバスツアーを実施するなど、H.I.S.は幅広い復興支
援活動を展開しています。

東日本大震災の復興支援

COLUMN

サイパン

グアム
パラオセブ

台北

ハイナン島

マカオ
香港

青島

サンパウロ

リマ

厦門

日本

ウランバートル

マニラ

ビエンチャン
ルアンプラバン

ハノイ

大連北京
広州

上海

釜山

ウラジオストック
ソウル

済州島

成都

ダッカ
カトマンズ

デリー

モルディブ
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ダナン

ホーチミン

ケアンズ
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パペーテ

カンクン

オーランド

トロント

マイアミ

ラスベガス
ニューヨーク

ボストンシカゴシアトル

ウイスラー
バンクーバー

サンフランシスコ
ロサンゼルス

コスタメサ

サウスベイ

サンディエゴ
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マウイ
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ホノルル

メルボルン
オークランド

ブリスベン
ゴールドコースト

シラチャー
ペナン

クアラルンプール

パタヤ

バルセロナ

チューリッヒ

マドリッド
リスボン

ミラノ
ドバイ

パリ
ジュネーブ

アムステルダム
ブリュッセル

フランクフルト
コペンハーゲン

デュッセルドルフ

モスクワ

イスタンブール 
カッパドキア

フィレンツェ

ベルリン
ワルシャワ

プラハロンドン
ダブリン

ローマ
ベニス

ミュンヘン
ウィーン

ブラテスラヴァ
ブダペスト

オスロ

カイロ

ヤンゴン

54カ国
114都市
163拠点

海 外

287店舗
国 内

CSRの舞台はワールドワイド

H.I.S.では、国内と海外の拠点とが連携しあいながら、地域活性化や雇用創出、伝統文化支援など、
世界各地で社会貢献活動を積極的に行っています。

PICK
UP

を企画。ロシアの観光客は日本人に比べ長期の滞在とな
ることが多く、休暇の取得時期が日本とずれることから、
受け入れる国の観光事業の活性化にもつながります。
　H.I.S.では、こうした日本以外の国からダイレクトに訪問
する旅行商品を今後強化し、観光振興に貢献していきます。
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海外営業本部
営業戦略グループ

古川　裕之

海外拠点と一緒に成長していく
　H.I.S.は創業時、日本で限られた人し
か楽しむことができなかった海外旅行
を、より多くの人が自由な個人旅行スタ
イルで楽しめるものにつくりかえ、海外
旅行を身近なものに変えてきたと思いま
す。今私は、それを海外拠点で実行した

いと考えています。海外拠点を力強く育
て、そこから海外への旅行を増やす。も
ちろん、訪日の旅行も増やします。それ
は世界の観光産業、引いては世界の経済
の活性化につながる、大きなやりがいの
ある仕事だと思っています。

「TOMOTRA」の実行メンバー

ツアーをナビゲートする
「TOMOTRA」メンバーたち

世界の拠点とCSR活動

子どもの夢を育てる「夢の教室」

H.I.S.バリ伝統文化支援プロジェクト

［2013年度にH.I.S.が実施したスポーツチームへの協賛（一部）］
●東京ヤクルトスワローズキャンプ開催　7/31-8/1
・神宮球場に宿泊、野球教室開催
・スタジアムツアー（スタジアムの裏側、ロッカールームや練習場などを見学）
●横浜F・マリノス マッチデイ開催　7/13
・エスコートキッズ（子どもが選手と手をつないで入場）
・スタジアムツアー（スタジアムの裏側、ロッカールームや練習場などを見学）
●その他の協賛
・東京ヤクルトスワローズ マッチデイ（冠試合）1回
・千葉ロッテマリーンズ マッチデイ（冠試合）1回

ケニアの現地スタッフ

第1回　城 彰二さん

第2回　水沼 貴史さん
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イアンスも含む業務上の問題の指摘等が可能なシステム
です。提言・質問には、該当部署からの回答が返信され
ると同時に、必要な業務改善が図られます。
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ISO26000　7つの中核主題に基づく報告h

人権
あらゆる差別を排して、人権を尊重した
企業経営を進めています

04

H.I.S.は、企業活動のあらゆる場において、人権を尊重し、人種や国籍、性別、年齢、信条や宗教、また障
がいの有無などを理由とした差別を排し、公正で明るい職場環境の維持に注力しています。人権にはさまざ
まな課題がありますが、H.I.S.では、人権を尊重した職場環境づくりを最優先課題として取り組んでいます。

いい職場推進室人権を尊重した職場環境づくり

「ドリームプロジェクト」「三行提報」の運用

　私たちは礼節、謙譲を大切にし、また個を大切に良きコミュ
ニケーションを常に保つよう努めています。さらに、企業行動
憲章の１つとして「快適で安全な職場環境の確保」を謳い、「社員
の人格や個性を尊重しあい、公私のけじめをつけ、公正な職場
秩序の維持を図り、他人に不快感を与えるような行為をなくし
て、いつも清潔で安全な、明るく元気で生き生きとした、働き
やすい豊かな職場環境づくりを目指します」と宣言しています。
　2003年7月には社外通報窓口「さわやかホットライン」を設置
して、人権侵害を含むコンプライアンス違反行為の発見と解決
に努めています。
　また、障がい者雇用にも積極的に取り組む立場から、障が
い者の方々が活躍できる業務を集約した事業所として「御殿場
サポートセンター」を開設。2013年4月からは、旅行日程表の
作成を受け持つ「熊谷ギブアウェイセンター」を設置し、採用
された障がい者の方は、パソコン入力や封入作業などに従事
しています。今後も業務内容の多様化や取り扱い業務量の増加
に努めるなどして、障がい者雇用の機会拡大を積極的に推進
します。

　H.I.S.は、スタッフにとって働きやすい環境を整えるため
に、2013年夏に「ドリームプロジェクト」を導入しました。
　このプロジェクトは、繁忙期の営業活動を支援するた
め、店舗からの要求に応じて、すでに業務経験があり即
戦力となるサポートスタッフを派遣するものです。これ
により、現場業務の繁忙が解消に向かい、残業の軽減や
休暇取得の促進、より正確で効率の良い接客業務の実現
が可能になります。現在は関東地区のみの運用ですが、
できるだけ早い時期に全国で展開予定です。
　また、国内外の拠点で、スタッフがどのように活躍し
ているか、その姿を“見える化”することを目的に、社内
ポータルサイトに専用ページを設けました。
　コメント付きでスタッフの写真を大きく掲載し、どこで
誰が、どんなことを考えながら活躍しているのか。普段は 
知ることができないその姿を、サイトを通して共有し、
働きがいを身近に感じることができるようにしています。
　営業日報システム内のコミュニケーションツール、「三
行提報」も引き続き全社で運用しています。これは、スタ
ッフの誰もが、いつでも改善提案や新規提案、コンプラ

　生き生きと、そして長く働ける職
場にしていくこと、それがここに着任
した私の使命です。今までの10倍ス
タッフの声を聞き、そして迅速に改善
を進めます。H.I.S.は特に女性が活躍
している職場です。旅行業はサービ

ス業であり、お客様の立場に立てば、
女性ならではの心づかいは大切な要
素。結婚や出産、育児など、仕事と
の両立が難しい場面もありますが、周
囲の理解と制度の充実で、長く働ける
職場にしていきます。

CS・ES管理本部
いい職場推進室

大谷 千秋

PICK
UP

成果と目標

「さわやかホットライン」における人権関連相談の比率
　H.I.S.では、適正な業務確保のための内部統制システム構築の一
環として、社外通報窓口「さわやかホットライン」を設置し、倫理
コンプライアンス違反の早期自浄の体制を整えています。毎年平
均、約20件の通報が寄せられており、2013年度は昨年同様、19
件でした。相談内容のうち“パワハラ”をはじめとする人権関連相
談の比率は、2013年は36.4%と低減しています。2014年度も、
さらなる低減を目標として、さらに対策を強化していきます。

●さわやかホットラインにおける人権に関する相談比率

●障がい者雇用率

御殿場サポートセンターでのシール貼り 熊谷ギブアウェイセンターでの 
日程表作成風景

スタッフの活躍の“見える化”を図るポータルサイト専用ページ

人権関連相談件数比率の低減2014年度目標

誰もが生き生きと働ける職場に

　「いい職場推進室」は、H.I.S.全スタッフの満足度
向上を実現するための組織として、CS・ES管理本部の
もとに設置されました。

〈主な取り組み〉
●「ドリームプロジェクト」を通じた繁忙期の営業支援
●社内ポータルサイトによる“働きがいの見える化”
●「三行提報」の運営・管理と改善事項の発信・共有
●社員意識調査の実施とそれに基づく改善策の検討
●休暇取得促進や社員割引制度の改定・運用
● 残業過多店舗及びスタッフへの抑制・注意喚起・

　働きかけ
●表彰制度の起案・運営（社長賞表彰等）
●インセンティブ旅行の企画・実施
● 店舗巡回による現場スタッフからの意見の吸い上げ・

状況確認

　2014年度は、職場環境の現状把握とその改善の
サイクルをさらにスピードアップしていく予定です。
また、スタッフミーティングの回数を増やすなど、ス
タッフの声を「いい職場推進室」に届きやすくする体制
を整えています。
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ISO26000　7つの中核主題に基づく報告h

労働慣行
誰もが能力を発揮でき、働きがいのある
職場環境を目指しています

05

H.I.S.では、すべてのスタッフがその個性と能力を存分に発揮できる職場環境づくりを積極的に推進し、
グローバルに活躍できる人材の育成に力を注いでいます。

労働環境
　働きやすい豊かな職場環境の創造と、一人ひとりに
対する公平な成長の機会の提供は、企業としての大き
な使命です。
　有給休暇の取得については、取得率が約40％程度と
低迷していることを真摯に受け止め、取得促進に向け
た施策を強化しました。その１つとして、表彰制度に
海外インセンティブ旅行を連動させ、有給休暇取得の
新たな機会としました。シーズンオフ期には最大14日
間取得可能な連続休暇制度の利用促進、さらに夏休み
に有給休暇を付与し、ピーク期の夏季でも10日前後の
長期休暇取得を可能としています。
　2012年度から取り組みを始めた半日有給休暇制度
では、取得者が増加し、スタート当初は毎月200名前
後が利用していましたが、2013年5月以降は、毎月
350名前後が利用しています。
　残業時間の削減については、各部署の上長宛に、個
人別の「当月累計・直近１カ月合計」の残業時間を提

示し、他部署の数値も参考として示しながら、削減の
方策を具体的に求めています。

　国内でも横から英語が聞こえてきたり、
英訳した書類が必要になるなど、業務の
中でグローバル化の波を実感しているこ
とと思います。人事本部でも、海外研修
や英語学習、外国人スタッフの日本への
招聘や交流の機会の創出など、グローバ

ルに活躍する人材の育成に資する施策を
考えています。制度を有効に利用してぜ
ひ海外に羽ばたいてください。一人ひと
りの成長がお客様に提供するサービスの
質の向上につながり、ひいてはH.I.S.の成
長の大きな推進力になると思います。

人材育成

子育て支援
　多くの女性スタッフが活躍するH.I.S.では、ワーキングマザーを
支援する制度を充実させています。
　「ママパパチョイス」では、育児休暇は通常の１年間に加えてさ
らに１年間延長することが可能です（正社員勤続3年以上）。短時
間勤務制度では、小学校入学年の4月30日までと、一般の取得
期間より大幅に長期間としています。さらに、出産後もフルタイ
ムで働く人のために延長保育代やベビーシッター代の補助を行
い、第3子、第4子を育てているスタッフ支援のため、18歳未満
の第3子には月額5千円、第4子には月額5万円（年間最大66万円）
を支給する「HAPPY66」制度も設けています。
　このように、H.I.S.は「次世代育成支援対策法」に基づき育児支
援制度の充実に取り組み、「子育てサポート企業」として次世代
認定マーク「くるみんマーク」の取得を目指します。
　現在、出産後も育児をしながら多くの女性スタッフが継続して
活躍。現在の女性管理職比率は16.77％と、一般的な水準より高
い比率になっています（管理職の定義は当社基準による）。

社員が働きやすい環境を整備
管理職の16.77％が女性!

●ママパパチョイス
□１年の育児休業期間を最長2年まで延長
　（理由不問・正社員勤続３年以上）
□育児短時間勤務は小学校入学年の４月30日まで
□フルタイムで働く場合には、延長保育やベビーシッター代を補助
□18歳未満の第3子には月額5千円、第4子には月額5万円
　（年間最大66万円）を支給

●表彰制度
主な表彰制度は社長賞とベリーポイント。ベリーポイントは、ピー
ク時の営業成績や業務に対する姿勢等についてポイント化で評価す
るもの。これらにより職場の活性化を図り、業績向上を実現する。
副賞に海外インセンティブ旅行を設定。知見を広げ、より新鮮な渡
航先情報をお客様に提供できるようにする。

●「社員意識調査」でも高い評価
現在H.I.S.では全スタッフの半数以上が女性で、さまざまな業務で活
躍中。今回の「社員意識調査」でも、「性別による差別はなく正当に
扱われている」という回答が全体の73.17％と、高い数字を示した。
管理職に就く女性スタッフは190名、全管理職1,133名の約16.77％
を占めている（管理職の定義は当社基準による）。

人事本部
人事グループ 人財開発チーム

信夫 ふみ

●資格取得者数（累計）の推移

●有給休暇取得日数の推移

成果と目標

社員意識調査における「働きがい」について
　H.I.S.では従業員満足(ES)の動向を的確に把握し、改善に役立
てるために、定期的に50項目以上における社員意識調査を実施
しています。2013年の調査では、「働きがいがある」という回答
が60%となり、1.34ポイント改善しています。
　2014年度以降も引き続き、中期目標である上記「働きがい」
に対する評価80％を目指します。

●社員意識調査の推移
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※2011年度は、東日本大震災のため、特別に有給休暇を付与しています
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デスティネーション・スペシャリスト資格取得者数（人）

ワークライフバランスの推進
（中期目標：「働きがい」80％）2014年度目標

一人ひとりの成長が企業の力に

　H.I.S.では、全スタッフに対して、自己啓発と成長のための
機会を提供することを基本方針としています。　
　階層別の幅広い研修プログラムや、業界が認定する国や地域
のスペシャリスト「デスティネーション・スペシャリスト」の資格
取得を支援する報奨金制度などを設定。
　自分の可能性や業務の幅を広げるために、研修制度の充実も
図っています。1つは「サブ添乗研修」。添乗員付きツアーに同行
し添乗業務を学ぶとともに、自社のツアー商品を熟知すること
で、お客様のニーズを理解します。2013年11月には8名が参加。
2つ目は「海外業務研修」。海外支店で2週間、支店の業務を
経験します。いずれも、販売知識を蓄積しサービスを向上させ
ると同時に、将来のキャリアパスにもつながります。
　今後の成長に向けて、グローバル人財の育成にも力を入れて
います。自己啓発支援のため、パソコンで英語力測定ができる

CASECを全社員対象に導入しました。海外短期語学研修の
支援も行っています。さらに、国内のインターンシップに外国の
学生を長期で受け入れ、これまでにドイツやフランスなどから
8名の学生が参加しています。今後も多言語でのコミュニケー
ションを促進し、グローバルな職場環境づくりを進めます。

45

50

55

60

65

2010

63.67

60.01

50.62

52.00

58.67

51.04

働きがいがある

平均得点※

※社員意識調査全項目の平均得点
20132012 （年度）

回答率（%）
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ISO26000　7つの中核主題に基づく報告h

公正な事業慣行
企業行動憲章に基づき、
世界で公正な事業運営を推進しています
H.I.S.では、法令、社会規範、倫理の遵守徹底を目指して、「企業行動憲章」を定めています。さらにその原則
をグローバルに貫くため、海外拠点でもサプライヤーへ必要な教育研修、点検・指導業務を行っています。

公正な取引関係の確立

いい旅研究室

バリューチェーンへの働きかけ

　「企業行動憲章」は、その第2の原則として「公正・透明・
自由な取引」を掲げ、次のように明記しています。
　「お客様に旅行商品を販売しサービスを提供する時にも、
必要とする商品を仕入れ物品を購入しサービスの提供を受
ける時にも、不健全な商慣習には毅然とした姿勢で臨み、
公正で透明かつ自由な取引を行います」。
　私たちは、この行動原則の全スタッフへの周知徹底こそ、
公正な事業慣行の実現の基本であると考えています。独自
の品質管理基準とともに、コンプライアンス教育・研修を
通して徹底を図り、あらゆる国・地域で形成される取引
関係が常に健全なものであるように努めています。

　H.I.S.が担う旅行事業においては、出発地における旅行
商品の造成・販売に多くのスタッフ、事業者が関わるだけ
でなく、訪問先においても、バス会社やホテル、レストラ
ン、ドライバー、ガイドなど、多くの事業者が関わります。
お客様により高いサービス・価値を提供するために、こう
したスタッフ・関係者に対して、日本国内と同様の法令、
社会規範、倫理周知のための研修を行っています。日本
が運用している旅行業法や約款は世界でも例を見ない厳
格なものです。私たちは、そのレベルを基準として、さ

　「お客様の旅は、行きたいと思った時か
ら始まっている」私はそう思っています。相
談を承る際には、気持ち良くお迎えする
のはもちろん、その相談が旅のワクワク
感をどんどん高めていくようなものでなけ
ればならないと考えます。「覆面調査」の
実施により、外部機関の調査においても

H.I.S.のサービスは安定してきているとの
評価も受けました。お客様によりご満足
いただけるような接客を目指し「覆面調査」
は継続してまいります。今後は調査結果
をさらに有効に活用し、H.I.S.の接客を
もっとすばらしいものにレベルアップさせる
ことが私の使命であると考えております。

CS・ES管理本部
いい旅研究室
坪　隆之

らに、H.I.S.の企業行動憲章の基本原則も満たすレベルを
全海外拠点でも定着させることを目指しています。そのた
め、具体的な事業場面別に整理した事例集やロールプレイ
ングなども駆使して、定期的に研修や、人権に配慮した雇
用や経営を進めているかどうかの調査を実施しています。
また、旅の安全や安心の根幹に関わるバスの運行や宿泊ホ
テルについては、立ち入り調査をはじめ、チェックリスト
に基づく点検、さらに、現地及び日本でのチェック体制を
構築し、厳格かつ公正に協力事業者を選定しています。

　「いい旅研究室」は「お客様相談室」「いい職場推進
室」とともに、CS・ES管理本部のもとで、旅行商品
の品質向上のために活動しています。
　具体的にはまず、お客様の声にしっかりと耳を傾
け、お客様の視線で旅行商品の内容をチェックする
ため、お客様相談室同様に、寄せられたアンケート
はがきやWebアンケートに目を通し、具体的な改良
点を見つけていきます。また、年間約1,000件に上る
覆面調査を国内各店舗の窓口で実施し、サービスス
タンダードの各項目がどのように実行されているかを
チェックしています。この調査結果は各店舗にフィー
ドバックされ、サービスの質の向上を図っています。
　ツアーの安全・安心の確保やサービスに関わるこ
とについても、問題点の洗い出しと対策を進めてい
ます。その改良が商品の企画や造成そのものに関わ
る時は、担当部署にも検討を要請し、共同で解決を
図っています。
　こうした品質向上の具体的な取り組みはH.I.S.だけ
で実現できるものではありません。バリューチェーン

に働きかけ共同で
推進しています。
そのため独自の
品質管理基準を
設定し、バス会社、
ホテル、現地手配
会社・ガイドなど
への周知徹底のため、詳細なマニュアルの作成や
研修、説明会などを実施しています。マニュアルは
約40ページからなり、半年ごとに内容を更新・追加
し、海外支店長に対しては年に１回、その他、取引
業者や現地の手配会社に対しては、年２回の定期
研修を行っています。
　また「いい旅研究室」のスタッフが直接現地に赴
き、運行を委託しているバス会社への立ち入り調査
やホテルのチェック、オプショナルツアーで利用す
るバスや鉄道などの移動手段や宿泊施設、さらには
お土産店などのチェックを行い、現地の責任者とお
客様満足の向上に努めています。

PICK
UP

成果と目標

06

引き続き年2回の定期研修を実施2014年度目標

　2003年に下請法（正式名称：下請代金支払遅延等防止法）
が改正され、規制対象が役務提供にも拡大されたことから、
旅行業にも下請法が適用されることになりました。ケースに
よっては適用の有無の判断が難しいことから、社内のイン
トラネットに法務チームのポータルサイトを開設し、旅行業
に特化した説明を掲載しま
した。下請法の解説、Ｑ
＆Ａ、さらに違反していな
いかどうかを判定する簡
易チェックリストの三部構
成となっています。

周知・徹底／研修・説明会

企業行動憲章と
独自の品質管理基準

H.I.S.海外拠点／ツアー造成関係者
現地手配会社／バス会社／ホテル等

旅は「行きたい！」と思った時から始まっている

お取引先への研修

取引先に対する研修の実施
　旅行商品の造成と実施にあたっては、H.I.S.の海外拠点
や商品造成関係者、現地の旅行手配会社、さらにホテルや
レストラン、バス会社など多くの事業者が関わります。私
たちは「企業行動憲章」に基づく行動原則をグローバルな
基準として周知徹底し、公正な取引関係を確立・維持する
ために、定期的な研修を行っています。

法務チームのポータルサイト
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227

256
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2012 2013 （年度）

●国内における取引先研修年間社数実績（のべ社数）
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ISO26000　7つの中核主題に基づく報告

環境
旅を通して環境や地域問題への

“気付き”や“思い”を育てています

環境未来都市を目指すハウステンボス07

H.I.S.では、持続可能な社会の確立を目指し、地球環境への“気付き”と“思い”を育むさまざまな「エコ
ツアー」を実施しています。同時に、企業活動のあらゆる場面で環境保全に努めています。

さまざまな実験や検証の場をつくるという挑戦に、東京大学 生産技術研究所の野城・川添・馬郡
研究室やハウスメーカーなどの協賛企業が連携し、敷地内に新しいスマートハウスが完成しまし
た。太陽光や風力などの自然エネルギーで、消費電力のほぼすべてをまかなう「未来型住宅」です。

1000年の街を目指すハウステンボスが新たに取り組む
プロジェクト、2015年4月オープン予定の ｢スマートホ
テル｣。自動化やロボット化によって世界最高の生産性を
目指すと同時に、積極的な再生エネルギーの活用でラン
ニングコストを極限まで抑えた次世代のホテルです。

温室効果ガス（CO2）の削減
　旅行事業は、世界の多様な文化や豊かな自然との出会いの
機会を提供する事業です。特に、世界各地で環境保全が喫緊
の課題となっている今、私たちは旅行を通して多くの人々に環
境問題の深刻さとその保全の必要性を訴えるため、さまざま
な「エコツアー」を企画。また、旅行に伴って発生するCO2を
オフセット（相殺）する「カーボンオフセット」のしくみを2012年
10月からスタート。エコツアー参加者の10％近い方から申し込
みをいただいています。この「カーボンオフセット」については、
環境省の「被災地産J-VER（オフセット・クレジット）等を活用し
たカーボンオフセット認証取得に係る事業者支援事業」への参

COLUMN

スマートハウスが完成

「スマートホテル」の設計がスタート
加を申請し、旅行会社として初めて採択されました。これは、
H.I.S.東北復興支援バスツアー事業が旅行中に排出するCO2を、
訪問地である被災地産のクレジットを用いオフセットする取り
組みです。ツアーを通じての直接の支援に加え、この取り組み
をホームページやブログで紹
介することにより、一般消費
者の意識を改めて被災地に誘
導し、またカーボンオフセット
の普及促進にもつなげること
ができました。

成果と目標

カーボンオフセット
　2012年10月に始めた「カーボンオフセット」協力の呼びか
けによる成果は、同年11月～2013年10月までの１年間で、
オフセット実績.60.674t-CO2、エコツアー総取扱人数に対す
る利用者数比率9.6％となりました。次年度は、これまでのイ
ンドのバイオマス開発に利用されるクレジットに加え、東北
復興支援や地域振興を目的としたツアーにおいて、訪問地の
環境保全や再生可能エネルギーの開発に寄与するクレジット
を活用したカーボンオフセット※を増やしていきます。

h

オフセット量　100t-CO2
エコツアー総取扱人数に対する利用者数比率　15％2014年度目標
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w 　エコツアーは、驚きや発見にあふ
れ、新しいコミュニティの創造につな
がる、新しい旅の形です。そのコミュ
ニティは「出入り自由な学校」のよう
なもので、日常に新しい視点を導き、
生活を多面的に豊かにしてくれます。

エコツアーは帰ってきてからも楽しい
旅です。帰国後の集まりは、その旅に
は行かなかったけれど次は行きたい
という人も参加してくれます。旅を新
しいコミュニティとしてご提供する、
それが私の仕事です。

エコ・スタディツアーデスク
鮫島　卓

旅をコミュニティとしてご提供したい

被災地産J-VER等を活用したカーボン
オフセット認証ラベル

●カーボンオフセット実績

■建物を循環する冷温水で冷暖房
　スマートハウスは、鉄骨と木材を組みあわせたハイブリッド構造の平屋です。
この住まいでは、エアコンではなく輻射冷暖房という、冷温水の流れる金属パネ
ルを利用して室内環境を快適にしています。またこのシステムは建物の構造体と
しても利用されています。
■基本的性能を“見える化”
　太陽光発電・風力発電によってつくられる電気エネルギーの見える化はもちろ
ん、住んでいる人の暮らしがどれだけ快適なのかという観点を大切に、住宅に必
要な基本的性能を“見える化”しています。
■暮らしの快適性も検証
　太陽光発電・風力発電等、さまざまな未来のエネルギーを搭載・実験していま
す。その中でも現在、実用実験の段階ではありますが、磁力発電は画期的な発明
です。磁力発電とは、強力な永久磁石の吸引力と反発力を使い発電機を回すシス
テム。完全にクリーンで、半永久的に使用できる、まさに未来のエネルギーです。

■地域の技術や材料を活用した客室ユニット
　客室には、地域の技術や材料を積極的に活用。佐世保の造船業
とともに発達した鉄構技術や国産材を中心とした木材の積極的な
活用により、ハウステンボスならではの地域性を有する客室の建
築を目指します。また、この客室は基準寸法として建築され、世界中で展開可能なホテルのシステムを構築します。
■再生可能エネルギーの活用
　スマートハウスでの実験結果を活用し、太陽光発電や太陽熱パネルをはじめとするさまざまな未来のエネル
ギーを搭載する予定です。建設する敷地によって、活用できる自然エネルギーの種類も効率も変わってきます。
その条件に応じて敷地に適合した高効率なホテルを目指します。
■ロボティクスを導入した新しい「おもてなし」
　ロボットによるサービスを積極的に導入します。それによりホテル運営において大きなウェイトを占める人件
費を大幅に削減することが可能となります。しかしこの試みは単なるコストカットを目標とするのではなく、ロ
ボットによる次世代のサービスのあり方を模索するものでもあります。

※環境省「オフセット・クレジット（J-VER）制度」URL
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset/j-ver.html
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h事業概況と価値分配

企業概要

業績情報
■売上高の推移（連結）

■経常利益の推移（連結）■事業別売上構成比（2013年度）

■営業利益の推移（連結）

■当期純利益の推移

事業概要

ステークホルダーへの価値分配 寄付活動について

海外114都市163拠点、国内287店舗のネットワークを駆使し、旅行事業を中心にテーマパーク事業、
ホテル事業を展開。今後も顧客満足を追求し、競争力のある商品・サービスを提供していきます。

事業活動を通じて得られた収益（売上高ー売上原
価）から、販売費、一般管理費、営業外費用など
を差し引いた付加価値は、ステークホルダーの皆
様に以下の通り分配しています。

H.I.S.は、寄付活動を社会的責任の1つと考えて実
施しています。2013年度の寄付実績は以下の通
りです。

Sales by segment

名 称 株式会社エイチ・アイ・エス
（東証1部：会社コード 9603）

登 録 番 号 観光庁長官登録旅行業第724号
資 本 金 6,882百万円（2013年10月31日現在）
設 立 1980年12月19日

本 社 〒163-6029 東京都新宿区西新宿6-8-1 
新宿オークタワー29階

売 上 高 4,794億円（2013年10月期連結業績）

従 業 員 数 11,776名
（グループ全体　2013年10月31日現在）

加 盟 団 体 日本旅行業協会（JATA）
国際航空運送協会（IATA）

取 引 銀 行 三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行
東京都民銀行 その他

関 係 会 社

【旅行事業】
株式会社オリオンツアー
H.I.S. INTERNATIONAL TOURS(NY) INC. 
他63社

【ホテル事業】
THE WATERMARK HOTEL GROUP PTY. LTD.　
他9社

【テーマパーク事業】
ハウステンボス株式会社　他4社

【その他】 
九州産業交通ホールディングス株式会社 他22社

役　　員

代表取締役会長 澤田 秀雄

代表取締役社長 平林 　朗

常務取締役 楠原 成基

常務取締役 髙木 　潔

取締役 和田 　光

取締役 中森 達也

取締役 中谷 　茂

取締役 相談役 行方 一正

取締役 平田 雅彦

常勤監査役 三上 幹夫

監査役 梅田 常和

監査役 山本 　克

執行役員 ハック アザドゥル　　髙野 　清　　

◆旅行事業 89.9% 
日本発海外旅行や日本国内旅行
に加え、海外における旅行事業も
強化しています。豊富なサービス
とラインナップで、お客様一人ひ
とりにぴったりの旅をご提案して
います。

◆テーマパーク事業 4.1%
自然との共生がテーマのテーマ
パーク「ハウステンボス」を運営し
ています。東洋一美しい観光ビジ
ネス都市を目指し、さまざまな取
り組みにチャレンジしています。

◆ホテル事業 0.8% 
オーストラリアのゴールドコースト、
ブリスベン、そして札幌と長崎、グ
アムでホテルを運営しています。

◆九州産交グループ 5.2%
九州産業交通ホールディングス株
式会社は、熊本県を中心に、地域
に密着した路線バス事業、高速
バス事業、国内・海外旅行事業、
ホテル・レストラン事業などを展開
しています。

H.I.S.はお客様、地域コミュニティ、社員とのきずなを深め、世界の文化遺産や自然・環境の保全
を大切にしながら、持続可能な発展を目指しています。それが株主様、投資家様の期待にも沿う最
も確実な道だと信じているからです。

経営状況とステークホルダーへの価値分配

ステークホルダー 金額（百万円） 内容

株主 1,102 配当金

社員 28,105 給料・賃金、賞与、
退職給付費用の総額

債権者（金融機関） 146 支払利息

行政機関（国、自治体） 3,586 法人税・住民税・事業
税等の納税総額

企業（内部留保） 7,698 剰余金の増加額

項目 金額（百万円）

文化・芸術 52

国際交流・協力 24

教育・社会教育 15

スポーツ 2

地域社会の活動 2

その他 2

合計 100
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※取締役平田雅彦氏は社外取締役です
※監査役梅田常和氏及び山本克氏は社外監査役です
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1：大規模太陽光発電を可能にするソーラーパネル　2：場内の汚水処理を担う下水処理場　3：地下に張り巡らされたインフラ動脈の共同溝　4：太陽電池を場内10カ所に設置

hグループ会社

グループ各社の取り組み
H.I.S.グループ各社でも、旅行関連事業を担う企業としてCSR経営の強化を図っています。ハウステンボス
では、太陽光発電など環境に配慮した最先端の設備群を設置、オリオンツアーでは久米島へのツアー催行に
よる地域活性化に貢献、九州産業交通でも地域に根ざしたボランティア活動を積極的に進めています。

ハウステンボス株式会社

株式会社オリオンツアー

九州産業交通ホールディングス株式会社

東京交響楽団

「次世代エネルギーパーク」としてさまざまな取り組みを進めています

久米島観光の振興を図り、地域経済の発展に貢献しています

地域に根ざした企業グループとして、地域と連携した社会活動に取り組んでいます

コージェネレーションシステム

長崎次世代エネルギーパークテーマ館

1 2

3

4

久米島の美しい海岸

　株式会社オリオンツアーは、日本国内各地へのさまざま
なツアーを企画しています。中でも沖縄県の離島の1つ、久
米島の観光を強化。2013年4－9月期には羽田－久米島直行
便、那覇－久米島便のトータルの取り扱いで業界１位になる
など、実績を重ねています。
　久米島には、沖縄の原風景とでも言うべき素朴な自然が
残っています。「日本の渚100選」に入るイーフビーチや、
360度が海という、ほかに類をみない景観が楽しめる「はて
の浜」など、訪問者を魅了してやまないスポットが数多く
存在します。他の離島と比べて知名度が低いことが難点で

　九州産業交通ホールディングス株式会社は、熊本県を中心
に、地域に密着した路線バス事業、高速バス事業、国内・
海外旅行事業、ホテル・レストラン事業などを展開しています。
　その業務の多くが、住民の皆様の暮らしとの結びつきが
強く、地域社会・経済の発展の基礎となることから「顧客
本位のサービスを提供することにより、地域とともに繁栄
し、社会の発展に貢献する」ことを企業理念として掲げ、
各種事業に取り組んでいます。
　地域の一員として、日常的にさまざまなボランティア活動
も展開しており、「熊本市ふれあい美化ボランティア」活動
の一環とした熊本交通センター近隣公園の清掃（隔月）を
はじめとして、月１回の西部車庫周辺の清掃、年１回の国道
沿線の清掃活動を実施しています。
　また、九州産交ランドマーク株式会社では、地域行事「みず

　ハウステンボスは、国が認定する「次世代エネルギー
パーク」として、さまざまな取り組みを進めています。
その1つが、パーク内でエネルギーの供給、消費が完結
する「地産地消のクローズドシステム」です。900kw
の大規模太陽光発電を設置し、また天然ガスによる発電
では、発生する熱を有効利用して冷暖房に使用するコー
ジェネレーションシステムを採用しています。さらに、
ハウステンボス内で発生する生ゴミ（約1トン／日）は
100％コンポスト（堆肥）処理し、場内のガーデンなど
で再利用。下水も行政基準値である20ppmをはるかに
下回る5ppm以下まで浄化して散水やトイレの洗浄水な

どに再利用しています。
　場内の「長崎次世代エ
ネルギーパークテーマ
館」では、パネルや映像
を使って次世代エネル
ギーへの取り組みを紹

あったことから、オリオンツアーは夏のイベントツアー企画
を含め、年間を通して訪問されるお客様の増加に努めてき
ました。そして、観光振興だけでなく、島の特産品の紹介
にも力を入れ、総合的に久米島の活性化を支えています。
　また、そのほかの沖縄
離島についても積極的に
イベントを企画し、島の
魅力の周知、地域経済
の発展に取り組んでい
ます。

あかり」設営ボランティアとして、毎年、竹灯篭の製作・
設置への参加のほか、九州産交バス株式会社では熊本市
主催で行われる小学生を対象とした路線バスの乗り方教室
の「出前講座」を年に1～2回実施するとともに、県内小学
校にて独自の講座を毎年開催しています。
　九州産交ツーリズム株式会社では、学生の就業体験と
してのインターンシップを積極的に受け入れ、各職場の業務
を体験していただいており
ます。
　今後も、より積極的に
地域社会とのコミュニケー
ションを深め、地域の繁栄
及び社会の発展に貢献し
てまいります。

介。また佐世保市の「ふ
るさと文化・環境発見
事業」の一環として、市
内すべての公立小学校4
年生を対象にした『ハウ
ステンボス環境体験学
習』を継続して実施しています。第12回目となる2013
年度は、市内43校から約2,350名が参加。環境設備見
学、場内の生き物や自然の観察学習「長崎次世代エネル
ギーパークテーマ館」の見学を行いました。
　また本年度は、スマートハウスも竣工（P25参照）、
遊休地を活用した新規の太陽光発電事業（2.1メガワッ
ト規模）への参入も計画中で、自然環境にやさしい再
生可能エネルギーの最大活用を企図した取り組みをさ
らに強化していきます。ハウステンボスは、環境保全
企業としても、日本のリーディングカンパニーを目指
します。

H.I.S.グループは、ツーリズムを通じて世界平和や相互理解の促進
を企業理念に掲げ、音楽や芸術などの文化交流にも積極的に取り
組んでいます。2012年9月、H.I.S.会長澤田秀雄が理事長として
就任した公益財団法人東京交響楽団も、音楽教室やチャリティ
コンサートなど、教育や地域活動を中心としたコンサートを積極的に実施し、幅広い世代の方々と文化交流を行って
います。澤田は「さまざまな文化の交流こそが世界の平和に貢献できる最大の原動力。既成概念にとらわれない、皆様
へ親しみのある新しい形のコンサートを提案し世界で活躍していきたい」とその抱負を語っています。

路線バスの乗り方教室の「出前講座」
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　昨年に引き続きCSRレ
ポートを読ませていただき
ました。まず、本レポート
が全社員に配布され、本社
ならびに営業所において、
訪れたすべての方々が自由
に手に取り、持ち帰ること
ができるように配慮されて
いるとのこと、すばらしい
取り組みです。企業がその
社会的な使命や責任をど
のように考え、どういう方

向で果たそうとしているのか、その全体像は消費者に
とって、また社員の皆さんにとっても見えづらい面が
あります。その点をCSRレポートの活用によって打開
しようとされている意図がうかがえました。
　さて、今年の誌面ですが、冒頭の「会長挨拶」など
から、ハウステンボスの再建が達成され、かつてない
賑わいが生まれているだけでなく、今後のエネルギー
事情や地球環境に配慮した「スマートハウス」「スマー
トホテル」へのユニークな取り組みが進んでいること
を知りました。ハウステンボスを貴社が見事に立て直
され、地域経済・雇用を支えたのみならず、ここを拠
点に持続可能な発展を可能にする社会づくりへの新た
な取り組みを進められていることに敬意を表したいと

H.I.S.のCSRレポートを拝読して

第三者意見をうけて

公益社団法人
日本消費生活アドバイザー・

コンサルタント協会
常任顧問

辰巳 菊子様

第三者意見 h

ISO26000 中核主題対照表 今後さらにCSRを推進し質の高いCSRレポートを
作成するため、2013年12月11日に辰巳様を交えた
ミニダイアログを開催しました。以下の第三者意見
及び担当役員コメントは、ミニダイアログをもとに作成
しました。

思います。もっと多くの人に、この実績と将来への展
望を伝えていただきたいと強く感じました。
　また、「特集」ではユニークな旅行をさまざまな切
り口で展開されています。特に途上国の開発事業や教
育・福祉支援の現場を訪ねるものは貴重な企画です。
今後ともぜひ継続し拡大していただきたいと思います。
　さらに、タイやインドネシアにおいて拠点を拡大し
ながら、その国の人々がもっと旅行を楽しめるよう
に、貴社のきめ細かなノウハウを伝え、現地の人の雇
用と育成によってそれを実現しています。現地の人に
歓迎されながら、ともに旅行業を育てていくという活
動は、CSR活動の1つとして高く評価できます。
　消費者課題の報告として、「お客様相談室」からは

「苦情件数」の減少の報告がありました。それ自体は
評価できますが、別途、「いい旅研究室」では、「お客
様相談室」との連携のもと、商品の研究開発を進めて
おられる報告がありました。この連携こそ重要であ
り、さらにバリューチェーンにも働きかけているのは、
消費者とのコミュニケーションの発展型として、非常
に価値ある活動です。報告のページが離れてしまった
のは残念です。
　本レポートを拝読し、旅行業が果たす大きな役割に
期待する思いを強くしています。皆様のご健闘を願っ
ています。

　H.I.S.のCSR活動は、H.I.S.の企業理念を具
体的な事業活動を通じて実現していくこと
です。新しいことにチャレンジし社会に変
革を起こしながら、ツーリズムを通じワク
ワクと感動を提供していける会社を目指し
ています。そのためには、顧客志向、従業
員満足度の向上、地域社会との共生を達成
しつつ、高い収益性と、より付加価値の高
い商品・サービスを提供し、社会的価値あ

る会社を目指します。辰巳様より「消費者
とのコミュニケーションを大切にし、お客
様の意見を経営に反映してほしい」というお
話をいただきました。今後は、お客様、従
業員をはじめとするさまざまなステーク
ホルダーとの対話に一層力を入れていき
たいと思います。私たちは、常に謙虚に意
見を聞く姿勢を忘れず、H.I.S.を進化・発展
させていきたいと思います。

中核主題 課題 取り組み項目 掲載ページ

組織統治

トップコミットメント P.4～5
H.I.S.企業理念 P.9
CSRマネジメント P.9～10
コーポレート・ガバナンス P.11

人権

デューディリジェンス 「さわやかホットライン」「三行提報」の運用 P.18～19
人権に関する危機的状況
加担の回避
苦情解決 さわやかホットライン P.18
差別及び社会的弱者 人権を尊重した職場環境づくり P.18
市民的及び政治的権利
経済的、社会的及び文化的権利
労働における基本的原則及び権利 「人権」全ページ P.18～19

労働慣行

雇用及び雇用関係 「労働慣行」全ページ P.20～21
労働条件及び社会保障 労働環境・子育て支援 P.20～21
社会対話
労働における安全衛生 労働環境 P.20
職場における人材育成及び訓練 人材育成 P.21

環境

汚染の予防

持続可能な資源の利用 温室効果ガス（CO2）の削減
カーボンオフセット P.24

気候変動の緩和及び気候変動への適応 温室効果ガス（CO2）の削減 P.24
環境保護、生物多様性、及び
自然生息地の回復

エコツアーの実施　 P.8、P.24
ハウステンボス P.25、P.28

公正な事業慣行

汚職防止 公正な取引関係の確立 P.22
責任ある政治的関与
公正な競争 公正な取引関係の確立 P.22
バリューチェーンにおける
社会的責任の推進 バリューチェーンへの働きかけ P.23

財産権の尊重

消費者課題

公正なマーケティング、事実に即した
偏りのない情報、及び公正な契約慣行 「消費者課題」全ページ P.12～14

消費者の安全衛生の保護 さらに安心で便利な旅に P.13

持続可能な消費
ハウステンボス P.28
CSRの舞台はワールドワイド P.17

消費者に対するサービス、支援、
並びに苦情及び紛争の解決 お客様の声からの改善事例 P.13

消費者のデータ保護及びプライバシー
必要不可欠なサービスへのアクセス 「消費者課題」全ページ P.12～14
教育及び意識向上 さらに安心で便利な旅に P.13

コミュニティ参画
及び発展

コミュニティへの参画 「コミュニティへの参画及びコミュニティの発展」
全ページ P.15～17

教育及び文化 観光事業とコミュニティ P.15
雇用創出及び技能開発 地域活性化と雇用創出 P.16
技術の開発及び技術へのアクセス

富及び所得の創出 「コミュニティへの参画及びコミュニティの発展」
全ページ P.15～17

健康

社会的投資 オリオンツアー、九州産業交通ホールディングス、
東京交響楽団 P.29 取締役 相談役 CSR推進管掌

行方 一正

hISO26000 中核主題対照表
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