


1 Sekisui House Sustainability Report 2005

若木の香りに誘われて、イチモンジチョウがやってきました。 

ここには、リョウブやスイカズラなど、蝶が喜ぶ植物がたくさん植

えられています。 
 

積水ハウスは、地域の自生種や在来の植物を庭に植えることにより、

人間だけでなく野鳥や蝶にとっても居心地のよい庭づくり「ビオ

ガーデン～5本の樹計画」を進めています。日本の豊かな自然を

お手本としたビオガーデンが生き物に豊かな恵みをもたらし、

街の緑、山の緑をつなぐ生態系の一部となっていってほしい･･･。

そんな願いを込めて、庭に集うイチモンジチョウを描いています。 

蝶の舞う庭 

「サステナビリティ」とは「現在生きる地球上のすべての人々が幸せな生活を送ることに加えて、 

将来世代にとってもより良い地球と生活環境を確保する」という考え方で、「持続可能性」と訳されます。 

このレポートでは、積水ハウスの「サステナビリティ」への考え方と活動を紹介しています。 

本書を通じて多くの方 と々のコミュニケーションを図り、 

皆様とともにサステナブルな社会づくりを進めていきたいと考えています。 

サステナビリティとは 
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自然災害で悲しむ家族を 
減らしたい 
 
いつまでも安心して暮らせる 
住まいをつくりたい 
 
エネルギーの「質」に 
こだわりたい 
 
責任を持って 
資源循環を進めたい 
 
豊かな自然と生物多様性を 
次世代に残したい 

対話が開く持続可能な社会 

住まいを変えて社会を変える 編集方針 
　本報告書は持続可能な社会の実現に向けた積水ハウスの環境・

社会的活動を多くの方々にご理解いただくとともに、取り組みのさ

らなる向上をめざして読者の方々とコミュニケーションを図ること

を目的として作成しています。2000年度より環境報告書を発行し

てきましたが、サステナブル社会の構築に向けた、より広範囲にわ

たる取り組みをお伝えするため、「Sustainability Report（持続

可能性報告書）」と名称を改めました。巻末にアンケートを添付し

ていますので、当社へのご意見・ご感想をお寄せください。 

　作成にあたっては、環境省の「環境報告書ガイドライン（2003

年度版）」とGRI（Global Reporting Initiative）の「2002年版

持続可能性報告のガイドライン」を参考にしています。 

 
「Sustainability Report 2005」での主な改善点 
・報告内容の増加に伴い、個々の取り組みやパフォーマンスデー

タの詳細情報はWEBに移行しました。本誌では活動の基本方針と

2004年度の顕著な取り組みについて重点的に紹介しています。 

・ビジョンの指針である「環境価値」「社会価値」「住まい手価値」「経

済価値」の4つの価値に沿って取り組みを掲載しています。 

・国際NGOナチュラル・ステップ・インターナショナルによる持続可

能性分析の内容に加え、ステークホルダーミーティングによる社外

専門家との意見交換の内容も掲載しています。 

 
「Sustainability Report 2005」WEB版について 
各取り組みの詳細情報やパフォーマンスデータをWEBで開示して

います。掲載項目は、本報告書の各ページの下に記載しています。

WEBの構成については42ぺージをご覧ください。 

web http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/

【事業所の対象範囲】 

本報告書における事業所の対象範囲は、積水ハウス株式会社と当社の環境経営上

重要な連結子会社である積和建設（株）各社（65社）、ランドテック積和（株）各社 

（2社）、グリーンテクノ積和（株）各社（4社）、積水ハウス梅田オペレーション（株）

を含めて73社とします。（積水ハウスグループの概要は42ページをご参照ください） 
 

【事業内容の対象範囲】 

当社の事業は大きく戸建住宅事業、賃貸用集合住宅事業、分譲マンション事業、商

業施設などの特建事業に区分されますが、本報告書においては、このうち戸建住宅

事業と賃貸用集合住宅事業をもって「住宅事業」とし、これを中心に報告しています。 

対象範囲 

2004年度（2004年2月1日～2005年1月31日） 

対象期間 

次回の持続可能性報告書発行予定は2006年4月頃です。 

次回発行予定 

積水ハウス株式会社　環境推進部　　TEL.06-6440-3374 
　　　　　　　　　　法務部CSR室　TEL.06-6440-3440 
ホームページ　http://www.sekisuihouse.co.jp/

持続可能性報告書に関するお問い合わせ先 

1.住宅防災の推進 

2.高齢社会への対応 

3.再生可能エネルギーの利用 

4.資源の循環利用 

5.生物多様性の保全 

ステークホルダーミーティング「積水ハウスに期待することとは？」 

High l i gh t 2004

サステナビリティレポート 



―サステナブルな社会の構築に向けて 
トップコミットメント 
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「いのちを守る」という誇りと責任 

住まいの持つ力と社会的価値 

 

 

　2004年は国内外ともに多くの自然災害が発生した

年で、自然の猛威の前では、人間の力がいかに微力で、人

の命がいかにはかないものかを思い知らされました。国

内でも新潟中越地震によって多くの尊い命が失われた

のですが、現在でも我が国では生命や財産を守るシェル

ターとして最低限の機能さえ果たせていない住まいが

決して少なくないという厳しい現実をつきつけられた思

いです。 

　改めて、本物の住まいとは自然災害から家族の生命と

幸せを守る「力」を持たねばならないこと、またそのよう

な大きな価値の創造に奉仕することが、住まいづくりを

本業とする私どもの使命であると再認識いたしました。 

　住宅業界のリーディングカンパニーである当社にとっ

ては、住まいづくりを通じて蓄積してきた防災の知恵や

技術を社会に還元し、自然災害から人々の生命を守るサ

ポートをすることこそ、最も基本的かつ重要な企業の社

会的責任の果たし方であると思います。 

　そのような思いを具現化するため、2004年度には免

震装置、ソーラー蓄電池、雨水の貯水タンク、浴槽排水を

浄化処理して再利用するシステム等を標準装備した防

災型住宅を発表しました。住宅防災意識を啓発する体験

型施設の設置、暮らしの防災に関する冊子の発刊など、

ひとりでも多くの方に住宅防災の重要性を理解していた

だくための活動を進めています。 

 

 

 

　さらに社会に対して果たしうる役割・価値の提供とい

う視点で、住まいの「力」を捉えてみますと、当社にでき

ることは限りなくあると考えています。 

　少子高齢化社会にふさわしい住宅や住環境づくりはこ

れからの重要な課題です。高齢者だけでなく誰にとって

もいつまでも心地良い「ユニバーサルデザイン」は、基

本的な取り組みですが、私たちの役割はこれにとどまり

ません。 

　例えば、子育てや高齢者介護においては、戸外の自然

に接して心癒されることや、近くの親しい人たちと触れ

合い支え合える関係を築くことが大切です。そのためには、

事故や犯罪のない安心な街づくり、地域のコミュニティづ

くりなどのタウン・マネジメントにいたるまで、総合的な

住環境整備に携わってきた当社の豊かな経験と技術が

役に立つはずです。 

　こうしてつくられた住まいと街並みは、時を経て街の

風景となり、そこに暮らす人々の生活をさまざまな色に

染めていく･･･。住まいづくりは、ただ住むための器をつ

くるだけでなく、文化や心の豊かさという形を超えたも

のにも貢献できると、私は信じています。 

 

 

 

　大量の資源を消費する住宅業界は、サステナブルな社

会の実現に向けて、資源循環の利用、リサイクルのしくみ

を意識した資材構築などに取り組んでいかねばなりません。

当社では、すでに達成した「工場ゼロエミッション」に続

くチャレンジとして、新築現場から出る廃棄物については

2005年度中を目標に、埋め立て・単純焼却せず、すべて

をリサイクルに回す「新築現場ゼロエミッション」に取り

組んでいます。 

　その過程についても、単にリサイクル業者にお任せす

ることでよしとせず、協力工事店の職方さんや運搬業者

代表取締役社長 

数々の自然災害により、 

住まいは何よりも「いのちを守るもの」という 

役割の大きさを改めて認識した2004年。 

住まいが持つ「力」を最大限に活かし、 

サステナブル（持続可能）な社会を実現すべく、 

私たちは日々取り組みを進めていきます。 

サステナブルな社会の形成に対する責任 
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すべての人々の笑顔のために 

住まいの「資産価値向上」と「長寿命化」 

さんも加わっていただき徹底した分別に取り組んでいます。

また自社内リサイクル材の製造や現場に持ち込まれる梱

包材の削減についてはサプライチェーンの設備業者各社

に協力いただいてリターナブル梱包のしくみを試行する

など、協力会社と一体となった責任体制で取り組んでい

ます。 

　2004年末にはすでに約半数の事業所で「新築現場

ゼロエミッション」を達成しました。2004年9月には、建

設業界で初めて廃棄物処理法の特例制度である環境大

臣の「広域認定制度」の認証が得られ、これで一層の弾

みがつくと期待しています。 

 

 

 

　住まいを持つことは、多くの人にとって大切な資産形

成の機会でもあります。従って、住まいの価値を保ち、高

めることに対して十分な配慮としくみをご提供することも、

当社の社会的な責務のひとつとして位置付けています。

同時に、永く快適に住み続ける「住宅の長寿命化」は、限

りある資源を無駄にしないという意味で、環境保全にも

大いに貢献できると捉えています。 

　当社では全国60カ所を超えるカスタマーズセンター

によって、定期的な点検やメンテナンスのためのサポー

ト体制を整えています。また住まいは、経年変化や家族

構成・ライフスタイルの変化に応じて適切なリフォー

ムを施せば、新しい役割を持たせることが可能です。そ

こで2005年2月から、リフォーム組織を100%子会社

として分社化し、より精力的にリフォーム事業に取り組む

体制を備えました。 

　今後は、欧米のように住み替えによる既存住宅流通の

活性化を進めることで、住宅の資産としての価値をさら

に高めることが普遍化していくと予測されます。そのため、

2005年2月から全国6社の積和不動産を100%子会

社とし、流通への関与を高めて仲介・賃貸事業の強化に

向けた経営統合を進めました。 

 

 

　そもそも私たちの仕事は、それぞれ異なるお客様の夢

や思いを形にまとめあげ、新たな価値をお客様と一緒に

つくりあげる共同作業です。当社のかかげる「コンサル

ティング・ハウジング」は、この共同作業にかける企業姿

勢を表すものに他なりません。　 

　2004年度は、従来の規格型の「プレハブ住宅」のイ

メージを打ち破るべく、個性化するお客様のニーズに柔

軟に対応し、地域性を反映したオーダーメイド感覚の新

しい住まいづくりの提案「Be free」「Be Dyne’s」をス

タートいたしました。 

 

　経営の面では、CS（顧客満足）SS（株主満足）ES（従

業員満足）の三位一体の向上により企業の社会的責任 

（CSR）を果たす企業グループの中期経営ビジョン“S- 

Project”を策定しました。2009年1月期に連結売上高

2兆円を当面の経営目標として掲げていますが、これも

単なる売上・利益成長ビジョンにとどまらず、社会、ス

テークホルダーに対する誠実な関わり方を全社的に考え

ながら成長することを意図しています。 

 

　私どもは、「良質な住まいは良質な社会をつくる」とい

う信念に基づいた事業活動を通じて、お客様はもちろん、

関係会社や協力工事店や取引先も含めたすべての人た

ちの笑顔が輝くようにともに成長して参りたいと願って

います。環境価値、社会価値、経済価値プラス住まい手価値、

という4つの要素をバランスよく発展させることで持続

可能な社会の実現に貢献したいと考え、「サステナビリ

ティ」を事業活動の基本と位置付けて、社会に発信しました。 

 

　本報告書は、当社の2004年度の取り組みについてま

とめています。サステナブルな社会実現に向けての当社

の考え方や取り組みについてご理解いただき、また忌憚

のないご意見をいただければ幸いです。 

積水ハウスは以下のことを約束します。 

◆サステナブルな社会に向かうために、住宅メーカーの本業
を通した社会的責任として、住まいの長寿命化、住環境創
造をキーワードとした住まいと街づくりをめざします。 

◆自社による責任ある資源循環のために、グループ会社とも
協力して、2005年度中の「新築現場ゼロエミッション」達
成をめざします。 

◆防災住宅の普及、体験型防災施設の公開や蓄積したノウハ
ウの公開などによって、住宅防災についての啓発に努め、安全・
安心な社会資本の整備に奉仕します。 

◆2005年度中に燃料電池の住宅分野への導入・実用化に着
手することで住宅におけるエネルギーの効率的利用をめざし、
民生部門の環境負荷低減に貢献します。 

◆お客様をはじめとしたステークホルダー（利害関係者）に対
して説明責任を果たします。 
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持続可能な社会とは、地球生態系本来

のバランスを基本とし、将来にわたって

すべての人々が快適に暮らせる社会の

こと。積水ハウスはお客様にご満足いた

だける住まいの提供を通じて持続可能

な社会の構築に寄与するとともに、その

社会の中で暮らしの提供をリードしつ

づける「住環境創造企業」をめざします。 

積水ハウスのビジョン 

サステナブルな社会に向けたビジョン 
サステナブル（持続可能）な社会とはどのような社会でしょうか? 

すべての従業員が同じ姿を共有し、めざすべき方向に進むため、 

私たちは、「サステナビリティ」という考え方を経営の基本に据え、 

進むべき方向を定めることにしました。 

なぜビジョンが必要なのでしょうか?

それは、今、社会は激しく変動、多様化しており、将来が非常に

予測しにくい時代だからです。現在の持続不可能な社会から

早く脱却し、持続可能な社会を実現する必要がありますが、そ

のために解決すべき環境・社会的問題は、さまざまな複雑な

要因が絡み合って起きています。企業にとってもそのように

複雑な状況の中で大きなチャレンジが要求される時代だから

こそ、時勢に流されることなく、どこに向かうべきかという自

社のビジョンを明確に描くことが必要なのです。そうすること

によって、今の延長線ではなく、全く新しい解決策を創ってい

くことができます。将来の市場で社会から支持され続けるた

めに、ビジョンを持つことは企業戦略としても重要なのです。 

 

ただ、実際の商品やサービス、事業活動のアクションプランが

ないビジョンは夢で終わってしまいます。持続可能な社会の

原則を満たして成功した将来の姿を見据えながら、現在の問

題をどう解決して次のステップを踏んでいくかを考える「バッ

クキャスティング※」という手法を使いアクションプランを立て、

それを検証していくことが有用です。場当たり的に取り組み
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※将来の持続可能な社会の姿と、その中での自社のあるべき姿を想定し、その姿から現在の状
況を振り返り、そこに向かうためにどのような取り組みが必要かを考えてプランを立てるとい
う手法。 

積水ハウスが考える4つの価値 
ビジョンの達成に向けて具体的な行動を進めるために、私たちは4つの価値を定めました。 

それぞれの価値のバランスを保ちながら、互いにプラスの作用を与え合うことにより、 

大きな推進力を生みだすことができると考えています。 

を行うのでなく、積水ハウスのあるべき姿（ビジョン）を基点と

して取り組みの妥当性、方向性を検証することで無駄なく速

やかに目標に到達することができます。 

私たちは、その検証をより実践的なものとするために、持続可

能性を4つの価値から考え、実際の事業にこれらをバランスよ

く配慮することで持続可能な社会に向かって発展していきた

いと考えています。 

ビジョンと取り組みの指針はどのように作成したのですか?

家族の想いに応える住まいを提案し、す

べての人々が生涯、安全・安心で快適に暮

らせるための性能を提供します。ユニ

バーサルデザインや住宅防災、カスタマー

ズサポート、自然や社会との関係を考え

た提案によって末永く快適な暮らしを支え、

住まい手にとっての価値を高めます。 

住まい手価値 
私たちの身の回りにあるものはすべて、

地球の資源とそこに成り立つ多様な自然

から生み出されたもの。どんな暮らしも

自然の恵みなしには成り立ちません。私

たちは住宅が環境に与える影響をライフ

サイクルを通して把握し、その負荷を削

減するための対策を進めています。 

環境価値 

暮らしの器である住まいを提供することは、

生活文化を継承し、創造していくこと。美

しい街並みと活きた地域コミュニティを

生み出すことが私たちの役割です。また

事業活動において法律を守るのは当然

のこと、世の中に先進技術を広め、新しい

社会の構築に貢献します。 

社会価値 

住宅産業は、その裾野の広さからさまざ

まな面で経済の活性化に寄与してきました。

また、住まいの資産価値を守ることも私

たちの大切な役割です。魅力的な付加価

値を多くの人に提供し、得られた利益を

社会に還元するという、経済の良好な循

環を私たちはめざしています。 

経済価値 

まず、ビジョンの作成に関わる全員が持続可能な社会の姿を

共有することから始めました。そして、現在の状況を分析して

問題点を整理しました。そこから、持続可能な社会の中で積

水ハウスは何をなすべきかを議論し、ビジョンを定めました。

持続可能性については、国際NGOナチュラル・ステップ・イン

ターナショナル（p.41参照）の

協力を得て検証を行いました。 
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サステナブルな社会の実現に向けたステップ 
私たちが取り組む一つひとつの活動は、サステナブルな社会に向かうためのステップになっています。 

エネルギー 

エネルギーの「質」にこだわりたい 
責任を持って資源循環を進めたい 
豊かな自然と生物多様性を次世代に残したい 

● 住宅のライフサイクルアセスメント 
● 生産・輸送時のCO2排出削減 
● 居住時のCO2排出削減 

p.13 

p.15 

p.17

住宅のライフサイクルアセスメント 
生産時のエネルギー消費 
バイオマス発電の導入 
輸送時のエネルギー消費 
増トン車の採用 
鉄道輸送の導入 
居住時のエネルギー消費 
省エネ・防災住宅 
次世代省エネルギー仕様の標準採用 
断熱改修の推進 
省エネ設計の換気システム 
ガスコージェネレーションシステムの採用 
燃料電池の導入 
太陽光発電の普及 
高効率給湯器の普及 
地下水利用冷暖房システムの研究開発 

環境価値 

サステナビリ 

経済価値 

環境価値 

経済価値 

High l i gh t

p.29

web

経済性パフォーマンス 
● 中期経営ビジョン 

環境価値の 
3つの指針 

【エネルギー】 化石燃料に依存しないエネルギー利用の実現 
【　資　源　】 自然生態系の再生能力を超えない資源の利用 
【化学物質】 自然界に異質で分解困難な物質の濃度を増やし続けない 

中期経営ビジョン 
財務データ 
連結売上高 
セグメント別売上高 
連結経常利益 
連結当期純利益 
従業員数 
企業・IR（投資家）情報 

p.39

web

生産部門の環境会計 

2004年度生産部門の環境会計 

p.40

web

化学物質 
● シックハウス対策と住まいの化学物質削減 

化学物質の管理 
PRTR 
法規制や業界ガイドラインへの対応 
シックハウス対策 
安全性に配慮した壁紙 
外壁材の仕様見直しによるトルエン削減 
シロアリ被害防止薬剤の安全配慮 
瓦釉薬の無鉛化 
住宅部材のノンフロン化 
低公害車の導入 

p.31

web

自然環境 
● 緑豊かな暮らしの提案 
● 環境共生住宅 

住まいの緑化 
集合住宅における緑化の推進 
エクステリアコンペ 
ビオガーデンの取り組み 
ビオガーデン事例 
環境共生住宅の普及 
環境共生住宅の実績と実例 

p.31

web

資源 
● 住宅1棟当たりの資源循環 
● 使用量削減と循環のしくみづくり 

住宅1棟当たりの資源循環 
工場ゼロエミッションの取り組み 
工場におけるリサイクルの推進 
新築現場における廃棄物削減の取り組み 
基礎工事での省資源化 
リターナブル梱包の導入 
部材のプレカット 
施工手順の変更による石膏ボードの端材削減 
浄化槽付きディスポーザーの普及 
解体時の分別効率化 
工場における水使用量・排水量 
雨水利用タンクの導入 
事務所における紙資源使用量削減 
文具のグリーン購入 
資源循環型住宅技術開発プロジェクトへの参画 

p.30

web
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　持続可能な社会の構築に向けた企業の責任とは、そのような社会をつ

くるために自社がどのような「役割」を担おうとするのかを明らかにし、そ

の取り組みを社会にコミュニケートしていくことであると考えています。

そして、企業の役割とは、社会に対してどのような「価値」を提供する存在

かという企業の存在意義、ミッションに他なりません。 

　近時、持続可能な社会を実現するためには、「経済」のみならず、「環境」

「社会」を含めた視点からバランスをとって企業経営を行うべきだとする「ト

リプル･ボトムライン」というコンセプトが根付きつつあります。積水ハウ

スは、住環境創造という社会的意義の高い「本業」を通じて社会に対して

どのような価値を提供できるかを徹底的に考えた結果、これに「住まい手

価値」という独自の価値を加えました。 

　安全・安心、健康、快適という「住まいの基本性能の向上」に加え、環境

負荷の低減につながり人が永く住み継いでいける「長寿命な住まいづくり」。

年月とともに成長し風格を備えた景観や住民間の豊かなコミュニティを

醸成し、地域を活性化して街の文化にまで高めていく豊かな「街づくり」、

少子化・IT化など時代の変化を反映させる新しい提案…。こうした多様な

価値も住宅のリーディングカンパニーならではの我々の責任と位置付け、

この「4つの価値」を踏まえて企業経営に取り組んでいきます。 

積水ハウスが考える「4つの価値」について 

住まい手 
価値 

ティ 

社会価値 

防犯 

自然災害で悲しむ家族を減らしたい 
いつまでも安心して暮らせる住まいをつくりたい 

● 積水ハウスの「防犯住宅」の展開 

p.9 

p.11

防犯の取り組み方針 
防犯の取り組み事例 
住まいの夢工場の防犯館 
十王・城の丘タウンセキュリティ 

住まい手 
価値 

High l i gh t

p.37

web

防災 
● 総合的な住宅防災 

防災に対する考え方 
防災・免震住宅 
自然災害時の体制 

p.37

web

ユニバーサルデザイン 
● 「誰もが使える」を形にする 
● SH-UDマスタープランナーの育成 

ユニバーサルデザインの考え方 
ユニバーサルデザイン商品事例 
SH-UDマスタープランナー 
グループホーム 

p.38

web

社会責任 
● 法令より厳しい目標基準の設定 
● 個人情報保護への取り組み 

環境に関する規制の遵守状況 
個人情報保護への取り組み 

社会価値 
p.34

web

コミュニケーション 
● 社会とのコミュニケーション 
● 街づくり 

社会とのコミュニケーション 
生活リテラシーブックの発刊 
環境報告書の発行 
環境広告の掲載 
住まいの夢工場 
納得工房 
街づくりへの取り組み 
街づくり事例 

p.35

web

社会貢献 
● 住まいづくりを通した社会貢献 
● 障がい者の自立を支援 
● ボランティア活動 

社会貢献の考え方 
すまい塾 
すまい・まちづくりフォーラム 
ボランティア活動 
セルプ製品の販売協力 
フューチャーフォレスト 

p.35

web

従業員との関わり 
● 個人を尊重した多様な雇用 
● 人権問題への取り組み 
● 安全・安心で健康に働ける職場を 
● 福利厚生 

労働安全衛生 
メンタルヘルス 
人権問題への取り組み 
人権擁護研修 
セクシュアルハラスメント 
雇用の方針 
女性営業社員の積極採用 
リフォーム営業に女性を積極採用 
「男女いきいき・元気宣言」事業所への登録 
障がい者雇用の促進 
「ゆとりと豊かさ創出プロジェクト」の推進 
人材公募制度の導入 
福利厚生の方針 
福利厚生のさまざまな制度 
職方さんへの福利厚生 

p.36

web

ライフサポート 
● 積水ハウスの保証制度 
● お引き渡し後のサポート 

ライフサポート体制 
リフォームサポート 
カスタマーズセンター 
定休日お客様受付窓口 
セカンドオーナーズネット 
Netオーナーズクラブ 
MASTクラブ 
リモデル住宅事業 

p.38

web
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High l i gh t 
2004
家族の原点であり、社会の原点、地球環境の原点である住まいは、

社会を変える大きな力を持っています。社会を持続可能な方向に

変えていくために、積水ハウスは住まいを提供するメーカーとして

どのようなご提案ができるのか。このハイライトでは、ビジョンを実

現するための私たちの取り組みをご紹介します。 

「抵抗力」を身につける 

住宅の基礎の上に免震装置、その上に建物
がのる二重構造。地震の揺れを約1/10に
低減し、生活空間を守ります。 

免震住宅のしくみ 

「住まいの夢工場」にもうけた地震体
験型施設。震度4と震度7の揺れを発
生させ、免震と耐震住宅でそれぞれ
の違いを体験できます。 

安震館 

地震のメカニズムや、阪神淡路大震災を
検証して得られた、きめ細かく実用的な
防災のノウハウなど、広く一般の人々の
暮らしに役立つ情報をまとめています。 

生活リテラシーブック 
「住まいと暮らしの防災」 

住まいを変えて、社会を変える 住まいを変えて、社会を変える 

自然災害で悲しむ家族を減らしたい 
2004年は、日本列島各地で集中豪雨や地震などの自然災害が発
生し、多くの人々が大切な家族や住まいを失いました。住まいは人
の生活基盤そのものであり、命を守るシェルターとなるべきもの。積
水ハウスは、これまでの教訓と経験を活かし、災害に対する「抵抗力」
だけでなく「回復力」も考慮し、さまざまな危機に力を発揮できる総
合的な「住宅防災」を推進しています。 

　住まいの「抵抗力」と聞けば、壊れない家と誰もが思

い浮かべることでしょう。これまでに積水ハウスのご提

供した住宅は、大震災でも倒壊することなく、住む人の命

を守ることができました。しかし室内の家具などが転倒

することでケガをしたり、住まいが生活の場としての役

割を果たせないことがあります。 

　積水ハウスでは、「家が壊れずに人命を守る」だけで

なく、さらに進んだ「生活空間を確保する」ことが災害に

対する「抵抗力」と考え、免震装置を組み込んだ「省エネ・

防災住宅」を発売しました。また、被害を抑えるためには

住まう人の意識を高めることが大切と考え、さまざまなノ

ウハウを提供するセミナーや情

報誌の発行など、啓発活動も積

極的に展開しています。 

住宅防災の推進 High l i gh t 1
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200リットルストックが可能。
日常は庭の散水に、被災時は
トイレ洗浄水や生活用水とし
て利用できます。 

雨水タンク 太陽光発電+蓄電システム 
普段はパントリーとして使用。
被災時には家族4人3日分の
水や食料がたっぷり備蓄で
きます。 

ストックシェルター 

福井支店次長 

今回の豪雨では、初動段階ですぐに対策本

部を設置し、迅速かつ的確に対応できました。

2日後には、お客様の状況をすべて把握し、

確保すべき生活道路の泥水除去等を終えた

ことで、お客様をはじめ、地域の人々にも大

変喜んでいただきました。災害時の有効な

対策を短期間で考え、実行できたことは大

変有意義でした。今後は、全国規模で派遣で

きる要員を登録する体制づくりなど、さらに

レベルアップしていきたいと思います。 
伴　正博 

2004年7月17日から18日にかけ
ての豪雨災害では多くの住居が被災、
浸水するなど、甚大な被害をもたら
しました。福井支店をはじめ、各地
から駆けつけた延べ2,500人の従
業員が住宅地内でバキュームカー
を用いた泥水の除去や支援物資の
整理・調達などの復旧作業にあたり
ました。 

「回復力」を身につける 

日常は快適に、非常時は安全と安心。
省エネと防災が連携する住宅。平成
16年度省エネ大賞「省エネルギー
センター会長賞」（主催:（財）省エネ
ルギーセンター）を受賞しました。 

省エネ・防災住宅 

被災時には、昼は太陽光発電
で電気を賄い、夜は蓄電池に
ためた電力を利用します。 

水道が 
止まったら 

?

停電 
したら?

食料や 
モノの 
確保は?

もし地震が起きたら… 

■福井豪雨災害での復旧支援 

H i g h l i g h t 
2004 住まいを変えて、社会を変える 

　自然災害により突然ライフラインが停止すると、被災者

は大きな不安にかられ、また復旧までは食料や水を確保

する作業で心身に大きなストレスがかかります。 

　積水ハウスは、被災後も「自力で生活できる」ことを「回

復力」と考えます。「省エネ・防災住宅」では、水や食料、

エネルギーなどが確保でき、「わが家」という基盤が守られ、

心身の安定を保つことにも役立ちます。さらには家族を

守る備えが地域の人を守る備えにもなることでしょう。 

　また災害時には、積水ハウスの従業員がお客様の安否

や被害状況を確認し、被災地の修復、義援物資の搬入など、

迅速かつ的確に対応できる自然災害対

策アクションプログラムを実施しています。 

「省エネ・防災住宅」 
太陽光発電装置 

ハイブリッド 
換気扇Ⅲ 

高断熱・ 
気密 

高効率エアコン 

貯湯タンク 

オール電化 

蓄電 
装置 

HP給湯器 

給湯 

雨水利用 

浴排水利用 

非常用配線 

植栽散水等 

トイレに供給 免震装置 



■積水ハウスのユニバーサルデザイン 

ユニバーサルデザインとは「できる限りすべての人

に利用可能であるように製品、建物、空間をデザイン

する」という定義。ノースカロライナ州立大学のユニ

バーサルデザインセンター所長であるロン・メイス氏

より提唱された考え方です。積水ハウスでは“人と住

まいのインターフェイスを快適に”という基本コンセ

プトに立ち、生活行動を「移動する」「作業する」「操

作する」「認知する」という4つに分類。それぞれの

生活行動についての「安全」と「使いやすさ」を考え

ています。 

高齢社会への対応 High l i gh t 2

（男性） 
（女性） 
（男性） 
（女性） 
（男性） 
（女性） 
（男性） 
（女性） 

■持久力 
■機敏性 
■平衡性 
■筋　力 

妊婦 

背の 
高い人 

太った 
人 

個人差 

加齢 

50

65

80

35

20

10

1

眼鏡を 
使用する人 

聞こえ 
にくい人 

怪我を 
している人 

背の 
低い人 

車いすを 
使用する人 
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いつまでも安心して暮らせる住まいをつくりたい 
現在、介護が必要な高齢者は400万人を上回り、社会の高齢化に伴って今後ますます増えることが予測されます。介護環境
の整備と改善が課題となる中、介護する側もされる側もお互いに精神的に自立し、双方が幸せに暮らせるよう、新しい介護の
あり方を築いていくことが求められています。 

少人数の認知症の高齢者が、家庭的な雰囲気の中で、食事や入浴
の介助など日常生活上の世話を受けながら、できるだけ自立的な
生活をするための住居。家庭的な環境やきめ細かなサービスが受
けられるため、年々ニーズが高まっています。 

認知症高齢者グループホームとは 

車いすでも無理なく使うこと
ができます。 

ユニバーサルデザインの 
洗面カウンター 

リビングに接したキッチン
は対面式で、スタッフが調
理や片付けをしていても、
つねに入居者の様子を把握
することができます。 

対面式のキッチン 

　社会の高齢化が進み2015年には4人に1人が高齢者

となる時代を迎えます。高齢者の割合が増加すれば、さ

まざまな社会変革が求められますが、中でも高齢者の介

護は重要な検討課題です。これまでは認知症の方や体力

の低下したお年寄りの介護は、福祉施設に入所するか自

宅で行うということが一般的でした。しかし、大規模な福

祉施設では行動に制約を加えられることが多く、ストレス

を感じたり、認知障害が進行したりすることが問題となっ

ていました。高齢社会において、皆が快適に安心して暮

らせる社会を築くためには、介護する側もされる側も安

定した日常生活を営み、価値ある人生を送れる環境をつ

くることが必要です。そこで考えられたのが、「グルー

プホーム」という新しい介護のかたちです。 

　グループホームのコンセプトは、住み慣れた地域にあ

る小さく家庭的な住まい。5～9人の認知症の高齢者が

スタッフと共同で生活します。入居者は慣れ親しんだ家

具などを各々の個室に持ち込み、それまでの生活様式を

変えることなく、プライバシーを確保しながら住んでいます。

家庭的な雰囲気の中で料理を手伝ったり、洗濯物をたた

んだり、各自が役割を持つことで失いかけた能力を引き

出すこともあるでしょう。 

　積水ハウスはグループホームの価値に注目し、「生涯

住宅」の思想と、累積700棟以上の医療併用住宅、

1,200棟以上の障がい者配慮住宅の実績で得られたノ

ウハウを活かし、機能性だけでなく、介護する側とされる

側双方の気持ちを大切にした住まいをご提案しています。 

高齢者介護の課題 



　福岡県にある「グループホームさくら」では、5人のお

年寄りがともに生活をしています。玄関を入ると広いリ

ビングがあり、「少し大きめの家」という感覚で家庭的な

ぬくもりが感じられます。入居者の方はスタッフと話をし

たり、まるで自分の家にいるかのように思い思いに過ご

されています。ここが「第二のわが家」となるように家庭

的な場所にしたいと考えられた理事長兼ケアスタッフの

岡部様にとって、グループホームは理想的な姿でした。 

　「さくら」の建設にあたっては、高齢者が快適に暮らす

ための配慮はもちろんのこと、竣工までのさまざまな行

政手続きや資金計画、運営体制の整備もサポートし、岡

部様と当社の営業と設計担当者が一体となって「さくら」

をつくりあげてきました。 

　開設してから2年が経った今、入居者にとっても、その

ご家族にとっても安心できる「第二の家」となっています。 

 

 

 

　当社では介護保険制度が開始される前の1995年か

らグループホームに取り組んできました。今後はさらに

高齢者にとって安心して暮らせる、介護する人にとっては

働きやすい、そんな高齢者向けの住宅・施設の建設をめ

ざし、設計ノウハウの蓄積や医療との連携などを視野に

入れて幅広くかつ積極的に高齢社会の住まいのあり方に

ついての提案を進めていきます。 
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これからの課題 

大きな家でともに暮らす 

東九州綜建営業所  所長 

宮　 伸二 

特定非営利活動法人　 
グループホームさくら　 
理事長 

　積水ハウスさんには素晴らしい家を建て

ていただきました。楽しく生きられる場所を

つくりたいという思いでこの2年間運営して

きましたが、今は力のあるスタッフが揃い、

入居者や家族の方にも喜んでいただいてい

ます。最近は、より快適な毎日を過ごしてい

ただくためには経営の視点が大切だと思っ

ていますが、私自身の想いと介護保険制度

とのギャップを強く感じます。現在、2棟目

を建設中で、今後もより良い介護のあり方

を考えながら運営していきたいと思います。 
岡部 康子様 

理事長の岡部様（中央）とケアスタッフの方々 

吹き抜けとトップライトで採光を確保したリ
ビング。大きなテーブルに入居者とスタッフ
が集い、笑い声が飛び交います。 

明るいリビング 

　本当に生涯安心して暮らせる社会をつく

ろうとするならば、積水ハウスがグループホー

ムの運営にも関わることが必要だと考えて

います。運営に関わることで設計に活かせる

ノウハウを多く蓄積できますし、サービスと

いうソフト面の提案もできるからです。さら

に岡部様のおっしゃる制度と現実のギャップ

についても、国や自治体に提案を行い、グルー

プホームを運営される方を積極的に支援す

ることも当社の責任のひとつだと思います。 

東九州綜建営業所  課長 

大池 猛 

　入居者の方に自然に目が行き届くようにと、

対面式のキッチンやリビングの間取りも工夫

しました。また「生きる力を引き出すため、食

後の後片付けもできるだけ入居者に手伝っ

てもらうのが『さくら』の方針」と岡部様から

お聞きし、キッチンには大きな作業テーブルや、

ロック機能のあるコンロを設けるなど、使い

やすさと安全性に配慮しています。岡部様の

想いを具現化するべく、ご相談を重ね、家庭

的な雰囲気を持った明るい住まいになりました。 



再生可能エネルギーの利用 High l i gh t 3

13 Sekisui House Sustainability Report 2005

エネルギーの「質」にこだわりたい 
20世紀以降、私たち人類が化石燃料を大量に消費し続けてきたことにより、今、その枯渇が現実に迫っています。また、化石
燃料を使用するときに排出されるCO2は地球温暖化の原因となり、環境に与える影響は甚大です。持続可能な社会の構築に
向けて、化石燃料への依存から脱却できるかどうかは、再生可能エネルギーの活用にかかっているのです。 

　当社はエネルギー問題に対して「化石燃料に依存しな

いエネルギー利用の実現」という指針を掲げており、大

きく2つのアプローチで取り組みを進めています。 

　1つめは居住性を確保しながら、エネルギーの消費量

自体を削減する方法。エアコンの効率向上や住宅の高断

熱化などが具体的な取り組みとしてあげられます。大部

分を化石燃料に依存しているエネルギー消費量自体を

削減し、資源枯渇や地球温暖化の防止に貢献します。 

　2つめは消費するエネルギーの質を変える方法です。

太陽光発電システムやバイオマス※1活用などが具体的

な取り組みとしてあげられます。太陽光や風力などの再

生可能な非化石エネルギーを利用することで、地球環境

に与える悪影響を軽減していきます。 

　今回のハイライトで紹介する燃料電池は石油などの化

石燃料に替わる次世代エネルギーとして期待が寄せら

れている「水素」を利用するエネルギーシステムです。 

化石燃料に依存しないエネルギー利用に向けて 

再生可能なエネルギーを求めて 高まる燃料電池への期待 

消費エネルギーの大部分を 
化石燃料に依存している現状から 

非化石燃料の活用 
・太陽光発電 
・バイオマス活用 
　など 

消費エネルギー 
自体を削減 
・エアコン効率向上 
・住まいの高断熱化 
　など 

化石燃料に依存しない 
エネルギー利用の実現をめざします。 

非化石 
エネルギー 

消費 
エネルギー 

消費 
エネルギー 

消費 
エネルギー 

非化石 
エネルギー 

化石 
エネルギー 

化石 
エネルギー 

　燃料電池は水素と酸素の化学反応で発電し、その際に

発生する熱も利用するシステムです。水素という新しい

エネルギーの活用、エネルギー効率の高さ、発電時の排

ガスもクリーンで、運転音も静かなことから研究が急速

に進み、自動車用や大規模施設向けの燃料電池に続いて、

家庭用についても実用化の段階に入りました。 

　発電所で発電し各家庭に送るという現在の方法は、排

熱が利用できないことや送電時のロスによって元のエネ

ルギーの約37%しか利用できません。しかし燃料電池

では各家庭で発電、発生する熱も有効に利用することで、

エネルギー効率を70～80%まで高めることができます。 

　現在は、発電に必要な水素を化石燃料である都市ガス

やLPガスから取り出していますが、将来的にはバイオマ

スから取り出したり、太陽光などの自然エネルギーを

使って水から水素をつくりだすことも考えられ、水素は次

世代のエネルギーとして大きな可能性を秘めています。 

 

 

 

　燃料電池の開発は1980年代から国レベルで推進さ

れてきました。積水ハウスでは、早くから各ガス会社や燃

料電池メーカーと、さまざまな意見交換を行ってきました。

また、経済産業省の「資源循環型住宅開発プロジェクト」

の中でも「燃料電池コージェネレーションと二次側機器

との最適組合せ技術の開発」というテーマで燃料電池の

住宅への導入に関する検討を行ってきました。それらの

取り組みの結果、積水ハウスでは東京都八王子市や武蔵

野市の分譲地等において計12台の家庭用燃料電池を設

置し、2005年春から販売を始めています。一般の戸建

住宅における定置型燃料電池としては世界で初めての

導入となります。 

　普及に向けた一歩を踏み出した燃料電池ですが、現時

点では、コスト面、耐久性、燃料電池の発電・発熱量と家

庭での消費量とのバランスなど、いくつかの課題があり

ます。住宅メーカーとしては電気と熱のバランスを考え

た生活提案を行っていくことが重要になります。現在は、

燃料電池の普及に向けた導入期であり、水素社会への移

行へ寄与することは住宅業界のトップメーカーの責務と

世界初※2の一般戸建住宅における燃料電池導入 

※1 化石資源を除く、再生可能な生物由来の有機性資源。バイオマスには建設発生木材や食品廃
棄物、トウモロコシなどがあり、再生可能なエネルギー源として注目されている。 
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家庭用燃料電池システムは、「燃料電池ユニット」と「貯湯ユニット」の2つで構成されます。燃料
電池ユニットでは、都市ガスやLPガスから取り出した水素と空気中の酸素を化学反応させて発電
します。発電の際に発生した熱でお湯をつくり、貯湯ユニットにお湯をためます。発電した電気は家
庭内の電気機器に使用し、お湯は風呂やシャワー、キッチンなどの給湯に使用できます。 

燃料電池のしくみ 

7台の家庭用定置型燃料電池を
採用する吉祥寺東町分譲計画 

NEDO実証試験事業
調査に使用した実験機 

電気 

暖房 

燃料電池ユニット 

■家庭用燃料電池システム 

燃料電池を使った場合と、従来のシステムで賄った場合の 
戸建4人家族の年間CO2排出量を比較してみると※3… 

■CO2排出量 

火力発電 
＋ 

従来給湯器 

CO2排出係数: ガス　2.36kg-CO2/m3 
 電気　0.69kg-CO2/kWh（火力平均） 

家庭用燃料電池 
コージェネレーション 

システム 

CO2排出を 
約40% 

削減できます。 

（g-CO2） 

0

990g-CO2 595g-CO2

都市ガス 
LPガス 

空気 
H2O

酸素 

水素 

水 
電気 

O2

H2

考えています。 

　これからも「化石燃料に依存しないエネルギー利用の

実現」に向けて、燃料電池や太陽光発電システム、バイオ

マス活用など、さまざまな選択肢の中から、住まい手の

暮らしの状況や敷地条件などに合わせた最適なエネル

ギーシステムの提案を進めていきます。 

貯湯ユニット 

給湯 

お湯 

熱 

※3 燃料電池で1kWhの発電と1.3kWhの熱回収を行ったときのCO2排出量 
　　想定負荷：給湯負荷15.7GJ、電力負荷4.9MWh

※2 商用製品としての一般戸建住宅における定置型燃料電池（都市ガス仕様）の導入 

■バイオマス発電の導入計画 

■吉祥寺東町分譲への燃料電池導入について 

　当社では、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の共同研究

事業「バイオマス等未活用エネルギー実証試験事業調査」に参画し導入

前段階の実現性評価を行っています。これは、製材残材から燃焼ガスを

抽出しガスエンジン発電機を回すもので、化石燃料に依存しない発電方

式として期待されているものですが、まだ実証段階のために商用化され

ておらず、世界でも数機しか実稼動していません。同事業で採択されれば、

2005年度中に滋賀工場管轄の浅井工場（集成材加工工場）でコージェ

ネレーション（電熱併給）システ

ムとして稼動させ、同工場で消

費する電力と熱の約3割を賄う

予定です。これにより大幅な

CO2削減が期待できます。 

　今回の武蔵野市吉祥寺東町の建売分譲7棟への家庭用定置型

燃料電池の導入は世界に先駆けた取り組みとして注目されていま

すが、それ以上に今回の分譲コンセプトである「環境」「防災」の

実現に必要なシステムと考えています。 

　7棟の分譲住宅に燃料電池を導入することで、計画地全体を植

林したことに匹敵するCO2排出量の削減が期待できますし、エネ

ルギー効率の向上によりランニングコストの低減という経済的メ

リットもあります。防災面については、東

海地震の発生が予測される関東圏において、

災害時の生活用水として200リットルの

貯湯タンクは有効に機能すると考えられ

ます。 

　生活者に負担をかけず、「環境」と「防災」

という住宅に必要な機能を備える燃料電

池は、持続可能な住まいのひとつの選択

肢になりうると考えています。 武蔵野営業所　課長 

姫野 清治 
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責任を持って資源循環を進めたい 
持続可能な社会の構築に向けて、資源の循環利用が課題となっています。特に住宅は個人レベルでは最も大量の資源を使
用する商品であり、住宅メーカーの果たすべき役割は大きいと考えています。私たちは廃棄物のゼロエミッション化（埋め立て、
単純焼却ルートへの排出ゼロ）や、自社内での有効利用による、資源の理想的な循環利用をめざして動き出しています。 

■広域認定取得によって可能となった新しいリサイクルのしくみ 

今までは… 

●廃棄物処理法の規制が緩和され、積水ハウス独自の運用ができ、廃棄物の広
域移動を効率的に進められる体制の構築が容易となる。 
●廃棄物の自社処理により、より高度なリサイクル処理が可能となる。 
●処理情報を蓄積し設計や生産工程へフィードバックすることにより省資源化
を図ることができる。 
●一旦、自社の管理下にすべての新築廃棄物を集めるため、不法投棄のリスク
を低減するための管理体制を構築できる。 
●廃棄物の工場搬入と工場生産部材の現場輸送を一体化することにより、部
材の運送効率および廃棄物の運搬効率が改善される。 

「広域認定制度」取得によるメリット 

廃棄物の回収やリサイクルのしくみが整備されていると環境大臣が認めた企
業に限り、複数の都道府県にまたがる廃棄物移動に必要な各行政の許可が不
要になるなど、廃棄物処理法の規則が緩和される特例制度。 

「広域認定」とは 

※1 「産業廃棄物の不法投棄の現状（平成15年度）について」（環境省） 

注）一部当社の基準に適合した外部業者に委託する場合があります。 

 

 

 

 

　2003年度のわが国の不法投棄の現状を見ると、産業

廃棄物の不法投棄の約50%が建設廃棄物となっていま

す※1。不法投棄された廃棄物は、水質や土壌、大気汚染

など環境に負荷を与えるだけでなく、除去にかかる経済

的損失、処理施設の設置の困難化など深刻な問題を引き

起こしています。積水ハウスは住宅メーカーとしてこれ

らの問題にいち早く取り組み、2002年5月に住宅部材

を生産するすべての工場でゼロエミッションを達成。 

　続いて2005年度末までには住宅を建設するすべて

の新築現場でゼロエミッションを達成することを目標と

して現在その活動を全国に展開しており、2005年1月

現在ですでに58%の事業所で新築現場ゼロエミッショ

ンを達成しています。私たちは、ただ単にリサイクル業者

に廃棄物の処理を委託するだけでは十分な責任を果た

しているとは言えないと考え、社内の廃棄物処理システ

ムを根本から整備しなおし、より高いレベルのゼロエミッ

ションを実現するための取り組みを進めます。 

 

 

 

 

　積水ハウスは、自社の新築現場から排出される廃棄物

について、最後まで責任ある処理を行うために、環境省

の「広域認定」を2004年9月に取得しました。従来、取

得は困難とされていた、多品種建材を使用する建設業界

では初めての取得となりました。この認定によって、新築

現場の廃棄物を自社の資源循環センターに集め、確実に

リサイクルするシステムが構築できるようになり、廃棄物

移動の合理化によるCO2削減、コスト削減や、リサイクル

の質の向上につながります。 

新築施工現場 

廃棄物処理法 

集荷拠点 

戻り便を活用し、 
廃棄物を運搬 

部材を現場に配達 

資源循環センター 

工場 
リサイクル 
業者 

中間処理場 

最終 
処分場 

中間処理場 

これからは… 
自社工場内でのリサイクル材製造 

リサイクル業者 

リサイクル業者 

リサイクル業者 

60
品
目
程
度
に
分
別 

27分別 

深刻化する廃棄物問題への対応 建設業界初、「広域認定」を取得 
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　一般的な産業廃棄物の処分ではマニフェスト伝票を用

いた管理が義務付けられていますが、当社が広域認定を

取得したことで、これに代わる独自の管理体制を運用で

きます。当社では「ぐるっとメールシステム」という独自

の電子マニフェストシステムを開発しました。このシステ

ムは、携帯電話などの端末から廃棄物の発生現場や発生

量等の情報を入力し管理するもので、従来のマニフェス

トシステムでの運用よりも管理面での作業軽減を図るこ

とができ、2005年度中の実運用をめざしています。 

廃棄物の発生量削減と、作業の効率化が課題 

工法の改善やプレカットの導入による発生量削
減はもちろん、発生した廃棄物は積和建設（株）
や協力会社・工事店などの現場関係者と連携し、
27種類に分別します。 

新築現場で27品目に分別 

2 広域認定を取得したことで、新築部材を搬送して
いた戻り便で廃棄物を回収することが可能となり、
CO2排出量・運送コストの削減が図れます。 

現場からの廃棄物回収 

3 標準化された積載方法の回収物が、手際よく短
時間で降ろされていきます。 

トラックから効率的に積み降ろし 

つくば支店　建築課長 

　廃棄物の分別は神経を使う細かい作業

ですし、トラックへの積み込みは重労働です。

現場の職方さんや従業員がお互いの苦労を

わかり合い、思いやる精神が育まれたことで、

良い成果に結びつきました。活動当初は現

場に何度も足を運んで説明しましたが、逆に

職方さんから改善点を提案されることも珍

しくありません。私たち従業員も負けないよ

うに、取り組んでいきます。 
大浦 博一 

4 リサイクルの拠点、資源循環センターでは、さら
に効率を高めるために回収資源を60品目程度
に分別します。 

資源循環センターで60品目に分別 

5 鉄やアルミ、コンクリートなどは品目ごとに社外
のリサイクル業者に委託し、樹脂は再生ペレット
などになります。 

原料としてリサイクル 
木粉や廃樹脂は自社でリサイクルし、瓦桟や一部の内装材に生ま
れ変わります。 

自社内で有効利用 

新築現場ゼロエミッションの取り組み 
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豊かな自然と生物多様性を次世代に残したい 
地球上の生物は40億年の歴史を経て進化し、未知のものも含めて3,000万種ともそれ以上とも言われる多様性を生み出して
きました。これらの生物は、他の多様な生物や大気、水などの物質と相互に複雑な関わりを持って生態系を構成しています。
私たち人間の生活も生態系に依存しており、これが崩れると人類も生存の基盤を失うことから、生物多様性の保全が21世紀
の大きな課題となっています。 

減少する生物多様性 
 

 

　人間の活動により世界で急速に生態系の劣化が進み、

過去100年に、自然に起こる1,000倍以上のスピードで

生物が絶滅したと言われています。日本は南北に長い列

島で気候も変化に富み、固有の生物種が多く存在しますが、

この日本においても、原生林の減少や里山の荒廃、外来

種の侵入などで希少生物種が失われつつあり、保全の必

要性が叫ばれています。 

　積水ハウスの事業は、さまざまな場面で生物多様性と

の関わりを持っています。例えば、住宅の原料として鉄鉱

石や木材などの資源を採取するときには、その山や森に

住む生物に何らかの影響を与えていますし、住宅を建て

るときには、その地域の動植物との関わりが生まれます。

住まいは建築後も長い間その地に存在し続けることから、

積水ハウスでは、住まいの庭と地域の自然との関わり方

に注目し、庭づくりを通して生物多様性の保全を考えて

います。 

■ビオガーデンづくりの5つの知恵 
里山の雑木林のように、落葉樹を中心として常緑
樹や高低さまざまな木を混ぜて構成することにより、
多くの生き物が利用できる庭となります。 

1. 樹  木 

自然の風景に倣って緑や光をデザインします。ほん
の小さな水辺でも、多くの生き物の「生命の水」と
なります。 

2. 水  辺 

「5本の樹」を用いることを基本に、その土地の風
景と調和する生垣を設けます。年月とともに美しく
育ち、独特の味わいを醸しだすようになります。 

3.   垣 

石の表面には時を経るごとにコケや地被類があら
われ、美しい変化を見せてくれます。人工物にはな
い複雑な形状が庭の自然をより豊かにします。 

4. 自然石 

ふるさとの自然に馴染む山野草をおすすめしてい
ます。小さな生き物に棲み家を提供し、庭のデザイ
ンの完成度も高まります。 

5. 下  草 

ビオガーデンに植える樹は、生き物が喜んで利用するという視点で
日本の原種や在来種にこだわって選んでいます。それが「5本の樹」
であり、「3本は鳥たちのために、2本は蝶たちのために」という思
いを込めています。 

雑木類主体の明るい緑に包まれた人にも生き物にもやさしい庭。水生
植物が茂る浅い池にはメダカが棲み、ムクドリが水浴びに訪れます。（神
奈川県川崎市S邸） 

総合住宅研究所　試作棟内ビオガーデン 
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花の蜜を目当てに訪れるメジロ 

　以前、ある自然保護団体で野鳥を

中心とした庭づくりのキャンペーン

を担当したのですが、当時その団体

が呼びかけて登録・実施できた庭は

約300ヵ所で、力不足を感じました。

しかしデータや工夫が得られ大変良

い経験になりました。この経験を活

かして積水ハウスのビオガーデン計

画に関わりましたが、企業イメージ向上のための緑化ではなく、次

世代に橋渡しできる本物の環境づくりとして取り組んでおられるの

は素晴らしいと思います。今までに植栽された樹の数だけを見ても、

質・量ともに自然保護に大きく貢献しているでしょう。企業の力を活

かした自然保護として、野鳥や蝶などの命のみなぎる庭づくりを進

めていただきたいと思います。 

 

 

　近年、市街地では自然の空間が極めて少なくなり、都

市で見られる生物は、市街地に残る社寺林や屋敷林に孤

立して生きる生物や、人為的な環境に適応するカラスや

スズメなどになってしまいました。 

　積水ハウスでは、日本の住宅メーカーとして日本の豊

かな自然を守り、次世代に受け継ぐことが社会的責任の

ひとつと考え、「里山」をお手本に、住まいが自然の一部

となる「ビオガーデン～5本の樹計画」を提案しています。 

　「ビオガーデン～5本の樹計画」では、住宅の庭の植栽

として地域に自生する在来種の樹を選びます。そうする

ことで住まいの庭が地域の自然と調和し、郊外の里山な

どに暮らすさまざまな生物を庭に呼び込むことができます。

ある調査によれば、外来種であるヒマラヤスギは約30種

の生き物しか利用しませんが、日本在来種のクヌギを植

えれば約600種類もの生き物が利用できると言われて

います。さらに、こうした緑地を効果的に配置すれば、緑

地の間を生物が行き来し、生物多様性の質は飛躍的に高

まります。それと同時に、多様な生き物が飛び交う庭は、

四季を感じ自然とともに暮らす豊かさを私たちに感じさ

せてくれるでしょう。 

　積水ハウスは2004年度は約1万軒の庭に在来種の

樹を植えてきました。住まいの庭に鳥や蝶が訪れること

で住む人が多様な生命のバランスの上に成り立つ自然

のしくみを感じ、未来の子どもたちにも豊かな自然を残

せるように…。私たちは、住まいの庭から生物多様性を

育む取り組みを始めています。 

クスノキに産卵するアオスジアゲハ 

住まいの庭が生態系をつなぐ 

薪や肥料などの採取地となってきた雑木林をはじめ、それとつな
がる田んぼや畑、小川や池など、人の暮らしと関わりが深い身近な
自然のこと。里山は絶滅危惧種を含む多くの生物の生息空間と
なっており、多様性を支える重要な役割を果たしています。 

里山 

自分の棲む地域を俯瞰で見ると、林や公園、庭などの緑

が点在しています。鳥や蝶は、そのわずかな緑の点と点

を結んだグリーンロードをたどって移動します。住まいの

庭は、小さな点にすぎなくても、そこはすでに小さな命に

とってかけがえのない憩いの場です。さまざまな命が集

まる「ビオガーデン」は、地域の生態系を守る里山ネット

ワークの一部なのです。 

■里山のネットワーク 

環境NPO　シェアリングアース協会 

藤本 和典氏 



――住まいに対して 
　　どのような社会的役割を期待しますか? 

高見：昨年のスマトラ沖大地震と津波はイン

ド洋の発展途上国を襲い、信じられないほど

多くの人が亡くなり、膨大な被害をもたらし

ました。その悲惨な様子を見て、防災の知識

と住まいの安全性がいかに大切であるかを

再認識いたしました。日本は防災に関して優

れた技術と知識があります。同じことが起こ

らないようにするために日本のノウハウをぜ

ひグローバルに役立ててほしいと思いました。

そのためには、安価で安全な家屋という研

究もしていただきたい。免震技術は素晴ら

しい技術ですが、まだまだ高価ですよね。国

が補助金を出すことも大事ですので、企業

から政府に積極的に働きかけていただくこ

とが必要だと思います。 

隅野：防災力を高めるという観点で考えますと、

防災意識を啓発する「literacy」（p.9参照）

を発行されたのは素晴らしいと思います。

災害に対応するためには、家の耐震性など

のハード面だけではなく、住み手がどう備え

るかが重要です。その点をこの本では啓発

しています。防災対策も含めた暮らし方を

一人ひとりが考えるために必要な素材を提

供するのがメーカーの役割だという姿勢が

この本によく表れていると思います。 

杉本：私たち日本人は家や土地に対して特

別な強い思いを持っているのではないでし

ょうか。ですから、生涯同じ家に快適に住み

続けるために、ユニバーサルデザインに配

慮した設計はとても重要になると思いました。 

枝松：うちは少し前に積水ハウスの家を建て

たのですが、最初から高齢者になったときの

ことをすべて想定して建てるのではなくて、

必要なときにリフォームするという考え方も

できると思いました。ですから、そういった

ことも計画に入れられるように、「ここは変

えられないけど、これは後からでもつけられ

るよ」といった情報があればよかったのですが、

それが少なかったと思います。住宅を永く使

っていくためにそういった情報ももっと知ら

せてほしいと思いました。 

河口：環境報告書を読んだり、納得工房を見

せていただいて、環境への配慮やユニバー

サルデザインなどの個々の取り組みは非常

に優れていると感じました。ですが、トータ

ルとして積水ハウスは「家」「住」というもの

をどう考えるのか?ということがあまり伝わ

ってこないように思います。家に何を求める

のか?家に対するビジョンを示すと、個々の

取り組みが理解しやすくなるのではないで

しょうか。 

 

――環境問題への取り組みは 
　　どう見られましたか? 

枝松：これからのエネルギーを考えたとき、

各家庭が燃料電池に切り替えることが本当

に環境に良いことなのでしょうか?スウェー

デンでは地域供給のシステムがありますが、

日本は個々の家庭ごとのシステムしか考え

ていないようです。地域のトータルのエネ

ルギー量で見ると、それは効率的ではない

かもしれません。地域までは難しいとしても、

積水ハウスさんはアパートやマンションも手

がけておられるので、集合住宅でエネルギー
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対話が開く持続可能な社会 
―ステークホルダーミーティング「積水ハウスに期待することとは?」― 

持続可能な社会の実現に向けて、積水ハウスはどのような役割を果たしていくべきなのか。2005年1月、初めてのステークホルダー
ミーティングを開催し、総合住宅研究所・納得工房見学後に各分野の専門家、積水ハウスのお客様などからご意見をいただきました。 

環境問題と住宅との関わりを考える 加齢と個人差による身体機能の違いを学ぶ インターホンの高さをチェック 移動用のキャリーを使った入浴 地震の揺れを低減する免震住宅の構造 

積水ハウスにお住まい 

「
持
続
可
能
な
社
会
の
中
で
の
役
割
を
明

確
に
示
し
て
ほ
し
い
。
ま
た
、長
寿
命
の

住
宅
を
売
る
企
業
と
し
て
会
社
も
長
く

持
続
す
る
た
め
に
は
、
教
育
な
ど
の
社

内
体
制
も
重
要
。
」 

枝松 芳枝氏 

大和総研　経営戦略研究所 
主任研究員 

「
顧
客
だ
け
で
な
く
、従
業
員
や
職
方
さ

ん
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
積
極
的
な
情

報
公
開
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
」 

河口 真理子氏 

GRI日本フォーラム　事務局 

「
達
成
し
た
取
り
組
み
だ
け
で
な
く
、で

き
て
い
な
い
点
が
何
か
を
明
確
に
言
え

る
こ
と
が
信
頼
性
の
向
上
に
つ
な
が
り

ま
す
。
」 

杉本 寛子氏 

総合住宅研究所・納得工房の見学、体験の様子 



をどうしていくかを、ぜひ考えていただきた

いと思います。 

杉本：太陽光発電などは、環境に良いだけで

なく防災にも役立つというふうに企業がア

ピールするとより普及していくのではない

でしょうか。政府では省庁を超えた話は難し

いですが、企業にはそれができると思います。 

手塚：環境に配慮した製品は、マーケットが

広がれば価格は自然と下がってきます。顧

客に対して、「環境に配慮したものとそうで

ないものがあります」という勧め方ではなく、

環境配慮のものが良いですよという働きか

けをする。それはメーカーの責任だと思い

ます。 

 

――今後、ステークホルダーとどのような 
　　コミュニケーションを 
　　進めていくべきでしょうか? 

枝松：持続可能な社会をつくっていくためには、

環境問題だけではなく、従業員の労働条件や、

人権問題などにも今後も取り組んでほしい

と思います。100年住める住宅ということは、

住宅を提供するメーカーも100年続かない

といけないということですよね。そういった

意味で、従業員の位置付けはとても重要で、

社員教育などもしっかりやっていただきたい

と思っています。 

隅野：人を通じて企業価値が高まるというの

もあります。例えば、「literacy」においても

編集した方の顔が見えるとより企業の信頼

性が高まるように思います。 

河口：顧客を大事にしている姿勢は環境報告

書を見てもよく伝わってきます。しかしこの

業種に特徴的なものとして、職方さんという

重要なステークホルダーがいますよね。そ

こにどうフォーカスしていくか。従業員や職

方さんをひとつのステークホルダーとみて、

その人たちにどういう対応をしていくのか

を考え、SRI（社会的責任投資）の視点からも、

情報を開示していくことが必要です。 

手塚：情報開示の手段はいろいろあると思い

ますが、納得工房を見学して、体験すること

が非常に大切だということを実感しました。

このような施設が各地にあれば、もっとたく

さんの人に取り組みを理解していただける

のではないかと思いました。 

杉本：私は去年、関東工場も見せていただき

ましたが、廃棄物再資源化の取り組みも、こ

ちらの納得工房での取り組みもいろいろ素

晴らしいことをやっていらっしゃるな、という

ことを感じました。ですが、この企業の問題

点はどこなのかが外からはわかりにくいの

です。何が課題で、どう改めていくのか、そ

れが明確に言えるかどうかが信頼性に関わ

ってくると思います。 

高見：積水ハウスさんの本業は、人々の暮ら

しに密着しているという点で、これから持続

可能な社会を実現していく上でとても大き

な役割を担っていると思うのです。今回、皆

さんからいろいろな意見が出ましたが、社会

を良くする大きな力を企業は持っていると

考えていただき、業界のリーダーシップを取

っていただくことを期待しています。 
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住宅というのは、できた製品を見て買うのでは

なく、設計図を買っていただくようなものです。

ですから、情報開示や、リスクを明確に説明す

るといったコミュニケーションは大変重要だと

考えています。また、問題点が見えないといっ

たご指摘についても、今後、皆様のご意見をい

ただきながら改善していきたいと考えています。 

取締役・常務執行役員 

生涯住宅などの個々の取り組みは優れていても、

企業としてのビジョンなど、トータルな情報発

信が不足していたことを感じました。また、業

界のリーダーシップをとり、国の施策に反映さ

れるような働きかけをしていくことが当社の役

割であると指摘いただきましたので、期待にお

応えできるよう取り組みを進めていきます。 

稲垣 士郎 

NPO法人大規模災害対策研究機構 
理事 

隅野 哲郎氏 

国際NGOナチュラル・ステップ・ 
インターナショナル　日本支部代表 

高見 幸子氏 

コクヨビジネスサービス株式会社　 
環境ソリューション事業部　リーダー 

手塚 則子氏 

「
災
害
へ
の
備
え
も
含
め
た
豊
か
な
暮
ら

し
方
を
、住
む
人
自
身
も
考
え
る
よ
う

に
啓
発
し
て
い
く
と
い
う
姿
勢
は
素
晴

ら
し
い
。
」 

「
暮
ら
し
に
密
接
に
関
わ
る
住
宅
メ
ー

カ
ー
は
、環
境
・
社
会
的
問
題
の
解
決
に

お
い
て
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

業
界
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
と
っ
て
い
た
だ

く
こ
と
を
期
待
し
ま
す
。
」 

「
環
境
に
配
慮
し
た
製
品
を
お
客
様
に
積

極
的
に
勧
め
る
こ
と
で
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
広

げ
て
い
っ
て
ほ
し
い
。
」 

（肩書きは開催当時のもの） 

取締役・専務執行役員 森本 彰 



 

 

 

 

 

 

当社では、ひとりでも多くのステークホ

ルダーの皆様から信頼を得られる組織と

なるように、企業価値の向上とビジネス

の発展をめざしています。 

 

これを実現するために、2004年度は

2009年に向けた当グループの中期経

営ビジョン“S-Project”を発表し、経営

の基本としてCSR（企業の社会的責任）

を推進するとともに、適切なコーポレー

トガバナンス（企業統治）体制の一層の

整備を進めました。 

 

また、企業の倫理性が問われる中、コン

プライアンス（法令の遵守）を遂行する

ことは当然のこと、すべての役員・従業

員が高い倫理観を持って行動ができる

よう行動指針を定め、徹底しています。 

Management System環境 
価値 

住まい手 
価値 

経済 
価値 

社会 
価値 

マネジメントシステム 

執行役員会（28名） CSR委員会（社外委員3名含む） 

CSR室（事務局） 
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サステナブルな社会の実現に向けて 
Management & Performance 2004

■コーポレートガバナンス体制 

コーポレートガバナンスの考え方 

　透明性と適時・適切なチェック機能

および経営監視機能が発揮できるよ

うに、経営システムとして監査役に2

名の社外監査役を置いています。

2002年から取締役の人数を半減す

るとともに、新たに執行役員制を導入し、

経営責任の明確化と業務執行の迅速

化を図っています。 

　従来、法令遵守等を徹底するため

にコンプライアンス委員会を設けて

いましたが、2005年2月からは会社

経営層、経営学者および弁護士の3名

の社外委員を加えたCSR委員会に改

組し、その事務を独立・専門に行う部

署としてCSR室を新設しました。こ

れにより、CSRについてのチェック

機能の強化・拡大、およびCSRの推進

を図っていきます。 

企業倫理浸透のしくみ 

　当社では、役員・従業員が遵守すべ

き企業倫理に関する事項を「企業行

動指針」「企業倫理要項」として定め

ています。「社会との関係」「顧客・取

引先・競争会社との関係」「株主・投資

家との関係」「会社・会社財産との関係」

に分けた具体的な倫理規定を設け、

従業員の倫理的な行動を促しています。

策定されたこれらの規範は、全役員、

従業員を対象に毎年開催される「人

権研修」でも周知され、実践レベルへ

の落とし込みを進めています。 

　法令遵守と企業倫理を徹底するた

めのしくみとして内部通報システムを

運営しています。これは、職場でのコ

ンプライアンスや改善すべき事項に

ついて職場の中で処理することが難

しい場合に従業員が同システムの窓

口に相談し、対応を図るものです。 

コーポレートガバナンス 

以下では最初に、経営活動のプロセスに社会的公正さや透明性、環境への配慮を組み込むための大きな枠組みをご紹
介し、これを前提に、大切なステークホルダーであるお客様に対する基本的な企業姿勢、重要な経営資源である従業員
の育成など、企業活動の根幹をなす枠組みを「マネジメントシステム」として紹介します。続けて「環境」「社会」「住まい手」
「経済」という持続可能な社会に向かうための4つの価値に沿って、考え方と2004年度の主な活動実績を報告します。 

株主総会 

代表取締役社長 

監査部 

経理部 社内各部署 

子会社 

関連企業部 

法務部 

広報部（適時開示担当部署） 

監査役会（5名、うち社外2名） 諮問・提言 

報告・統括 

取締役会（社内・グループ役員13名） 
（事務局:法務部） 

●コーポレートガバナンスの考え方 ●企業倫理の推進 

webwww

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/management/ マネジメントシステム 
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取引先との協働 

　1棟当たり6万点もの部材を用い、

多くのメーカーと関わることからサプ

ライチェーンマネジメントも重要な課

題と考え、2000年度から主要取引先

メーカーを対象に環境調査を実施し

ています。2004年度は164社にア

ンケート調査を実施し、4社について

は事務所や工場の視察を行いました。

調査を通して取引先との環境コミュ

ニケーションを進める中で、取引先か

らの積極的な提案も行われています。

2004年度には新築現場にキッチン

を納入する際の梱包材について、メー

カーと協力してリターナブル梱包の採

用を進めるなどの取り組みが生まれ

ました。 

環境に配慮した設計 

　環境負荷の少ない部材や商品を開

発するため、開発時に環境保全の視

点から開発要素をチェックする「グ

リーン設計シート」を導入しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリーン購入 

　事業所で使用する文具などの物品

について、環境に配慮したものを優先

的に購入する「グリーン購入」の取り

組みを進めています。関連会社の積

水ハウス梅田オペレーション（株）と

協力してインターネットによる文具販

売「ecoecoねっと」を運用し、2004

年度のグリーン購入率は46%となり

ました。 

22

■環境行動推進体制 

■グリーン設計シートの検討項目 

■環境調査の主な内容 

積水ハウスでは、環境推進担当役員を議

長とする全社環境会議の下に4つの全

社横断的な環境推進組織を設けて全社

的な視点から環境経営戦略の企画、立案

にあたっています。また、当社では住宅

部材の多くを自社工場で生産しているため、

全国の6工場すべてでISO14001の認

証を取得しています。 

 

環境マネジメントは自社だけにとどまらず、

建築過程に関わる関連会社各社、運送業

者や部材のメーカー各社に対しても、積

極的に働きかけ環境負荷をコントロール

しています。このようなライフサイクル

を通したマネジメントができるのは、住

宅の施工について代理店を設けず、直接

自社で施工する体制を持つためであり、

密接な連携により実効性のある運営を

進めることができます。 

環境マネジメント 

全社環境会議 
環境推進 
担当役員 

社長 

環境推進部 

環境技術部会 

主幹 
　:技術本部 
部会長 
　:和田 純夫 
　（取締役・常務執行役員） 

環境生産部会 

主幹 
　:工場 
部会長 
　:松本 雄三 
　（取締役・常務執行役員） 

森本 彰 
（取締役・専務執行役員） 

環境施工部会 

主幹 
　:施工本部 
部会長 
　:斎藤 勝康 
　（東部施工指導部長） 

環境行動部会 

主幹 
　:環境推進部 
部会長 
　:森谷 守 
　（環境推進部長） 

（2005年3月現在） 

エネルギーの消費削減 

自然・未利用エネルギーの活用 

廃棄物の削減 

資源の有効利用 

 

 

 

 

 

 

有害物質の使用削減 

住まいの長寿命化 

 

 

生産時の端材削減 

施工時の端材削減 

分解性 

資源性 

廃棄時の処分方法 

リサイクル材使用 

省資源設計 

梱包廃棄物の削減 

・環境マネジメントシステムの導入
状況 

・省エネルギー、自然・未利用エネル
ギーの利用 

・廃棄物削減・リサイクルの取り組み 

・製品の長寿命化に関わる取り組み 

・社外の環境保全活動に対する支援 

　　　　　　　　　　　　 その他 

●環境マネジメントの推進 
●サプライチェーンマネジメント 

●ISO14001認証取得状況 
●取引先への環境取り組み調査 

●グリーン設計シート ●グリーン購入 ●ライフサイクルを通した環境負荷低減 
Data

webwww

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/management/ マネジメントシステム 
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マネジメントシステム 
Management System環境 

価値 
住まい手 
価値 

経済 
価値 

社会 
価値 

■2004年度安全衛生研修等実施状況 

総括安全衛生管理者研修 

安全管理者研修 

現場監督研修 

事業主研修 

職長教育 

安全推進大会 

その他 

計（延べ人数） 

510名 

61名 

333名 

2,119名 

3,645名 

25,286名 

5,641名 

37,595名 

研修 受講人数 

施工現場での安全管理 

　安全衛生のためには一人ひとりが

細心の注意を払うよう、継続的な教育

研修が不可欠です。施工現場で当社

や協力関係会社の従業員が安全に働

くことができるよう、「施工安全衛生

年間計画」をつくり、災害防止対策や

安全衛生教育研修を実施しています。 

企業のリスクは、作業事故、自然災害、情

報セキュリティ、環境リスク、商品の安全

性など、さまざまな要因によって顕在化

します。特に多くの施工現場を抱える住

宅メーカーにとっては、現場から排出さ

れる廃棄物などの適正処理をはじめ、土

壌汚染や自然災害のリスク管理が重要と

位置付け、これを把握しコントロールす

るための体制を整えています。 

工業化住宅においても、施工段階におい

ては現場で多くの関係者が業務に関わり

ます。従って、お客様にご満足いただけ

る高い施工精度を保つためにも、関係者

が安全で心身ともに健康に働くことがで

きる環境の整備が重要です。当社では、

従業員のみならず関係会社従業員や協

力工事店の職方さんなども含め、グルー

プ一体となった体制の整備に注力してい

ます。 

環境リスクマネジメント 

労働安全衛生マネジメント 

廃棄物の適正処理を徹底するために 

　廃棄物の不法投棄が社会問題と

なっています。当社ではこれまでも施

工と連動したコンピューターによるマ

ニフェスト管理システムの運用などで

廃棄物の適正処理に努めてきましたが、

リスクをより少なくするためには、優

良な中間処理業者の協力を得ること

が重要です。当社では、業者選択の基

準を定めたガイドラインを作成し、委

託の可否を数値化して判断しています。

また、社内の担当者だけでなく現場で

工事に携わる協力会社の責任者への

研修も実施しています。今後はデータ

ベース化により、独自に業者の評価を

行っていく計画です。 

 

土壌汚染の把握と回避 

　分譲地購入の際のリスク管理の徹

底を進め、2004年度は汚染のおそ

れがあると判断された22物件につき、

指定調査機関を交えた分析を行い、う

ち3物件の取引を中止しました。また、

関東工場での資源循環センターの土

地取得にあたり、指定調査機関による

土壌調査を実施し、緊急に対応すべき

汚染のないことを確認しました。 

 

自然災害対策 

　自然災害のリスクに対応するため、「自

然災害対策アクションプログラム」を

定めました。従業員および従業員の

家族の安否確認、生活確保を前提に、

当社のお客様および地域住民の方の

復興支援を行うための体制を整えま

した。そのために、「自然災害発生時

の初動カード」を全従業員に配布した

ほか、「全社自然災害対策・初動マニ

ュアル（管理者編）」などを定めました。 

●リスク管理の考え方と体制 ●廃棄物の適正処理 ●土壌汚染対策 ●自然災害対策 ●労働安全衛生マネジメントの方針と体制 

webwww

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/management/ マネジメントシステム 

Data
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■従業員の能力開発 

お客様の声を反映させるために 

　お客様本位の住まいづくりを行う

ためにはお客様の視点やご意見に心

を配ることが重要です。そのひとつと

して当社では、お引渡し後1年後にア

フターフォロー・アンケートをお願い

しています。実際に春夏秋冬を通して

生活されたお客様の生の声を直接伺

えることから、個別のお客様対応に加え、

商品開発や各事業所のサービス内容

に反映させてお客様の満足を高めて

いく上でも大きな意義を持っています。

年間約3万件に及ぶお客様の詳細な

アンケートは、単なる選択肢方式にと

どまらず、自由に記述していただく回

答欄を多く設けています。その分析

には専門の分析システムも併用し、多

様なお客様の声を把握し、改善活動

やCS向上に役立てています。 

研修システム 

　当社では、お客様に対して満足度の

高い商品およびサービスを提供する

のに必要な能力を身につけた人材を

育成するために、職種や役職に応じた

集合研修や企業人として持つべき知識・

技能を養う各種研修を体系的に行っ

ています。また、当社では従業員一人

ひとりが社会の一員として人権を守

る姿勢が仕事を進める上でのベース

となることを認識することが重要と考え、

人権擁護研修を約20年以上前から

全従業員対象に毎年実施しています。 

積水ハウスは創業以来、企業理念の根本

哲学『人間愛』を基本に、“人間性豊かな

住まいと環境の創造”をめざして、つね

に「お客様本位」の住まいづくりを進め

てきました。1998年には全社で「CS（顧

客満足）活動」の積極的な実践を開始し

ました。2004年10月に発表した中期

経営ビジョン“S-Project”でもCSを3

本の柱のひとつに捉え、企業の社会的責

任と位置付けて取り組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

相手の幸せを願い、その喜びを我が喜び

とする企業理念『人間愛』を具現化でき

る従業員を育成することによって、当社

は社会から信頼される企業となり、これ

が企業発展の原動力になると考え、従業

員の教育や能力開発を積極的に進めて

います。 

自律型人材の育成とキャリア構築を重視し、

職務発揮能力ならびに役割（職務）・成果

を人事制度全般の機軸として、「新たな

る実力主義」を展開しています。 

お客様満足に関する方針 

人材育成の考え方 

（資格検定祝金制度など） 

自己を成長させようとする意欲 
会社の支援 

社
員
一
人
ひ
と
り
の
学
ぶ
姿
勢 

自
己
啓
発 

職
場
ご
と
の
必
要
に
応
じ
た 

指
導
育
成 

O
J
T

各
職
種
に
必
要
な
職
能
研
修 

（
専
門
知
識
・
技
能
） 

集
合
研
修 

●お客様満足に関する方針と体制 ●アフターフォローアンケートの実施 ●人材育成の考え方 ●研修システム ●従業員の自己啓発支援 ●環境教育 

webwww
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環境目標と実績 
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環境価値 
For the Earth環境 

価値 
住まい手 
価値 

経済 
価値 

社会 
価値 

■エネルギー 
部会 2004年度目標・実績 実績に対するコメント 評価 2005年度目標 

グランドメゾンにおける次世代省エネル
ギー仕様の普及率 
目標:30.0%　実績:0.0%

オリジナル省エネナビゲーションの
開発 
家庭用燃料電池の導入（50台） 

戸建住宅と比較すると、マンション等の集合住宅では断熱性能が高いため、断熱性能向上
に対するお客様のニーズを引き出すことができず、次世代省エネルギー仕様の普及率が進
みませんでした。 

太陽光発電システム出荷容量 
目標:1,200kW 
実績:1,453.6kW

太陽光発電システム出荷容量
2,000kW

2004年度は過去最高の出荷実績を達成することができました。これは、2003年度に発売し
た太陽光発電搭載商品「ダインズバリューII」による太陽光発電システムに対する関心度
が高まったためであると考えられます。2004年度の「省エネ・防災住宅」の発売を受けて、よ
り一層の普及に向けて取り組みを進めていきます。 

コージェネガスエンジンの採用率 
目標:5.0% 
実績:4.4%

高効率給湯器の普及率 
目標:30.0% 
実績:12.9%

ガスコージェネレーションシステム
の採用率6.0%

販売対象のエリアでの採用率は20%を超えましたが、弊社の全エリアを対象とした場合、採
用率が4.4%となり、目標を達成できませんでした。今後燃料電池の発売も含めコージェネレー
ションシステムを採用できるエリアが広がることで、普及に向けて取り組みを進めていきます。 

高効率給湯器の採用率40.0%高効率ガス給湯器については出荷実績は昨年度比で2倍以上に伸びたものの普及率では
目標を達成することができませんでした。高効率給湯器の中でも特に採用が進んだHP式
給湯器の伸びが大きくなると考えられるため、さらに高い普及率を目標に取り組みを進めて
いきます。 

既築住宅に対する断熱性能向上のため
の技術開発 
目標:断熱リフォーム工法の開発・標準化 
実績:断熱工法のパッケージ化、社内技 
　　 術資料を整備 

既築住宅に対する断熱改修の推
進 

断熱改修に関するさまざまな技術をよりわかりやすく運用できるように整理・パッケージ化し
ました。さらに2004年度は実物大の住宅を用いた効果検証やリフォームアドバイザーの増
員等、普及に向けた準備にも取り組みました。 

出荷面積あたりの輸送に伴うCO2排出量
を2005年度までに1997年度比8.0%削減 
目標:　　　　　　　　　 8.0% 
実績:　　　　　　　　 　42.7%

輸送によるCO2排出量の1997年
度比25.0%削減（CO2/m2）を維持 

出荷面積あたりの輸送に伴うCO2排出量は積載効率アップとデポの効果的な運用による
輸送効率アップで1997年度（基準年）の10.70kg-CO2/m2に比べ、6.13kg-CO2 /m2と
42.7%削減で、目標を大幅にクリアしました。2005年度は施工現場ゼロエミッションで、戻り
便トラック利用によるCO2排出量増加が予想されますが、効率の良い回収計画および出荷
平準化の推進により現状維持を図ります。 

 新築施工時廃棄物回収のシステム化 新築施工時廃棄物回収システム
の全国運用 

新築現場廃棄物の回収を効率的に行う集荷拠点を全国に設置し、携帯電話で回収管理
を行うシステム「ぐるっとメール」を開発。2004年度はこのシステムのテスト運用を開始して
います。 

事業所・展示場から太陽光発電システム
など自然エネルギー利用の情報発信 

引き続き「環境共生住宅」認定制
度活用の推進 

「環境共生住宅」認定制度活用の推進:「環境共生住宅のすすめ」「環境共生住宅認証
チェックリスト」などで認定メリットや認定方法を紹介。2004年度は建売りや分譲地での認
定が47棟ありました。 

技術部会 

生産部会 

施工部会 

行動部会 

× 

△ 

△ 

○ 

○ 

◎ 

× 

○ 

◎ 

■化学物質 
部会 2004年度目標・実績 実績に対するコメント 評価 2005年度目標 

目標:取り組み優先化学物質の選定 
実績:使用量の実態調査を実施。実現 
　　 可能性も考慮して選定作業を継続 

取り組み優先化学物質の選定 
優先的に対策を検討する化学物
質の選定を行い、ガイドラインとし
て公表する 

2004年度は取り組み優先化学物質の選定を検討するために主要取引先と当社工場に対
して化学物質の使用実態に関する調査を実施しました。また、いくつかの物質については、
取引先と一緒に具体的な設計変更に向けて、課題に関する検討も行いました。 

法律の規制や自治体・業界等のガイドラ
イン等に対して自発的対応のできる体制
の維持、推進 

外壁パネル裏面接着剤の無溶剤化
:接着剤中の溶剤を削減するため
に外装部材においても接着剤の
無溶剤系への変更を検討 

すべての工場で法律や自治体・業界等の規制値と同等以上のレベルの自主基準値を定
めて、定期的な測定・管理を行うなど、積極的な対応を行いました。 

 

事業所社用車の低公害型車両（国土交
通省認定低排出ガス車）導入率 
目標:50.0%以上 
実績:導入率100%

リース契約更新時の切替えに合
わせ、より環境負荷の少ない車種
を検討 

事業所営業車の切替えにより低公害型車両（国土交通省認定低排出ガス車）導入率は
すでに100%。2004年度導入の約1,008台中約854台が超低排出ガス仕様車（平成17年
基準排ガス75%低減レベル）でした。 

技術部会 

生産部会 

行動部会 

△ 

○ 

○ 

　責任を持って資源循環を進めたいという思いから始めた「新築現場ゼロエミッション」に関しては、2004年度、建設業界初となる「広
域認定」を取得できたことで回収の効率化があがり始めています。現在、約6割の事業所で受入れが完了しており、2005年度中の全事
業所達成に向け、引き続き集荷拠点の整備や携帯電話を用いた新しい回収管理システムの導入などを進めてまいります。 
　太陽光発電や各種エコシステムに加えて自然災害時の備えに配慮した「省エネ・防災住宅」は、総合的な住宅システムとしては初め
て「省エネ大賞（会長賞 平成16年度）」をいただくことができましたが、2005年5月より分譲を開始する家庭用燃料電池を設置した住宅
なども契機に住宅関連の省・創エネ技術についての新しい提案を進めたいと考えております。 

総括と展望 

2006年度までに生産によるCO2
排出量を1997年度比8.0%削減 
（CO2/m2） 

環境担当 
取締役・専務執行役員 

森本 彰 

出荷面積あたりの生産に伴うCO2排出量
を2005年度までに1997年度比8.0%削減 
目標:　　　　　　　　　8.0% 
実績:　　　　　　　   -3.9%（増加） 

出荷面積あたりの生産に伴うCO2排出量は1997年度（基準年）の8.67kg-CO2/m2に比べ、
9.01kg-CO2/m2と3.9%増加してしまい、削減することができませんでしたが、2005年度は
木質バイオマス発電装置導入による削減を図り、8%削減目標の達成をめざします。 
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※1　外壁や床パネルなどあらかじめ工場で切断加工しておくことで現場における切断端材の発生を抑制する。 
※2　植栽によるCO2年間固定量を日本造園学会「ランドスケープ研究」により算出。 

■その他 
部会 2004年度目標・実績 実績に対するコメント 評価 2005年度目標 

植栽本数90万本 
「5本の樹」植栽割合の向上 

年間植栽本数は2003年度よりも10万本多い約70万本でした。目標
には達しませんでしたが1件あたりの植栽本数平均は35本から37本
に増えています。また、「中高木」植栽のうち約3割が「5本の樹」選
定種となっています。 

各事業所個別に行っているボランティアについて参
加人数集計を検討。全社取り組みデータの基礎
データとする 

エコリーダー改選に伴う新体制における「環
境行動部会」の方針の推進を実施 

事業所内の環境啓発活動とともに環境ボランティア活動などにも
リーダーシップが発揮できるエコリーダーを事業所より改選してもらい
積極的に展開しました。 

オリジナル環境ラベルの制定 
目標:住宅建材の環境ラベルの制定 
実績:SHエコラベルを制定 

グリーン調達ガイドラインの制定 
目標:グリーン調達を行うためのガイドライン制定 
実績:未制定 

「エネルギー」「資源」「化学物質」の視点から環境に配慮されてい
る部材に付与するオリジナル環境ラベルを制定。アイテムカタログに
掲載しています。 

本ガイドラインは、優先化学物質の削減を効果的に運用するための
ガイドラインとして位置付けられています。優先化学物質が確定して
いないため、ガイドラインの制定にはいたりませんでした。 

グランドメゾンの緑化率 
目標:分譲マンションにおいて緑化面積/敷地面積を 
　　15.8%以上 
実績:23.8%

当社の分譲マンションは緑量の多さがお客様にも好評で、2004年度
も目標を達成。今後もこの基準を維持することを目標として取り組み
を推進します。 

環境研修推進  エコリーダーフィールド研修に全国約45名が参加、全国3営業本部対
象に実施しました。これまでに延べ165名が参加しました。 

技術部会 

行動部会 

○ 

× 

○ 

△ 

△ 

○ 

75万本（4,400t-CO2/年） 

70万本（4,210t-CO2/年） 

 

 

グランドメゾンの緑化率15.0% 
分譲マンションにおいて緑化面積/敷地面積
を15.0%以上 

年間植栽実績※2 
 
目標: 
実績:

■資源 
部会 2004年度目標・実績 実績に対するコメント 評価 2005年度目標 

設計ガイドラインの最適化による排出土・客
土の削減 

技術的な検証を実施し、技術的には実運用レベルの工法を確立する
ことができました。今後は施工体制や運用システムの整備に移行します。 

石膏ボードのプレカット※1 
目標:現場での石膏ボード端材削減のシステムづくり 
実績:検討の結果、プレカットではなく、別の手法に 
　　 よる端材削減に方針を変更 

 プレカットに関して部材設定やプレカットシステム、施工体制等を検討
した結果、プレカット化よりも効果の高い方法があることを確認。今後は、
端材削減効果が確認できた現場施工時における部材寸法の変更や
効率の高い割付方法の導入を展開します。 

目標:玄関ドア・窓庇の分解性を向上させるための 
　　 設計変更検討 
実績:グリーン設計シートで評価が低い部材の選定 

目標:アルミ樹脂複合サッシのリサイクルルート構築 
　　分解性の高い部材のリサイクルルートの検討 
実績:取引先と協力して保管方法や回収ルート等、 
　　 リサイクルルートの検討を実施 

 設計変更の対象部材について社内打合せを実施しました。具体的
な設計変更に関する打合せ（性能検証、デリバリー、コスト等）につい
ては、製造メーカー側の状況を鑑みて時期を検討します。 

リサイクルルートについていくつかの可能性を検討しました。今後は、
実運用に向けて回収コスト等についての検討が必要になりますが、
部材自体の出荷実績がまだ安定せず、回収量が予測できないため、
コスト等の検討は当面保留します。 

再資源化率（マテリアルリサイクル率） 
実績:79.8%

再資源化率90.0%2004年度まで自社リサイクル率で目標を設定していましたが、再資源
化率（マテリアルリサイクル率）での目標設定に切替えました。2004
年度の実績をベンチマークとし、2005年度はこれを90%に上げること
を目標とします。 

出荷延床面積当たりの排出物発生量1.47kg/m2 

（2002年度比25.0%削減） 
目標:　　　　　　　　　1.47kg/m2 
実績:　　　　　　　　　1.63kg/m2

出荷延床面積当たりの排出物の削減目標を2002年度比25%削減
の1.47kg/m2としていましたが、1.63kg/m2となり目標に至りませんで
した。2005年度は目標を改め、新築施工現場廃棄物および「専ら物（有
価物）」を含む排出物総量を対象とした削減をめざします。 

新築施工時の廃棄物 
2005年度末までに全ての事業所でゼロエミッション化 
新築施工現場廃棄物の受入れ態勢の確立 
新築施工現場廃棄物の受入れ開始事業所数 
目標:　　　　　　　　　　　　　40.0% 
実績:　　　　　　　　　　　　　58.2%

2005年度末までに新築施工時の廃棄物を
すべての事業所でゼロエミッション化 

新築施工現場で発生する廃棄物を回収し、処理するため、全国に「資
源循環センター」を設置。すべての廃棄物を埋立て・焼却しないゼロ
エミッションを可能にする体制を整え、全国122事業所のうち、71事業
所が新築施工現場で発生する廃棄物を「資源循環センター」に搬入
しました。 

新築施工時の廃棄物をプレカットや梱包見
直しにより2005年度末までに800kg/棟に
削減 

新築施工時の廃棄物を再利用した製品の開発と利
用拡大 

現場調達設備梱包材の削減 

石膏ボード端材削減工法の全国展開 

PP/PEを再利用した製品の開発と瓦桟、広小舞、副資材などへの利
用拡大を行いました。 

石膏ボード端材削減のための新たな内装下地施工
方法の確立 

石膏ボードの施工方法について内装下地施工方法全体で捉え直し、
新たな工法を標準設定しました。 

全社文具類グリーン購入率 
目標:43.0% 
実績:45.5%（前年度比9%向上） 

グリーン購入率60.0%実績で前年度より、全事業所平均文具類グリーン購入率は9%向上し、
再生紙（古紙100%）購入率は9%向上しました。2004年8月より全国
総務委員会を通じて「事業所環境計画」の数値目標を全事業所が作
成し、営業本部単位での推進が始まりました。 

再生紙（古紙100%）購入率 
目標:100%（一部用紙を除く） 
実績:67.4%（前年度比9%向上） 

再生紙購入率100% 

事業所紙ゴミ分別、リサイクル推進活動推進 9割の事業所で実施されていますが、全国の事業所で事業所内の環
境活動をより効率的に推進していくために事業所で環境取り組みを
推進するエコリーダーを中心に進めます。 

技術部会 

生産部会 

環境施工 
部会 

行動部会 

○ 

○ 

△ 

△ 

○ 

－ 

新築施工時の廃棄物を2005年度末までに800kg/
棟に削減 
2005年度末目標:　　　　　　800kg/棟 
　2004年度実績:　　　　　　1,913kg/棟 

プレカットや梱包見直し等、さまざまな取り組みにより廃棄物量は減り
ました。ただ、一部では目標数値に達した事業所もありますが、全社平
均ではまだ目標に届きません。 △ 

△ 

廃PPバンド・ポリシートの用途開発 
目標:再生原料使用部位の拡大 
実績:シャーメゾン（賃貸集合住宅）向けの部材開発 

シャーメゾン（賃貸集合住宅）向けの幅木を開発し、一部の工場で生
産準備。出荷状況を見ながら、他工場への展開を検討します。 ○ 

中古住宅の買上げ、再販売システムの立ち上げ 
目標:自社の中古物件を買上げ、補修した後に再販 
　　 売するシステム、ストック住宅の有効活用 
実績:3棟の実績 

中古住宅の買上げ、再販売システム（リモデル住宅）について、技術
的な検討を行いながら3棟について再販売を実施。今後は検証され
た技術の運用や事業性とのバランスを考慮しながら展開を検討します。 ○ 

－ 

○ 

△ 

○ 

○ 

自己評価の基準について　◎…最終目標を前倒しで達成　○…当期（数値）目標を達成　△…達成できなかったが目標に近づいた　×…目標に向けた改善ができなかった 

 

廃ガラス利用建材の普及:経済産業省のプ
ロジェクトとして開発された廃ガラス利用建材
の商品化に向けた実証評価の実施 

リモデル住宅の普及促進 

事業所の紙ゴミ分別、リサイクル実施のため
にエコリーダーが改選され、より具体的な推
進体制を確立 

瓦端材の自社リサイクル製品開発 

出荷延床面積当たりの排出物総量（「専ら
物」を含む）及び、新築施工現場排出物を
含む総排出物量を2004年度を基準として
20.0%削減。 
2004年度:18 . 4 3 kg /m 2→2005年度
:14.74kg/m2　全排出物量20.0%削減 

シャーメゾン壁面塗装工法の普及促進 
目標:アパートの入退去時に壁紙の張り替えではな

く壁紙の上に塗装する工法の開発、産廃排
出削減に寄与 

実績:技術検証を実施し、工法を確立 



  

環境価値 

廃棄物 
654.0t

CO2

開発・設計 

排出物 
18,300t

（　）内はリサイクル率 

CO2

工場生産 

CO2

輸送 

資材 エネルギー 
1,308,092GJ

開発・設計 工場生産 輸送 

資材 
1,222,700t

エネルギー 
822,926GJ

エネルギー 
576,791GJ

軽油 15,099kR電力 48,083MWh  

灯油 3,197kR 

A重油 1,618kR 

ガソリン 107kR 

軽油 30kR 

LPG 3,032千m3 

都市ガス 786千m3

木 183,900t 

プラスチック・ゴム 
 26,900t 

金属 336,900t 

ガラス・陶磁器 
 331,000t 

紙 7,000t 

その他 337,000t

電力 78,926MWh  

ガソリン 15,035kR 

都市ガス 1,080千m3

紙 845.8t

紙 463.8t 
ビン 43.4t 
カン 65.2t 
ペットボトル 34.6t 
紙コップ 15.2t 
一般ゴミ※ 19.5t 
不燃ゴミ※・産業廃棄物 
 12.3t

エネルギー消費に 
伴う排出量 

輸送 
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環境 
価値 

住まい手 
価値 

経済 
価値 

社会 
価値 

事業活動全体の環境負荷を把握し、削減につなげるため、住宅の生産・輸送・施工・居住・解体のライフサイクルの各段

階における環境負荷をグループ会社や協力会社と共同で把握しようとしています。本年度は開発・設計段階の環境負

荷として、事業所の投入資源・排出物についても算出を試みました。今後も引き続きデータの精度向上に努めます。 

環境負荷マテリアルバランス 

■マテリアルフロー図 

OUTPUT
排出量 

開発・設計 工場生産 

木くず 
 6,000t（100%） 
プラスチック・ゴム 
 500t（100%） 
金属 6,400t（100%） 
ガラス・陶磁器 
 1,400t（100%） 
紙 300t（100%） 
汚泥 3,400t（100%） 
その他 300t（100%） 

エネルギー消費に 
伴う排出量 

41,615t-CO267,022t-CO2 39,620t-CO2

エネルギー消費に 
伴う排出量 

INPUT
投入資源量 

For the Earth

環境価値 
私たちの身の回りにあるものはすべて、地球の資源とそこに成り立つ多様な自然から生み出されたもの。
どんな暮らしも自然の恵みなしには成り立ちません。私たちは住宅が環境に与える負荷をライフサイク
ルを通して把握し、その影響を削減するための対策を進めています。 

※本社ビルのみの排出量 



施工 

CO2廃棄物 
54,100t

（　）内はリサイクル率 

施工 解体・処理 

エネルギー 
613,510GJ

エネルギー 
726,732GJ

資材 

電力 18,191MWh  

軽油 1,646kR 

ガソリン 14,234kR工場から納入 

電力 17,123MWh  

軽油 6,231kR 

重油 3,749kR

灯油 6,233kR

エネルギー消費に 
伴う排出量 木材 

 10,300t（82%） 
プラスチック 
 5,600t（63%） 
金属 3,300t（100%） 
窯業系材料 
 7,200t（60%） 
紙 7,700t（95%） 
石膏ボード 
 18,000t（91%） 
その他 2,000t（52%） 
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■各データの算出について 

施工 居住 解体・処理 

投入資源量=（各型式の単位面積あたり資材使用量※1×2004年度の各型式
の出荷面積）+工場廃棄物総量 
※1 戸建実物件10棟の調査結果による 
　　自社工場・メーカー工場を含む 

「エネルギー消費量・CO2排出量」は、報告対象範囲である2004年2月～2005年1月の実績をもとに算出。CO2排出量=各エネルギー消費量×社団法人
プレハブ建築協会採用のCO2排出原単位。「施工時の廃棄物・エネルギーおよび解体時の廃棄物」は、報告対象外期間の実績も含みます。 

●工場生産 
資材 

本社ビル廃棄物実回収データ及び全国30事業所のサンプル調査に基づき全
社排出量を算出 

廃棄物 

2004年度における事業所の光熱費データから電気、ガス、ガソリンの消費量
を算出 

●開発・設計 

2004年度における自社6工場の調査データ 排出物およびエネルギー 

軽油消費量=自社6工場から建設現場までの車種ごと配車台数×走行距離÷
車種ごと燃費　（2004年度調査データ） 

●輸送 
エネルギー 

エネルギー 

2004年サンプル調査88棟の単位面積あたり排出重量平均×2004年度の住
宅出荷面積 

●施工 

廃棄物 

ガソリン消費量=総職人数※2×1人あたりの年間平均実働日数※3×1人1日あたり
の消費量 
電力消費量=1日当たりの仮設電力使用量×1棟あたりの工期日数※4×出荷棟数※5 
軽油消費量=1棟当たりの重機使用による消費量×出荷棟数※5 
※2  2004年8月現在 
※3  2003年度調査データ 
※4  2004年8月～2005年1月調査データ 
※5  2004年度調査データ 

エネルギー 

解体工事1棟当たりの廃棄物量×2004年度の解体工事受注棟数 

●解体・処理 

廃棄物 

（解体重機の燃料消費量+廃棄物輸送トラックの燃料消費量+廃棄物処理、処分
場の燃料および電力消費量）×2004年度の解体工事受注棟数 

エネルギー 

44,246t-CO2

解体・処理 

CO2廃棄物 
311,700t

（　）内はリサイクル率 
エネルギー消費に 
伴う排出量 木くず 

 60,100t（96%） 
金属くず 
 6,500t（100%） 
ガラス・陶磁器くず・土砂 
 47,900t（0%） 
石膏ボード 
 9,500t（0%） 
コンクリートガラ 
 166,700t（57%） 
混合 21,000t（0%） 

48,514t-CO2

2004年度施工 
24,707棟 

受注する解体工事に
おいては、従来木造住
宅が圧倒的に多いため、
その解体廃棄物の調
査結果を掲載します。 
 

注）昨年度報告書のマテリアルフロー図
で同様に報告させていただいた施工
段階の廃棄物量に誤りがありました。
出荷面積の数値に誤りがあったためで、
正しくは各品目について掲載した数
値の1.1倍、合計55,600tになります。 



 

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/environment/ 環境価値 エネルギー 

●住宅のライフサイクルアセスメント 
●増トン車の採用 
●次世代省エネルギー仕様の標準採用 
●燃料電池の導入 

●生産時のエネルギー消費 
●鉄道輸送の導入 
●断熱改修の推進 
●太陽光発電の普及 

●バイオマス発電の導入 
●居住時のエネルギー消費 
●省エネ設計の換気システム 
●高効率給湯器の普及 

●輸送時のエネルギー消費 
●省エネ・防災住宅 
●ガスコージェネレーションシステムの採用 
●地下水利用冷暖房システムの研究開発 

Data Data

DataData Data

Data Data

Data

webwww
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p.13

環境価値 
For the Earth

■住宅1棟当たりの30年間のライフサイクルCO2

■生産時のエネルギー消費量 

（年度） 00

930.2

01

（TJ） 

0
02 03 04

631.9 617.0 602.3 599.7

824.9 802.3 798.7 822.9

環境 
価値 

住まい手 
価値 

経済 
価値 

社会 
価値 

世界各国が協力して地球温暖化を抑制

するための約束事項を定めた京都議定

書が2005年2月に発効しました。これ

により、日本は2008～2012年の温室

効果ガス排出量を1990年比で6%削

減することが義務付けられました。温室

効果ガスの大半を占めるCO2の削減

が急務となっており、当社の所属する（社）

プレハブ建築協会でも、工業化住宅の生

産段階・居住段階におけるCO2排出量を

2010年度までに1990年度比15%削

減することを目標に定めています。 

 

日本の家庭部門から発生するCO2は年

間1億6,630万トン※1。わが国全体の

13.3%を占めており、日々の生活から

排出されるCO2を削減するために、当社

は住まいを通じて大きく貢献できると考

えています。特に、住まいが建てられる

ときから解体・廃棄されるまでに排出さ

れるCO2のうち、約7割が居住時に排出

されることから、当社では居住時のCO2

排出量削減に重点的に取り組んでいます。 

エネルギー 

High l i gh t  3 再生可能エネルギーの利用 

原材料など 
17.5% 

（47.4t-CO2） 

工場生産 
4.1%（11.0t-CO2） 

輸送 
1.1%（3.0t-CO2） 

施工 
0.8%（2.1t-CO2） 

修繕・更新 
1.8%（4.7t-CO2） 

解体 
1.1%（2.9t-CO2） 

処理 
2.6%（7.1t-CO2） 

企業活動 
（総務・営業活動および 
当社における研究・開発活動） 
1.2%（3.4t-CO2） 

居住時 
69.8% 

（188.8t-CO2） 

照明他 
38.9% 

（73.4t-CO2） 

給湯 
29.7% 

（56.0t-CO2） 

暖房 
23.6% 

（44.6t-CO2） 

調理 
3.9% 

（7.4t-CO2） 

冷房 
3.9% 

（7.4t-CO2） 

※2 製品に関わる資源の採取から生産・輸送・使用・廃棄までの各段階において、投入した資源と排出された物質を
計量し、環境に与える影響を定量的に評価する手法。 

注）LCAデータ収集の調査対象となった組織・データ・期間についてはWEBに掲載しています。 

住宅のライフサイクルアセスメント※2（LCA） 

生産・輸送時のCO2排出削減 

　生産時のCO2排出量削減のため、

2005年度からの稼動に向けてバイ

オマス発電の導入準備を進めました。 

　また、1棟当たり100トンもの資材

を扱う住宅では、輸送に伴う環境負荷

を削減することが重要です。当社では、

増トン車の導入や鉄道輸送の実証実

験を進め、輸送の効率化を図っています。 

 

居住時のCO2排出削減 

　住宅の高断熱化や、太陽光発電・住

宅用燃料電池の利用など、さまざまな

面から住まいのCO2排出削減を図っ

ています。2004年に発売した「省エネ・

防災住宅」は、断熱性能に加え、太陽

光発電システムや高効率給湯器を搭

載し、平成16年度省エネ大賞「省エ

ネルギーセンター会長賞」を受賞しま

した。 

■太陽光発電システム設置容量 

（年度） 00 01

（kW） 

0
02 03 04

1,381.8

940.3 1,002.9 911.5

1,453.6

■生産時のCO2排出量 

（年度） 00 01

（t-CO2） 原単位（kg-CO2／百万円） 

0
02 03

31.1 30.5 29.8 30.3

45,928
40,579 39,715 39,484 41,615

04

33.7

原単位（MJ／百万円） 

681.6

※1　出典:「日本の二酸化炭素部門別排出量（2002年）」地球温
暖化対策推進本部（2004年） 



http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/environment/ 環境価値 資源 

●住宅1棟あたりの資源循環 
●基礎工事での省資源化 
●浄化槽付きディスポーザーの普及 
●事務所における紙資源使用量削減 

●工場ゼロエミッションの取り組み 
●リターナブル梱包の導入 
●解体時の分別効率化 
●文具のグリーン購入 

●工場におけるリサイクルの推進 
●部材のプレカット 
●工場における水使用量・排水量 
●資源循環型住宅技術開発プロジェクトへの参画 

●新築現場における廃棄物削減の取り組み 
●施工手順の変更による石膏ボードの端材削減 
●雨水利用タンクの導入 

Data Data

Data

Data Data

webwww

最終処分 
0.3t

リサイクル 
1.6t

施工 

居住・リフォーム 

解体 

原材料 

輸送 

最終処分 
37.6t

基礎コンクリートなど 

梱包材のリユース 
・リサイクル 

資源投入量 54.9t

101.6t最終処分 
0.0t

リサイクル 
0.7t

生産 

原材料 
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住宅1棟には、鉄やガラス、木材など約

100トンもの資源が使われています。こ

れらは地下資源を採掘したり、森林を伐

採して得られるもの。特に日本は資源に

乏しく、多くを輸入に頼っており、輸入先

での過度の採掘、伐採による資源の枯渇

や土地の荒廃にも配慮しなければなりま

せん。また、廃棄物についても、埋立て処

分場の不足や不法投棄による環境悪化

の問題に真剣に取り組まなければなりま

せん。 

 

当社も多くの資源を永く大切に利用する

ための住宅の長寿命化に取り組むほか、

生産、施工、居住、解体といった、住宅の

ライフサイクルすべての段階で資源を大

切に使う工夫を行っています。今後も省

資源やリサイクルの取り組みを進め、資

源循環に貢献することで持続可能な社

会の構築へとつなげていきます。 

資源 

p.15High l i gh t  4 資源の循環利用 

■住宅1棟当たりの資源循環 

■生産部門での排出物発生量 

（年度） 02

（kg／m2） リサイクル率（%） 
（出荷延床面積当たり） 

0
03

リサイクル率（%） 

04

100 100 100

1.97

1.57 1.63

※2 当社で独自に定めた指標で、排出物の総量のう
ちマテリアルリサイクルされた量の割合。 

 

 

使用量削減と循環のしくみづくり 

　当社では、2002年5月に全工場で

ゼロエミッションを達成しました。達

成後も、排出物の発生量削減と再資

源化率※2向上に努め、発生した排出

物をリサイクルし自社の製品や資材と

して使用するなど、より高度で確実な

方法へと取り組みを進めています。 

　新築現場においても部材のプレカ

ット化拡大や梱包材削減などの工夫

により2004年度の1棟あたりの廃棄

物排出量は1,913kgまで削減できま

した。また、リサイクル率は81.9%で

したが、新築現場のゼロエミッション

化に伴い、今後は100%をめざします。 

■新築現場での廃棄物発生量 

（年度） 00 01

（kg／棟） 処分量 
（1棟当たり） 

0
02 03 04

3,364
2,893

2,387
1,965

70.3

1,913

81.9

※1 過去の物件なので、現在の投入量よりも少なくなります。 

廃棄物量 39.4t

廃棄物量 80.6t※1

リサイクル 20.1t
  金属 0.8t 
  木くず 7.3t 
  コンクリートガラ 12.0t

リサイクル 43.0t 
  金属 10.5t 
  木くず 6.5t 
  コンクリートガラ 26.0t

最終処分 
19.3t

解体 

金属・ガラス・木など 

資源投入量 49.3t

48.6t

新築前の既存住宅 

新築住宅 

リサイクル量 

（　　　　　　） 

（　　　　　　） 
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緑豊かな暮らしの提案 

　植栽は年月が経つにつれ風格を増し、

愛着をはぐくみ、住まいの資産価値向

上にもつながります。当社では2000

年より植栽本数を集計し、緑化の推進

に努めています。また当社オリジナル

の屋上緑化システム「スカイヤード」

の普及も推進しています。 

環境共生住宅 

　環境共生住宅認定制度は（財）環境

共生住宅推進協議会が定めた基準を

クリアした住宅が認定されるものです。

当社は、積水ハウス環境共生型「ECO 

21」として、環境共生住宅システム供

給型認定を取得し、2004年度には

47戸の実物件が認定を受けました。 

31

環境価値 
For the Earth

■シックハウス対策と住まいの化学物質削減 

■年間植栽実績 

（年度） 00 01

（万本） 

0
02 03

37

55 58 60

04

70

環境 
価値 

住まい手 
価値 

経済 
価値 

社会 
価値 

住宅の建材や家具などから発散する

VOC（揮発性有機化合物）が原因で健康

を損なう「シックハウス症候群」が問題と

なり改正建築基準法が施行されました。

当社では、内装仕上げ材と天井裏の建材

に最もホルムアルデヒドの発散量が少な

いF☆☆☆☆ランクの建材を使用。また、

施行に先駆けて省エネルギー性能に配

慮した計画換気システムを戸建住宅に

標準化し、建材と換気システムの両面か

ら室内空気質の向上に取り組んでいます。 

自然と調和する住まいづくりをめざして、

庭の植栽による緑化を進めています。植

栽は地球温暖化の原因となるCO2を吸

収したり、夏の日差しを遮り風の流れを

調整することにより、冷暖房時の省エネ

ルギーや都会のヒートアイランド現象の

緩和にも貢献します。また、その地域に

自生する植物を植栽に取り入れる「ビオ

ガーデン～5本の樹計画」を提案し、生

態系の保全にも貢献しています。 

化学物質 

自然環境 

内装仕上げ材（床材や壁
材など）と天井裏の建材
にはF☆☆☆☆ランクの
建材を使用 

塩素や可塑剤を含ま
ない、水性樹脂や自然
素材を原料としたオ
リジナル壁紙 

自然換気と機械換気
を組み合わせたハイ
ブリッド換気システム 

空気の入口、給気口には
花粉フィルター付き 

VOCの放散しにくい粒
状の防蟻剤（一部地域を
除く） 

無鉛釉薬を用いて生産
された瓦 

p.17High l i gh t  5 生物多様性の保全 

ビオガーデン倉敷 

●住まいの緑化 
●環境共生住宅の実績と実例 

●集合住宅における緑化の推進 ●エクステリアコンペ ●ビオガーデンの取り組み ●ビオガーデン事例 ●環境共生住宅の普及 Data

webwww

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/environment/ 環境価値 自然環境 

●化学物質の管理 
●外壁材の仕様見直しによるトルエン削減 

●PRTR 
●シロアリ被害防止薬剤の安全配慮 

●法規制や業界ガイドラインへの対応 
●瓦釉薬の無鉛化 

●シックハウス対策 
●住宅部材のノンフロン化 

●安全性に配慮した壁紙 
●低公害車の導入 

Data Data

Data

webwww

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/environment/ 環境価値 化学物質 
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〒981-4122 
宮城県加美郡色麻町大原8 
設立年月:1997年8月 
工場総面積:121,458m2

（平均値は03年11月～04年10月の平均値） 

（単位: t ） 

（実測値は最大値） 

東北工場 ■水質分析結果 

排出物 条例等 法規制値 
平均値 

単位 

pH  

全クロム mg/R 

銅 mg/R 

フェノール mg/R 

n-Hex mg/R 

マンガン mg/R 

鉄 mg/R 

フッ素 mg/R 

リン mg/R 

窒素 mg/R 

COD mg/R 

BOD mg/R 

SS mg/R 

大腸菌 個/cm3
 

亜鉛 mg/R

排出物 リサイクル率 処分量 リサイクル量 総量 
総量 

木くず 

廃プラ 

金属くず 

ガラス・陶磁器くず 

■主なエネルギー・資源使用量 

■排出物発生総量及び主要品目 

■大気分析結果 

エネルギー・資源 消費量 単位 
電力 kWh 

灯油 kR 

A重油 kR 

LPG kg 

上水使用量 m3 

地下水使用量 m3

排出物 単位 実測値 自主基準値 
NOx ppm 

SOx m3N/h 

ばいじん g/m3N

7.0 

0.1未満 

0.1未満 

0.1未満 

0.5未満 

0.1未満 

0.1未満 

0.4 

0.4 

2.4 

5.1 

2.0 

2.6 

26 

0.1

5.8～8.6 

2.0 

3.0 

5.0 

5.0 

10.0 

10.0 

8.0 

8.0 

60.0 

120.0 

120 

150 

3,000 

5.0

5.8～8.6 

2 

3 

5 

5 

10 

10 

8 

8 

60 

120 

120 

150 

3,000 

－ 

自主基準値 

5.8～8.6 

1 

1.5 

2.5 

3 

5 

5 

4 

4 

30 

60 

20 

60 

1,500 

2.5

最大値 
7.1 

0.1 

0.1 

0.1 

1.7 

0.3 

0.1 

0.6 

0.5 

4.6 

8.4 

3.5 

12.0 

130 

0.2

1,581.6 

75.1 

171.1 

713.6 

137.6

1,581.6 

75.1 

171.1 

713.6 

137.6

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0

100% 

100% 

100% 

100% 

100%

3,107,640.0 

1.1 

564.5 

563,132.8 

30,480.8 

0.0

950 

1.15 

0.05

（平均値は03年11月～04年10月の平均値） 

（単位: t ） 

（実測値は最大値） 

■水質分析結果 

排出物 条例等 法規制値 
平均値 
実測値 

単位 

pH  

全クロム mg/R 

銅 mg/R 

フェノール mg/R 

n-Hex mg/R 

マンガン mg/R 

鉄 mg/R 

フッ素 mg/R 

リン mg/R 

窒素 mg/R 

COD mg/R 

BOD mg/R 

SS mg/R 

大腸菌 個/cm3 

亜鉛 mg/R 

ホウ素 mg/R 

アンモニア化合 
・硝酸化合物 

排出物 リサイクル率 処分量 リサイクル量 総量 
総量 

木くず 

廃プラ 

金属くず 

ガラス・陶磁器くず 

■主なエネルギー・資源使用量 

■排出物発生総量及び主要品目 

■大気分析結果 

エネルギー・資源 消費量 単位 
電力 kWh 

灯油 kR 

A重油 kR 

LPG kg 

上水使用量 m3 

地下水使用量 m3

排出物 単位 実測値 自主基準値 
NOx ppm 

SOx m3N/h 

ばいじん g/m3N

7.48 

0.1未満 

0.1未満 

0.1未満 

0.5未満 

0.18 

0.13 

4.04 

0.11 

13.55 

9.63 

3.14 

1.08 

18.58 

0.39 

0.1未満 

11.42

5.8～8.6 

2 

3 

5 

5 

10 

10 

8 

16 

120 

－ 

160 

200 

3,000 

5 

10 

100

5.8～8.6 

1 

3 

1 

5 

1 

10 

8 

16 

120 

－ 

25 

40 

3,000 

5 

－ 

－ 

4,661.7 

1,044.3 

105.4 

2,011.2 

205.4

4,661.7 

1,044.3 

105.4 

2,011.2 

205.4

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0

100% 

100% 

100% 

100% 

100%

12,354,528.0 

1,087.7 

0.0 

716,956.0 

26,588.0 

128,741.0

58未満 

0.022 

0.003

150 

1.28 

0.1

法規制値 
950 

2.3 

0.1

法規制値 
230 

2.56 

0.2

〒306-0213 
茨城県猿島郡総和町北利根2 
設立年月:1970年8月 
工場総面積:231,504m2

関東工場 
自主基準値 

6～8.4 

0.5 

1.5 

0.5 

2.5 

1 

5 

6 

6 

90 

－ 

15 

20 

1,000 

2.5 

10 

100

（平均値は03年11月～04年10月の平均値） 

（単位: t ） 

（実測値は最大値） 

■水質分析結果 

排出物 条例等 法規制値 
平均値 

単位 

pH  

全クロム mg/R 

銅 mg/R 

フェノール mg/R 

n-Hex mg/R 

マンガン mg/R 

鉄 mg/R 

フッ素 mg/R 

リン mg/R 

窒素 mg/R 

COD mg/R 

BOD mg/R 

SS mg/R 

大腸菌 個/cm3

排出物 リサイクル率 処分量 リサイクル量 総量 
総量 

木くず 

廃プラ 

金属くず 

ガラス・陶磁器くず 

■主なエネルギー・資源使用量 

■排出物発生総量及び主要品目 

■大気分析結果 

エネルギー・資源 消費量 単位 
電力 kWh 

灯油 kR 

A重油 kR 

LPG kg 

上水使用量 m3 

地下水使用量 m3

排出物 単位 実測値 自主基準値 
NOx ppm 

SOx m3N/h 

ばいじん g/m3N

7.2 

0 

0 

0 

1.4 

0 

0.15 

0.14 

0 

8 

－ 

2.0 

2.8 

0

5.8～8.6 

2 

3 

5 

5 

10 

10 

15 

16 

120 

160 

160 

200 

3,000

5.8～8.6 

2 

1 

5 

3 

10 

10 

0.8 

0.1 

10 

－ 

20 

30 

3,000

3,731.4 

1,000.1 

80.8 

1,134.5 

590.0

3,731.4 

1,000.1 

80.8 

1,134.5 

590.0

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0

100% 

100% 

100% 

100% 

100%

10,354,711.0 

683.1 

370.5 

723,328.0 

82,761.0 

0.0

20 

0.0038 

0.05

－ 

－ 

－ 

法規制値 
25 

0.39 

0.1

〒437-1495 
静岡県小笠郡大東町中1100 
設立年月:1980年8月 
工場総面積:246,146m2

静岡工場 

特に記載のないものは報告対象期間である2004.2～2005.1の調査データです。 

自主基準値 

6～8 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

5 

0.6 

－ 

－ 

－ 

10 

15 

100

ISO14001認証取得2001年3月26日 

ISO14001認証取得2001年1月29日 

ISO14001認証取得2000年7月31日 

2004年4月にグランドオープンした夢工場は、「住
まい安全の国」「住まい快適の国」「住まい創造
の国」に分かれ、それそれ工夫を凝らした実験装
置によって住宅の性能を確かめながら体験でき
る全天候型施設です。 

住まいの夢工場 

1997年10月のオープンより来場客数が10万
人を突破。2004年秋には大幅リニューアルさ
れました。住宅のテーマパークとして、省エネ性
などを把握できる「快適性能館」、免震住宅を体
験する「安震館」など12の建物があります。 

住まいの夢工場 

11月2日、周辺地域への感謝の意をこめて工場
周辺の用水路の清掃活動を実施しました。安全
衛生委員会のメンバーを中心に、2トン車3台分
の泥やゴミを回収しました。 

静岡工場地域環境ボランティア 

サイトレポート 
東北・関東・静岡・滋賀・山口の生産工場で鉄骨部材やパネル部材の製造と木材加工を、兵庫工場で高性能コンクリート外
壁材のダインコンクリートを製造しています。すべての工場で徹底した生産品質管理体制を整えるとともに、地域環境への影
響に配慮し、大気や水域への排出物などについては法令よりも厳しい自主基準値を定めて、定期的に測定・管理しています。 

920 

0.40 

0.028

7.6 

0.1未満 

0.1未満 

0.1未満 

0.5未満 

0.6 

0.2 

4.9 

0.2 

24.5 

19 

14.6 

2 

73 

3.3 

0.1未満 

20

最大値 

7.5 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

0.22 

0.16 

－ 

8.4 

－ 

3.4 

3.0 

0

最大値 

mg/R

実測値 

実測値 
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（平均値は03年11月～04年10月の平均値） 

（単位: t ） 

（実測値は最大値） 

■水質分析結果 

排出物 条例等 法規制値 
平均値 

単位 

pH  

全クロム mg/R 

銅 mg/R 

フェノール mg/R 

n-Hex mg/R 

マンガン mg/R 

鉄 mg/R 

フッ素 mg/R 

リン mg/R 

窒素 mg/R 

COD kg/日 

BOD mg/R 

SS mg/R 

大腸菌 個/cm3

排出物 リサイクル率 処分量 リサイクル量 総量 
総量 

木くず 

廃プラ 

金属くず 

ガラス・陶磁器くず 

■主なエネルギー・資源使用量 

■排出物発生総量及び主要品目 

■大気分析結果 

エネルギー・資源 消費量 単位 
電力 kWh 

灯油 kR 

A重油 kR 

LPG kg 

都市ガス m3 

上水使用量 m3 

地下水使用量 m3 

工業用水使用量 m3

排出物 単位 実測値 自主基準値 
NOx ppm 

SOx m3N/h 

ばいじん g/m3N

7.75 

－ 

－ 

－ 

1.0未満 

－ 

－ 

－ 

0.1未満 

0.352 

2.26 

2.18 

1.0未満 

23.5

5.8～8.6 

2 

3 

5 

5 

10 

－ 

8 

16 

120 

160 

160 

200 

3,000

6.0～8.0 

0.1 

1 

1 

3 

10 

－ 

8 

0.5 

8 

15 

15 

20 

1,500

5,233.5 

3,233.0 

4.8 

1,575.9 

9.8

5,233.5 

3,233.0 

4.8 

1,575.9 

9.8

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0

100% 

100% 

100% 

100% 

100%

10,071,492.0 

890.7 

0.0 

184,200.0 

785,955.0 

27,595.0 

0.0 

36,280.0

50 

0.0099 

0.015

200 

K値:8.76 

0.01

法規制値 
600 

2.1 

0.05

〒520-3082 
滋賀県栗東市下鈎333 
設立年月:1961年6月 
工場総面積:245,296m2

滋賀工場 

（平均値は03年11月～04年10月の平均値） 

（単位: t ） 

（実測値は最大値） 

■水質分析結果 

排出物 条例等 法規制値 
平均値 

単位 

pH  

全クロム mg/R 

銅 mg/R 

フェノール mg/R 

n-Hex mg/R 

マンガン mg/R 

鉄 mg/R 

フッ素 mg/R 

リン mg/R 

窒素 mg/R 

COD kg/日 

BOD mg/R 

SS mg/R 

大腸菌 個/cm3

排出物 リサイクル率 処分量 リサイクル量 総量 
総量 

木くず 

廃プラ 

金属くず 

ガラス・陶磁器くず 

■主なエネルギー・資源使用量 

■排出物発生総量及び主要品目 

■大気分析結果 

エネルギー・資源 消費量 単位 
電力 kWh 

灯油 kR 

A重油 kR 

LPG kg 

上水使用量 m3 

地下水使用量 m3

排出物 単位 実測値 自主基準値 
NOx ppm 

SOx m3N/h 

ばいじん g/m3N

7.0 

－ 

－ 

0.02 

0.6 

1.6 

－ 

1.3 

0.86 

5.6 

5.8 

36.6 

5.3 

0

5.8～8.6 

2.0 

3 

5 

5 

10 

10 

8 

16 

120 

11.1 

160 

200 

3,000

5.8～8.6 

2 

3 

5 

5 

10 

10 

8 

16 

120 

－ 

160 

200 

3,000

2,596.3 

651.1 

19.9 

1,201.5 

160.7

2,596.3 

651.1 

19.9 

1,201.5 

160.7

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0

100% 

100% 

100% 

100% 

100%

9,875,818.1 

534.7 

0.0 

693,398.4 

34,352.0 

18,675.0

5 

0.044 

0.0051

125 

0.32 

0.25

〒747-1221 
山口市鋳銭司5000 
設立年月:1973年8月 
工場総面積:228,667m2

山口工場 

（平均値は03年11月～04年10月の平均値） 

（単位: t ） 

（実測値は最大値） 

■水質分析結果 

※工場規模により法規制に該当せず。 

排出物 条例等 法規制値 
平均値 

単位 

pH  

全クロム mg/R 

銅 mg/R 

フェノール mg/R 

n-Hex mg/R 

マンガン mg/R 

鉄 mg/R 

フッ素 mg/R 

リン mg/R 

窒素 mg/R 

COD mg/R 

BOD mg/R 

SS mg/R 

大腸菌 個/cm3 

亜鉛 mg/R

排出物 リサイクル率 処分量 リサイクル量 総量 
総量 

木くず 

廃プラ 

金属くず 

ガラス・陶磁器くず 

■主なエネルギー・資源使用量 

■排出物発生総量及び主要品目 

■大気分析結果 

エネルギー・資源 消費量 単位 
電力 kWh 

灯油 kR 

A重油 kR 

LPG kg 

上水使用量 m3 

地下水使用量 m3

排出物 単位 実測値 自主基準値 
NOx ppm 

SOx m3N/h 

ばいじん g/m3N

7.5 

－ 

－ 

－ 

1未満 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

20.0 

15.5 

2.7 

89 

0.01未満 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

5.8～8.6 

2 

3 

5 

5 

10 

5 

15 

－ 

－ 

100 

100 

90 

3,000 

5

460.6 

1.5 

65.1 

38.2 

307.1

460.6 

1.5 

65.1 

38.2 

307.1

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0

100% 

100% 

100% 

100% 

100%

1,422,880.0 

0.0 

683.3 

150,593.0 

23,329.0 

2,333.0

87 

0.054 

0.057

90 

k値:8.76 

0.20

法規制値 
250 

0.83 

0.30

法規制値 
180 

1.5 

0.30

〒673-1314 
兵庫県加東郡東条町横谷字石谷798 
設立年月:1985年7月 
工場総面積:59,051m2

兵庫工場 
自主基準値 

6.0～8.0 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

70 

70 

50 

1,500 

2

自主基準値 

6～8 

－ 

－ 

2.5 

2.5 

5 

5 

7.5 

16 

120 

10.5 

60 

75 

1,500

自主基準値 

6.0～8.0 

－ 

－ 

－ 

2 

－ 

－ 

－ 

0.4 

5 

10 

10 

15 

1,000

ISO14001認証取得2000年12月25日 

ISO14001認証取得2000年11月29日 

ISO14001認証取得2001年2月26日 

滋賀工場管轄の集成材加工工場である浅井工場
の敷地内に新築現場ゼロエミッションの拠点と
なる資源循環センターが設置されました。 

浅井工場 

施工現場で発生する瓦端材のリサイクル率を高
めるため、瓦端材を粉砕し外部舗装用仕上材や
車止めの原料として有効利用しています。場内
の一部駐車場に施工しています。 

瓦端材リサイクル 

2004年10月に新装オープンした「住まいの夢
工場～ハウジング・ファンタジア～」は子どもから
大人まで楽しめる「家づくり体験テーマパーク」
です。学校の総合学習施設としても活用されて
います（他工場でも展開中）。 

住まいの夢工場 

特に記載のないものは報告対象期間である2004.2～2005.1の調査データです。 

最大値 
8.1 

－ 

－ 

－ 

1.0未満 

－ 

－ 

－ 

0.1未満 

0.6 

3.3 

3.3 

2.0 

90

最大値 
7.6 

－ 

－ 

－ 

1未満 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

23.0 

20.0 

3.4 

170 

0.01未満 

最大値 
7.6 

－ 

－ 

0.09 

1.3 

2.9 

－ 

2.4 

2.0 

8.3 

8.63 

57 

14 

0

実測値 

実測値 

実測値 



環境 
価値 

住まい手 
価値 

経済 
価値 

社会 
価値 

For Society

社会価値 
暮らしの器である住まいを提供することは、生活文化を継承し、創造していくこと。美しい街並みと活き
た地域コミュニティを生み出すことが私たちの役割です。また事業活動においてモラルを守るのは当然
のこと、世の中に先進技術を広め、新しい社会の構築に貢献します。 
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法令より厳しい目標基準の設定 

　工場で生産活動を行う当社にとって、

環境に関する法規制の遵守は当然の

こと、特に、水や大気への化学物質の

排出に関しては、法規制値よりも厳し

い自主基準値を定めて管理を徹底し

ています。 

　また、当社は同時に多くの施工現場

を抱えるため、廃棄物の管理も重要

な責任です。廃棄物のマニフェスト伝

票については、法の定める措置内容

報告期限（90日）よりも厳しい自主回

収基準（60日）を独自で定め、法定期

限を超えることのないようにしています。 

　2004年度は、年間マニフェスト総

数419,393枚に対して自主基準期

限内の回収率は92.8%となっており、

引き続き回収率の向上を図ります。 

　なお、2004年度は環境に関する

重大な法規制の違反・事故および環

境関連訴訟はありませんでした。 

個人情報保護への取り組み 

　個人の生活を住まいづくりに反映

させる住宅産業にとって、保有、管理

するお客様の情報は極めて重要なも

のです。こうした情報を保護し、適切

に扱うことは事業活動の根幹をなす「信

頼」を保護する上でも最も基本的な

責務と位置付けています。 

　2004年10月に分譲マンションの

販売センター（大阪府豊中市）に何者

かが侵入し、資料請求をいただいたお

客様の連絡先等個人情報を含む資料

の入ったパソコンが盗難の被害を受

けました。当該パソコンには、パス

ワード設定の対策が講じられてはいま

したが、この事件を重く受け止め、基

本にたちかえり全社を挙げて個人情

報保護の徹底やセキュリティ対策の一

層の徹底を進めています。 

　2005年4月1日より施行される個

人情報保護法に先立ち、すべての従

業員を対象として実施した社内研修

の場でもその重要性や運用を周知徹

底したほか、お客様情報の取り扱いに

ついてのガイドラインを社内で策定し、

ホームページ※で積極的に公開する

などシステムの強化に取り組んでい

ます。 

企業は社会の一員であり、お客様や工場

近隣にお住まいの方、取引先、株主、従業

員をはじめとするステークホルダーの方々

からの信頼なくしては、存続していくこと

はできません。 

 

将来にわたって事業を継続し、持続可能

な社会の構築に貢献していくため、積水

ハウスでは事業に関わる法律を遵守す

ることはもちろん、万が一問題が発生し

たときには速やかに説明責任を果たす

ことを基本として、信頼される企業であ

り続けたいと考えています。 

社会責任 

●環境に関する規制の遵守状況 ●個人情報保護への取り組み 

webwww

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/social/ 社会価値 社会責任 

委託業者選定ガイド 

※　URL: http://www.sekisuihouse.com/ 
　　　　  information/privacy.html
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社会価値 
For Society環境 

価値 
住まい手 
価値 

経済 
価値 

社会 
価値 

街づくり 

　永く快適に暮らすためには、住まい

の快適性だけでなく、地域全体の快適

性が重要なポイントです。街づくりの

ノウハウを活かし、地域のコミュニティ

活性化を図るさまざまな提案を行っ

ています。 

住まいを通じて社会に貢献する企業として、

当社の製品や環境・社会的活動について

の情報を公開し、お客様はもとより広く

社会の方々とのコミュニケーションを進

めています。当社の住まいづくりに対す

る姿勢と技術をお伝えするために「納得

工房」や「住まいの夢工場」といった体

験型施設を各地に設けたり、環境報告書

の発行や環境広告を通じた情報発信を

行っています。 

また、生き生きとした社会づくりに貢献

するため、コミュニティを重視した街づく

りにも力を入れています。 

事業の中で蓄積してきた住まいに関す

る情報や研究成果の公開を通じて広く

社会の人々の快適な暮らしづくりをお手

伝いすることは、私たちの基本的な社会

貢献であると位置付けています。またボ

ランティア活動への参画を推進することで、

従業員の意識向上を図っています。 

コミュニケーション 

社会貢献 

ふれあい小径や気軽に集うことができる中央公園などを設
けることで、住民同士のコミュニケーションを深め、地域の
活性化を図ります。 

スタイリッシュ・ステージ米子 
住まいに関するさまざまな体験をしていただくことができ、
積水ハウスのお客様をはじめ学校の社会見学や自治体の方
など、年間約3万人の来場があります。 

総合住宅研究所 納得工房 

（財）地球・人間環境フォー
ラム主催の「第8回環境コ
ミュニケーション大賞」の「環
境報告書優秀賞」を受賞し
ました。 

環境報告書 
ECO WORKS 2004

社会とのコミュニケーション 

住まいづくりを通した社会貢献 

　住まいの研究成果を活かして、学習

講座「すまい塾」を開催したり、学術

研究の発展に寄与する目的でNPO法

人西山夘三記念すまい・まちづくり

文庫が開催する「すまい・まちづくり

フォーラム関西21」にも協賛してい

ます。 

障がい者の自立を支援 

　障がい者が自立のためにリハビリ

を兼ねてつくる「セルプ製品」の購入

や販売協力をしています。2004年

度は「住まいの参観日」でノベルティ

として活用し、約2万個を採用しました。 

すまい塾 

■ボランティア活動 

・フューチャーフォレストに寄付を行い、
ブータン王国への植林を支援 
・使用済み切手などを収集し、海外で
医療活動を行うNPOへの提供  他 

●社会貢献の考え方 ●すまい塾 ●すまい・まちづくりフォーラム ●ボランティア活動 ●セルプ製品の販売協力 ●フューチャーフォレスト Data

webwww

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/social/ 社会価値 社会貢献 

●社会とのコミュニケーション 
●街づくり事例 

●生活リテラシーブックの発刊 ●環境報告書の発行 ●環境広告の掲載 ●住まいの夢工場 ●納得工房 ●街づくりへの取り組み 

webwww

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/social/ 社会価値 コミュニケーション 
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http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/social/ 社会価値 従業員との関わり 

●労働安全衛生 
●セクシュアルハラスメント 
●「男女いきいき・元気宣言」事業所への登録 
●福利厚生の方針 

●メンタルヘルス 
●雇用の方針 
●障がい者雇用の促進 
●福利厚生のさまざまな制度 

●人権問題への取り組み 
●女性営業社員の積極採用 
●「ゆとりと豊かさ創出プロジェクト」の推進 
●職方さんへの福利厚生 

●人権擁護研修 
●リフォーム営業に女性を積極採用 
●人材公募制度の導入 Data

Data

Data

webwww

住宅業界は、多数のサプライヤーや建築

関係者が関わる非常に裾野の広い産業

です。特に当社は、生産から施工、メンテ

ナンスやリフォームまですべてを一貫し

たグループ体制の下で行っているため、

関係会社や協力工事店などとの緊密な

関係を保っているだけでなく、彼らを介

して多様なステークホルダーとつながっ

ています。 

 

こうしたことから、従業員、関係会社従業員、

協力工事店など多くの関係者が健康・快

適に働くことができ、社外からも高く評

価される豊かな人格を形成するとともに、

その家族も誇りを持って幸せな人生を

送ることができる会社にすることは、社

会に対しても大きな波及的効果を持つ

と考えています。こうした観点から、

2004年度に策定した中期経営ビジョン 

“S-Project”においても、ES（従業員

満足）を3本柱のひとつに据えています。 

従業員との関わり 
個人を尊重した多様な雇用 

　当社はお客様へ暮らしを提供する

立場であることを認識し、従業員採用

の際には「誠実」「熱意」「責任感」と

いう人格面を重視しています。また、

国籍や出生地、性別による差別の撤

廃を掲げ、これを従業員研修において

も徹底しています。男性と比べ数の

少なかった女性営業社員についても

積極的な採用を始めており、採用後の

人事方針としても、男女雇用機会均等

をはじめとするあらゆる差別撤廃に

注力しています。また、育児などとの

両立を考慮した週休3日制など新し

い勤務体制でリフォーム営業に採用

するなど、多様な雇用形態の整備も進

めています。 

 

人権問題への取り組み 

　あらゆる差別をなくして人権侵害

のない社会づくりに取り組むことは社

会的責任の基本であるという認識の

もと、当社では早くから同和問題をは

じめ、女性・在日外国人・障がい者問題

などさまざまな人権問題に取り組ん

できました。具体的には、全事業所に

おける20年以上にわたる人権擁護研

修の実施、社内外の人権問題を広く

カバーした人権啓発レポートの発行、

人権パネル展の開催などを継続実施

しています。また、人権推進室の専任

メンバーがセクハラについての相談

や質問に応えるフリーダイヤルのセク

ハラホットラインを設けるなど、社内

での人権擁護体制も整えています。 

安全・安心で健康に働ける職場を 

　施工現場で従業員や関係会社の従

業員が安全で健康に働くことができ

るよう「施工安全衛生年間計画」をつ

くり、災害防止対策に努めています。

2004年度の年間計画のスローガン

は「危険ゼロ」。全国安全週間（7月1

～7日）にちなみ、安全標語とポス

ターの図案を募集したところ、グルー

プ会社や協力会社を含む従業員とそ

の家族から、標語22,270点、図案

127点の応募がありました。 

　また、従業員が身体的な健康だけ

でなく、「心の健康（メンタルヘルス）」

も良好に保つことができる環境を構

築するために、社外にメンタルヘルス

相談窓口を開設しています。 

 

福利厚生 

　従業員とその家族が人生を通じて、

安心・充実した時間を送ることが重要

であると考え、資産づくり、余暇の充実、

万一の事態などを考慮した福利厚生

の充実を図っています。自己啓発意

欲の向上を目的とした資格（検定）祝

金制度において約150種の資格につ

いて祝金を支給するほか、ボランティ

ア休職制度を新設し、国際社会に貢献

したいという従業員を支援するなど、

さまざまな制度を設けています。 

　また協力会社や職方さんに対して「セ

キスイハウス協力会」という組織を設け、

積立年金制度や在職功労金制度、入

院補償制度など、当社のスケールメリッ

トを活かした制度を提供しています。 



 

人 
に対して 

住まい 
に対して 

企業 
として 
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■総合的な住宅防災 

■積水ハウスの「防犯住宅」の展開 

●防災に対する考え方 ●防災・免震住宅 ●自然災害時の体制 

webwww

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/customer/ 住まい手価値 安心・安全・快適 防災 

●防犯の取り組み方針 ●防犯の取り組み事例 ●住まいの夢工場の防犯館 ●十王・城の丘タウンセキュリティ 

webwww

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/customer/

この5年間で侵入盗（住宅対象）の認知

件数が約1.5倍※になるなど、安心して暮

らすためには、防犯対策は欠かせない要

素となってきました。積水ハウスでは、「見

える」「守る」「知らせる」の3つの視点

から防犯性能の向上を図ることによりハ

イレベルな防犯仕様を用意しています。

2004年6月には防犯合わせ複層ガラス

を標準仕様としました。また、住民同士

のつながりが深まる街づくりを進めるこ

とで、犯罪が起こりにくい環境をつくるこ

とにも力を入れています。 

2004年8月に「住宅防災」の総合的な

取り組みを発表しました。災害に対して

強い住まいを提供することはもちろん、

セミナーや防災訓練などを通した防災

意識の啓発、災害時には全社的な支援

のもと迅速なサポートを行うなど、安全・

安心な暮らしを支える企業として貢献し

ていきます。 

防犯 

防災 

p.9High l i gh t  1 住宅防災の推進 

省エネ・防災住宅 

住民主導の総合防災訓練実施 災害時の復旧支援（中越地震） 

防災意識の啓発 
防災体験型展示・セミナー開催 

 
自然災害対策アクションプログラム 

防犯標準仕様の向上 
＊遮熱断熱・防犯合わせ複層ガラス 
  を標準採用 

2004年6月 

タウンセキュリティの展開 
＊大阪「リフレ岬・望海坂」 
＊広島「e-タウンみどり坂」 
＊茨城「コモンシティ十王・城の丘」 

2002年10月 

環境 
価値 

住まい手 
価値 

経済 
価値 

社会 
価値 

For Customers

住まい手価値 
住まい手にとっての価値は、暮らしの夢やスタイルによって実に多彩なものです。当社では、「コンサル
ティング・ハウジング」によって、家族すべての想いに応える住まいを提案するとともに、「住宅の長寿
命化」を支えるハードやサポート体制の整備など、いくつになっても誰もが心地よく暮らせるための性能
向上に努めてきました。時代の変化とともに生まれる暮らしのニーズを見極め、自然や社会ともよりよく
つながる新たな価値を提案していきます。 

タウンセキュリティ（警備会社の緊急発進拠
点を開設）／見守りカメラ（街の様子を自宅で
チェック） 

コモンシティ十王・城の丘:茨城県十王町 
タウンセキュリティ（専任の警備員が24時間
常駐）／ホームセキュリティ（全住戸に防犯・
防災システムを標準装備） 

リフレ岬・望海坂:大阪府岬町 
1階全窓と2階バルコニーに面
する窓に標準採用 

防犯合わせ複層ガラス 

防犯住宅仕様の発表 
＊開口部仕様の向上 
  （全サッシ2ロック化・鎌付き錠等） 
＊防犯プラス仕様、カスタマイズ仕様の開発 

守る防犯 
知らせる防犯 

住まい 

見える防犯 
敷地 

タウンセキュリティ 
街 

住まい手価値 安心・安全・快適 防犯 

災害に強い基本性能 
「住宅防災仕様」の普及 

※警察庁資料より（平成10年次と15年次の比較） 
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「誰もが使える」を形にする 

　当社が制定したSH-UD（積水ハウ

スユニバーサルデザイン）ガイドライ

ンに基づき、細部までこだわって部材

を開発しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

SH-UDマスタープランナーの育成 

　ユニバーサルデザインの観点から

住まいづくりをコンサルティングでき

る人材を育成するため、社内資格とし

てSH-UDマスタープランナー制度を

設けています。2004年度は新たに

65名が認定を取得し、すべての営業

本部にマスタープランナーが配備さ

れました。今後は全事業所にマスター

プランナーを配備するという目標を

めざして取り組みを進めます。 

お引き渡し後のサポート 

　アフターサービスの窓口として全

国66カ所※2に本社CS推進本部管轄

の「カスタマーズセンター」を設置し

ています。お引き渡し後も専任スタッ

フが定期点検を実施。暮らし始めてか

らの問題点などをくまなくチェック。2

年間の定期点検終了後も、メンテナン

スなど住まいに関するあらゆるご要

望にお応えしています。 

38

■積水ハウスの保証制度 

■マスタープランナー資格取得者数（累積） 

（年度） 02

（人） 

0
03 04

15

65

130

ユニバーサルデザインとは、年齢差や個

人差にかかわらず、誰もが使えるデザイ

ンのこと。いつまでも安全・安心で住み

心地の良い住まいを提供することは、住

まいの長寿命化と社会の良質なストック

形成に大きく貢献します。積水ハウスでは、

早くから「生涯住宅」というコンセプトの

もとに、住宅設計や部材の開発を進めて

きました。 

住まいの完成後、いつまでも快適に住み

続けていただくためにアフターメンテナ

ンスやリフォームのサポート体制を整え

ています。積水ハウスの「20年保証※1」

は品確法で義務化された10年間保証に、

さらに10年を加えた長期保証です。ま

た保証期間終了後も独自の「ユートラス

システム」によって、さらに10年ごとの

再保証の継続が可能となります。 

ユニバーサルデザイン 

ライフサポート 

p.11High l i gh t  2 高齢社会への対応 

スライディングスクリーンの下
部に樹脂製のエンドキャップを
追加することによって安全性
を考慮した仕様に変更 

注） 「20年保証制度」は10年目の点検（無償）・補修を行うことが前提です。 
　　 詳細は当社保証書に準拠します。詳しくは、お近くの営業所にてご確認ください。 

20年保証 

10年保証 

10年保証 10年保証 10年保証 

10年目 お引渡し 

     24カ月目点検 
   12カ月目点検 
3カ月目点検 

無償点検 
有償点検 

あらゆる新築住宅に義務づ 
けられる瑕疵担保責任期間 

有償点検 
有償補修 

ユートラスシステム10年毎に再保証を継続可能 

有償点検 
有償補修 

有償点検 
有償補修 

20年目 30年目 40年目～ 

積水ハウスのアフターサービス 

品確法 

●ライフサポート体制 
●MASTクラブ 

●リフォームサポート 
●リモデル住宅事業 

●カスタマーズセンター ●定休日お客様受付窓口 ●セカンドオーナーズネット ●Netオーナーズクラブ 

webwww

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/customer/ 住まい手価値 安心・安全・快適 ライフサポート 

●ユニバーサルデザインの考え方 ●ユニバーサルデザイン商品事例 ●SH-UDマスタープランナー ●グループホーム Data

webwww

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/customer/ 住まい手価値 安心・安全・快適 ユニバーサルデザイン 

※1 構造躯体は20年、防水は20年（10年プラス10年延長）の保証 ※2　2005年2月1日現在 
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■連結売上高 

01

（百万円） 
（1月期） 

0
02 03 04 05

1,364,800

1,305,468
1,300,237

1,326,039

1,372,243

環境 
価値 

住まい手 
価値 

経済 
価値 

社会 
価値 

For Economy

経済価値 
住宅産業は、その裾野の広さからさまざまな面で経済の活性化に寄与してきました。また、住まいの資
産価値を守ることも私たちの大切な役割です。魅力的な付加価値を多くの人に提供し、得られた利益
を社会に還元するという、経済の良好な循環を私たちはめざしています。 

住宅産業は、その裾野の広さから、さま

ざまな面で経済の活性化に寄与してき

ました。しかし、当社が考える経済価値

はそれだけではなく、住まいの資産価値

を守ることも大切な役割です。スクラッ

プ&ビルドによる一時的な経済効果を求

めるのではなく、永く快適に暮らせる住

まいの提供とサポートによって成立する

新しい経済効果を生み出すことが持続

可能な社会に向けて必要であると考え

ます。 

 

魅力的な住まいを多くの人に適正な価

格で提供し、そこで得られた適正な利益

を株主や従業員、関係会社、そして社会

に還元する。そして企業価値を高めるた

めに投資していくという経済の良好な循

環をめざして取り組みを進めています。 

経済性パフォーマンス 
中期経営ビジョン 

　当社は、2004年10月に「積水

ハウスグループ・中期経営ビジョン 

“S-Project”」を発表しました。「成長」

をキーワードに、未来に向けて発展を

続ける道標となるものです。この計画

は単なる売上・利益の成長にとどまらず、

CS（顧客満足）、SS（株主満足）、ES（従

業員満足）の向上を図り、CSR（企業の

社会的責任）を果たす企業グループ

として認知されることをめざしています。 

　当面の経営目標を2009年1月期

に連結売上高2兆円、営業利益・経常

利益を2,000億円に据え、そのため

の施策として、商品力の強化、積極的

な人材投入など営業先行投資による

コア事業の拡大はもとより、積和不動

産各社の100%子会社化およびリフ

ォーム事業の分社化など、グループ組

織の再編・強化策を実行していきます。

また、積和不動産では建売住宅事業 

「MAST」に取り組みます。 

■連結当期純利益 

01

（百万円） 
（1月期） （2005年1月期） 

0
02

-90,331

03 04 05

25,167
34,546 37,761

23,659

■従業員数 

01

（人） 
（連結　1月期） 

0
02 03 04

18,443 18,877 19,432 19,498

05

19,926

■セグメント別売上高（連結） 
（百万円） 

■連結経常利益 

01

（百万円） 
（1月期） 

0
02 03 04 05

88,513

73,081 69,146
79,062 77,316

工業化住宅 
請負事業 
（戸建・賃貸 
 住宅） 
708,539

合計 
1,372,243

不動産販売事業 
（分譲戸建・ 
マンション・土地） 
273,455

不動産賃貸事業 
269,326

その他事業 
（エクステリア・リフォーム等・特建事業） 
120,923

●中期経営ビジョン ●財務データ 

企業・IR（投資家）情報や経営指標推移等は、 
http://www.sekisuihouse.co.jp/ 
company/ をご覧下さい。 

webwww

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/economic/ 経済価値 経済性パフォーマンス 

Data

（年） （年） 

（年） 

（年） 
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積水ハウスの事業活動は、ステークホルダーの皆様に対してさまざまなかたちで経済的影響を及ぼしています。その

ため、環境保全活動を行うために投下されたコストや、得られた効果を皆様に説明する責任があると考え、環境会計を

集計・開示しています。現在グループ一体となって新築施工現場のゼロエミッションにも取り組んでいることから、今

後は事業所も対象範囲に加えて環境会計に取り組んでいきます。 

　2004年度は、投資額が139百万円と前年

度より19百万円（16%）増加しました。費用

額の合計は573百万円となり、112百万円 

（16%）減少しています。経済効果は141百万円 

（30%）減少して330百万円となっています。 

　廃棄物削減・リサイクル活動については、排出

量が前年度から1.9千t増加し、18.3千tになり

ました。それに伴い、リサイクル委託費が10百

万円増加しました。これは、集成材の自社加工

が増加し、木くずの排出量が増加したことが主

な原因です。一方、経済効果は鉄くずの売却単

価が上昇したこともあって、前年度から64百万

円増加し117百万円となりました。 

　エネルギーの有効活用では、環境保全活動を

行わない場合に比較して2.3千t-CO2が削減さ

れていることがわかりました。これは、照明機器

の更新や製造設備の運転を制御することにより

電力量を削減するなどの活動が積み重なった成

果です。活動により38百万円の経済効果を生

み出しています。 

生産部門の環境会計 

【集計対象期間】 2004年2月1日から2005年1月31日まで 
【集計対象範囲】 積水ハウス株式会社の6工場:東北工場・関東工場・静岡工場・滋賀工場・兵庫工場・山口工場 
【認識のしかた・把握のしかた】前年度までと同様ですが、詳細はWEBにてご覧ください。 

■2004年度環境保全活動に関わる環境会計データ 

※経済収支:経済効果について、その本質は環境保全コストの一部回収であると位置付け、その回収部分を考慮した上での財務パフォーマンスを経済収支としています。これは、経済効果額から環
境保全コストの費用額を差し引くことで算出します。 

環境保全コスト（費用額） 

41 25 281 117 △320 リサイクル量　18.3千t

水系塗料削減　139t 
用紙使用量削減 

131廃棄物削減・リサイクル 

32 

27 

0 

14 

139

22 

55 

0 

6 

134

0 

0 

0 

0 

281

38 

6 

0 

0 

330

16 

△49 

△21 

△12 

△243

CO2削減量　2.3千t-CO2 

水質汚濁の防止など 

住宅の長寿命化の実現 

事業所の緑化、騒音防止など 

0 

0 

21 

6 

158

エネルギーの有効活用 

有害物質削減 

研究開発 

環境マネジメント 

合計 

25 26 0 169 1430資源の有効活用 

経済収支※ 経済効果 環境保全効果 
環境保全コスト 
（投資額） 

環境保全活動 その他の 
費用額 

廃棄物処分・ 
リサイクル委託費 

環境保全 
減価償却費 

（単位：百万円） 

■廃棄物量・リサイクル量の推移 ■排出物重量分布 

00

（千t） （単位:千t） リサイクル量 

0
01 02 03 04

8.2
2.4 0.1 0.0 0.0

15.7

18.9 20.6 16.4 18.3

（年度） 

廃棄物処理量 

汚泥 
3.4（19%） 

ガラス・陶磁器くず 
1.4（8%） 

木くず 
6.0（33%） 

金属くず 
6.4（34%） 

その他 
1.1 

（6%） 

総排出量 
18.3

■「廃棄物削減・リサイクル」活動に 
　関わる費用推移 

■「廃棄物削減・リサイクル」活動に関わる 
　リサイクル委託費の内訳 

00

（百万円） 

（単位:百万円） 

その他の環境保全コスト 

0
01 02 03 04

0 0 57
157 156

91
163 255 271 281

174
78 1 0 0

（年度） 

リサイクル委託費 
廃棄物処分費 

汚泥 
94.5（34%） 

廃ブラスチック・ 
ゴムくず 
41.7（15%） 

ガラス・ 
陶磁器くず 
63.0（22%） 

木くず 
65.2（23%） 

その他 7.8（3%） 廃油・廃酸・廃アルカリ 
9.1（3%） 

総額 
281.3

●2004年度生産部門の環境会計 

webwww

http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/pdata/economic/ 経済価値 環境会計 
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第三者意見を受けて 
ナチュラル・ステップの協力を得て、持続可能な社会に向けた当社の「役割」を

考え始めて6年目となります。住まいという、社会と暮らしに直接関わる商品を

提供する企業であることで、毎年我々の現状を上回る新たな課題や提案をい

ただいておりますが、自社の持続可能性戦略立案における有意義な示唆として

活用させていただいています。ドメスティックな企業であっても資源調達面等

のグローバル思考をせよ、との指摘等今回も真摯に受け止めて検討して参ります。 

ナチュラル・ステップとは 

積水ハウス株式会社　御中 

第三者意見報告書 

戦略 

ナチュラル・ステップの分析方法 

2005年3月 

ナチュラル・ステップの分析は、持続可能な社会において成功している姿から現在の取り組みを見るというバックキャスティング手法を用いる。それゆえ、他
社と比べてどうなのか、昨年に比べてどうなのかを評価するのではなく、持続可能な社会の原則（4つのシステム条件）を基準にして、どのように進んでいる
のかについて評価している。分析にあたっては、持続可能性報告書、アンケートへの回答を参考にし、ヒアリングも実施した。 

総括 

評価:持続可能な発展の方向への大きなステップとなる対策 
社長の「サステナブル宣言」発表のコミットメントは素晴らしい。そのように長期的なビジョンが明確になり、「一つひとつの活動が長
期的な積水ハウスのビジョンを達成するためのステップになっている」ということが全員で共有され、戦略となり、日常の活動につな
がっていくことが望まれる。戦略の立案に際しては、「環境」に加えて「経済」「社会」「住まい手」についてもさらに指標の分析を進
めた上で、「正しい方向性」「柔軟性」「経済性」の3つの観点から評価を加え優先順位を明確にしていただきたい。 
貴社はまた、4年計画で組織を編成、商品力の強化と女性営業社員の大幅増員によるコア事業の拡大、新規事業の改革を進める
予定をあげている。女性の積極的な登用によってさまざまな可能性が生まれることを期待する。 

製品・サービス 
製品使用段階での影響 

顧客、将来の顧客が貴社のサステナビリティの姿勢を理解できるのは、製品とサービスを通してである。従って、貴社の姿勢を表す
代表的なトップ商品の開発が必要。その意味で「インテリア（内装部材）カタログ」での環境ラベル及びユニバーサルデザインマー
クの実施、「エクステリア（造園・外構）カタログ」での環境ラベルの導入は重要なステップとなる。 

廃棄物とリスクへの対応 建設業として初めての「広域認定」取得によって新築現場ゼロエミッションのスピードアップが期待される。また、重要な環境負荷の
1つである解体ゼロエミッションについて、2005年度より実証データの収集を開始する計画は注目に値し、今後の展開を期待する。 

コミュニケーション 体験型防災館の設置や防災セミナーの実施、防災についての情報誌の発行に注力され、またステークホルダーミーテイングを実施
し対話の場を持っていることは企業姿勢をアピールすると同時に、ステークホルダーを啓発する意味でも重要。ステークホルダー
ごとに、「何を伝えるのか」を明らかにした上で効果的・効率的なコミュニケーション策を講じることが大切。 

社会的な持続可能性 社内にCSR室を設け、ステークホルダーとの関係を踏まえた具体的な施策作りに着手されたことは、社会の要請に迅速に対応する
動きであり、今後の進展を期待する。 

エネルギー 「エネルギーの質」を再生可能なものに変えることをめざすことを打ち出し、世界ではじめて一般の分譲住宅への燃料電池導入を
決めたこと、および、生産部門において木材から燃焼ガスを取り出すバイオマス発電を2005年度から稼動させる計画は注目に値する。
ただし、エネルギー利用における段階的で明確な目標を今後明らかにしていくことが必要。 

有害物質 

さらに強化が求められる対策 
化学物質のデータベース化を推進し、使用すべきでない物質の社内ガイドラインの適用開始を予定していることは高く評価できる。
しかし対外的にはサプライチェーンへの協力拡大に終始し、グリーン調達ガイドラインの制定までには至っていないなど対応の遅れ
がみられる。また、塩ビについては、非塩ビクロスの採用率が100%となっていることは注目に値するが、解体時のリサイクルシステム
構築が課題である。 

使用段階での 
エネルギー 

省エネに関心のない顧客への啓発活動は、貴社の地球温暖化対策を進める上で今後大きなチャレンジとなる。また、太陽光発電
やヒートポンプの普及の他、再生可能燃料を使った燃料電池や集合住宅での地域冷暖房システム導入などの可能性の調査を提
案したい。 

自然の多様性を 
保護する対策 

「ビオガーデン～5本の樹計画」による自然の多様性保護の成果は高く評価できる。次のステップは原料の調達の段階において生
物多様性に配慮すること。その意味で、持続可能な林業からの木材利用が重要なステップになる。特に日本の森林の荒廃は社会
的問題であるため、鉄鋼系中心のプレハブメーカーであり木材への依存度は低いとはいえ、持続可能性の観点から方針立案の検
討が必要。 

国際NGOナチュラル・ステップ・ 
インターナショナル 
日本支部代表 

　ナチュラル・ステップは、スウェーデンの小児癌の専門医であったカール・ヘンリク=ロベール博士

の提唱によって1989年に発足し、世界的な広がりをもつ環境団体です。環境保護と経済的発展の

双方を維持することが可能な社会を目指し、企業・自治体・学界・政府そして個人が環境対策を考える

際の明確な羅針盤を科学的根拠に基づいて提供します。 

　ナチュラル・ステップが持続可能な社会が満たすべき原則として提言している「4つのシステム条件」

は多くの企業で持続可能性戦略に取り入れられています。 

積水ハウス株式会社　環境推進部長 森谷 守 

貴社は、ゼロエミッション、資源の効率化、安全で快適な住宅の開発などにおいて先進的な取り組みを行ってきた。環境において業
界のリーディングカンパニーとなっている。また、持続可能な社会の原則からバックキャスティングをした戦略とアクションを取ってい
ることはすばらしい。その戦略思考に次の3点も組み込み、是非、サステナビリティという大きなチャレンジに立ち向かっていただきたい。 
 
1.Upstreamthinking 
どのような冷暖房をするかより、冷暖房のいらない家を考える。多くの場合、対処療法ではなく、予防をする方が安い。常に、問
題が起きてからではなく、問題の上流での解決策を考えることが重要。 
 

2.グローバルな思考 
貴社は燃料や原料の多くを海外から輸入しており、家のライフサイクルを通した環境・社会的影響をグローバルな視点で考える
ことが要求される。また、これから増えるであろう異常気象に対して、世界規模で住まいとインフラの安全性確保が重要。スマト
ラ沖大地震や津波を考えると、今後、貴社の防災の知識やノウハウ、技術がグローバルに期待されるだろう。 

 
3.ビジネス思考 
どんなに高い目標のビジョンがあったとしても、それに向かう小さいステップである短期対策は、企業の本来のビジネスに常に統
合されるべきである。環境とCSR対策が本来の事業と別に動くことがないようにする必要がある。 
 

貴社のサステナブルな社会の実現に向けた数々のステップに期待する。 

持続可能な社会において、 

　1.自然の中で地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない 

　2.自然の中で人間社会が作り出した物質の濃度が増え続けない 

　3.自然が物理的な方法で劣化しない 

　4.人々が自らの基本的ニーズを満たそうとする行動を妨げる状況を作り出してはならない 

4つの 
システム条件 
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より詳しい情報をお知りになりたい方は、「Sustainability Report 2005 WEB版」をご覧ください。 

「Sustainability Report 2005 WEB版」のご案内 

パフォーマンスデータ 

本報告書でご紹介した取り組みやパフォーマン

スデータの詳しい内容がご覧いただけます。 

（WEB掲載項目は、本誌の各ページ下の欄外に

記載しています。　マークのある項目について

は定量的なデータを開示しています。） 

 

環境省ガイドライン対照表 
GRIガイドライン対照表 

ガイドライン対照表から、得たいデータを検索し

ていただけます。 

 

PDFダウンロード 

バックナンバーもPDFデータでご覧いただけ

ます。 

会社概要 事業所および関連会社 

積水ハウス株式会社（2005年2月1日現在） 
営業本部 18 

支店 74 

営業所 257 

カスタマーズセンター 66 

 

関連会社（95社　2005年2月1日現在） 
積和不動産株式会社各社:全6社 

積水ハウスリフォーム株式会社 

積和建設株式会社各社:全63社 

ランドテック積和株式会社各社:全2社 

グリーンテクノ積和株式会社各社:全4社 

エスジーエム・オペレーション株式会社 

神戸六甲アイランド株式会社 

六甲アイランドケーブルビジョン株式会社 

六甲アイランドエネルギーサービス株式会社 

西宮マリナシティ開発株式会社 

新西宮ヨットハーバー株式会社 

積水ハウス梅田オペレーション株式会社 

セキハ株式会社 

株式会社住まいの図書館 

株式会社エスイーエー 

スカイレールサービス株式会社　　　　他6社 

［海外］ 
SEKISUI DEUTSCHLAND BAU G.m.b.H.

社名 積水ハウス株式会社 

本社 〒531- 0076　 

  大阪市北区大淀中1丁目1番88号 

  梅田スカイビル  タワーイースト 

設立年月日 1960年8月1日 

資本金 186,554百万円（2005年1月末現在） 

発行済株式総数 709,385,078株（2005年1月末現在） 

従業員数 14,181人（2005年1月末現在） 

 

主な事業内容 

・建物、構築物の設計、施工、請負および監理 

・建築材料の製造ならびに売買 

・緑化造園材料その他土木建築工事用資材の売買 

・地域開発、都市開発、土地造成および環境整備に関する調査、企画、設計、施工、監理、 

  エンジニアリング、マネジメントおよびコンサルティング業務の請負または受託 

・建設工事の設計、施工、請負ならびに監理 

・土木工事、大工・左官・土工・屋根工事、塗装・防水工事、内装仕上・建具工事、等の設計、 

  施工、請負および監理 

・不動産の売買、賃貸借、管理および鑑定ならびに不動産経営コンサルティング 

・不動産の売買および賃貸借の仲介および代理 

・樹木の育成および売買ならびに造園の設計、施工および請負 

web http://www.sekisuihouse.co.jp/eco/eco2005/

WEB版では… 

Data
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