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持続可能性報告書 2006年1月期 

1枚の紙が織りなす世界 

「人」「住まい」「自然」がつながり

あって、末永く愛され、住み継がれて

いく街。そんな想いを『折り紙建築』

で表現してみました。 

『折り紙建築』は、折り紙の手法を応

用して、1枚の紙からさまざまな立

体物を表現します。1枚の紙に、「人」

が持つ知恵と技を加えることにより、

調和の中で「人」「住まい」「自然」

が一体となった「街」を形づくる。本

当の豊かさを持った持続可能な街

をつくるには、皆様との対話と従業

員一人ひとりが知恵と技を持つこと

が大切だと考えています。 
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サステナビリティとは 

「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、積水ハウスが「住まい」と企業活動を通じてどう持続可能な

（サステナブル）社会に向かって取り組んでいるのか、その考え方と活動を紹介

しています。本書を通じて一人でも多くの方々とコミュニケーションを図り、皆

様とともに、持続可能な社会づくりを進めていきたいと考えています。 

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

CSR・環境経営上重要な連結子会社である積和不動産（株）各社（7社）、

（株）ケイ・アール・エム、積水ハウスリフォーム（株）、積和建設（株）各

社（61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78社とします。 

 

事業内容の対象範囲 

当社グループの事業は工業化住宅請負事業（戸建・賃貸住宅）、不動産

販売事業（分譲戸建・マンション・土地）、不動産賃貸事業、その他事業（エ

クステリア・リフォーム等）であり、これらについて報告しています。 

対象期間 

2005年度（2005年2月1日～2006年1月31日） 
 

次回発行予定 

次回のサステナビリティレポートの発行予定は 

2007年4月頃です。 
 

サステナビリティレポートに関するお問い合わせ先 

積水ハウス株式会社 

環境推進部 TEL. 06-6440-3374 

コーポレート・コミュニケーション部 
CSR室 TEL. 06-6440-3440 

メールフォーム 
http://www.sekisuihouse.co.jp/mail/form.html

　本報告書は、冊子版とWEB版で構成し、持続可能な社会の

実現に向けた積水ハウスグループの取り組みをご理解いただ

くとともに、取り組み内容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。

各取り組みの詳細情報はWEBで開示しています。また、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。 

●当社の活動において持続可能な社会に向かって大きな影響を与える取り組みをハイライトとトピックスで詳し

く紹介し、内容を充実させています。 

●ハイライトに掲載している取り組みについては、「環境価値」「経済価値」「社会価値」「住まい手価値」の4つ

の価値と13の指針で、評価するよう試みています。 

●一般の方々にも参加していただく公開シンポジウム形式のステークホルダーミーティングを開催し、社外専門

家との意見交換の内容を掲載しています。 

●社会性に関する情報の開示を充実させ、個々の取り組みやデータの詳細情報はWEBに掲載しています。 

●国際NGOナチュラル・ステップ・インターナショナルにより、AA1000保証基準の視点を入れた情報開示プロ

セスに対する検証を受けました。 

編集方針 

「サステナビリティレポート2006 」での主な改善点 

対 象 範 囲  

http://www.sekisuihouse.co.jp 
/sustainable/2006/

Web

（積水ハウスグループの概要は36ページをご覧ください） 



3

未来への責任を果たすために 

ト ッ プ コ ミット メ ント  

未来への責任を果たせる企業でありたい― 

次世代の家族、地域、地球をサステナブルへ変えていくために、住まいが担う役割は大きいはず。 

私たちは住まいの力を最大限に活かし、未来への責任を果たしていきます。 
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「未来への責任」を果たすこととは 

お客様とともに地球温暖化防止に取り組む 

T o p  C o m m i t m e n t

CEO/Pres ident
Sek isu i  House,L td.

ISAMI WA DA

代表取締役社長 

 

 

　2005年末から耐震偽装問題など建築の信頼性を損なう

ような事件が相次いで発覚しました。同じ業界に身を置く人

間として、大変残念な思いです。 

　住宅事業は寿命の長い製品で、お客様の一生に関わるビジ

ネスです。最も重要なことは、つねに「長期の視点でお客様

のために何ができるか」に思いをめぐらせることです。私は、

最近社内で「経年美化」というキーワードを訴えています。お

客様にお引き渡しした後も適切な手入れを施すことで、住ま

いへの愛着はますます大きくなります。また、将来を考えて

植栽された庭や街並みは時の経過とともに樹々が育ち、住ま

いに風格を与えます。住宅は引き渡したときが最高で、後は

劣化するだけという製品であってはなりません。 

　当社が、カスタマーズセンターや関連会社のグリーンテクノ、

積水ハウスリフォームや積和不動産グループなどとともにあ

らゆるサポート体制を充実しているのも、お客様に永く愛着

を持って住み継いでいただくための責任の一環と位置付け

ています。 

　長期的な視点でつくられた住まいや街は、住まいの資産価

値と成熟する街並みの評価を高め、さらに豊かなコミュニティ

をつくり健やかな子どもたちを育みます。私たちはそんな「経

年美化」する住まいや街を提案できるように責任を持って事

業を進めていきます。今年はその考えを「まちづくり憲章」に

まとめ、今後、全国の街づくりで展開していきます。また、当

社独自の、里山をお手本にした庭づくり「5本の樹」計画も一

層推進し、お客様と一緒に地域、そして日本の生態系保全に

貢献します。 

 

 

 

　2005年4月には、持続可能な社会実現への決意を「サス

テナブル宣言」として発表しました。環境価値、経済価値、社

会価値のトリプルボトムラインに、当社が重視する「住まい手

価値」を加えた「4つの価値」のバランスある発展を事業活

動の基軸とするものです。 
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女性の活躍は社会を変える原動力 

積水ハウスは以下のことを約束します。 

●温暖化防止への社会的責任を果たすため、居住段階

のCO2排出量削減に向け、「アクションプラン20」を

推進し、太陽光発電システム、高効率給湯器、断熱リ

フォーム等の採用を拡大します。 

●達成した「新築現場ゼロエミッション」について、資源

循環の観点から廃棄物発生量自体の削減を進めます。 

●「まちづくり憲章」に基づき、住み継がれる、豊かなコ

ミュニティを育むまちを全国で普及させ、「まちなみ

参観日」の分譲事業での「環境共生住宅」認定取

得と「5本の樹」に基づく植栽を積極的に進めます。 

●住宅に使用する木材について、再生可能資源の利用

促進の観点から、会社として「木材調達指針」の策定

を進めます。 

●体験型施設等を活用し、住まい手の防災・防犯・ユニ

バーサルデザイン・健康・環境等の意識を高め、住ま

いと暮らし文化の向上を図ります。 

●女性の活躍を一層支援するなど、多様な人材の育成

と次世代の育成を積極的に支援します。 

　環境への取り組みにおいては、住宅のリーディングカンパニー

として、未来への責任をきちんと果たします。その柱のひと

つが「アクションプラン20」です。これは、京都議定書遵守の

自主目標を宣言し、2010年の住宅の居住時のCO2排出量

を予測値から20%削減しようというものです。 

　住宅は建設から廃棄までのCO2排出負荷において、居住時

が約7割を占めるため、日々の暮らしの中でどれだけ使用エ

ネルギーを抑えることができるかが鍵となります。これにつ

いてはお客様のご協力なくして実現することは困難です。当

社では、新築住宅では業界トップレベルの省エネ性能を提供

していますが、既築住宅70万戸のお客様のお住まいでいか

に省エネレベルを向上させるかにも取り組んでいます。供給

戸数が多い分、社会へのインパクトも大きいのです。 

　新築住宅での省エネルギー性能を高めるに当たって少し

でもお客様の協力が得られやすいように、高効率給湯器は価

格据え置きで、太陽光発電システムも当社が価格の一部を負

担する決断を行いました。その結果、太陽光発電システムの

採用実績は月次ベースで、前年の4倍と順調な伸びを見せて

います。 

 

 

 

　優れた人材の育成も持続可能な社会と企業をめざすには

重要な要素です。わが国では、少子化対策が緊急課題となっ

ていますが、それには、女性が子どもを産んでも働きやすい、

また復帰しやすい環境をつくっていくことが一番の対策です。 

　当社では、多様な従業員が働きやすいよう育児支援制度を

充実したり、女性管理職の登用を拡大する「人材サステナビ

リティ」を宣言しました。2005年に立ち上げたリフォーム会

社では、営業社員の中心は子育ての手が離れた30代後半か

ら40代の女性たち。日頃、家庭を切り盛りしている彼女たち

は大変優秀なアドバイザーとして活躍しています。 

　住宅の営業についても、今後3年間で採用予定の約

2,000人の営業職のうち、600人程度を女性にしようと計

画しています。お客様との打ち合わせが夜になったりするなど、

執務環境を改善すべき課題もありますが、専任サポートチー

ムを設けて支援体制の整備を進めていきます。 

　また、「住まい」が少子化問題の解決に対して果たせる役

割は決して小さくありません。私は三世代同居や多世代共生

の街の良いところを見直すべきだと提言しています。高齢者

が安心して街に出られ、社会的な役割を担い、子育ての喜び

や苦労も家族や地域で分かちあえ、子育て女性の負担も軽減

できる。住まいや街づくりにはそれを可能にする工夫ができ

るはずです。 

　最近、国家の品格を扱った本が話題になっていますが、

CSR（企業の社会的責任）というのは、企業の品格を高める

ためのものにほかならないと考えています。企業とは、さま

ざまなしくみや制度だけで前進するものではなく、従業員が

お客様や株主の皆様、お取引先といった方々、地域や社会、さ

らには自然に対する「思いやり」の気持ちを持って活動でき

るようになって初めて本当に成長するのではないでしょうか。 

　私自身が委員長をつとめ、社外の3人の有識者を含む

CSR委員会をスタートして1年が経ちました。おかげで従業

員の意識も変わり、取り組みも加速してきたと感じています。

しかしそれぞれの対話のレベルが十分であるとはまだ言えま

せん。幹部が率先して現場におもむき、つねに対話をする、全

社でそういう習慣をつけたいと思います。お客様との対話を

重視するのはもちろんのこと、ずっと以前から当社の住宅に

お住まいいただいているお客様と変わらず対話をつづけるこ

とも大切です。さらに第一線で日々奮闘している従業員、施

工に携わる職方さんたち、そして地域の皆様とも、もっと対話

を深めていきたいと考えています。 

 

　本報告書では、サステナブル社会に向けた当社の考え方と

2005年度の取り組みを紹介しています。今後も持続可能な

企業として業界をリードしていくため、皆様からのご意見をい

ただければ幸いです。 



人間は夫々かけがえのない 

貴重な存在である 

と云う認識の下に、相手の幸せを願い 

その喜びを我が喜びとする 

奉仕の心を以って 

何事も誠実に実践する事である。 

人間愛 

企業理念 
真実・信頼 
私たちの基本姿勢 

1989年1月制定 

最高の 
品質と技術 

私たちの目標 

人間性豊かな住まい 
と環境の創造 

私たちの事業の意義 

人間愛 

私たちの 
根本哲学 
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サステナブル社会の実現に向けて  
積水ハウスでは、すべての従業員が同じ意識を共有し、めざすべき方向に進むため、 

「人間愛」を根本哲学とする企業理念をベースに、サステナブル・ビジョンを掲げています。 

本年度は、ビジョンの達成に向けて具体的な行動を進めるため、4つの価値に基づく「13の指針」を定めました。 

19
99
年
 

2004年
 

2005年
 

「人・街・地球」の調和
をめざして環境憲章と
環境基本方針を制定。 

環境未来計画発表 

顧客満足（CS）、株主満足
（SS）、従業員満足（ES）の
三位一体の向上により企業
の社会的責任を果たしてい
くことを宣言。 

中期経営ビジョン 
「S-Project」発表 

環境・経済・社会・住まい手と

いう「4つの価値」のバランス

のとれた目標を持ち経営しま

す。 

●今できることを確実に 
　（アクションプラン20） 

京都議定書遵守 :既存住宅をはじ

め、居住時に排出されるCO2の

20%削減を推進。 

●次の時代を見据えて 

サステナブル社会構築に向けた新

技術研究開発の推進。 

サステナブル宣言 

住まい手 
価値 

環境 
価値 

サステナブル 

社会 
価値 

経済 
価値 
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2006

Sustai
nable vis

ion

年 

4つの価値に 
基づく13の指針策定 

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、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。 

サステナブル・ビジョン 

住まい手 
価値 

環境 
価値 

サステナブル 

社会 
価値 

経済 
価値 

サステナブル社会 
の実現 

4つの価値を具体化するために、

13の指針を定めました。4つの価

値を深く掘り下げた13の指針は、

私たちの企業活動を持続可能な方

向へ導く道しるべとなります。 

ビジョン策定の意義 

近年、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

ランスのとれた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。 

「4つの価値」について 

13の指針については　　　 をご覧ください。 p7,8

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です。企業

にとっても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です。 
 

場当たり的に取り組みを行うのではなく、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た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

値と13の指針から考え、持続可能な社会に向かって発展していきたいと考えます。 
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環境価値 

経済価値 

●エネルギー 

住宅産業は広く社会や経済の活性化に寄与する裾野の広い事業です。新しい

技術やサービスも持続可能な社会、住環境と暮らしを豊かにするために還元

していきます。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

に還元する経済の良好な循環をめざしています。 

経済価値  

サステ 13の指針 

化石燃料に依存しない 
エネルギー利用の実現 

●知恵と技 
「サステナブル」な価値を 
創造する知恵と技術の蓄積 

●地域経済 
地域経済の活性化 

●適正利益と社会還元 
適正な企業利益の追求と 
社会への還元 

●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つづけない※ 

●生態系 
自然の循環と多様性が 
守られるよう配慮する 

●エネルギー 
二酸化炭素など温室効果ガスを排出する石油、天然ガスなど「化石燃料」の使用量を

減らします。また、未来にわたって持続可能に使用できるエネルギーの普及を促進し、

その再生可能な範囲内で利用します。 

 

●資源 
3Rを通じて廃棄物を発生させない資源の利用を達成し、同時に、いずれ枯渇する自

然資源の使用を、再生可能な資源またはリサイクル資源に置き換え、その持続可能な

供給範囲内で資源を利用します。 

 

●化学物質 
化学物質の利用の影響が自然の分解能力の範囲内に収まるよう、使用する化学物質

の種類と使用量を抑え、またその影響が不明な場合には事前に関係者と協議して進

める予防原則をふまえて利用します。 

 

●生態系 
何万年もの歴史を経て地球上の生き物の生存を支え、浄化・再生能力によって我々の

暮らしを成り立たせつづけてきた微妙な生態系、生物の多様性を尊重し、これを維持

保全することをめざします。 

●知恵と技 
資源・エネルギーと時間の生産性を高め、環境・社会と調和する知恵、技術、プロセス

を開発、蓄積し、「サステナブル」な商品とビジネスモデルを提供しつづけます。 

 

●地域経済 
住まい提供を行う各地域において、地元の材やサービスを活用し、その波及効果を創

り出すことを通じて、地域内での価値の循環による経済の活性化を図ります。 

 

●適正利益と社会還元 
事業の持続的成長をめざして適正な利益を追求し、またその過程において関与する

お客様、取引先、株主、従業員、地域などのさまざまな関係者への適正な経済価値の

配分を行います。 

4つの価値 

※自然の中で人間社会のつくり出した物質の濃度が増えつづけない 

私たちの社会と暮らしが大切な地球の資源とそこに成り立つ多様な自然から

生み出されたことにつねに想いを寄せます。環境保全、地球温暖化防止に貢献

する住宅産業の役割と責任を自覚し、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  4つの価値 

積水ハウスが考える  つの価値と　の指針 134
S u s t a i n a b l e  v i s i o n
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住まい手価値 

社会価値 

ナブル 13の指針 

●人材づくり 
「サステナブル」な価値を 
創出する人材づくり 

●永続性 
末永く愛され、時とともに 
値打ちを高める住まいづくり 

●地域文化と縁起こし 
地域文化の継承・醸成と 
コミュニティ育成 

●快適さ 
穏やか、健やかで 
快適な暮らしの提供 

●互恵的関係 
社会のさまざまな関係者との信頼と 
共感に基づく互恵的関係の構築 

●豊かさ 
永きにわたる豊かさの提供 

●豊かさ 
家族の想いに応えるコンサルティング・ハウジング（「私だけの一邸」）を通じて、家族

や近隣、自然とのふれあい、美しさ、楽しさを創り出し、永きにわたり住まい手の心の

豊かさを実現する住まいを提供します。 

 

●快適さ 
ユニバーサルデザインや防災、防犯、カスタマーズサポートや最適なリフォーム提案

などすべての人にとって安全、安心、健康、快適な住まいを提供します。 

 

●永続性 
年月とともに成熟する佇まいを持ち、暮らしの変化に対応して永く愛され、住み継が

れる住まいを創り、適正なライフサイクルコストを実現し、時とともに値打ちの出る住

まいの提供をめざします。 

●人材づくり 
従業員の多様性を高め、視野を広げ、人間愛に満ちた「サステナブル」な価値創出の

能力を開発し、業務を離れた場面においても社会に貢献できる人材をつくります。ま

た、従業員のワーク・ライフ・バランスを整え、やりがいを提供することで、能力を発揮

できる環境を整えます。 

 

●地域文化と縁起こし 
地域の多様な文化を継承・醸成しながら、年が経つとともに美しいまちなみ・景観を

つくり、「血縁」「地縁」「知縁」の「縁起こし」の拠点となるコミュニティ育成に貢献し

ます。 

 

●互恵的関係 
法の遵守はもちろん、企業市民として積極的に社会貢献活動に従事するとともに、企

業活動を通じてつながる現在および未来のすべての人々との双方向コミュニケーショ

ンと協働を深め、信頼と共感を醸成し、公正で互恵的な関係を築きます。 

社会価値  4つの価値 

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。美しいまちなみといきいきとしたコミュニティを育むことが私たちの役

割です。コンプライアンスをすべてのベースとしつつ、豊かなコミュニケー

ションを推進し、新しい社会の構築に寄与します。 

住まい手価値  4つの価値 

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。永く住み継がれる住まいづくりにつとめ、

住まいの資産価値を守ることも私たちの役割です。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、住まい手の価値を高めます。 

私たちは、サステナブルを「環境価値」「経済価値」「社会価値」、そして「住まい手価値」を加えた

4つの価値から考えます。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出すことができると考えています。 

本年度は、4つの価値を具体化し、めざすべき方向を指し示す「13の指針」を定めました。13の

指針を定めることにより、事業活動が持続可能かどうかをより明確に評価することができます。 


