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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） 
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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。 



サステナブルな 

ゆとりと豊かさ創出プロジェクト p.27 

匠の継承 p.29

企業 

9

住まい手 
価値 

環境 
価値 

社会 
価値 

経済 
価値 

● 豊かさ 

● 快適さ 

● 永続性 

● 地域文化と縁起こし 

● 人材づくり 

● 互恵的関係 

知恵と技 ● 

エネルギー ● 

資源 ● 

化学物質 ● 

生態系 ● 

地域経済 ● 

適正利益と社会還元 ● 

について 
「　　　　　　　　 」 
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限りある資源を大切に利用すること、日本の文化と自然を

活かしながら、永く住み継がれる住まいと街並みをつくる

こと、積水ハウスに関わるすべての人々がやりがいと喜び

を得られる環境をつくること…。これらを通して、私たちが

考えるサステナブルの4つの価値を相互に高め、サステナ

ブル社会の実現へとつなげていきます。 
 

このハイライトでは、2005年度の私たちの活動の中から

重点的な活動を紹介しています。 

「5本の樹」計画 p.13  

暮らしの中のCO2削減 p.23  

新築現場ゼロエミッション p.25

サステナブルな 

地球環境 

持続可能なまちづくり p.10  

持続可能なライフスタイル p.15  

住まい手に開かれた研究所 p.17  

　公開シンポジウム p.19  

サステナブルデザインハウス p.21

サステナブルな 

社会 

H i g h l i g h t  2 0 0 5

M ap

ハイライト 2005
未来への責任 

取引先・ 
協力工事店 

ハイライトの各ページには「4

つの価値Map」を掲載してい

ます。私たちのサステナブル・

ビジョンの中で、その取り組

みがどのような価値の向上に

つながっているかを表してい

ます。 

株主 

従業員 

お客様 

地域社会 
NPO・NGO

つの価値 4



照葉のまち 
Teriha

10

どのようなまちづくりをめざしていますか?
住むほどに愛着が深まり、いつまでも住みつづけたいと感じる街をつくりたい…。積水ハウスでは2005年度に「まち

づくり憲章」を策定し、街づくりの新たな可能性に挑戦しています。 

持続可能なまちづくり ハイライト 

福岡・アイランドシティに「照葉のまち」が誕生 

未来への責任  
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Highlight 2005

住み継がれるまちをめざす「まちづくり憲章」 
 

 

　積水ハウスは住環境創造企業として、そこに住む人々と

ともに、住みよい街づくりを進めていくため、「まちづくり憲

章」を定めました。当社のサステナブル・ビジョンに基づき、

街づくりにおいて重視すべき指針を掲げています。 

　今後は全国で「まちづくり憲章」に沿った街の開発を進め、

サステナブル社会の構築に貢献していきます。また、当社の

考え方を多くの方々にお伝えするため、2006年4月には、

この憲章が活かされた街を全国一斉にご覧いただく「まち

なみ参観日」を計画しています。 

 

 

　2005年9月、福岡市・アイランドシティに「照葉のまち」

が誕生しました。住む人がいきいきと暮らせる街をめざした

このプロジェクトは、今、全国から注目を集めています。 

　プロジェクトが始まったのは2003年12月。当社はアイ

ランドシティ東南部18ヘクタールの住宅開発事業コンペに

参加し、街づくりの提案を行いました。何もない人工島を、

どのようにすれば魅力ある街にできるのか…。当社が提案

した街づくりのコンセプトは、ウォーターフロントの特性を

活かした「環境共生」の街、誰もが安全・安心・快適に暮らせ

る「健康」デザインの街、「子ども」がのびのびと健やかに育

つ街、良好なコミュニティが形成される「みんなで関わる」街。

この提案が評価され、当社は開発に参加することとなりまし

た。開発を進めるにあたっては、街全体の統一感を重視し、

国や市が管轄する公園や道路などとも調和がとれるよう、

話し合いを重ねました。行政と企業が対話を重ね、さまざま

なアイディアを出しあうことで上質な街が生まれました。 

人がいつまでも安心して 

豊かに暮らしていくために、 

かけがえのない地球の自然と環境を守り 

地域の文化とコミュニティを育み、 

地域経済の活性化に貢献するとともに 

まちの資産価値を守ることが、 

私たちの願いです。 
 

積水ハウスは社会の責任ある一員として、 

住まいと、まちがつくりだす住環境を 

人の大切な生活基盤と受け止め 

まちづくりをとおして 

持続可能な社会の構築に 

寄与することをめざします。 

まちづくり憲章  

まちづくり基本指針 

●環境マネジメント 

・環境負荷を低減します 
・自然を保全し育成します 

●生活マネジメント 

・生活の安全・安心を確保します 
・生活の豊かさを実現します 

●経済マネジメント 

・資産価値を維持し向上させます 
・地域経済の活性化につとめます 
・コストを適正に管理します 

●タウンマネジメント 

・地域文化を継承し醸成します 
・コミュニティを育成します 

1

「照葉のまち」概要 
所　在　地 : 福岡市東区香椎照葉 
事業用地面積: 約18ヘクタール 
総 区 画 数 : 戸建住宅 236戸 
 集合住宅 1,178戸 
 賃貸住宅 100戸 



11

理想のまちをつくるさまざまな仕掛け 
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　「照葉のまち」には、「まちづくり憲章」の視点が随所に活

かされています。タウンセキュリティで生活の安全・安心を

確保することはもちろん、住民同士のコミュニケーションを

活発にするコモン（共用）空間の設置、地域の経済活性化に

貢献するために、石積みに地元産の石材を用いるなど、さま

ざまな工夫を施しています。 

どのようなまちづくりを 
めざしていますか?

持続可能なまちづくり ハイライト 
未来への責任  

Highlight 2005

「照葉のまち」という名前は、日本の原風景としての「鎮

守の森」を構成する照葉樹にちなみ、「てりは」と訓読

みすることで日本独特の古くて新しい世界観を創造し

たいという願いを込めています。 

異常発生時には緊急出動するタウンセ

キュリティを導入しました。 

福岡県産の耳納石を使った石積みなど自

然と調和する素材を活かし、歳月とともに

風格が増す上質な街並みを演出。また地

元の職人さんに施工をお願いする等、地

域経済の活性化にも寄与しています。 

歩行者の安全確保のため運転手が対向

車に注意して自ずとスピードダウンする

緩やかなカーブの道路。 

1

「
み
ん
な
で
関
わ
る
」
ま
ち
づ
く
り 

福岡マンション事業部 

梶原 英司 

「照葉のまち」は産声をあげたばかり。これから、

この豊かな住環境を守っていくとともに、住民の

方がきずなを深め、相互に助け合える暖かいコミュ

ニティをつくっていくことが大切です。そのため、

福岡市の協力のもと自治運営組織「TCA※1」を

発足し、街の美化活動やイベ

ントの開催、コミュニティホー

ムページの運営などを進め

ることになりました。住民全

員が街づくりに関わることで、

愛着を育み、時を重ねるごと

に心豊かに暮らせる街を築い

ていきたいと思います。 

シンボルとなるクスノキを中心

に、地域に自生する常緑・落葉

の高木、花や実のなる樹を植え

四季のうつろいを感じる里山

を再現しました。 
※1 照葉まちづくり協会「Teriha Community Association」の略 

積水ハウスが主催した「顔見せ会」。入

居前に住民同士が交流を図ります。 

「コモン空間」があることで、隣人との

コミュニケーションが増え、子どもも安

心して遊ぶことができます。 

照葉のまち 
Teriha

み の い し  

照葉の森 

香椎宮の軸に位置し、中央公

園・照葉の森・海浜緑地へと

つづき大地と海の間でたく

ましく子どもを育てる軸です 

◆歴史・伝統軸 

南北軸とほぼ平行な

軸で、季節のうつろい

を感じる軸です 

◆豊かな時間軸 
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　建築協定運営委員会の発足当時は、積水ハウスの

営業担当だった小西さんの声かけで、有志5人で始ま

りました。今では10人のメンバーが、それぞれ環境美

化、増改築、広報などの役割を分担し、啓発・美化活動

などを行っています。美化・清掃活動は、個人の家だけ

でなく街全体を対象とし、市管理の公園も街の景観の

一部となっているので、住民が自発的に行っています。 
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時を経てより輝きを増す「経年美化」のまち 

Web まちづくり憲章　環境と調和したまちづくり　安全・安心のまちづくり　地域との共生、コミュニティ育成　まちのブランド創出 

建築協定運営委員会発足当時から関わり、現在も自

治会で活躍されている鈴木映男様（写真左）。 

コモンシティ星田完成時から現在まで住民とともに

街づくりに携わってきた積水ハウスリフォーム（株）

営業課 小西徳男（写真右）。 

 

 

　積水ハウスが手がけた大阪府交野市のコモンシティ星田は、

「永住の街」を理念として、自然と調和し、人にやさしい街づ

くりを形にしています。自然の地勢を活かした造成、電柱が

なく美しい曲線の道路、子どもたちが遊ぶ水場…。 

　15年を経た今、その美しい景観は、一層風格を増し、周

辺地域の人には憧れの街という存在になっています。 

　コモンシティ星田では、街全体を大切な資産として、住民

の手でいつまでも美しく守っていきたいという思いから、完

成時より建築協定運営委員会がスタートしました。発足当時

から貢献されてきた鈴木さんにお話を伺いました。 

皆で決めたルールを皆で守る 

 

 

　委員会のメンバーになりますと、初めはたいへんで

すが、2年間の任期をつとめられた後は、皆さん勉強

になったと喜ばれます。すべての住民が交代で委員会

に参加することで、啓発にもなるのだと思います。

2005年度には、「住まいのまちなみコンクール」※2

で国土交通大臣賞を受賞することができ、資産価値は

高く維持されていると思います。これからも住民が心

あわせて街づくりに取り組んでいきたいと思います。 

住民参加でまちづくりの意識を高める 

はWebをご覧ください。 

住まい手 
価値 

環境 
価値 

社会 
価値 

経済 
価値 

● 家族とともに成長するまち 

● 防犯配慮 

● 経年美化 

● コミュニティの育成、 
  良好な景観形成 

● 住まい手、自治会、自治体との 
  双方向の対話 

まちのブランド創出 ● 

環境共生住宅 ● 

風土に適した在来種の植裁 ● 

生態系の保全 ● 

地域資源の活用 ● 

長期的視野のコスト管理 ● 

秋にはおまつりが開催され、子どもか

らお年寄りまでさまざまな世代の住

民が集います。 

街の中をせせらぎが流れ、

子どもたちのための水遊

び場となっています。 

M apつの価値 4

※2 優れた住環境の維持管理活動を行っている住民組織を住宅生産振興

財団が表彰、支援する制度 

コモンシティ 
星田 

Commoncity
Hoshida

2005年度「住まいのまちなみコンクール」で国土交

通大臣賞を受賞しました。1軒1軒の庭がきちんと手

入れされ、整然とした街並みが維持されています。

1996年にも、美しい街並みを表彰する「都市景観大賞」

を受賞しました。 



112品種 
「5本の樹」計画選定品種 

庭木に訪れるさまざまな鳥や蝶から、季節の移り変わりを感じることができます。 

13

日本の豊かな生態系をどう守っていきますか?
積水ハウスでは、庭やまちづくりを考えるとき、風土に適した日本の原種や自生種、在来種の樹木を植えることを提案し

ています。2001年度にスタートした「5本の樹」計画は高い支持を受け、さらに次のステップへと進んでいます。 

「5本の樹」計画 

庭先から里山を再生し、生態系を守る 

Sekisui  House Sustainabi l i ty  Report  2006

ハイライト 
未来への責任  

Highlight 2005

 

 

　日本人は昔から、植物の小さな変化や、そこを訪れる鳥や

昆虫から、季節の微妙なうつろいを敏感に感じとってきまし

た。四季の美しさを暮らしに積極的に取り入れてきた日本

人ならではの感性を大切に守りたいものです。毎日の暮ら

しに自然を取り入れること－ 積水ハウスでは、日本の豊かな

自然を育んできた「里山」をお手本に、「本来の自然」を取

り戻す庭づくりを提案しています。 

　自然も家族もうれしい庭。この庭には「3本は鳥のために、

2本は蝶のために」という思いをこめ、庭先から日本の自然

を再生しようとスタートした「5本の樹」計画が基本にあり

ます。日本の原種や在来種の中から提案し植えることで、住

まいの庭が地域の自然と調和し、お客様とともに地域の生

態系を守ることができると考えています。 

2

　「5本の樹」計画では、地域の生態系を

守る里山をお手本にし、生きものと相性

の良い樹木を選定するだけでなく、気候

や植物の適応性などによって日本を5つ

の地域に分け、それぞれに適した日本の

原種や自生種、在来種にこだわり樹木を

採用しています。地域の気候風土に合っ

た樹木を植栽することにより、多様な生き

ものを養い、生物多様性を育むことがで

きると考えます。 

「5本の樹」から始まる庭づくり 
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住まい手 
価値 

環境 
価値 

社会 
価値 

経済 
価値 

● 自然とのふれあいを提供 

● 家族との 
  コミュニケーション 

● 末永く愛される 
  住まい 

● 次世代教育 

● サステナブル価値 
  創出の人材づくり 

● 次世代との対話・NPOとの協働 

サステナブル商品 ● 
の創造  

環境共生 ● 

生態系の保全 ● 

地域に自生する植物 ● 

の活用  

適正利益と社会還元 ● 

Web 環境と調和したまちづくり　教育支援　NPO・NGOとの協働 

緑化の取り組み 

教育支援活動を開始 

広がりはじめた「5本の樹」計画 

子どもたちが、真剣に生態系

について考えた作品です。 

ポストカード、カタログ、ポスターなどいろいろなツールをそろえてお知らせしています。 

風土に適した ● 

在来種の植栽  

 

 

　「5本の樹」計画を広げていくためには、まず当社の従業

員がよく理解しなければなりません。これまで当社と関係会

社の従業員を対象に体験型の研修を実施し、2005年度ま

でに約400名が受講しました。また、自然や生態系につい

てより高度な知識を持った従業員を増やしていくために「グ

リーンエキスパート研修」を積極的に行っています。 

　また「5本の樹」計画をもっと知っていただくためのコミュ

ニケーションツールとして、カタログをはじめ、ポスター、ビ

デオ、ポストカードなどを展開しています。 

　こうした取り組みにより、「5本の樹」計画に共感していた

だけるお客様も増え、活動の輪が広がってきました。 

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を里山と呼びます。

「5本の樹」を植えた住まいの庭が、人の暮らしと自

然をつなぐ里山の一部となることを提案しています。 

暮らしと自然をつなぐ里山 

都市部にも多いアオスジアゲハの幼虫は

クスノキを好みます。 

姿も声も美しいキビタキは、バードウォッ

チャーの憧れの鳥のひとつです。 

自然観察会やグリーンエキス

パート研修には、多くの従業員

が積極的に参加しています。 

環境教育プログラム 

「Dr.フォレストからの手紙」 

子どもたちが身近な自然の存在を学び、在来種の少なさに気

づき、自然を守っていくために自分たちに何ができるか考え、

行動してもらうようなプログラム内容になっています。 

　2005年度は新たに子どもたちが“体験して考える”環

境教育プログラム「Dr.フォレストからの手紙」を作成しまし

た。小学校と共同でつくり上げた“体験志向型”の環境教育

プログラムをモデル校2校で実施しました。「5本の樹」計

画を通して地域の生態系を守る取

り組みについて、明日を担う子ど

もたちに伝えています。今後も、

企業活動を通じてつながるすべて

の人々との協働を深めていきたい

と考えています。 

M apつの価値 4

ダウンロード
 http://www.career-program.ne.jp/ 

 program/sekisuihouse

はWebをご覧ください。 
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どのような住まい方を提案していますか?
自分の手で暮らしを紡ぐ。モノに頼った現代の生活では得られない幸せ、喜びとは何なのでしょうか。積水ハウスは「自

分流の豊かさ」がある暮らしを住まい手とともに創造し、提案しています。 

持続可能なライフスタイル 

Sekisui  House Sustainabi l i ty  Report  2006

ハイライト 
未来への責任  

Highlight 2005

兵庫県芦屋市 N邸 
ハートフル生活研究所 

畑 明宏 

庭
か
ら
広
が
る
豊
か
な
世
界 

菜園スペースを木枠で囲み美しい景観を保ちます。 
剪定した枝や枯葉は、肥料になります。 

※1 LOHASとは「健康と環境を指向するライフスタイル」（Life Styles of Health and Sustainability）の頭文字をとった言葉。当社は、（株）イースクエアが米国調査機関NMIと提携し

て行った調査に参加しました。 

自然の恵みをいただきます。 

　「菜園ガーデン」は、私が日頃実践している庭での野

菜づくりの提案です。「5本の樹」計画の庭木に菜園を

加えることで、庭が小さな里山として、自然との調和が

より充実したものになります。菜園ガーデンを暮らしの

中に取り入れる素晴らしさを

自身の体験を通じて、お客様

や一般の方々へ自信を持っ

てお伝えするとともに、お客

様と一緒に「菜園ガーデン」

を育てていきたいと考えて

います。 

住まい手とともに考える新しい暮らし 

利便性や効率性だけではなく、癒しや健康、自然との触れ合いや人とのつながりなどを求める人が増えてきています。積水ハウス

では、日々の暮らしを通じて本当の心の豊かさを実感できる住まいを提供したいと考え、生活提案の観点から研究、開発を重ねて

います。日本人の29%がLOHAS※1層と言われる現在。住まい手とともに考える、新しい住まいと暮らしの1例をご紹介します。 

3

 

 

　自宅の庭で野菜をつくる「菜園ガーデン」を庭づくりの提

案のひとつとしてスタートさせました。個人の家庭でもなる

べく簡単に楽しく取り組めるノウハウやシステムを提案して

います。野菜や土に触れることで、人が忘れかけていた「五

感の回復」、採れたて野菜を通して「人と人をつなぐ場」と

なることが実感していただけるはずです。 

菜園のある暮らし 

　「素人でもなるべくつづけられるように」がわが家の

コンセプトです。植栽スペースを木枠で囲み、草抜きや

土こぼれを少なくし、美しい景観を保つよう設計しても

らったり、透水性の床材を敷いてもらったりしました。 

　農薬は使わず、100%の収穫

を人間が独占するのではなく、虫

と分け合うという感覚も芽生えて

きました。収穫の喜びや子どもの

食育など、世界は広がります。庭

を与えられて終わりではなく、家

族や地域の人々と一緒につくって

いきたいですね。 



 

 

　女性に向けた自然や健康、環境に配慮した雑貨を扱う情

報誌「eyeco」（（株）リクルート発行）の読者とこれからの

住まいづくりを考えています。

選ばれたメンバーと直接意見

交換することで、住まいに対す

る要望を深く知ることができ、

魅力ある新しい暮らしを提案す

ることができます。 

　睡眠が大切と頭でわかっていても、現

実には仕事や娯楽のために睡眠時間を削

りがちです。このような生活は、人間が長

い進化の過程で獲得してきた眠りのリズ

ムを崩し、深刻な問題となっています。 

　私たちは睡眠リズムと光・音・温熱環境

との関係について独自の研究を行い、心

地よい眠りを促す「睡眠空間」を提案しま

した。睡眠体験のできる展示場や睡眠に

関する情報の発信と合わせて、豊かな眠

り空間づくりをお手伝いします。眠りを考

えることが、忙しい日々の生活を見つめ

るきっかけになることを願っています。 
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住まい手 
価値 

環境 
価値 

社会 
価値 

経済 
価値 

● 家族の食育と 
  コミュニケーション 

● 安全・安心・健康な 
  暮らしの提供 

● 住み継がれる 
  住まいの提供 

● ユーザー参加の 
  住まいづくり 

● サステナブル価値 
  創出の人材づくり 

● 双方向の対話 

サステナブル商品 ● 
の創造  

自然エネルギーの利用 ● 

再生可能な資源の利用● 

化学物質の利用低減 ● 

生物多様性への配慮 ● 

地域財・サービスの活用● 

社会への還元 ● 

Web コンサルティングハウジング　健康に配慮した住まいづくり 

はWebをご覧ください。 
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ハートフル生活研究所 近藤 雅之 

メンバーは、総合住宅研究所でさまざ

まな住まいづくりの視点を学びました。 

「睡眠空間」では「睡眠五感」（視覚・聴覚・嗅覚・温熱感覚・触覚）に働きかける空間設計

を行っています。 

講演や勉強会に参加し、実際に京都の町家や積水

ハウスの総合住宅研究所を訪れ、住まいの知識を

深めてきました。これらの経験や自分たちの価値

観から、「コミュニケーション」「伝統・文化」「環境

と健康」「自主性・自分らしさ」といった住まいづく

りのキーワードが見えてきました。2006年度は

それらのキーワードをもとに家を建設します。 

眠
り
の
質
を
高
め
る 

 

 

　眠りと目覚めを科学した「睡眠空間」を発表しました。多

くの日本人が睡眠について何らかの問題を抱えています。

生体リズムと快適性の研究をもとに、「睡眠五感」を刺激し

心地よい睡眠を促す空間を提案しています。 

五感で導く幸福な眠りと目覚め 

読者ととも考えるこれからの住まい ～eyecoの家プロジェクト 

M apつの価値 4



50万人 
2005年8月に総合住宅研究所の来館者

は累積50万人を突破しました。 

17

住文化の向上にどのように貢献できますか?
「人は住まいを創り、住まいは人を創る」。人間性豊かな住まいと環境の創造は、当社の社会的使命のひとつです。

2005年に15周年を迎えた総合住宅研究所では、住まい手とともに暮らしの未来を創造しつづけてきました。 

住まい手に開かれた研究所 ハイライト 

住まい手とともに 

未来への責任  

Sekisui  House Sustainabi l i ty  Report  2006

 

 

　家は「買う」ものでなく「つくる」もの。生涯に何度もない

大きな買い物を、お客様にじっくり納得していただき、家族

の暮らしを一緒にデザインしつくっていきたい― そんな思

いから1990年に設立した総合住宅研究所は、技術研究所、

ハートフル生活研究所の2つの研究所と納得工房からなり

ます。納得工房は、お客様と従業員が一緒に、体験し、検証し、

納得してから住まいづくりを始めるための出発点。家は洋

服や靴のように、試着できないものです。完成し入居してか

ら「こんなはずでは…」という思いをお客様に抱いてもらわ

ないためにも、体験と納得をコンセプトに開設しました。体

験された住まい手の暮らし方に関する生の声は、研究者にフィー

ドバックされ、研究・開発に役立てています。 

　2005年8月には、この総合住宅研究所への来館者が50

万人を突破。このうち約4割が住まいづくりをご計画のお客

様で、残りの6割は、学生や行政、地域住民など一般の方々

です。今後も、住まい手に開かれた研究所として大きな役割

を果たし、変化しつづけるライフスタイルに迅速に対応し、

住まい手とともに歩める施設であることを約束します。 

住文化向上のために総合住宅研究所の果たす役割 

総合住宅研究所 
（関西文化学術研究都市内） 

・納得工房の開放 

・「すまい塾」各種セミナー 

・暮らしと科学のふれあい館 
 「Annex Labo 
  （アネックス・ラボ）」 

住まい手との交流 

・教育機関の体験見学受入 

・公開講座の開催 

・住まいの情報発信 

・文化交流 

地域、社会への広がり 
住文化向上への 

広がり 

Highlight 2005

研究開発基地 

独創性に富む 
テーマで臨む 

情報受発信基地 

リアルで 
タイムリーな 

情報を提供する 

生活体験学習基地 

生活者と 
ともに 

体験・検証する 

4

最新の研究成果を住まい手に直接発信し、

暮らしや住まいをともに検証する「住まい

のアカデミー博」 

住まいについて学習したり、

自分の手で住まいのプラン

づくりができる「すまい塾」

こだわり講座 

（注）2006年4月より、総合住宅研究所
内に温暖化防止研究所を新設 

技術研究所 
ハートフル 
生活研究所 

納得工房 
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納得工房　 
情報企画グループ 

有村 雅子 

広
が
る
出
会
い
の
輪 

総
合
住
宅
研
究
所
の
あ
ゆ
み 

 

 

　2005年2月、先進技術や最新技術を基盤に「暮らしの夢」

を住まい手とともに語り合える場として「アネックス・ラボ」

を建設しました。住環境の未来を見据えた研究モデル住宅

として発信し、提案力や技術力の向上を担っています。 

　一般来館者にも開放し、生活者の本音を探求および検証

する場として活用し、その内容を研究に反映させると同時に、

新しい技術の研究開発の試作検証の場としても活用してい

ます。また、さまざまな立場の従業員の生活体験研修の場

としても活用し、住まい手とともに「暮らしの夢」を語り合い、

住まい手の生涯満足と住まいの将来価値を追求した提案が

できる従業員を育成しています。 

Web コンサルティングハウジング　住文化の向上・教育支援の考え方・方針　住文化の発信　教育支援　NPO・NGOとの協働 

はWebをご覧ください。 

Sekisui  House Sustainabi l i ty  Report  2006

暮らしの夢を語り合う 

 

 

　住まいの体験学習施設として「納得工房」を開放してい

ます。納得工房は、一般の住宅展示場のような視覚情報だ

けでなく、手で触れたり、からだで感じ取るなど、五感をフル

に活用した体験の中から、住まいの知識を自分のものにし

ていく場です。また、住まいのあり方を、住まい手とつくり手

が同じ場で考え、住まいづくりの大切さ、楽しさを共有でき

る場でもあります。 

　一般の方々を対象とした「すまい塾」では、納得工房での

学習体験を半年程度時間をかけて住まいについて学んだり、

自分の手で納得できるプランづくりができる「こだわり講座」

や、さまざまな分野から講師を招き、平均100名を超える

来場者があるセミナー形式の「公開講座」を開き、住まい手

や地域の方々との交流を図っています。 

手で触れて、からだで感じる施設 

1990 

 

1992 

1993 

1997 

 

1999 

2000 

2001 

2003 

2005

4月 

9月 

5月 

10月 

11月 

 

12月 

4月 

9月 

5月 

2月 

8月 

11月 

総合住宅研究所オープン 

納得工房オープン 

すまい塾開講 

来館者10万人達成 

NPO「西山夘三記念・住まいまちづくり

文庫」オープン 

来館者30万人達成 

資源循環型住宅技術開発プロジェクト 

すまい塾公開講座　第100回　達成 

ハートフル生活研究所発足 

「アネックス・ラボ」完成 

来館者50万人達成 

「住まいのアカデミー博2005」開催 

住まい手 
価値 

環境 
価値 

社会 
価値 

経済 
価値 

● 住文化の発信 

● 納得の住まいづくり 

● 住み継がれる 
  住まいの提供 

● 文化の継承と 
  コミュニティ育成 

● サステナブル価値 
  創出の人材づくり 

● 住まいづくりの 
  社会教育・次世代教育 

サステナブル技術 ● 
の開発  

持続可能なエネルギーの普及 ● 

資源循環型技術開発● 

化学物質の利用低減 ● 

生物多様性への配慮 ● 

地域経済の活性化● 

適正利益と社会還元 ● 

「すまい塾」公開講座 

親子で体験・子育ち支援塾 

「すまい塾」公開講座を紹介する「誌上公開講座」 

アネックス・ラボ 

老化や身体障がいの研修体験
ができる「GARO体験」 

　塾生から「学んだことを活かして最高のわが家

を実現できた」「積水ハウスの姿勢に共感した」

などの声をいただいたり、そこから色んな出会い

の輪が広がったりということが、とてもうれしいで

すね。事業所版すまい塾など、全国でも展開して

いる『すまい塾』では、「住まいづくりに積極的に

参加したい」との意欲を持

つ方々の期待に今後も応

えていきたいです。 

M apつの価値 4



サステナブルな家とは?

2006年2月23日、「住まい手に開かれた研究所」である総

合住宅研究所に、公開シンポジウムという形で住まい手や環

境やまちづくりの専門家、当社研究者が集い、それぞれの立

場から当社のサステナブル活動を振り返るとともに、これか

らの住まいがめざすべき方向と課題について話し合いました。 

 

松平さん:日本の家づくりに関して私がいちばん思うのは、手に

入れたときがいちばん良くて、後はどんどん価値が下がっ

てしまうという固定観念があるのではないかということで

す。しかし、そういった考えは世界を見渡すと少数派で、家

族の歴史や生活を受け止めることができる「本物の家」と

いうのがサステナブルな家ではないでしょうか。 

広原さん:私は、「スローライフ社会」、お互いが愛情など色んな形

のネットワークで結ばれている「個人ネットワーク社会」、「知

縁社会」という3つのキーワードがサステナブルな家を考

える上で大切になってくると思っています。 

星野さん:ここの施設にもありましたが、「納得する」というのが

非常に大事なのではないでしょうか。自分が安全・安心で

あるということ、自分が気持ち良いと感じられるものを取

り入れること。そうした感覚があってこそサステナブルだ

と思います。 

小出さん:私は家を建てる際に季節や自然を感じられるようにし

たいと思っています。今の時代は何もかもがキレイで便利

になりましたが、何かもっと大切なものを忘れつつあるんじゃ

ないかと感じています。 

竹節さん:子どもを持つ親としては、安全や安心、環境ということ

に配慮していただければと思っています。 

岡本さん:寝室や住居という最低限なものは確保されているわけ

ですから、後は自分たちの今までのライフスタイルを変え

ていくという責任感が必要ではないでしょうか。 

西澤:完成して終わりではなく、お客様に対して入居後満足をどう

考えるかをこれからの設計として考えなければなりません。 

ステークホルダーミーティング2006　公開シンポジウム 

“家から変わろう、サステナブルへ” 
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「家族と自然にやさしい暮らし」 
を提案するリクエストマガジン 
日経BP社 エコマム・プロデューサー 

松平 悠公子氏 

京都府立大学名誉教授、 
NPO法人西山夘三記念すまい・ 
まちづくり文庫　副理事長 

広原 盛明氏 

国際青年環境NGO A SEED JAPAN  
コミュニケーション担当理事 

星野 智子氏 

すまい塾卒業生 

小出 敦子氏 

長年にわたり、住まいと 
街づくりを研究 

NPO、企業、行政の 
ネットワークをつくる 

すまい塾で 
老後の終の住まいを設計 

コーディネーター 

すまい塾卒業生 

竹節 直子氏 

積水ハウス株式会社　 
開発部長 

増地 秀夫 

すまい塾卒業生 

岡本 澄夫氏 

積水ハウス株式会社　 
総合住宅研究所  納得工房長 

西澤 良雄 

製品開発部門の 
総責任者 

すまい塾で設計した 
趣味の住まいを建築中 

住宅、まちなみ設計、商品 
開発を多数手がける 

すまい塾卒業後に 
大学で建築を学ぶ 

シンポジウムの概要 
プログラム 
　●総合住宅研究所見学会 
　●サステナブルデザインハウス 
　  プロジェクト報告 
　●パネルディスカッション 

参加者 : 会社員（22名）、学生（21名）、主婦（11名）、 
　　　　その他（18名）、従業員（72名）　計144名 

（注）肩書きは、開催当時のものです。 

納得工房やアネックス・ラボの見学会 
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これから求められる家とまちやコミュニティとの関係は?

広原さん:高齢社会が到来する中で、定年後もその地域で20年

近く過ごさないといけない。そのためには「徒歩生活圏」

つまり足で生活できる環境というのが決定的に重要にな

ると思うんです。 

星野さん:家というのは最小限の社会単位ですから、さまざまな

社会問題を家族や地域の人と一緒に考えたり、学んだりす

る場になるのではと考えてみました。 

西澤:当社の街づくりでは、「まつり」をコミュニティづくりのしく

みとして取り入れる試みもしています。「まつり」を中心に

人が集まり、ごみも皆で拾いあう。こういうものを文化とし

て継承していくことが大事だと思っています。 

小出さん:各世代が別々に住むのではなく、一緒に住めるような

街づくりがあれば良いと思います。 

竹節さん:私の街では、子どもが登下校の際に、見ず知らずのお

爺ちゃんやお婆ちゃんが見守ってくださるんですね。そう

いう社会っていうのは、すごくうれしいし、頼もしいし、住み

つづけたいって思いますね。 

岡本さん:徒歩圏内のコミュニティの暮らしに必要な施設が凝縮

されている。例えば、ごみの回収でも効率の良い経路でで

きるだけエネルギーを使わないしくみなどによって地球

環境にもやさしく、自分たちの住まいも充足していけるよ

うな社会であれば住みたいですね。 

松平さん:英語で“カンバセーションピース”というものがあるの

ですが、これは、皆の話題づくりのきっかけになるものとい

う意味で使います。例えば、朝顔を育てているのが通りか

ら見える家があると、それを見て自然に会話が生まれます。

その家が街に対して閉ざしているのか、開いているのかが

伝わり、家から地域に発信できることもあると思います。 

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
受
け
て 

積水ハウスに期待することは?

広原さん:街の雰囲気に溶け込んでいくような「目立たない家」。

時の流れに合わせて「上品に老ける家」。そして、そこに

人が集い、話題があるような「縁を育てる家」をつくっても

らいたいと思っています。 

星野さん:街づくりや家づくりといったところから「地域再生」と

いうものに貢献していただけたらと思います。もうひとつ

は、「アクションプラン20」のような取り組みを進め、他社

を引っ張っていってほしいと思います。 

小出さん:狭くても効率よく快適に暮らせる空間づくりを考えて

いただけたらと思います。また、一消費者としては、もう少

し簡単に手が届きやすいものにしていただけたらと思い

ます。 

竹節さん:地域の景観や地形などを取り入れたりという試みはこ

れからもつづけていってもらいたいと思います。 

岡本さん:建物というのは時間がたてば愛着もわく一方で、劣化

や機能低下もします。住み始めてからも、いろんな相談にのっ

ていただき、学ぶ機会をつづけていただきたいですね。 

増地:お客様とともに住まいの規範をつくっていく、品格のある

良い会社にしていきたいですね。これはこれからの住まい

方、モノづくりにもつながってくるかと思います。 

松平さん:まずは、年がたっても美しく、余分なものをそぎ落とし

た「シックでシンプルな家」。本物というのは何なのかを

考えていただきたいと思います。もうひとつは、消費者と

ともに歩んでいただき「育む」ということを大事にしてい

ただきたいと思います。日本のモノづくりに対して消費者

は一定以上の品質は当たり前になってきている中で、選択

肢に残るかどうかは企業姿勢というか、CSRへの共感がこ

れからとても大事になってくると思います。 

積水ハウス株式会社　 
取締役・専務執行役員 
技術・設計担当 

和田 純夫 

　参加者の方からは、当社の取り組みについて高

く評価していただいた一方で、「どのように住み

継がれる住まいをつくっていくのかを明確にして

ほしい」「このような意見交換の場をもっと増や

してほしい」といった課題もご指摘いただきました。

今後もさまざまな機会を通して皆様と対話を行い、

住宅業界をリードしていけるような取り組みを進

めてまいります。そして、さ

らに地球に配慮した住宅を

考えていきます。 

サステナブルデザイン

ハウス　プロジェクトの

報告 

NPO法人西山夘三記念すまい・まちづくり文

庫や当社の取り組み「アクションプラン20」

等を紹介した配布資料 
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次世代の住まいのために、何をしていますか?
未来の持続可能な暮らしのために、私たちはどんな住まいを提供できるのでしょうか。積水ハウスは、これからの住まい

のあり方を住まい手とともに考え、広く世に問う研究開発プロジェクトをスタートしました。 

サステナブルデザインハウス 

都市におけるサステナブルな住まいとは 

自然の循環を支える木の働きに学ぶ 

Sekisui  House Sustainabi l i ty  Report  2006

 

 

　東京都国立市の一画で、積水ハウスが開発を進めるサス

テナブルデザインハウス（SDH）の建設が進んでいます。こ

れは、持続可能な社会に相応しい住まいを研究するための

実験住宅。開発にあたっては、さまざまな部署から集まった

プロジェクトメンバーの間で活発な議論が繰り返されました。

都市部の住宅においてどのような持続可能な暮らし方が提

案できるのか…。その結果出てきたのが、「木に学ぶ家」と「日

本の暮らし」という2つの視点です。 

 

 

 

　木は、太陽のエネルギーを栄養に変え、雨水と土の養分

で生長します。排出するのは酸素と枯れ葉。枯れ葉は土壌

の養分に変わり循環していきます。この循環のシステムに

学び、住まいに活かそうというのがSDHのコンセプトです。

SDHは自然の一部となるような住まいをめざしています。 

日本の暮らし 

ハイライト 
未来への責任  

Highlight 2005

　2つ目のキーワードは「日本の暮らし」。古くから行われ

てきた季節ごとの慣わしや行事は、日本の風土をうまく利用

して心豊かに暮らすための知恵でもありました。自然から離

れるのではなく、自然と親しむことによる快適さを実現する

ため、縁側や通気天窓など、日本の伝統的な住まいが持って

いた工夫を随所に盛り込み、四季のうつろいが感じられる暮

らし方を提案しています。 

木から学ぶ 

太陽光発電 
太陽熱利用 

調湿素材、 
屋根散水システム 

緑化システム 
（屋根・屋上・壁面） 

日射制御ルーバー 

コンポスト 

雨水利用 

光合成 

実は鳥のえさに 

気温調節 

日差しカット 

土壌保全 

保水機能 

枯れ葉は昆虫の棲家に 

O2

葉で水分の 
吸収、排出 

CO2

5

商品企画部、開発部など6部署のメン

バーで構成されるプロジェクトチーム 
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プロジェクト 
リーダー 
商品企画部 

木村 文雄 

プロジェクトの 
リーダーに聞きました 

サステナブルデザインハウス 

プロジェクトの第2ステージ 

Web 居住時のCO2排出削減の取り組み　 

国家プロジェクトへの参画 はWebをご覧ください。 

Sekisui  House Sustainabi l i ty  Report  2006

Q.開発において特に力を入れたところは? 

A.「暮らし方」について特に力を入れました。

夏の夜には縁側で夕涼み、秋には作物の収穫

を楽しむ、冬には火を囲んで家族が語らうなど、

日本の四季や自然と親しむ暮らし方に住まい

手をいざなうことができると考えています。 

 

Q.サステナブルな住宅であることは 

　どのように検証しますか? 

A.サステナビリティの度合いを定量的に測る

ことは非常に難しいと考えていますが、4つ

の価値の視点から、細かい評価指標を策定し、

評価可能なしくみを考案中です。 

 

Q.この実験住宅を 

　どのように活用していきますか? 

A.モニターのご家族に住んでいただいたり、

子どもたちにサステナブルな暮らしの意味を

伝える絵本をつくったり、有識者の方に評価・

検証していただくなど、多くの人々に参画し

ていただき、新たな住まい方を考える場とし

て活用していきたいと考えています。 

Sustainable design house

住まい手 
価値 

環境 
価値 

社会 
価値 

経済 
価値 

● 心の豊かさを実現する 
  住まいを提供 

● 安全・安心・健康な 
  住まいの提供 

● 日本の暮らしの伝承 

● コミュニティ育成 

● サステナブル価値 
  創出の人材づくり 

● 双方向の対話 

サステナブル技術 ● 
の創造  

省エネ、自然エネルギーの導入 ● 

3R・長寿命化技術材料の活用 ● 

化学物質の利用低減 ● 

生物多様性への配慮 ● 

地場建材の活用 ● 

適正利益と社会還元 ● 

 

 

　SDHは2006年5月に完成しますが、プロジェクトはそこ

で終わりではありません。完成後は、いろいろな分野の専門

家や研究者、生活者の方に意見をいただくコンソーシアム

の場、地域コミュニティとの情報交流の場、技術テーマの実

証・検証の場にしていきます。さらに、このプロセスから得ら

れるノウハウや技術を今後の商品に還元し、次の時代を見

据えた住まいづくりに活かしていきます。 

1階には、心地よい光が降り注ぎます。縁側は、光や風が通

るスペースになり、気温調節の役割を果たしています。また

人々が集うコミュニティスペースとしても利用できます。 

縁側スペース 

ペレットストーブの火を囲

むことで、家族の団らんを

育みます。また、間伐材を利

用した環境にやさしい木質

ペレットを燃料にしています。 

ペレットストーブ 

屋根を緑化することで、蒸散

作用により温度を下げます。 

屋根緑化 

エネルギーの創出

や消費の状況、住居

内外の環境状況が

わかります。 

家ナビゲーション 

やさしい材料を使う 
地球環境に 

効率よく利用する 
エネルギーを 

日本の暮らし 

　暮らしを楽しむ 
自然と調和した 

完成後はモニターの居住による検証や、

情報の発信基地として活用 

企画・設計の詰めの作業を

経て、建設進行中 

竹の廃材を有効利用したユニークな工事用仮囲い 

※写真はイメージです。 

M apつの価値 4



2010年 
（積水ハウス 
の計画） 

京都議定書削減約束 
=目標値 

4500 

4000 

3500

1990年 
（基準年） 

+8.5%

+5%

-6% 
（基準年比） 

2000年 

4,018

4,359

4,600
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CO2の削減目標は達成できますか?
家庭からのCO2排出量は、この15年間で約30%増加しています。住宅と関わりの深い家庭部門の排出量削減に向け

て積水ハウスはどのように貢献できるのか。私たちの取り組みを紹介します。 

暮らしの中のCO2削減 ハイライト 

京都議定書遵守に貢献するために 

未来への責任  

 

 

　「私たちは京都議定書※1の目標達成に向けてどんな貢献

ができるのだろうか。」京都議定書が発効した2005年2月、

積水ハウスではサステナブル宣言の発表に向けた準備を進

めていました。家庭部門から排出されるCO2は、日本全体の

約13%。住まいを提供する企業として、家庭から排出され

るCO2の削減は大きな使命です。お客様へのアンケートでは、

地球温暖化防止のためにお金や手間がかかることに抵抗が

あると感じられる方が半数近くおられることがわかりました。

この方々にも受け入れられる提案でなければ大きな効果は

期待できません。検討の結果、高効率給湯器エコジョーズを

従来品と同じ価格で全戸に標準採用することが決まりました。

これにより、今までと同じような暮らし方でもCO2排出量の

削減が可能になりました。大幅なCO2削減が期待できる次

世代省エネ仕様は当社住宅では2003年にすでに標準化さ

れており、さらなる削減には、居住時のCO2排出量の約3割

を占める給湯エネルギーの削減が必要でした。 

　当社はこの行動目標を2005年4月に行ったサステナブ

ル宣言において「アクションプラン20」として発表。次世代

省エネ仕様に加えてエコジョーズを標準採用することで、当

社新築住宅でのCO2排出量は目標数値の20%削減を達成

することができます。また、太陽光発電システムの普及にも

取り組んでいます。アクションプラン20を推進するために

大幅に価格を下げて販売しています。次世代省エネ仕様、

エコジョーズ、太陽光発電システムの設置により、2005年

度における新築住宅全体のCO2排出削減量は21,550t-

CO2にも上ります。 

　これらの取り組みをより多くの方にご理解いただけるよう、

延べ1,500人の従業員に対してアクションプラン20の意

義を学ぶ研修を行ったほか、このコンセプトを商品化したエ

コライフモデルシリーズの発売、環境広告を通した企業メッ

セージの発信などを行っています。 

Highlight 2005

※2 1990年と2000年実施した、積水ハウスの戸建
住宅を対象にエネルギー消費実態調査より。 

kg-CO2/世帯・年 1990年から2000年までに1世

帯当たりのCO2排出量は8.5%増

加しました。さらに2010年までに

は約5%増加すると予測し、京都議

定書で定められた6%削減を達成

するためには、対策をしなかった場

合と比較して20%削減する必要が

あります。 

アクションプラン20では確実に

CO2排出量を20%削減するため

の施策として「次世代省エネ仕様」

と「エコジョーズ」を標準採用とし

ました。その上でさらなる削減を進

めるためにエコウィルやエコキュー

トなどの高効率給湯器や太陽光発

電システムの普及につとめています。 

CO2削減目標 

※2

※2

積水ハウスが考える 
省エネ促進計画 

「アクションプラン20」 

2010年 
（予想値） 

-20%
（削減目標） 

6
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※1 地球温暖化を防止するために各国の温室効果ガスの削減目標を定めたもの。日本は
2008年から2012年の間に1990年比で温室効果ガスの排出量を6%削減する
ことが義務付けられている。 

温暖化対策をしない 
場合の未来予想 

4800



t-CO2
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　リフォームされるお客様に窓を高性能複層ガラ

スに交換することや高効率給湯器の設置をお勧

めしています。高性能複層ガラスへ交換されたお

客様からは窓からの暑さ、寒さが軽減され、快適に

なったと好評です。最近は太陽光発電などへの関

心が高いお客様が多くなってきているように思い

ます。私たちも商品や省エネルギーについてより

専門的な知識を持つこと、つねに新しい情報をお

客様に提供できることが重要だと感じています。 

積水ハウスリフォーム（株） 
事業部 

吉田 忠司 

リ
フ
ォ
ー
ム
で
C
O
2

削
減
に
貢
献
し
ま
す
 

Web 最適なリフォーム　戸建住宅　環境会計　住宅のエネルギー消費　居住時のCO2排出削減の取り組み 

はWebをご覧ください。 
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　新築住宅だけでなく、これまでに当社が建築した既築住

宅約70万戸についてもCO2排出量削減活動を進めること

が重要です。当社では「断熱改修の推進」「高効率給湯器へ

の変更」「リフォーム用太陽光発電システムの普及」を柱と

して取り組んでいますが、2005年度は断熱改修のための

開口部の複層ガラス化に力を入れました。高性能複層ガラ

スへの変更は10,355m2に上りましたが、今後はさらに実

績を伸ばすとともに、高効率給湯器や太陽光発電システム

の普及率向上のための施策を進めていきます。 

既築住宅におけるCO2排出削減 

環境会計 

環境保全活動 
投資額 
環境保全コスト 

費用額 
経済効果※3 経済収支 

（百万円） 

0 679 0 -679

※4 太陽光発電システムおよび高効率給湯器の導入による、耐用年数分のCO2排
出削減効果。計算上の耐用年数を太陽光発電システムは20年、高効率給湯器は
10年としています。当社がコストアップ分を負担した設備機器のみが対象です。 

※3 「経済効果」は原則として、環境対策を実施した場合に、実施しなかった場合と
比較して節減される費用などを確実な根拠に基づいて算定しており、アクションプ
ラン20の推進による利益寄与の推定的効果は含んでいません。 

CO2排出削減量（2005年度） 

住まい手 
価値 

環境 
価値 

社会 
価値 

経済 
価値 

● 住まい手の環境意識向上 

● 快適性の向上 

● 暮らしの変化に 
  対応したリフォーム 

● 従業員の 
  環境意識向上 

● 企業市民としての責務 

環境・社会と調和した ● 
ビジネスモデル  

自然エネルギーの利用と ● 

設備の高効率化  

地球温暖化防止 ● 

省エネ設備の普及 ● 

居住時の 
CO2排出量 

内訳 

次世代 
省エネ仕様 
の標準化 

高効率給湯器 
エコジョーズの 
標準化 

エコキュート・ 
エコウィルの推奨 
オプション設定 

調理 3.9%

給湯 

29.7%

太陽光発電システムの 
普及促進 

照明他 

38.9%

冷暖房 

（注）リフォームによるCO2削減量は除く 

2004年度 

1,454kW

2005年度 

2,690kW

2004年度 

12%

2005年度 

26%

太陽光発電システム 
出荷実績 

高効率給湯器（エコジョーズ、 
エコキュート）の設置割合 

高効率給湯器 

2004年度 2005年度 

3,128m2

10,355m2

開口部交換実績 

M apつの価値 4

新築住宅における太陽光発電
システムおよび高効率給湯器
のコストアップ分を負担 

顧客における環境保全効果 

居住時のCO2排出削減効果※4 16,120t-CO2

家庭部門の用途別CO2排出量 と アクションプラン20の施策 

27.5%

21,550
街並みの景観を崩さない、瓦一
体型太陽光発電システム 

遮熱断熱 
防犯合わせ 
複層ガラス 

エアタイト断熱 
アルミサッシ 



製品の流れ 

廃棄物の流れ 

情報の流れ 
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廃棄物を出さないしくみを教えてください。 
2005年7月に達成した新築現場のゼロエミッションは、「自然生態系の再生能力を超えない資源の利用」を指針に掲

げる積水ハウスにとっての大きな一歩。達成以降もさらなる前進をつづけています。 

新築現場ゼロエミッション ハイライト 

リサイクルは現場から始まっている 

未来への責任  
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広域認定に基づいた回収システムの構築 

Highlight 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

※1 製品の製造、販売をしたものが、その製品が廃棄物となった場合の回収やリサイクル
を行う場合に、しくみが整備されているなど、環境大臣に認められた場合に限り、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
処理法の規制が緩和される特例制度。積水ハウスでは、2004年9月に「広域認定」
を建設業界で初めて取得しました。 

戻り便を活用し、 
廃棄物を運搬 

部材を現場に配達 

 

 

　一体どの程度分別したら良いのだろうか。積水ハウスの

新築現場では現在、廃棄物を27品目に分別していますが、

ゼロエミッションプロジェクトを開始した当初から分別ルー

ルづくりに試行錯誤を重ねていました。新築現場では、使用

する材料の加工端材や使用済み梱包材など、さまざまな材

料が廃棄物として発生します。これらの分別はたいへん手

間のかかる作業ですが、後工程で資源循環センターに運び

込み、さらに細分化した分別やリサイクルを行うには最初の

分別が不可欠です。協力会社・工事店の職方さんなど現場

関係者一人ひとりとの対話を重ねて協力を依頼し、「責任を

持って資源循環を進める」という共通意識のもと、全国の新

築現場で着実にゼロエミッション活動を根付かせています。 

 

 

　ゼロエミッションや資源の循環利用を進める回収システ

ムの要となるのが、資源循環センターや集荷拠点です。環

境大臣の広域認定※1のもと、積水ハウス独自の回収システ

ムを再構築し、自社の目の届く範囲で高度に管理できるよう

にしています。また、エリア内の新築現場から回収され、運

ばれてくる廃棄物を管理するシステムとして、携帯電話やパ

ソコン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「ぐるっとメールシステム」を開発し、確実で

効率的な運用を行っています。 

27
新築廃棄物の状況をインターネット・

イントラネットを介して情報をやり

取りし、管理するシステム 「ぐるっと

メール」を構築し、運用しています。 

収集運搬業者 

本社・支店 

ぐるっとメール 
システム 

回収された 
廃棄物をリサイクル 

集荷拠点 

27分別の実施 
新築施工現場 

7

資源循環センター 

工場 

施工現場では、協力会社・

工事店の職方さんと対話

を重ねて協力を依頼して

います。 

回収された廃棄物は60品目程度に

分別されます。 

回収した木粉や廃樹脂を

リサイクルし、瓦桟や内

装材に生まれ変わります。 



国
内
外 

積
水
ハ
ウ
ス 
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早稲田大学大学院 
アジア太平洋研究科教授 
工学博士 

椎野 潤氏 

資
源
循
環
セ
ン
タ
ー
を
見
学
し
て 

Web 協力工事店の育成　環境会計　資源の利用　工場ゼロエミッション　新築現場における廃棄物削減 

はWebをご覧ください。 
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

環境会計 

2001.4
マニフェスト伝票義務化 

2001.1
循環型社会形成 
推進基本法 施行 

2002.5
建設リサイクル法施行 2005.2

京都議定書発効 

2003.4
広域認定制度 

2005.7
排出業者の責任強化 

1992
コンピュータ管理による 
マニフェスト伝票の運用開始 

1999.11
環境未来計画発表 

2001
全工場で 
ISO14001 
認証取得 

2002.5
工場ゼロエミ 
達成 

2003.4
新築ゼロエミ 
推進会議発足 

2004.1
新築ゼロエミ 
プロジェクトスタート 

2004.9
広域認定取得 

2005.7
新築ゼロエミ達成 

廃棄物処理法 

～2000 2001 2002 2003 2004 2005

廃棄物の適正処理 

建築物リサイクルの促進 

1994.8
環境基本法 施行 

環境と社会に対する 
基本的枠組み 

ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
あ
ゆ
み 

リサイクル率 
2000年度 

2005年度 

kg/棟 

kg/棟 

終わりなき挑戦 

100% 2,893
1,884

住まい手 
価値 

環境 
価値 

社会 
価値 

経済 
価値 

● 施工現場の美化 

● ゼロエミッション 
  意識の向上 

● 廃棄物処理に関する企業責任 

資源を大切にする ● 
知恵と技術の蓄積  

廃棄物輸送エネルギーの削減 ● 

3Rによる資源の有効利用 ● 

化学物質を埋立処理しない ● 

埋立しないことによる自然の保全 ● 

資源を大切に使う住宅づくり ● 

による利益と還元  

廃棄物量 

新築現場から排出される廃棄物を分別、回収して全量リサイクルする体制に

切り替え、資源の循環利用を行っています。 

　積水ハウスの取り組みは、その理念、具

体的な実践ともに素晴らしいと思う。全

現場を統合して実施している点や、現場

で分別した副産物をほかのものと混合す

ることなくピュアなままセンターに搬入し

ている点など、建設業界全体を通して見

ても極めて優れている点が多くある。今

後は、現場の資材管理状況を監視するシ

ステムの確立を期待する。 

 

 

　積水ハウスのゼロエミッションの取り組みは、リサイクル業者に処理を

委託することが目的ではありません。あくまで廃棄物発生量を減らすリデュー

スや、自社内で質の高いリサイクルを推進することが目的です。すでに資

源循環センターでは、工場や現場から回収した木粉を廃樹脂と混ぜること

で、さまざまな部材に再生し、活用し、新築現場で発生する廃棄物や余剰

材を減らすよう改善を図っています。 

　また、処理段階での問題点を開発・設計部門に随時フィー

ドバックし、設計・開発担当者の意識も高めています。今後も、

リフォーム現場やカスタマーズセンターが請け負う修繕工

事現場でのゼロエミッションに取り組むなど積水ハウスの終

わりなき挑戦はつづきます。 

M apつの価値 4

環境保全活動 
投資額 

環境保全コスト 

費用額 
経済効果 経済収支 

（百万円） 

82 2,788 2,939 151

環境保全効果 

新築施工現場の廃棄物リサイクル量 60,900t

新築施工現場の 
ゼロエミッション 



「ゆとりと豊かさ創出プロジェクト」の 

取り組みを一層推進しつつ、 

これを基盤としてさらに人材の多様性を重視し、 

従業員と企業が持続可能な成長を 

はかっていける環境・しくみをつくり、 

社会に対して持続的に 

価値を提供しつづけることをめざし、 

2006年3月に「人材サステナビリティ」を 

人事基本方針として発表しました。 

148
積水ハウスは全社でこのプロジェクトを推進しています。 

全国での 
実施数 

27

ワーク・ライフ・バランスをどう考えていますか？ 
そこで働く従業員が輝いているかどうか。従業員の活力こそが企業の力の源です。積水ハウスでは、従業員が活力を持

ちつづけられるよう、「ゆとりと豊かさ創出プロジェクト」に取り組んでいます。 

ゆとりと豊かさ創出プロジェクト 

ゆとりと豊かさ創出プロジェクト 
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ハイライト 
未来への責任  

Highlight 2005

 

 

　いきいきとした活力あふれる会社でありつづけ、お客様

に価値ある住まいづくりの提案ができる。そのためには、従

業員が職務に追われるのではなく、仕事や人生に前向きな

活力を持ち、家族をはじめ、周囲にも目配りができる「ゆとり」

と、やりがい、生きがいといった精神的な充足感を得る「豊

かさ」の両方をつねに持つことが欠かせません。 

　その改革の志を持ち、2005年2月、人材公募制度により

全国の多職種から6名が、人事部に集いました。しかし、こ

のプロジェクトの主役は、全国の事業所それぞれのプロジェ

クトメンバーであり、全従業員です。住宅の仕事は、お客様

の一生の財産と暮らしに関わるため、お客様のご都合が優

先されることが多くなります。そのため業務の効率化や残

業時間の短縮は、簡単ではありません。そこで、全社目標や

施策を掲げるだけでなく、全国の従業員が参加し対話をし

ながらの業務改革を進めることを重視しました。 

　このプロジェクトは、新たな価値を創出しつづける人材を

育てる環境づくりと、その結果「人間力」の向上によって、お

客様にも、従業員の家族や地域社会にも価値を創出できる

人材を輩出しつづけることを目的にしています。 

　営業・設計・現場監督・管理・総務などチーム間の業務の

連携のあり方や業務プロセスの見直しなど、課題は多岐に

わたっています。月末の業務集中などまだ改革途中ですが、

1年を経てゆっくりと着実に取り組みが進んでいます。 

8

ゆとりと豊かさ 
創出プロジェクト 

2005年2月スタート 必須基盤 

人材サステナビリティ宣言 
2006年3月発表 

・女性活躍の推進 

・多様な人材の活用 

・ワーク･ライフ・バランス 

人材サステナビリティ宣言 

「従業員」「会社」双方の価値の高まり 

より魅力的な企業への成長へ 

プロジェクト 
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Web 人材サステナビリティ　人材育成　従業員とのコミュニケーション　労働安全衛生の考え方　人権問題への取り組み 

多様な働き方　ゆとりと豊かさの創出 はWebをご覧ください。 
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　神戸支店では、営業活動、設計、積算、集計業務のほかに、

スキルアップのための勉強会などが行われています。プロジェ

クトでは、業務の効率化を進める一歩として、各自が自由に

現状の問題点をあげ、そのレベルを対応組織別に分類する

ことから始めたあと、一つひとつ改善していきました。 

　このプロジェクトを進める中で、自然と所内のコミュニケー

ションが増えました。目に見える成果ではなくとも、確実に

従業員の働き方や意識が変化してきています。さらに、設計

部門との連携や業務の切り分けなど、部門を越えた大きな

課題にも協力して取り組んでいます。また、このプロジェク

トの取り組みが、女性営業社員の活躍の基礎となるよう役立

てています。 

　まだまだ真のゆとりと豊かさには到達していませんが、本

社推進部門と協力しながら一歩ずつ進んでいきます。 

神戸支店の取り組み 

山の街展示場　店長 伊藤 みどり 

全社で展開している「ゆとりと豊かさ創出プロジェクト」。 

全148プロジェクトの中から神戸支店のプロジェクトをご紹介します。 

ゆとりと豊かさプロジェクトの打ち合わせでは、日常業務の見直しや、 
改善案を検討します。 

私にとってゆとりとは? 
他の喜びを 
我が喜びにできること。 

　建築現場では、予期せぬ事態も起こります。そのよう

な事態に素早く対応が取れるよう、手順の見直しを行い

ました。書類の整理、現場の状況把握のプロセスを明確

化することで、効率が大幅にアップしました。以前は、対

応に夜遅くまでかかっていましたが、夕方には事務所に

戻り、事務処理に取り掛かれるようになりました。 

　帰宅後も家族とくつろげるようになり、心身ともにゆ

とりができたように思います。趣味はフットサルにテニス。

休日は、1日を自分の趣味に、もう1日を家族にと、使い

分けています。小さな子どもがいるので、定休日には私

が面倒を見ています。 

　今後は、「発想力」と「段取り力」の両方を兼ね備えた

社員に成長していきたいと考えています。 

実 践 ! 私 の ゆ と り  

　このプロジェクトがスタートして最も苦労したこと、そ

れは全員の意識の統一でした。業務改善は個人で取り

組むべきこと、支店あるいは全社で取り組むべきことが

混在しており、全員の認識を統一した上で、進むべき方

向が見出せるのかわからない状態で始まりました。業務

の平準化など課題はまだありますが、1年間かけて取り

組んできたことで、社員の意識は変革されています。こ

のことは大きな収穫だと思います。 

　また、私自身、子どもが小さい間は家族中に助けても

らいながら働いていました。時間管理はいまだに悩むと

ころではありますが、このプロジェクトによって後輩たち

にも子育てと仕事の両立がしやすい職場環境になれば

と思います。 

もっとゆとりができたら? 
辞めてしまった 
ギターに再挑戦します。 

現場監督 逢阪 俊介 

M apつの価値 4

住まい手 
価値 

環境 
価値 

社会 
価値 

経済 
価値 

● コンサルティング・ハウジング 
  を支える人材づくり 

● 家族・地域との 
  きずなの強化 

● 従業員のワーク・ 
  ライフ・バランス 

新しい価値創造、● 
サステナブルな   

ビジネスモデル提案  

自然や地球環境への造詣 ● 

環境保全や ● 

スローライフの提案力   
 

従業員への企業利益の還元 ● 



29

確かな技術力をどのように引き継いでいますか?
良い住まいを建てるには、工場での高い品質管理にならび現場での施工技術が重要です。当社では、全国3カ所に技

術研修センター・訓練校を設け、グループ会社、協力工事店が一丸となって次世代の職方さんの育成に取り組んでいます。 

匠の継承 ハイライト 

積水ハウスの技術と心を学ぶ技術研修センター・訓練校 

未来への責任  
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　滋賀県栗東市にある積水ハウスの訓練校。ここには、積水

ハウスグループの中で施工を担う積和建設（株）や協力工

事店の若い職方さんが集まり、積水ハウスの施工技術を学

んでいます。 

　訓練カリキュラムには、作業器具の取り扱いや安全衛生

などの基礎実技、施工現場で実際の作業の進め方を学ぶ専

攻実技などが組み込まれ、実践的、先進的な技術を確実に習

得することができます。 

　また、住まいづくりには技術だけでなく、暮らす人の快適

さを想う豊かな人間性も求められます。訓練校では、全寮制

を採用し、共同生活の中で周囲の人々との協調性やチームワー

クを学んだり、授業において社会人として大切なマナーや

経済・文化に関する教養などを習得することで、人間的な魅

力の向上も図っています。 

　滋賀県のほかにも、茨城県と山口県に同様の訓練校を持ち、

これまでに訓練校を卒業した訓練生は累積1,462人に及び

ます。積水ハウスは、今後も高い技術力と豊かな人間性を持っ

た職方さんの育成を進め、お客様にご満足いただける住ま

いをつくりつづけていきます。 

　私は入社してすぐに訓練校に入りました。現場での施工経

験はなかったので、実技の訓練は特に勉強になります。また、

マニュアルには出ていない、工具の使い方のこつなどを教

わることもできるのがうれしいですね。 

　卒業後は、「お客様の笑顔があふれる明るい家」をつくり

たいと思っているのですが、何よりお客様にご満足いただき、

喜んでいただけるように、自分の持っているものすべて出せ

るように取り組みます。そのためにも、訓練校で自分を磨い

ていきます。 

Highlight 2005

現場ではさまざまな工程が

あり、多くの技術を覚えな

ければならないのですが、

訓練校で基礎的な技術を

学んだことがとても役立っ

ています。 

卒業生の姿 

姫路積水ハウス協力会　 
神プレ建設（株） 

難波 裕明（写真左） 

姫路積水ハウス協力会　 
神プレ建設（株） 

大島 尚樹（写真右） 

訓練校では「お客様第一」

の精神を学びました。お客

様の夢をこわさないよう、1

棟1棟心を込めて作業して

います。 

9

訓練校（関西校） 

全国3カ所の訓練校は公共職業訓練校に準

じた位置付けを持つ認定職業能力開発校

です。普通課程の訓練コース修了時の技能

照査に合格すると、技能士補の資格を取得

することができます。 

訓
練
生 

積和建設北陸（株） 

南 秀司 

早く現場でお客様の 
期待に応えたい 



基礎工事実習 内装工事実習 外装工事実習 

訓練コースは、普通課程（10カ月）と短期課程（2カ月から5カ月）

があります。普通課程では、一般住宅建築の基礎知識、積水ハウ

スについての専門知識、施工現場における安全衛生や社会人と

してのマナー、内装、建方などの実習を行い、短期課程では、内

装工事、外装工事、基礎工事を専門的に学びます。 

職方が高齢化していくので、技術を伝えるため

に若い大工を育てていくことの重要性を感じ

ています。訓練校で学ぶことで、基礎的な技術

に加え、積水ハウスに携わる人間としての心構

えや、先輩の職方やお客様に対するマナーを身

につけてくれることも良いですね。 

30

家
づ
く
り
は
、
人
づ
く
り 

Web 品質向上のための取り組み　取引先との協働　協力工事店の育成 

はWebをご覧ください。 
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　訓練は実技が多いのでわかりやすいですね。廃棄物27分

別などは、最初は面倒だなと思いましたが、ここまで徹底し

ている積水ハウスの意気込みを感じました。安全面や現場

の清掃についても徹底した指導を受けています。 

　訓練校で学んだことを活かし、「積水ハウスの家を安心し

て買ってください」と自信を持ってお客様にお伝えでき、お

客様からは「積水ハウスの現場はきれいだ」と言っていただ

けるような現場づくりをめざします。 

関西技術研修センター　 
センター長 

井筒 芳隆 

1,462人 

神プレ建設（株）　 
代表取締役 

谷綛 徹 

　訓練生には、技術や知識を身につけるとともに、

マナーやルールなど幅広い教養を身につけてもら

いたいと考えています。訓練生は、訓練を通じて

家づくりの楽しさ、やりがいを感じながら、家づくり

の技術を身につけます。また、

寮での集団生活や訓練カリキュ

ラムを通じ、しっかりとした人

間力を身につけます。技術と

人間力、両方を身につけてこそ、

良い家づくりができると考え、

訓練生を育てています。 

誇
り
を
持
ち
現
場
に
羽
ば
た
い
て 

　以前、いつも時間に遅れがちな訓練生がいたの

ですが、厳しい訓練を積み、卒業する頃には見違え

るように意欲的になりました。そして彼は卒業式

での挨拶で、感極まって泣いてしまったのです。心

にしみる式となりました。私は、

訓練生の不安を少しでも取り

除き、技術者としてのプライド

を持って現場に羽ばたけるよ

うにしたいと思っています。生

徒を立派に育成し、積水ハウス

の家づくりへの真摯な姿を示

していきたいと思います。 

訓練校卒業生数（1982年度から2005年度） 

住まい手 
価値 

環境 
価値 

社会 
価値 

経済 
価値 

● お客様満足度の向上 

● 品質の向上 

● 安全な 
  職場環境の整備 

● 次世代職方育成 

新築現場ゼロエミッション ● 

を支える人材づくり  

適正利益と社会還元 ● 

関西技術研修センター   
部長 

山下 健一 

上司より一言 

積和建設姫路（株） 

内藤 豪 

訓
練
生 

学んだことを 
すべて活かせるように 

M apつの価値 4



Web 住宅防災　防犯　健康に配慮した住まいづくり　安全・安心のまちづくり　化学物質の管理 
はWebをご覧ください。 
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全国に広がる「タウンセキュリティ」 

　街全体の安全性を高め、安心して暮らしていただけ

るよう、街づくりにおいてタウンセキュリティの考え方を

取り入れています。「コモンステージ吉祥寺・桜の杜」（東

京）では、街全体をセキュリティゾーンととらえ、街の入

り口4カ所に防犯カメラを設置しています。各邸におい

ては指紋照合によるセキュリティシステムを採用し、ホー

ムカメラシステムや警備会社との24時間オンラインシ

ステムにより防犯性能を高めています。 

　また、「コモンステージ逆瀬川」（兵庫）や「コモンシティ

十王 城の丘」（茨城）では、住民同士が街の安全を見守

るインターネット回線を利用したホームカメラなどによ

るセキュリティシステムを導入しています。2005年度

時点で、全国18カ所にタウンセキュリティを導入してき

ました。今後も引きつづき、全国にこの考え方を広げて

いきます。 

安全・安心・快適な住まいをめざして  
トピックス 

Topics

警備員が常駐するセキュリティサービス
（リフレ岬・望海坂） 

街の様子を見守るWebカメラ
（リフレ岬・望海坂） 

ITを利用した緊急地震速報の実証試験を開始 

　大阪府岬町にある当社分譲地、リフレ岬・望海坂では、

より安心して暮らせる街をめざした取り組みの一環とし

て、約160世帯が参加する緊急地震速報の実証試験を

行っています。これは、地震が発生した場合、大きな揺

れが到着する前に高速回線を使って各家庭に情報を配

信するシステムで、事前に防災対策ができるようになり、

国レベルで試験が進められています。速報から大きな

揺れまでの時間は震源の位置によっても異なりますが、

今世紀前半にも発生が懸念されている東南海地震を想

定した場合、リフレ岬では大きな揺れが到達する20～

30秒前には情報配信が可能であると考えられます。 

　このシステムには、常時接続の高速通信網が不可欠

です。リフレ岬は「e-タウン」として当初から全戸に光ファ

イバーが導入されているため、街全体が参加する大規

模な試験が可能となりました。現在は試験の段階ですが、

アンケートなどを活用し、直前の速報に対してどのよう

な準備・行動が必要か、どのような点に注意する必要が

あるかなど、参加者の方々の意見・行動をフィードバッ

クしながら調査を進めていきます。 
自治会と協働し、実証試験の開始前に防災訓練
を実施 

地震速報を受信し音声で知らせ
る専用端末 

IT自動防災システム 

地震計 
データ 

気象庁 
震源の位置と 
地震の規模等の計算 

JEITA 
（社）電子情報技術産業協会 

震源の位置（緯度、経度、深さ） 
地震の規模（マグニチュード） 

緊急地震速報 
・大きな揺れの到着予測時刻 
・予測される震度 

光ファイバー網 

音声通知 

積水ハウス 
（大阪ガスセキュリティ） 

まもなく 
大地震がきます!



変動気流があるため全身の皮膚
温バランスが良好。 

3方向の 
気流による冷房 

温度分布のむらにより、頭部・腹
部は皮膚温が高く、下腿・足下が
低下。 

エアコンの 
気流による冷房 
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アスベストに関わる問題について 

　当社では、2005年6月にアスベストによる健康被害

が社会問題化して間もなく、7月にアスベスト含有建材

の使用状況と相談窓口についてホームページ上で公開

するとともに、当社住宅にお住まいのオーナーにお送り

する情報誌「きずな」においてもアスベストに関する情

報をお知らせしました。 

　アスベストは高い不燃性、耐熱性、耐腐食性を持つこ

とから住宅建材でも使用されてきましたが、当社では法

規制に先駆けて代替材料の検討や非飛散性アスベスト

含有建材のノンアスベスト化を進め、2001年11月以

降は大半の建材をノンアスベスト化し、現在販売してい

る当社住宅にはアスベスト含有建材は使用しておりま

せん。 

　また、過去に供給した住宅においても健康への危険

性の高い飛散性製品ではなくアスベスト含有成型板な

どの非飛散性アスベスト製品の形で使用されており、こ

れらの建材は固定されているため、日常生活において

は健康への被害のおそれはなく、安心してお住まいい

ただけます。 

　飛散のおそれがある解体時についても法の規定に基

づき、近隣、作業者の安全に配慮しアスベストの飛散防

止措置を講じた安全な方法で作業を実施しています。 

高原のさわやかな風を再現した心地よい新空調システム 

　エアコンを長時間使うことが一般的になり、エアコン

から出る冷たい風が直接当たることによっていわゆる

冷房病などの健康被害が起きています。当社では、この

ような健康被害を防ぎ、より快適な空調環境を実現する

ため、風をうまく利用した空調システム、サラウンド エ

ア システム「八ヶ岳の風」を開発・販売しました。 

　このシステムは、室内の3方向に設置した気流ユニッ

トから構成され、自然に近い気流が流れます。気流は八ヶ

岳山麓に吹く高原のさわやかな風を測定し、風速・風向

などの正確な気流データを再現したものです。絶え間

なく変化する気流は、からだ全体に均一な涼感をもたら

し、冷房温度を高めに設定しても、快適に過ごすことが

できます。 

体験型実験より 

右図は、被験者による室温調節をした場合の1時間後

の室温分布、被験者平均皮膚温（相対変化値）をあら

わしたイメージ図。 

A

B

C

冷房はエアコンで行い、通常より
温度を高めに設定します。 

（注）プランにより、2方向設置の場合もあります。 

エアコン 
　 、　 、　 3方向の気流ユニットから自
然な風が吹き出します。 

気流ユニット 
A B C

+0.6 
+0.5 
+0.4 
+0.3 
+0.2 
+0.1 
  0 
-0.1 
-0.2 
-0.3 
-0.4 
-0.5 
-0.6

（実験協力:奈良女子大学生活環境学部　快適温熱環境研究グループ） 

室内  
（２８.２゚C） ±0 C゚

±0 C゚
±0 C゚

＋0.3 C゚

＋0.4 C゚

＋0.4 C゚

－0.3 C゚

－0.3 C゚

 室内  
（２７.５゚C） 

 （２７.０゚C） 

±0 C゚

±0 C゚
＋0.5 C゚

＋0.3 C゚

＋0.5 C゚

＋0.4 C゚

－0.5 C゚

－0.6 C゚



Web コミュニケーション　戸建住宅　生産時のCO2排出削減の取り組み　居住時のCO2排出削減の取り組み　資源の利用　 

国家プロジェクトへの参画 

33 Sekisui  House Sustainabi l i ty  Report  2006

資源循環型の技術開発を進めています 

　2000年度から5カ年計画で実施された経済産業省の

資源循環型住宅技術開発プロジェクトに参画し、さまざま

な技術開発を行ってきました。 

　例えば地下水を利用し、熱交換を行う地下水利用冷暖

房システム。年間を通じて温度の安定している地下水を

利用することで、居住時のCO2排出量の約3割を占める

冷暖房エネルギーの低減を図ります。室外機からの熱風

の吹き出しがないため、ヒートアイランド現象の緩和への

効果も期待されます。 

　また、住宅の解体時に出る廃ガラスを、床材や壁材に再

生し有効利用する技術も開発しました。建設系の廃ガラ

スは、これまで使い道がほとんどありませんでしたが、樹

脂やゴムなどの不純物が混ざっていても利用でき、広範

な用途に使用できます。これらの技術は、アネックス・ラボ

で実証実験を行い、実用化に向け検討を進めています。 

家庭用燃料電池の普及 

家庭用燃料電池システム 
（コモンステージ吉祥寺・
桜の杜） 

廃ガラスの多孔質軽量建材
の外壁利用 

　東京都武蔵野市や八王子市の分譲地などで家庭用燃

料電池システムを採用し、2005年度の普及台数は16

台となりました。燃料電池は、水素と酸素の化学反応に

よって電気をつくり、同時に発生する熱も利用することで、

高いエネルギー効率を実現しており、次世代エネルギー

として期待が高まっています。 

滋賀工場で木質バイオマス・ガス化 
発電システムの試運転開始 

浅井工場に設置した
実証実験設備 

環境への配慮  
トピックス 

Topics

地下水利用冷暖房システム 

室外機 

冷媒回路 

エアコン室内機 

地下水帯 揚水井戸 還元井戸 

地下水水循環回路 

　滋賀工場管轄の浅井工場（滋賀県長浜市）に木質バイ

オマス・ガス化発電の実証設備を建設し、試運転を行い

ながら検証を行っています。これは新エネルギー・産業

技術総合開発機構（NEDO）の共同研究事業に採択され

たもので、化石燃料に依存しない発電方式として期待さ

れています。計画では製材の残材から可燃性ガスを抽

出しガスエンジンを回す

コージェネレーションシ

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割を賄い、大

幅なCO2削減を図る予

定です。 

はWebをご覧ください。 
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　当社の既築住宅を対象に断熱効果を高めるリフォーム

を行っています。家全体から失われる熱のうち、窓などの

開口部から失われる熱量は3分の1以上にも達すること

から、開口部交換の断熱リフォームを推し進めています。 

窓には遮熱断熱効果の高い複層ガラスを使用し、サッシ

枠に断熱樹脂を挟み込んだ断熱アルミサッシに変更する

と、結露を抑え、家から失われる熱量は約37%抑えるこ

とができます。2005年度には、アクションプラン20の

取り組みにより、交換した開口部は面積にして10,355m2、

2004年度の3倍以上となりました。 

エコライフモデルシリーズの 
販売を開始 

木材のグリーン調達に向けた 
取り組みを開始 

さまざまなメディアで 
環境広告を展開 

断熱リフォームで 
家からの熱量ロスを37%改善 

　海外での違法伐採などが問題となり、森林利用への関

心が高まっています。年間約40万m3の木質系材料を使

用する当社でも、木材調達は重要なテーマです。当社では、

1975年からコンクリートを打設するための型枠を鋼鉄

製に変更して熱帯木材の利用をなくすなどの取り組みを

進めてきました。ただ、従来当社が使用する木材は大部

分が輸入材で、国産材の使用率は0.1%以下でした。し

かし、2005年度に合板の芯材部分を国産材へと変更し、

国産材の使用は年間約1.8万m3、4.4%と大幅に向上し

ました。再生可能資源としての木質系材料の重要性に鑑

み、次の方向を基本に2007年2月に向けて木材に関する、

より具体的な調達指針の策定を開始し、環境NGO等と

の意見交換も進めています。 

片流れ屋根に太陽光発電を搭載し、
屋上利用を実現したプラン例 

　地球環境への負荷が少なく、住む人が健康で快適に暮

らせ、地域の自然環境とも調和できるエコライフモデル

シリーズを2005年11月に販売開始しました。「省エネ

ルギー」「資源の有効活用」「環境親和」「健康快適・安

全安心」の4つのテーマを掲げ、太陽光発電システムや

光触媒を使った耐候性の高い外壁、屋上緑化や「5本の樹」

計画などを採用してい

ます。 

　2005年4月のサステナブル宣言を受け、当社のメッ

セージを社会に向けて積極的に発信しています。2005

年度の重点メッセージは、「アクションプラン20（居住時

のCO2削減）」「5本の樹（生態系の保全）」「住まいの長

寿命化」の3つでした。それぞれの視点を伝えるために

テレビCM、新聞広告などを効果的に活用しています。 

25年前の自社住宅を使った実証実験 
（総合住宅研究所 人工気象室） 

断熱リフォームの効果を実証実験で検証 
（外気温-5 C゚ 暖房開始2時間半後） 

リフォーム後 
遮熱断熱 
複層ガラス 

リフォーム前 
単板ガラス 

●木材の調達に際しては、合法性、持続可能性が証明された木材の積極的な
利用を推進する。　●国産材のさらなる活用可能性を検討する。 

新聞広告 



「手で触れて、からだで感じる」 
体験施設を教育支援に活用 

社会性を高めるために 

「住まいの図書館」を通じた情報発信 

内閣府主催・ 
障がい者週間行事への参画 

震度7クラスの揺れも体験
できる住まいの夢工場 

トピックス 

Topics

Web お客様満足向上のための取り組み　人材サステナビリティ　住文化の発信　教育支援　障がい者の自立支援 
はWebをご覧ください。 

住まいの図書館
（東京支社・新宿） 

障がい者支援イベント「共に生きる社
会を作るために」（左）、SELP製品（右） 

具体的施策 

・専任の「女性活躍推進チーム」（人事担当役員直轄）設置 

・女性管理職の積極登用（3年後に20名へ） 

・女性営業職の積極採用推進 
 （全営業職構成比2005年度5%を将来10%へ） 

・法定を上回る育児休業制度等次世代育成支援の充実 

・最長100日まで利用可能となる年休積立制度の導入など 
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人と会社の発展に向けて 
「人材サステナビリティ」宣言を発表 

住まいをお引き渡し後も 
コミュニケーションを大切に 

　全国2カ所にある「住まいの図書館」は、建築の専門家

や学生、修学旅行を利用して訪れる中学生など、年間に

3,000人近い方に利用されています。住まいや暮らしと

いう視点で、各館1万冊を

超える蔵書を所蔵し、住文

化の情報発信を行ってい

ます。 

　2005年12月、障がい者支援イベント「共に生きる社

会を作るために」が大阪で開催され、当社も参加しました。

当社はユニバーサルデザインの体験コーナーを設置し

たほか、障がい者対応住宅や障がいを持つ人たちが自立

するためにつくった手づ

くり製品であるSELP製

品の採用事例を紹介しま

した。 

　2005年度は、年間約7,000人の学生を納得工房や

全国6カ所にある住まいの夢工場など当社の体験施設に

招きました。「住まい」の専門的な知識や体験をしてい

ただく場として、教育現場

との交流、連携に積極的に

取り組んでいます。 

　2006年3月に、従業員と企業がサステナブルな成長

を図っていくことをめざし、「人材サステナビリティ」を経

営・人事施策の基本姿勢として発表しました。女性従業

員の活躍支援をはじめとする「多様性」重視（ダイバーシ

ティ）の施策を推進していきます。 

　「女性の活躍の積極推進」「多様な人材が活躍できる

しくみづくりの推進」「多様な働き方とワーク・ライフ・バラ

ンスの推進とサステナブルな価値の創出」を掲げ、これ

まで以上に「従業員が幸せを感じ、いきいきと仕事ができ、

目標に向かうことができる企業集団」をめざしていきます。 

　お客様とのお付き合いは、住まいをお引き渡したら終

わるのではなく、むしろそこから住まいを通じたコミュ

ニケーションが始まります。住宅オーナーには、日々の

暮らしに役立つ楽しい情報が満載の生活情報誌「きずな」

を、賃貸住宅オーナーには、賃貸住宅経営や資産運用に

役立つ情報誌「メゾナー」をお届けし、コミュニケーショ

ンを図っています。今後も、

お客様の入居後もお役に立

てるような情報提供をつづ

けていきます。 

年2回オーナーにお
届けする情報誌「き
ずな」（60万部発行）
と「メゾナー」（10万
部発行） 



サステナブル社会実現のための取り組みを進めるためには、 

健全な組織体制と経営が欠かせません。 

ここでは、積水ハウスグループの概要と組織体制および 

社会・環境への取り組みの目標と実績を紹介しています。 

M a n a g e m e n t  &  P e r f o r m a n c e
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積水ハウスの 
サステナブルマネジメントについて 

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 
発行済株式総数 709,385,078株 
従業員数 20,763人（連結） 14,070人（単体） 
 
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 

連結売上高（1月期） 

セグメント別売上高（連結 2006年1月期） 

関連会社 （95社） 
積和不動産株式会社各社 : 全7社 
株式会社ケイ・アール・エム 
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61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 
六甲アイランドエネルギーサービス株式会社 
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 
MAST賃貸センター株式会社 
株式会社MASTプラザ 
MASTクリーンサービス株式会社 
　　　　　　　　　　　　　　　　他8社 

積水ハウス株式会社 
営業本部 17 
支店 147 
カスタマーズセンター 66

会社概要 

経済性パフォーマンス 

事業所および関連会社 

（百万円） 
（百万円） 

0

03

04

05

02

06

1,300,237

1,326,039

1,372,243

1,305,468

1,501,857

連結経常利益（1月期） 

（百万円） 0

03

04

05

02

06

69,146

79,062

77,316

73,081

81,699

連結当期純利益（1月期） 

（百万円） 0

03

04

05

02

06

34,546

37,761

23,659

-90,331

43,029

従業員数（連結 1月期） 

（人） 0

03

04

05

02

06

19,432

19,498

19,926

18,877

20,763企業・IR（投資家）情報や経営指標推移等は、 
http://www.sekisuihouse.co.jp/company/  をご覧ください。 

　長く快適に暮らせる住まいの提供とサポート、得

られた利益を社会に還元するという、経済の良好な

循環をめざしています。2005年度の売上高は、好

調な不動産販売や積和不動産グループの増収等に

より、2004年同期比9.4%の増加となりました。

住宅販売戸数は56,600戸でした。 

工業化住宅請負事業 
（戸建・賃貸住宅） 
725,216

不動産販売事業 
（分譲戸建・マンション・土地） 
347,723

不動産 
賃貸事業 
291,154

その他事業 
（エクステリア・ 
 リフォーム等・ 
 特建事業） 
137,762合計 

1,501,857

Web より詳しい情報はウェブサイトをご覧ください。 

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

（2006年1月末現在） （2006年2月1日現在） 



積水ハウスのサステナブルマネジメントについて 

M a n a g e m e n t  &  P e r f o r m a n c e

当社および積水ハウスグループ企業各社は、「人間愛」を根本哲学とする「企業理念」に立脚した事業活動を推進し、

公正な競争を通じて利潤を追求するとともに、広く社会にとって有用であり、社会からの信頼と共感が得られる存在

でなければならないと考えています。ここでは、その企業活動の根幹をなす枠組みを紹介します。 

Web CSRの方針　コーポレートガバナンス・CSRの体制　コンプライアンス　リスクマネジメント 
はWebをご覧ください。 
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CSRの方針と体制 

CSRの方針 

コーポレートガバナンス・CSR推進体制 

ビジョン実現のためのマネジメント 
 

 

　積水ハウスでは、1989年に、「人間愛」を根本哲学とする新

しい企業理念を全従業員での討議を経て制定しました。この

企業理念を原点に、当社がめざすサステナブル・ビジョンを到

達すべき目標とし、すべてのステークホルダーに対して誠実に

その責任を果たし、信頼される企業になるよう全社的意識改革

運動として、CSRに取り組んでいます。2004年に策定した中

期経営ビジョン「S-project」においても、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加え、持続

可能な企業となるべくCSRを経営の基本とすることを掲げて

います。 

 

 

 

　あらゆるステークホルダーの信頼を高めるべく、コーポレー

トガバナンスを経営上の重要課題と位置付けて、その体制を構

築し、迅速かつ誠実な経営に取り組んでいます。 

　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、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。 

　また、2005年2月には、コンプライアンス委員会をCSR委

員会に改組し、社長を委員長とし、会社経営層、経営学者および

弁護士の3名からなる社外委員を加えた体制を整えました。

CSR委員会は3カ月に1度開催し、その事務を独立・専門に行

う部署としてCSR室を設置しました。同委員会の下には、営業、

生産などの職制別部会と環境、CS向上などの専門別部会があ

り、各テーマについて横断的に連携がとれる体制を整えました。

また、全事業所にCSR推進委員を配置し、事業所レベルでの推

進活動と浸透を進めています。 

 

 

 

　2005年4月に発表した「サステナブル宣言」に基づきその

ビジョンを具体化し、事業活動に反映するため「サステナブル

委員会」を設置しました。マネジメントシステムとして、環境推

進部が主管となり「4つの価値」に沿った具体的課題や指針を

整備し、研究開発部門、施工部門、CSR室、人事部など横断的に

連携した体制で進めています。また、ビジネスシステムにおい

ては、経営企画部が主管となり、事業方針の企画、目標設定や

事業の検証を推進しています。 

　つねに企業理念にたちかえり仕事ができるように、企業理念、

行動規範、企業行動指針、企業倫理要綱をまとめた小冊子を全

従業員が携帯しています。また、研修会を各事業所で実施する

ことによって全社での理解促進を図っています。 

代表取締役 

子会社 

（事務局:法務部） 

（事務局:CSR室） 

コーポレートガバナンス体制図 

取締役会 
（13名） 

CSR委員会 
（20名、うち社外委員3名） 

執行役員会 
（30名） 

監査部 

経理財務部 

監査役会 
（4名、うち社外2名） 

会計監査人 

監査 

（2006年4月現在） 

社内各部署 

株主総会 

法務部 

総務法務部 

経営企画部 

コーポレート・ 
コミュニケーション部 

関連企業部 

広報部 

CSR室 



神戸大学大学院  経営学研究科教授 加護野 忠男 

●「住まい手価値」として顧客の視点を

大切にした活動は理解できますが、その

意味は社会にはうまく伝

わっていません。どうす

れば社会にきちんと伝

わるかを、全員で考えて

みてください。 

●意識調査などコンプライアンスレベ

ルを定量化する取り組みが進みました。

一人の間違った行いが

全体の努力を無にする

時代です。グループ全

体での徹底をますます

推進してください。 

弁護士 加納 駿亮 
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コンプライアンス リスクマネジメント 

社外委員からの評価 

（株）善商の不法投棄事件について 

シャープ株式会社  相談役 辻 晴雄 

　岐阜県岐阜市椿洞における（株）善商の起こした不

法投棄事件に関し、この一部に当社が処理を委託して

いた業者数社が関わっていたことが判明しました。当

社では事件の重要性に鑑み、廃棄物処理法に照らして

問題のあった部分については、岐阜市と協議の上、自

主撤去を行いました。また、全事業所職責者を対象と

した研修を行うとともに、システム全般について、さら

に改良を加え適正処理推進に取り組みます。WEB版「リ

スクマネジメント」の箇所に詳細を掲載していますので、

併せてご覧ください。 

主な調査結果については、社内報で

も公開し意識啓発を行っています。 

 

 

●推進体制と内部通報システム 

　当社では、コンプライアンスを単なる法令遵守だけではなく、

CSRを念頭に置いたものであると考えています。CSR委員会

のもと、部会のひとつとしてコンプライアンス・リスクマネジメ

ント部会を設置し、従業員の教育や研修、意識啓発などのさま

ざまな取り組みを推進しています。2005年度は、全従業員の

10%を対象に2回、主な連結会社である積和不動産など7社

で1回の「コンプライアンス意識調査」を実施しました。この調

査結果に基づき社内で分析を行い、次の施策立案に活用して

います。この調査の際に寄せられた意見は社長がすべて目を

通しており、詳細な結果については社内のイントラネットに掲示

することで従業員の意識啓発を促すなど、全社一丸となって取

り組みを進めています。 

　また、法令遵守と企業倫理を徹

底するためのしくみとして「SCS

システム」（内部通報システム）

を運営しています。このシステムは、

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直

接相談し、対応を図るものです。 

 

●個人情報保護の取り組み 

　個人情報保護に関する方針、施策を検討する場として、個人

情報保護推進委員会を設置し、物理的セキュリティと技術的セ

キュリティへの対応、教育や監査などを推進しています。

2005年度に発生しました個人情報保護に関する小規模事故

に関しても、その経緯と対応方法についてホームページ上で

開示しています。今後、徹底した再発防止につとめます。 

 

 

　CSR委員会のもと、コンプライアンス・リスクマネジメント部

会を設置し、各テーマについてリスクマネジメントを行うととも

に、従業員教育をはじめ、工事に関わる協力会社の責任者を対

象にした研修の中でもリスク管理の項目を含めるなど、全体で

の意識向上に取り組んでいます。 

　同時進行で多数の施工現場を抱える住宅メーカーでは、建

築廃棄物の問題は特に重要なリスクです。当社では、定期環境

監査に加え、コンピュータの管理システムで日常的なチェック

体制を整備し、監査結果はイントラネットでも公開しています。 

　管理の鍵となるマニフェストについては90日の法定措置内

容報告期限よりも厳しい自主回収期限（60日）を独自に設定し、

法定期限を超えないようにつとめています。2005年度は年

間発行マニフェスト総数451,029枚に対し、自主基準内の回

収率94.9%で、2004年度に比べ2.1%改善しましたが、1件

の措置内容報告を行いました。 

　また、土壌汚染防止や自然災害のリスクに対しても把握し、

コントロールするための体制を整えています。 

●この1年、環境活動成果の具体的数

値化や、効果的なPRを進め、CSRの取

り組みが加速してきまし

た。この上は、すべての

職場で、つねにブランディ

ングを意識し、取り組み

を深めてください。 
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M a n a g e m e n t  &  P e r f o r m a n c e
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社会性目標と実績 

執行役員 
コーポレート・ 
コミュニケーション部長 

山口 英大 

総括と展望 

C
S
R
方
針
と
体
制
 

項目 2005年度目標・実績 実績に対するコメント 2006年度目標 

CSR方針 
と体制 

社会との 
コミュニ 
ケーション 

目標:企業理念の浸透 
実績:全従業員に企業理念の冊子を配布し、会議や「企業倫理

月間」を設け、読み合わせなど実施 

企業理念をCSRを推進する原点として研修などを繰り返す
ことにより、地道に浸透させていく必要があります。 

CSR委員会では、社外委員からの意見もあり、活発な議論が
なされ、経営諮問機関として有効に機能しています。各事業
所における推進委員会活動の取り組みはばらつきがあるので、
レベルを合わせることが必要です。 

目標:コーポレートガバナンス・CSR推進体制の構築 
実績:2名の社外監査役や経営諮問機関として、CSR委員会と

6つの専門部会、積和不動産連携部会を設置。各事業所ご
とでCSR推進委員会を開催 

「企業倫理月間」に企業理念の読み合わせ
などを実施。階層別集合研修や「e-ラーニ
ング」などを実施 

目標:リスクマネジメントの整備 
実績:リスク対策マニュアルを策定、一部で災害用備蓄などを実

施。環境リスク管理体制の改善 

リスク対策マニュアルに対応する体制の整備と訓練などによ
る実行性の担保を充実していく必要があります。 

リスク管理体制の実効性を点検、取り組みの
改善。BCPの視点での体制強化 

CSRの浸透および推進の責任を明確化す
るため、職制別と専門分野別の部会の連携
を横断的にとることができる新部会体制を
構築 

より多くのステークホルダーとの対話および意見交換ができ
ました。 

目標:コミュニケーションの充実 
実績:IRや環境に関する問い合わせへの対応（342件）。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の開催 

目標:コンプライアンスの徹底・強化 
実績:「企業倫理月間」で意識啓発を実施。コンプライアンス意

識調査の実施。内部通報システムの周知浸透。事業所レ
ベルの法令遵守チェックの取り組み強化 

コンプライアンス意識調査の結果、当社として初めてコンプ
ライアンスレベルを把握し課題を明らかにすることができま
した。法令、企業倫理の意識強化と教育・研修の要望が多く、
風通しの面などで課題があることが浮き彫りになり、優先課
題を挙げて、「企業倫理月間」の取り組みや研修体系の整備
などに着手しました。 

今後もより多くのステークホルダーとの対
話の機会を設ける 

お
客
様
に
対
し
て 

項目 2005年度目標・実績 実績に対するコメント 2006年度目標 

お客様 
満足の 
向上 

持続可能 
な社会と 
住宅の 
長寿命化 

安全、 
安心、 
快適な 
住まい 
づくり 

地域文化の 
継承とコミュ 
ニティ形成 

目標:お客様とのコミュニケーションの充実 
実績:オーナー専用サイト「Netオーナーズクラブ」（登録件数:

約10万件）でお客様に役立つ情報を提供。戸建住宅オー
ナーを対象にしたコミュニケーション誌「きずな」（60万
部発行）と賃貸住宅オーナーを対象にした「メゾナー」（10
万部発行）を年2回配布 

目標:アフターサービスの充実 
実績:住まいの価値を守り保証する「ユートラスシステム」の

普及。お客様休日受付センターの全国対応開始 

入居後10年の点検時に、所定の点検と補修を行い、さらに
10年ごとの再保証を実施しています。 

お客様の住まいの価値を守る再保証を積極
的に推進 

目標:CSおよび品質向上 
実績:すべての事業所幹部と積和建設幹部を対象に「CS向上

とクレーム再発防止を目的とした研修会」を実施 
　　 紹介受注比率44.7%

紹介受注比率はお客様満足度の指標として重視しています。
土地付き住宅購入のお客様の増加など相対要因はあるものの、
今の水準には満足していません。賃貸住宅オーナーには新た
に「メゾナー」を配布しました。 

オーナーへチャンネルを広げつつ、コミュニ
ケーションの強化を推進 

目標:ユニバーサルデザインの普及 
実績:「SH-UD・チャレンジング研修」を306名が受講し、「SH-

UD・マスタープランナー」に146名が認定 

「SH-UD・チャレンジング研修」は各事業所のほとんどの設
計リーダーが受講しています。 

すべての事業所に「SH-UD・マスタープラ
ンナー」を順次配置 

目標:体験型施設による住宅への理解 
実績:体験型施設来場者数（納得工房35,303人、住まいの夢

工場67,327人、住まいの家学館35,281人） 

北信越「住まいの夢工場」を新設し、さらに住まいづくりへの
体験を通して理解を深めてもらう場が増えました。 

体験施設を利用し、コンサルティングハウジ
ングを推進 

目標:賃貸住宅の価値向上 
実績:単身女性をターゲットにした「さくらスタイル」や柔軟に

利用できる間取りの「スタジオリビング」などを提案（一括
借り上げ戸数 累積361,641戸　入居率95%） 

住み心地やファッション性、安全性といった独立単身者やカッ
プル層の声にこたえる新たな提案が好評を得ました。 

時代の変化に対応し、入居者とオーナーの
ニーズに合致する新しい提案を実施 

目標:持続可能な街づくりガイドラインとして「まちづくり憲章」
を策定 

実績:「まちづくり憲章」に基づき、75団地、684棟を供給 

「まちづくり憲章」を策定し、運用を開始しました。 「まちづくり憲章」に基づき誕生した「まち」
で、全国一斉に「まちなみ参観日」を実施 

目標:災害に強い住まいの普及 
実績:住宅防災仕様、雨水タンクを181基設置。免震住宅102

棟施工 

取り組み初年度であった2004年度に比べ、数字の伸びは鈍
化しており、さらなる啓発と普及の活動が必要です。 

災害に強い社会基盤の整備と位置付け普及 

目標:リフォームと中古住宅流通のサポート体制の構築 
実績:リフォーム売上高463億5,900万円 

積水ハウスリフォームの分社化を行い、省エネリフォームなど
既築住宅への取り組みを強化しました。積和不動産の完全子
会社化により中古住宅の価値向上と流通のためのライフサポ
ート体制を充実させました。 

長期にわたり快適にお住まいいただき、CS
推進を図ると同時に、住宅のストックの質を
向上 

　2005年2月、CSR推進体制を構築し、初年

度として活動の軸は明確にできましたが、全社

の活動レベルを合わせていくことが課題です。「コ

ンプライアンス意識調査」を実施し、社内での定

量的なデータ収集と分析を開始、データをもと

にコンプライアンスの集合研修および「e-ラー

ニング」研修の整備を進めております。また、多

様な働き方を支援するワーク・ライフ・バランス

を重視した新たな人事施策を開始します。 

　2006年4月より、社内外への企業活動全般

の情報発信とすべてのステークホルダーとの緊

密で誠実なコミュニケーションを推進するため、

コーポレート・コミュニケーション部を設置し、そ

のもとにCSR室を置きました。 

　本業である住まい・まちづくりとともに、住宅

会社としてのノウハウや施設を活かした住文化

の向上や社会貢献活動などにも重点を置き、社

会的責任を果たしていきたいと考えております。 

新入社員および支店長研修を実施。定量的
に変化を把握し、コンプライアンスレベル
の向上を図るためにコンプライアンス意識
調査を継続。内部通報システム等の認知度
向上 
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従
業
員
、
取
引
先
に
対
し
て 

項目 2005年度目標・実績 実績に対するコメント 2006年度目標 

従業員 
とともに 

協力 
工事店、 
取引先と 
ともに 

（注）社会性の項目の評価については2005年度が初年度であるため、2004年度との比較評価は実施していません。2006年度より、評価を実施します。 

目標:真実・信頼に基づく活力ある企業風土づくり 
実績:多面観察研修の実施～職責者のマネジメントスキ

ルの向上:全事業所長約600名を対象に全25回実
施。従業員意識調査の実施:取締役、執行役員、営業
本部長、工場長他経営トップへの報告、全従業員へ
の結果の公開。組織風土改革プログラムの実施:従
業員意識調査の結果を踏まえ、営業本部（17）、工
場（6）単位で全事業所職責者による組織風土改革
の課題・実施事項を策定し、事業所単位で実施展開。
コミュニケーションの充実:社内誌、イントラネット、
イントラネット掲示板、メールマガジンなどを活用 

「人」と「会社」がともに成長し、「従業員が幸せを感じ、いきいきと
仕事ができる企業集団」をめざしていますが、当社の良き伝統であ
る、企業理念の「私たちの基本姿勢～真実・信頼」に基づく活力溢
れる組織風土がさらに強化されつつあります。参加型の委員会活
動やプロジェクト、イントラネットを利用したフラットなコミュニケー
ションができる風土が整いつつあります。 

目標:従業員の主体性発揮の基盤整備 
実績:「ゆとりと豊かさ創出プロジェクト」による、業務改

善プロジェクトの全社展開。全事業所に所内プロジ
ェクトを設置、改善およびゆとり創出の具体策実施
展開。「ゆとりと豊かさ創出」コミットメントを各事
業所長が策定、実施。計画年休取得等の具体策を事
業所ごとに主体的に実施（年休取得率:2004年度 
25.8%→2005年度 28.7%） 

ムラ・無理・無駄を排した効率的業務革新が徐々に浸透しており、事
業所長の意識の転換、労働時間の短縮が実現しつつあります。しか
し、まだまだ改善の余地はありますので、2006年度も継続して取
り組むべき課題と考えます。 

営業本部内の合同研修および事業所単独研修等により、全従業員3
時間以上の人権研修が実施できました。グループ会社における完
全実施につき課題が残りました。 

株
主
、
地
域
社
会
に
対
し
て 

項目 2005年度目標・実績 実績に対するコメント 2006年度目標 

株主と 
ともに 

住文化 
向上・ 
教育支援 

地域社会 
への貢献 

2005年9月に「北信越住まいの夢工場」がオープンし、活用でき
るエリアが広がりました。 

目標:教育支援活動の推進 
実績:学生見学者の受入（納得工房5,299人、住まいの

夢工場1,550人） 

『人材サステナビリティ』を宣言し、さらに「従
業員が幸せを感じ、いきいきと仕事ができ、
目標に向かうことができる企業集団」となる
よう具体的施策を実行 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『人材サステナビリティ』を実現する基盤と
して、「ゆとりと豊かさ創出プロジェクト」に
よる業務改善プロジェクトを継続。労働時間
の短縮、業務効率化により生じるゆとり時間を、
新たな顧客・社会価値創出活動に振り向け
るよう取り組む。年休取得率については、
40%以上をめざし、計画年休取得等の施策
を積極的に推進 

目標:多様な人材の採用、育成、活躍の場の創出 
実績:社内人材公募制の実施（11案件に対し、応募者

116名、異動者22名）。次世代育成支援の行動計
画策定。女性営業職の積極採用と活躍推進:2006
年新卒入社予定、営業職518名中女性161名（全
営業人員における女性比率5.3%）。「受入れ、
OJTガイドブック」の作成。配属先上長への説明会
の実施。「定年再雇用制度」の創設。人材育成・能
力開発の推進（従業員1人当たり研修費用約6万円）。
その他多様な働き方の推進:障がい者雇用率1.83%、
育児休業利用者34名（うち男性1名）、介護休業利
用者1名 

多様な人材が、持てる力を最大限に発揮できる環境、制度づくりを
進めました。しかしながら、女性が結婚・出産・育児等さまざまな人
生のステージで、いきいきと家庭生活・社会生活と仕事を両立でき
る環境整備がさらに必要と認識しています。また、女性管理職の人
数もいまだ8名という状況です。 
女性が働きやすい環境・制度は、男性にも当然に働きやすく、さらに
性別に関わりなく、多様な価値観や年齢等の人材が、働きやすくや
りがいを持って仕事に取り組めることにつながると考えます。 

目標:協力工事店、取引先との協働 
実績:施工部門を担当する積和建設のISO9001の取得

や独自の労働安全衛生マネジメントシステムを導入 

施工の品質管理や教育、人材育成の制度やしくみが整いつつありま
す。 

サプライチェーンなど仕入れなどの上流に
当たる部分の基準と制度づくりを推進 

目標:株主価値の向上 
実績:株主アンケートの実施。株主優待制度を新設。年間

20円配当として、増配。IRニュースメールの配信。
携帯電話による議決権行使を導入 

株主アンケートでは事業報告書が読みにくいという意見もありまし
た。従来からインターネットによる議決権行使は可能でしたが、さら
に株主の利便性を向上するため、携帯電話によるものも可能にしま
した。 

読みやすい事業報告書に刷新。役員退職慰
労金を廃止し、より株価向上に連動するスト
ック・オプションに変更。20円配当を安定的
な株主配当金とし、設備投資などを勘案し、
キャッシュフロー重視型の配当政策を推進 

目標:防災、防犯の啓発 
実績:防災セミナーの実施（5件約500人参加）。防犯セ

ミナーの実施（11件約400人参加） 

防災・防犯のテーマはハードの整備だけでなく、住まい手の意識の
向上が鍵となります。セミナー開催のニーズは高く、そのニーズに
対応できるノウハウの共有が課題です。 

体験施設を活用し、マニュアル化や教育研
修の整備により普及を促進 

目標:協力工事店の育成 
実績:全国3校の訓練校で協力工事店・積和建設の現場

管理者や技能者を養成（卒業者数:103名） 

全国6カ所にある「住まいの夢工場」のノウ
ハウ共有と普及。 
インターネットを活用した環境教育プログラ
ムを実施 

SELP製品支援については、NPOとも連携し、当社オリジナルの活
動としても推進を図っています。オリジナルのエコバックを企画し
主体的に普及につとめています。従来の地域ボランティア活動が
CSRの体制整備とともに充実しています。全社的な取り組み状況
が把握できました。 

目標:チャリティ、ボランティア、地域活動への従業員参加
の奨励 

実績:障がい者自立支援のため、新たにSELP製品「エコ
バッグ」を販促ノベルティとして採用（10,150枚
採用）。実施ボランティア数（延べ743件）。ボラン
ティア参加従業員数（延べ19,011名）。災害義援
金などの従業員による募金（7,081,646円）。チャ
リティイベントでの寄付（1,524,492円）。社会貢
献活動社長表彰の応募（12件）。障がい者社会参
加促進イベントにボランティア参加、障がい者週間
イベントの行政、経済団体、NPO、他企業との共催 

ボランティア、寄付については、特に住文化
の向上のために関連の深い、環境、教育、福
祉などの分野に注力。従業員や事業所の関
わりを重視し、主体的に参加できる取り組み
として推進。SELPを切り口とした障がい者
支援をさらに推進 

目標:人権尊重の企業風土づくり 
実績:全従業員への人権研修の実施 

全従業員への3時間以上の研修を継続。グ
ループ会社での研修の完全実施 

各事業所における安全活動は、全社安全衛生委員会において共有
化し、災害防止活動のさらなるボトムアップに役立てています。 

目標:労働安全衛生の推進 
実績:業務災害（61件）。通勤災害（8件）。日常的なKY（危

険予知）活動および安全研修に加え、ヒヤリハットの
抽出および分析を行い、各部署への水平展開と安
全規程・作業標準の見直しを実施 

5S・設備・防災・作業環境等のパトロールお
よびフォローにより、横断的かつ客観的な評
価がなされ、実効性の高い改善を行う。挨拶
運動等マナーアップの推進を図り、いきいき
とした風通しの良い職場環境を構築 

総合住宅研究所、納得工房を中心とした活動は15年を経過し、固
定ファンも増えています。「すこやかな眠り」と「菜園のある暮らし」
を発行し、生活者に有用な情報を発信しています。事業所版「すま
い塾」は全国31カ所に広まっています。「住まいのアカデミー博」
（総合住宅研究所）に2,200人が参加しました。 

目標:住文化向上への貢献、推進 
実績:すまい塾公開講座の実施（13回、1,505人参加）。

すまい塾こだわり講座の実施（65人参加）。生活情
報誌「生活リテラシーブック」2号を発行。住まいの
図書館の開放（2,680人来館）。NPO法人西山文
庫の「すまい・まちづくりフォーラム」の開催に協力。
大阪芸術大学とのコラボレーションなど実施 

総合住宅研究所をより地域に開かれた研究
所とし、全国の事業所でも、事業所版「すま
い塾」などを普及 

○女性活躍の推進 
・女性管理職の積極登用（2009年4月に
女性管理職を20名に） 
・「女性活躍推進チーム」の設置 
・女性営業職積極採用の継続（2007年新
卒採用予定　営業職440名中女性150
名全営業人員における女性比率は7%強） 

○多様な人材の活用 
・職群転換制度（チャレンジ制度）の構築/
退職者復職制度の実施 
・役割の再設計、明確化による処遇、評価
制度などの見直し 

○多様な働き方の支援 
・法定を上回る育児休業制度の拡充 
・出産、育児休業中の支援体制の充実 
・介護休業要件の緩和/積立年休制度の
実施 
・休職者リハビリ復職制度の実施 



積水ハウスのサステナブルマネジメントについて 

M a n a g e m e n t  &  P e r f o r m a n c e

41 Sekisui  House Sustainabi l i ty  Report  2006

環境目標と実績 

環境担当 
取締役・専務執行役員 

森本 彰 

総括と展望 

エ
ネ
ル
ギ
ー 

部会 2005年度目標・実績 実績に対するコメント 評価 2006年度目標 

環境技術 
部会 

環境生産 
部会 

環境施工 
部会 

環境行動 
部会 

○ 

△ 

オリジナル省エネナビゲーションの開発 オリジナル省エネナビゲーションを試作し、研究モデル棟に試験導入、
効果検証を実施しました。 

○ 「環境共生住宅」認定制度活用の推進 全国で87棟が認定を取得しました。 

○ 事業所環境負荷削減に向けたデータ収集 32モデル事業所を対象とした基準値を策定しました。 

◎ 
太陽光発電システム出荷容量 
目標:2,000kW 
実績:2,690kW

2005年度は地球温暖化防止を推進する「アクションプラン20」
を実施した結果、2004年度の1,453.6kWを大幅に上回る
2,690kWの出荷実績を達成することができました。 

家庭用燃料電池の導入 
目標:50台 
実績:16台 

2005年度の実績は導入決定の物件も含めて16台となり、目標に
は達しませんでした。普及期に向けた取り組みはもう少し先になる
と考え、当面は導入物件の実データの収集や分析に注力し、燃料電
池を活かせる住まいを考えていきたいと思います。 

× 

照明器具・設備等の省エネ化、排熱利用の効率化を図りましたが、
新規設備（浅井工場他）の導入により出荷面積当たりのCO2排出量
は増加しました。2006年度以降の目標値はISO認証との目標と
合わせ、1999年度の数値を基準とします。2006年度は、バイオ
マス発電装置稼動および灯油のLNG化などの省エネ推進により、
基準値比8%削減をめざします。 

生産によるCO2排出量を1997年度比8.0%削減
（CO2/m2） 
目標: 
実績:

化
学
物
質 

部会 2005年度目標・実績 実績に対するコメント 評価 2006年度目標 

環境技術 
部会 

2006年度建売「まちなみ参観日」物件は
すべて「環境共生住宅」と「5本の樹」計画
を実施。2,500棟を目標 

太陽光発電システム出荷容量8,000kW

○ 
コージェネレーションシステムの採用率 
目標:6% 
実績:7%

「アクションプラン20」により、採用率が2004年度の3%から7%
へと増加し、目標値である採用率6%を達成することができました。
今後も給湯エネルギーの削減を進めていきます。 

コージェネレーションシステムの採用率
20%

△ 

高効率給湯器の普及率 
目標:30% 
実績:26%

「アクションプラン20」で、潜熱回収型給湯器の標準化やヒートポ
ンプ式給湯器の推奨に取り組み、高効率給湯器全体では2004年
度採用率12%を大きく上回りました。下期取り組みのため目標数
値には達しませんでしたが、これからも採用率を高めていきます。 

高効率給湯器の採用率70%

△ 
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 

化学物質の使用量調査の結果、監視物質を選定することができまし
たが、代替設計の可能性まで考慮したガイドライン制定にはいたり
ませんでした。 

監視物質を中心に代替設計の可能性まで考
慮したガイドラインを策定するとともに一部
の物質については具体的な設計変更を検討 

◎ 
目標:既存住宅に関する断熱改修の推進 
実績:10,355m2

開口部交換面積は10,355m2となり、下期前年比は5.3倍と大幅
な伸びを達成することができました。 

○ 
クールビズの推進 
実績:本・支社クールビズ実施、7月～10月空調
28 C゚実施。本社ビル冬季22 C゚実験的に実施 

設定温度1 C゚変更により1割の省エネ効果（空調冷水流量）を確認
しました。 

クールビズの範囲拡大、継続的に実施。ウォ
ームビズ、ドレスコード検討で空調設定温度
3 C゚変更検討 

生産によるCO2排出量を1999年度比8%
削減（CO2/m2） 

△ 

新築廃棄物の回収管理システム（ぐるっとメール）を、全国・全事業
所で使用できる体制を整え、運用を開始しました。広域認定の取得
とあいまって、さらに効率的な廃棄物の収集運搬を行っています。 

新築施工現場の効率的な廃棄物回収 
目標:新築廃棄物の回収管理システム（ぐるっとメ

ール）の全国運用 
実績:ぐるっとメールの全国・全事業所対応体制の

構築。運用実施 

2006年7月までに、ぐるっとメールシステ
ムの全国運用 

△ 

分納による出荷台数および新築現場ゼロエミの回収便増加に対し、
積載効率の改善が及ばず、目標達成にいたりませんでした。2006
年度以降の目標値はISO認証との目標と合わせ、1999年度の数
値を基準とします。2006年度は改正省エネ法への対応を含め、出
荷、回収、排出物処理にいたるまでの積載効率改善等、きめ細かな
監視により、基準値比5.0%削減を目標とします。 

輸送によるCO2排出量を1997年度比5.0%削減
（CO2/m2） 
目標: 
実績:

輸送によるCO2排出量を1999年度比5%
削減（CO2/m2） 

○ 
2005年度はさまざまな角度から技術的な検証を行いました。
2006年度は部位ごとに量産検証を実施し、順次、使用量を低減し
ていく予定です。 

外壁パネル裏面接着剤の無溶剤化: 
接着剤の溶剤中に含まれるトルエン・キシレン等
の化学物質を削減するために外壁基材と裏面鉄板
との接着剤を溶剤系から無溶剤系へ変更検討 

　2005年度は、大きな目標である「新築現場

ゼロエミッション」を予定より3カ月前倒しで達

成することができました。従業員や協力工事店

が一体となって協力し、現場や自社の資源循環

センターで徹底した分別を行った後、信頼あるリ

サイクルルートに引き渡すという透明性とトレー

サビリティの高いしくみで困難な課題を実現で

きたことを大変誇りに感じています。 

　また、2005年4月発表の「サステナブル宣言」

に基づいた「アクションプラン20」においても、

太陽光発電の提案強化策が下期から開始したに

も関わらず、倍近い出荷を達成し、期末には過去

最高を記録するなど順調です。 

　個々の取り組みについては、満足のいくレベル

ばかりではありませんが、今後はサプライチェー

ンとの協働といった大きな視野での環境戦略が

鍵になると考えており、一層取り組みの質を高め

てまいります。 

8.0%削減  
－11.85%（増加） 

5.0%削減 
1.78%削減 
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資
源 

部会 2005年度目標・実績 実績に対するコメント 評価 2006年度目標 

環境技術 
部会 

環境生産 
部会 

環境施工 
部会 

環境行動 
部会 

○ 

○ 

○ 

△ 

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 

設計地盤高さの最適化による排出土・客土の削減 効果的に排出土を削減できる設計地盤高さを算出するシステムを
開発。導入に向けた社内研修を実施しました。 

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 

研究段階を終え、量産化に向けた意匠・性能・製造技術等の検討を
行いました。2006年度も引きつづき検討を進めます。 

△ 目標:現場調達設備の梱包材削減 
実績:一部実施 

梱包材のリターナブル化を一部で実施し、部分的な取り組みを行い
ました。 

○ 目標:石膏ボード端材削減工法の全国展開 
実績:内装下地工法を標準化 

従来よりも端材の少ない内装下地工法の標準化を行いました。 

○ 目標:瓦端材の自社リサイクル製品開発 
実績:シェルシャットスラブの開発 

瓦工事で出た瓦の端材を破砕して、遮音性能を高めた床下地に用
いるなど、有効な利用法を開発し、実施しています。 

○ 目標:瓦のプレカット 
実績:SH平瓦のプレカット実施 

SH平瓦をプレカットすることで、現場から出る瓦端材の量を約1/3
に削減しました。 

リモデル住宅の普及促進:買上げを行わない大規
模リフォームを請負型リモデルとして位置付け、事
業展開を検討 

展開エリアを広げることで、請負型リモデルの普及を推進します。 

△ 
全社文具類グリーン購入率 
目標:60% 
実績:57%

2004年度より、全事業所平均文具類グリーン購入率は11%向上
しましたが、目標には達しませんでした。事業所エコリーダーとの
取り組みを強化した「エコリーダーズ・ネットワーク」を通じた取り
組みを実施しています。 

2004年度より、全事業所平均再生紙（古紙100%）購入率は
18%向上しましたが、目標には達しませんでした。事業所エコリー
ダーとの取り組みを強化した「エコリーダーズ・ネットワーク」を通
じた取り組みを実施しています。 

△ 

再生紙（古紙100%）購入率 
目標:100%（一部用紙を除く） 
実績:85%

× 

再資源化率（マテリアルリサイクル率） 
目標:90% 
実績:78.7%

2005年度は新築施工現場廃棄物のサーマルリサイクル量が増加
したため、基準値を下回ってしまいました。2006年度は、指標とし
ては再資源化率そのものではなく、CO2削減に有効な再資源化率
の見極めが必要との判断から、マテリアルフローを作成し、CO2削
減量の評価手法を確立していきます。 

2004年度の基準値18 .43kg /m2に対し、2005年度は
17.86kg/m2で3.09%の削減にとどまりました。ゼロエミッショ
ン活動により廃棄物の総量を監視する体制ができたので、工場排出
物の汚泥削減、出荷部材のプレカット推進・オーダー見直し等の活
動を継続します。 

目標:出荷延べ床面積当たりの工場内廃棄物（専ら
物含む）および、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。 

実績:削減率3.09%

◎ 

全国の新築施工現場から発生する廃棄物をすべて「資源循環セン
ター」に回収、リサイクルし、埋め立て・焼却しないゼロエミッション
を当初目標よりも早い、7月に達成しました。 

△ 
プレカットや梱包見直しなど、さまざまな取り組みにより廃棄物量は
減りましたが、1棟当たりの廃棄物量は1,884kgと、基準値からの
削減目標比は48%にとどまりました。 

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: 
2005年度実績:

そ
の
他 

部会 2005年度目標・実績 実績に対するコメント 評価 2006年度目標 

環境技術 
部会 

環境行動 
部会 

△ 
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
推進を実施しました。エコリーダーズフィールド研修を2営業本部
対象に実施し、約40名が参加しました。 

環境研修推進 
事業所環境活動推進 

△ 
年間植栽本数は約71万本で目標には達しませんでした。1件当た
りの植栽本数平均は38本で、「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。 

年間植栽実績 
目標:75万本（約4,400t-CO2/年）※1 
実績:71万本（約4,200t-CO2/年） 
「5本の樹」計画植栽割合の向上 

○ 
当社の分譲マンションは緑量の多さをひとつの特徴としているため、
2005年度も25.2%と目標を達成。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。 

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%以上 
実績:25.2%

梱包材削減対象範囲の拡大、削減仕様の標
準化 

石膏ボード端材削減のための板取効率化 

木製品端材削減対象品目の拡大 

返品材・未利用材削減体制の構築 

木材調達に関するガイドラインを策定 

グリーン購入率:60% 
再生紙購入率:100% 
 
安全運転研修・イベント等と合わせ、エコ・
エコノミードライブ意識の向上を図る「8つ
のエコドライブ」実施により50km走行に
つき1R削減。社用車1台:月間36R削減 

CO2削減の評価に有効な手法の確立 

総排出物量を2004年度を基準値として
20%削減 

新築施工時の廃棄物削減体制を強化し、
2 0 0 6年 7月までに新たな削減目標
1,200kg/棟となる施策を実施 

「積水ハウスの森」ボランティア実施 
和歌山県と植林・森林保全委託契約を結び
当社の社会貢献と自然教育フィールドとす
る「5本の樹」該当樹種を中心に植林を実施 

「まちなみ参観日」建売物件すべてに「5本
の樹」計画の樹種を植栽 
植栽本数100万本 

新築施工時の廃棄物 
2006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 
実績:7月に全社新築ゼロエミッションを達成 

カスタマーズセンターの業務で発生する廃
棄物のゼロエミッション化（解体廃棄物を除
く） 

リフォーム工事廃棄物の広域認定取得 

800kg/棟 
1,884kg/棟 

※1 植栽によるCO2年間固定量を（財）日本造園学会「ランドスケープ研究」により1月当たり0.488kg-CO2/本で算出 

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 環境生産部会 環境施工部会 環境行動部会 

環境行動推進体制 

 森本 彰 
（取締役・専務執行役員） 
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積水ハウスのサステナブルマネジメントについて 
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環境負荷マテリアルバランス 
私たちは事業活動全体の環境負荷を把握し、効果的な削減の取り組みを進めていくため、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算出しています。 

資材 
紙 786.8t

1,265,807GJエネルギー 
電力 
ガソリン 
都市ガス 

81,407MWh  
13,181kR 
1,044千m3

資材 
工場から納入 

678,853GJエネルギー 
電力 
軽油 
ガソリン 

17,964MWh  
1,646kR 
12,912kR

紙 
ビン 
カン 
ペットボトル 

455.5t 
40.6t 
70.6t 
31.3t

紙コップ 
一般ゴミ※1 
不燃ゴミ※1・産業廃棄物 

13.1t 
19.5t 
12.3t

CO2

642.9t廃棄物 

エネルギー消費に伴う排出量 63,578t-CO2

各データの算出について 

報告対象範囲である2005年2月～
2006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。
「施工時のエネルギーおよび解体時のエ
ネルギー廃棄物」は、報告対象外期間の
実績も含みます。 

排出量 

●エネルギー／2005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 
●廃棄物／本社ビル廃棄物実回収データ
および全国32モデル事業所のサンプ
ル調査に基づき全社排出量を算出 

開発・設計（営業・管理部門も含む） 

●資材／投入資源量=（各型式の単位面
積当たり資材使用量※2×2005年度の
各型式の出荷面積）+工場廃棄物総量 
 

 
●排出物およびエネルギー／2005年度
における自社6工場の調査データ 

工場生産 

開
発
・
設
計 

2005年度施工　28,591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。 

投入資源量 

※1 本社ビルのみの排出量 

木材 
プラスチック 
金属 
窯業系材料 

11,500t（100%） 
6,500t（100%） 
4,700t（100%） 
9,500t（100%） 

紙 
石膏ボード 
その他 

7,500t（100%） 
18,400t（100%） 
2,800t（100%） 

CO2

60,900t廃棄物 

エネルギー消費に伴う排出量 41,091t-CO2

591,411GJエネルギー 
軽油 15,482kR

CO2
エネルギー消費に伴う排出量 40,625t-CO2

（　）内はリサイクル率 

（　）内はリサイクル率 

579,814GJエネルギー 
電力 
軽油 
重油 
灯油 

16,183MWh  
5,889kR 
3,543kR
5,891kR

木くず 
金属くず 
ガラス・陶磁器くず・土砂 

56,800t（96%） 
6,200t（100%） 

 
45,200t（0%） 

石膏ボード 
コンクリートガラ 
 
混合 

8,900t（0%） 
 

157,500t（57%） 
19,700t（0%） 

CO2

294,300t廃棄物 

エネルギー消費に伴う排出量 45,850t-CO2

（　）内はリサイクル率 

資材 
木 
プラスチック・ゴム 
金属 
ガラス・陶磁器 
紙 
その他 

215,700t 
32,300t 
385,300t 
381,800t 
8,000t 

398,800t

877,941GJ

1,421,900t

エネルギー 
電力 
灯油 
A重油 
ガソリン 
軽油 
LPG 
都市ガス 

50,735MWh  
3,282kR 
1,972kR 
80kR 
70kR 
3,328t  
710千m3

木くず 
プラスチック・ゴム 
金属 
ガラス・陶磁器 

6,100t（100%） 
1,000t（100%） 
7,100t（100%） 
1,200t（100%） 

紙 
汚泥 
その他 

300t（100%） 
3,300t（100%） 
400t（100%） 

CO2

19,400t排出物 

エネルギー消費に伴う排出量 44,616t-CO2 ※2 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 

2004年度のLPG使用量に誤りがありました。 
（誤）3,032千m3 → （正）3,032t

※3  2005年1月現在 
※4  2004年度調査データ 
※5  2005年8月～2006年1月調査データ 
※6  2005年度調査データ 

●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（2005年度
調査データ） 

輸送 

●エネルギー／ガソリン消費量=総職人
数※3×1人当たりの年間平均実働日数※4

×1人1日当たりの消費量 
　電力消費量=1日当たりの仮設電力使
用量×1棟当たりの工期日数※5×出荷棟
数※6 

　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※6

●廃棄物／新築現場から回収された廃棄
物の量 

居住時の環境負荷については、居住者の住まい方に大きく依存し、当社
が主体的に取り組めない部分であるため、当社のマテリアルバランス
からは除外していますが、その負荷削減に向けた積極的な提案を進め
ています。詳細はハイライト6（p23,24）をご覧ください。 

施工 

●エネルギー／（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）×2005年度の解体工事受注棟
数 
●廃棄物／解体工事1棟当たりの廃棄物
量×2005年度の解体工事受注棟数 

解体・処理 

マテリアルフロー図 

INPUT OUTPUT

M a n a g e m e n t  &  P e r f o r m a n c e
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積水ハウスは、2005年度、サステナビリティレポートの説明責任のレベルを高めるために、国際NGOナチュラル・ステップ（以

下、TNS）に国際NGOアカウンタビリテイ研究所のAA1000保証基準の視点を入れた第三者意見の策定を依頼しました。英国

をベースにして活動しているアカウンタビリティ研究所は、報告書の信頼性を高めるために、組織の情報開示、サステナビリティ

報告ならびに環境パフォーマンスの全領域を対象にした保証基準を提供しています。TNSに依頼した理由は、TNSの標榜する

持続可能性の定義が、積水ハウスのビジョンとして掲げる環境と社会面の重要な課題の取り組みを行う時の定義と一致するため

に、その分析が自社の持続可能性改善のプロセスに役立つと考えたからです。 

ナチュラル・ステップ（以下、TNS）は、積水ハウスと独立の立場で、積水ハウスのステークホルダーとは公平な立場でこの分析を行った。我々
は積水ハウスとステークホルダーとの会合のうち、下記記載の手つづきの範囲でこれに参加し、そこで得た情報と関連した主張に基づき、そ
の範囲で分析と評価を実施している。これは、積水ハウスの経営幹部と積水ハウスのステークホルダーの両方にあてた報告書である。 

この報告書には、積水ハウスの環境と社会的側面におけるパフォーマンスとチャレンジとコミットメントの的確な要約が記載されており、積

水ハウスの重要な課題について必要と思われる情報が記載されていることを評価する。積水ハウスは、この報告書の中で、ステークホ

ルダーが関心を持ち懸念していることに対して妥当に応答していると判断する。 

1.TNSの持続可能性分析手法と分析の基準について 
　我々は、TNSの持続可能性分析方法を用いた。これにより企業の環境と社会面における可能性と弱点、そしてグローバルな問題や現在の企業の能力が組
織に及ぼすインパクトを明確にする。この分析方法は、持続可能になっている将来の成功した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」
を使い、分析の基準はTNSの「持続可能な社会の原則（4つのシステム条件）※1」である。 

1.積水ハウスの定義するステークホルダーは誰か? 

　積水ハウスは、株主のほかに、顧客が最も重要なステークホルダーと考えている。顧客においては過去に販売した顧客や賃貸住宅の入居者も含

めている。さらには顧客周辺の近隣住民をも範囲に含め、また従業員のほか、品質と顧客満足に直接関わる工事職人などもステークホルダーと

している。積水ハウスが、「次世代」も重要なステークホルダーとして明示していることは高く評価できる。 

2.報告書には、ステークホルダーが要求するすべての重要課題と対策についての情報が記載されているか? 

　本報告書には、積水ハウスが定義したステークホルダーが必要とする重要課題と情報が記載されている。ただし、サプライヤーの状況について

の情報が少ないため、今後は、これについてさらに重視した対応と情報開示が望まれる。 

3.報告書には、重要な課題についての必要な情報がすべて記載されているか?積水ハウスは、重要なインパクトが何か理解をしているか? 

　積水ハウスは、重要な課題が何かを理解していると判断される。彼らの重要な課題は、住宅の長寿命化、エネルギー問題、資源の効率的な利用、

持続不可能な物質や資材の代替化と社会的なインパクトである。彼らは、それらのインパクトを理解して、対策のための指標とマネジメントシス

テムを構築してすべて情報公開をしている。 

4.この報告書の中で、積水ハウスは、ステークホルダーの関心事、懸念事項に対して妥当に応答し、意思疎通しているか? 

　積水ハウスは、妥当に応答をし、意思疎通をしていると判断される。積水ハウスは、TNSのシステム条件1から3を満たすことを環境の最終目標

として取り組んでいる。それは、非常に高い目標ゆえに直ちに達成することは困難であるが、その方向性は、資源問題の根源で対応をすること

となり、ステークホルダーへの対応が効率よくでき、また新たな問題が起きることを防ぐ利点がある。しかし、現時点で何が最も難題なのかの意

思疎通も必要である。 

2005年度の環境パフォーマンスに関しては、重要な課題に対する対策の成果を継続的に上げてきている。エネルギー分野では、12目標のうち

7目標を達成、化学物質は、2目標のうち1目標を達成、資源分野では13目標のうち7目標を達成した。社会性についても、2005年度はパフォー

マンス評価可能なフレームワークが開示された。 

結論 

結果 

パフォーマンスはどうか?

現在の積水ハウスの最も重要なチャレンジはトップの高い意識やビジョンが全従業員までどう伝わり、実務レベルへの落とし込みが確実に進めら

れるかであると考える。全従業員が「サステナブル宣言」の意味を、理解できるようにすることが今後の重要な課題と考える。 

積水ハウスは、住み継がれるまちをめざしているが、このように、広い視野で社会的持続可能性に注目することが今後はますます必要となる。
すなわち、住宅、街をデザインするとき、直接の顧客だけにとどまらず、その地域社会の人々の健康と生活の質の豊かさに与えるインパクト
も考慮しなければならない。これらの視点が、もっと顕著に表明される必要がある。積水ハウスのチャレンジに期待する。 

積水ハウスのチャレンジは?

・積水ハウスのステークホルダーの定義を広くし、資材のサプライヤーとさらに広く地域社会全体を含めることが大切である。 

・再生可能なエネルギー源の導入と持続不可能な物質と資材を代替化することは大きなチャレンジであり、太陽光発電の引きつづいての浸透や燃

料電池、バイオマスについてのさらなる普及策の研究と開発が必要である。 

・社会的側面においては、対策の優先順位と達成目標値をさらに明確にする必要がある。 

次のステップに進むために検討すべき課題は?

※1 TNSのバックキャスティング手法、システム条件については、次のホームページで公開 http://www.tnsij .org/index.html 
※2 AA1000に関する詳細は、次のホームページで公開 http://www.accountability.org.uk/

・企業にとって重要な資源のフロー、プロセス、製品とサービスの使用段階のインパクトを見る。また、企業が変革に対して柔軟性があるのか、能力をつけて
いるか、戦略、ビジョンと方針、目標と成果がつながっているかなどを分析する。 
・積水ハウスのステークホルダーは、株主以外に、サプライヤー、生産工場と本社の従業員、顧客、地域住民、行政、次世代であると考えている。 
・我々は、アカウンタビリティ研究所のAA1000基本原則※2（重要性、完全性、対応性）の視点を取り入れ、報告書に記載された情報の検証を行った。 
・次の質問の解答を得るために、積水ハウスのサステナビリティレポート2005年度版と2006年度版のドラフトを分析し、社長インタビュー、ステークホル
ダーミーティング・公開シンポジウムに参席、納得工房とサステナブル実験棟であるアネックス・ラボの見学を行ったほか、TNSの持続可能性分析をするた
めに、TNSの質問状の回答を得るとともにヒアリングを実施した。 

2.分析のプロセス 

以上 

2006年3月 

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 

積水ハウス株式会社御中 

第三者意見報告書 

積水ハウスの重要な課題、およびこれへの対応の是非の分析は下記の手法によった。 分析のために実施した手続 



WEB掲載項目のご案内 
本冊子では、できる限り重点を絞り、読みやすいレポートをめざしています。 

そのため、本冊子で掲載できなかった取り組みの詳細データはWEBでご紹介しています。 

Web

45 Sekisui  House Sustainabi l i ty  Report  2006

http://www.sekisuihouse.co. jp/sustainable/2006/
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　CSR推進体制 
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●コンプライアンス 
　コンプライアンス推進体制 
　内部通報システム 
　個人情報保護への取り組み 
　コンプライアンス意識調査 
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●目標と実績 
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●積水ハウスの考えるお客様満足 
　お客様満足に関する方針と体制 

●お客様満足向上のための取り組み 
　CS向上研修とガイドブックの活用 
　　～すべてのお客様から「安心」と「信頼」を 
　お客様アンケートの実施 
　Netオーナーズクラブ 
　　～オーナーとの双方向コミュニケーションの充実 
　オーナー向けの情報誌 ～「きずな」と「メゾナー」 

●品質向上のための取り組み 
　品質保証 
　品質検査 
　工事店とともに取り組む品質改善活動 
　クレーム情報のデータベース化と品質向上への活用 

●コンサルティングハウジング 
　住まいの体験型学習 
　eyecoの家プロジェクト ～読者参加型の家づくり 
　女性によるコンサルティングオフィス 
　コンサルティング力向上のための従業員研修 
　住まいのプレゼンテーションシステムの充実 

●アフターサービス 
　住まいの「20年保証」 
　カスタマーズセンター 
　カスタマーズセンター休日お客様受付窓口 

●中古住宅流通の促進 
　ライフサポート体制 ～当社独自の長期保証システム 
　セカンドオーナーズネット 

●最適なリフォーム 
　リフォーム事業の実績 
　オーナー・入居者サポート 
　　～「いつもいまが快適」を支えるリフォームの推進 
　リモデル住宅事業 
　　～リフォームニーズにお応えするために 

●安全・安心・快適な住まいづくりの方針 
　安全・安心・快適な住まいづくりの方針 

●住まいのユニバーサルデザイン 
　ユニバーサルデザインに基づいた部材開発 
　SH-UD・マスタープランナー 

●住宅防災 
　防災に対する考え方 
　住宅防災・免震住宅の普及 

●防犯 
　住まいの防犯 
　タウンセキュリティ 

●健康に配慮した住まいづくり 
　睡眠空間の研究と普及 
　炭利用の健康使用 
　菜園ガーデンの提案 

●戸建住宅 
　都市型住宅「Be-URBAN」 
　「カーサ・フィーリア!」（娘と暮らす家）の提案 
　エコライフモデルシリーズ 
　建築家とつくる街角展示場 

●賃貸住宅 
　賃貸住宅一括借り上げシステム 
　MASTクラブ ～会員制サポートサービス 
　さくらスタイル ～シングル女性向けの新しい生活提案 

●高齢社会に向けたさまざまな提案 
　医療・介護に対する取り組み 

●まちづくり憲章 
　まちづくり憲章 

●環境と調和したまちづくり 
　アイランドシティ照葉のまち 
　　～新しい景観を創造する先進のまちづくり 
　宝塚  武庫山二丁目 
　　～地域の伝統を伝え、環境を活かす 
　コモンシティ伊奈学園都市 
　　～住民とのコミュニケーションに配慮 

●安全・安心のまちづくり 
　コモンステージ吉祥寺 ～災害時の安心のために 
　リフレ岬・望海坂 ～IT自動防災システムの実証試験 

●地域との共生、コミュティ育成 
　「スカイレールタウン・みどり坂」での保育園開設 

●まちのブランド創出 
　シーサイドももち ～経年美化を実現するまち（1） 
　コモンシティ星田 ～経年美化を実現するまち（2） 
　住宅集合という視点で捉えたマンション事業 

●人材サステナビリティ 
　人事方針 
　　～多様な人材の成長をめざす「人材サステナビリティ」 
　福利厚生の方針 

●人材育成 
　人材育成の考え方 
　多面観察研修 
　自己啓発の支援 
　人材公募制度 

●従業員とのコミュニケーション 
　全国の事業所における参加型改革プログラムの推進 
　社内誌やイントラネットでのコミュニケーション 
　従業員意識調査 
　経営トップと従業員の対話 

●労働安全衛生の考え方 
　労働安全衛生マネジメントシステム 
　施工現場の安全活動 ～安全パトロール 
　労働安全衛生研修等の実施状況 
　労働災害発生状況 
　メンタルヘルスの推進 

●人権問題への取り組み 
　人権擁護の方針 
　セクシャルハラスメント対策 
　人権問題の啓発活動 

積水ハウスに 
ついて 

積水ハウスと 
社会 
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●多様な働き方 
　女性営業社員の積極採用 
　リフォーム営業にも女性を積極採用 
　「男女いきいき・元気宣言」事業所への登録 
　女性の管理職への登用・男女雇用比率 
　育児休業制度・介護休業制度・短時間勤務制度 
　障がい者雇用の推進 
　ボランティア休職制度・積立年休制度 

●ゆとりと豊かさの創出 
　ゆとりと豊かさ創出プロジェクト 
　退社時間を早める取り組み 

●取引先との協働 
　サプライチェーンマネジメント ～取引先との協働 
　取引先への環境取り組み調査 
　セキスイハウス協力会 

●協力工事店の育成 
　職方さんの次世代育成 
　資源循環のための教育・研修 

●株主満足の向上 
　株主アンケート・IR活動・株主総会 
　株主施策 

●住文化の向上・教育支援の考え方・方針 
　住文化の向上・教育支援の考え方・方針 

●住文化の発信 
　生活リテラシーブックの発刊 
　　～住まいに関するノウハウの提供 
　すまい塾 
　大阪芸大とのコラボレーション 
　住まいの図書館 

●教育支援 
　総合住宅研究所の教育貢献 
　「住まいの夢工場」での学校教育支援 
　各地での教育支援 
　環境教育プログラム ～Dr.フォレストからの手紙～ 
　親子で体験・子育ち支援塾 
　「すまい・まちづくりフォーラム」への協力（西山文庫） 

●地域社会への貢献の考え方・方針 
　地域社会への貢献の考え方・方針 

●防災の啓発、災害への備え 
　防災意識の啓発 
　災害時における地域との協働 

●防犯の啓発 
　防犯教育と意識啓発 

●障がい者の自立支援 
　セルプ製品の販売支援 
　障がい者週間行事への参画 
　ふれあいトゥギャザー 

●NPO・NGOとの協働 
　NPO・NGOとの協働 
　NPO法人西山夘三記念 すまい・まちづくり文庫への協力 

●ボランティア・地域活動への参加 
　災害義援金 
　台風14号被災者義援金 
　チャリティフリーマーケット（大阪） 
　チャリティフリーマーケット（岡山） 
　こどもの日チャリティイベント 
　　～世界の恵まれない子どもを救おう!（梅田スカイビル） 
　各地域イベント支援 
　使用済み切手の収集活動・カレンダーバザーへの参加 
　ボランティア清掃活動 
　多彩な国際交流イベントの開催 
　和歌山県「積水ハウスの森」活動 
　100万人のキャンドルナイト参加 
　社会貢献活動社長表彰 
 

●目標と実績 
　環境目標と実績  

●環境マネジメント 
　環境マネジメントの推進、方針 
　ISO14001認証取得状況 
　グリーン購入 
　グリーン設計シート ～環境配慮設計の推進 
　クールビズ実施 

●マテリアルバランス 
　環境負荷マテリアルバランス 

●環境会計 
　環境保全活動の環境会計データ・環境保全効果 

●住宅のエネルギー消費 
　住宅のライフサイクルアセスメント（LCA） 

●生産時のCO2排出削減の取り組み 
　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CO2排出削減の取り組み 
　輸送時のエネルギー消費 
　積載効率の高い増トン車の導入 
　鉄道輸送の導入 ～モーダルシフトの取り組み 

●居住時のCO2排出削減の取り組み1 
　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 
　　～自然の力を利用する技術の標準化 

●居住時のCO2排出削減の取り組み2 
　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 
　　～居住時のCO2排出量の3割を占める給湯対策 
　地下水利用冷暖房システム研究開発 

●資源の利用 
　住宅1棟あたりの資源循環 
　国産材・植林材の取扱量 

●工場ゼロエミッション 
　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 
　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 
　プレカットによる廃棄物削減 
　石膏ボードの端材削減 

●その他の廃棄物削減の取り組み 
　浄化槽付きディスポーザーの普及 
　解体工事での廃棄物再資源化 

●水資源 
　工場における水使用量・排水量 
　雨水利用タンクの導入 

●事務所における取り組み 
　紙資源使用量削減 
　施工現場ユニフォーム 

●国家プロジェクトへの参画 
　資源循環型住宅技術開発プロジェクトへの参画 

●化学物質の管理 
　化学物質の管理 
　アスベスト問題への対応 
　PRTR 
　法規制や業界ガイドラインへの対応 
　土壌・地下水環境への取り組みアクションプラン 

●化学物質削減取り組み事例 
　シックハウス対策 
　安全性に配慮した壁紙 
　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 

●原材料調達時の配慮 
　型枠材料への熱帯材利用廃止 

●緑化の取り組み 
　住まいの緑化 ～緑豊かな住まいの提案 
　集合住宅における緑化の推進 
　エクステリアコンペ 
　「5本の樹」計画の推進 
　「5本の樹」から始まる庭づくりの実例 
　エコリーダーズフィールド研修 

●環境共生住宅 
　環境共生住宅の普及 

●サイトレポート 
　東北工場 
　関東工場 
　静岡工場 
　滋賀工場 
　兵庫工場 
　山口工場 

GRIガイドライン対照表 

環境省ガイドライン対照表 

これまでのあゆみ 

積水ハウスと 
地球環境 

（注）WEBでは、取り組みの詳細データのほか、 
　　本冊子に掲載されている内容もご紹介しています。 
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