
  

  

  

  

  

  

  

2005年度より社会性の取り組みに対する目標を掲げました。実績、実績に対するコメン
ト、またこれらを受けた2006年度の目標を一覧にしました。

社会性目標と実績

当社は住まいを通してお客様と関わりつづけたいと考えています。お客様の「いつもいま
が快適」を実現するために、さまざまな取り組みをしています。

積水ハウスの考えるお客様満足

お客様満足向上のための取り組み

品質向上のための取り組み

コンサルティングハウジング

サステナブル社会の構築には住まいの長寿命化は欠かせません。当社は性能面、サー
ビス面の両方から長寿命化の実現をめざしています。

アフターサービス

中古住宅流通の促進

最適なリフォーム

多様化する住まい手の安全・安心・快適をあらゆる面から守ることができるよう、最新の
技術と研究を活かしています。

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

住宅防災

防犯

健康に配慮した住まいづくり
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戸建住宅

賃貸住宅

高齢社会に向けたさまざまな提案

社会の共有財産である「まちなみ」を次の世代へ美しく残していきたい。その想いを「まち
づくり憲章」としてかたちにしました。

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

企業と従業員がともに発展、成長しつづけることをめざして、「人材サステナビリティ｣を宣
言し、多様なワーク・ライフ・バランスに対応していきます。

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

  

  

  

協力工事店や取引先は当社にとって、温かい共存共栄関係のもと、運命共同体としてと
もに発展すべきパートナーです。ともに協力してサステナブル社会の構築をめざしていま
す。

取引先との協働

協力工事店の育成
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企業価値の向上と株主への利益還元につとめるとともに、株主の皆様に必要な情報を
必要なときにお知らせするための体制を整えています。

株主満足の向上

住まいと暮らしの知恵・科学を広く社会に伝える努力をしています。当社の施設を利用し
て、大人から子どもまで、それぞれに適した住文化の向上をめざしたプログラムを実施し
ています。

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

住まいづくりの本業を活かした、良き企業市民としての社会貢献活動を自主的、積極的
に進めています。

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

防犯の啓発

障がい者の自立支援

NPO・NGOとの協働

ボランティア・地域活動への参加
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総括と展望 
 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。 
 

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

CSR方針と体制

CSR方針と体制

2005年度目標： 企業理念の浸透

2005年度実績： 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

実績に対するコメント： 企業理念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。

2006年度目標： 「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

2005年度目標： コーポレートガバナンス・CSR推進体制の構築

2005年度実績： 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

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標：
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

2005年度目標： コンプライアンスの徹底・強化

2005年度実績： 「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

実績に対するコメント：
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
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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。

2006年度目標： 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

2005年度目標： リスクマネジメントの整備

2005年度実績： 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

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標： リスク管理体制の実効性を点検、取り組みの改善をBCPの視
点での体制強化

社会とのコミュニケーション

2005年度目標： コミュニケーションの充実

2005年度実績： 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

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標： 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

お客様満足の向上

2005年度目標： CSおよび品質向上

2005年度実績： 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％

2005年度目標： お客様とのコミュニケーションの充実

2005年度実績： 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

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標： 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

持続可能な社会と住宅の長寿命化

2005年度目標： アフターサービスの充実

2005年度実績： 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

実績に対するコメント： 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。
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2006年度目標： お客様の住まいの価値を守る再保証を積極的に推進

2005年度目標： リフォームと中古住宅流通のサポート体制の構築

2005年度実績： リフォーム売上高463億5,900万円

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標： 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

安全・安心・快適な住まいづくり

2005年度目標： ユニバーサルデザインの普及

2005年度実績： 「SH-UD・チャレンジング研修」を306名（累積）が受講し、「SH-
UD・マスタープランナー」に146名（累積）が認定

実績に対するコメント： 「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。

2006年度目標： すべての事業所に「SH-UD・マスタープランナー」を順次配置

2005年度目標： 災害に強い住まいの普及

2005年度実績： 住宅防災仕様、雨水タンクを181基設置。免震住宅102棟施工

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標： 災害に強い社会基盤の整備と位置付け、普及

2005年度目標： 体験型施設による住宅への理解

2005年度実績： 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）

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標： 体験施設を利用し、コンサルティングハウジングを推進

2005年度目標： 賃貸住宅の価値向上

2005年度実績： 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 
累計361,641戸 入居率95％）

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標： 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

地域文化の継承とコミュニティ形成

2005年度目標： 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

2005年度実績： 「まちづくり憲章」に基づき、75団地、684棟を供給

実績に対するコメント： 「まちづくり憲章」を策定し、運用を開始しました。

2006年度目標： 「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
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従業員、取引先に対して

従業員とともに

2005年度目標： 真実・信頼に基づく活力ある企業風土づくり

2005年度実績： 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

実績に対するコメント： 「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。

2005年度目標： 従業員の主体性発揮の基盤整備

2005年度実績： 「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%）

実績に対するコメント： 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。

2005年度目標： 多様な人材の採用、育成、活躍の場の創出

2005年度実績： 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

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標： 『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 
 
○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） 
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・「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 
 
『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 
 
※1歳6カ月または、1歳到達後の4月末日までのいずれか長い
方

2005年度目標： 人権尊重の企業風土づくり

2005年度実績： 全従業員への人権研修の実施

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標： 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

2005年度目標： 労働安全衛生の推進

2005年度実績： 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

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標： 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

協力工事店、取引先とともに

2005年度目標： 協力工事店、取引先との協働

2005年度実績： 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

2005年度目標： 協力工事店の育成

2005年度実績： 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）

実績に対するコメント： 施工の品質管理や教育、人材育成の制度やしくみは整いつつ
あります。

2006年度目標： 
サプライチェーンなど仕入れなどの上流にあたる部分の基準と
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制度づくりを推進

株主、地域社会に対して

株主とともに

2005年度目標： 株主価値の向上

2005年度実績： 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

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標： 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。

住文化向上・教育支援

2005年度目標： 住文化向上への貢献、推進

2005年度実績： 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」第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

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標： 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

2005年度目標： 教育支援活動の推進

2005年度実績： 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）

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標： 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

地域社会への貢献

2005年度目標： 防災、防犯の啓発

2005年度実績： 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）

実績に対するコメント： 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。
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（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。 

2006年度目標： 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

2005年度目標： 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

2005年度実績： 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

実績に対するコメント： 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。

2006年度目標： 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
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 当社は、「人間愛」を根本哲学とする企業理念において、私たちの事業の意義を、“人間
性豊かな住まいと環境の創造”として、つねに「お客様本位」の住まいづくりを進めてきまし
た。2004年10月に発表した中期経営ビジョン“S-Project”においても当社のめざすCSR経
営の3本柱のひとつとしてCS（お客様満足）を掲げることで、 その姿勢を改めて明確にし
ています。 
 
 またこれに伴い、創業以来実践してきたCS向上活動をより一層推進するため、2005年度
に、CSR委員会の部会のもと、家を建てていただいたお客様に対し、安全・安心で楽しく快
適な生活をしていただくことを目的とした「住まいづくり・CS向上部会」を設置しました。 
 
 お客様にご自身の住まいや街に誇りをお持ちいただけるような設計への取り組み、お客
様の視点に立った魅力ある住まいを、より良い技術のもとに提供するための研究開発など
に取り組んでいます。今後もさらなるCS向上のために活動していきます。
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 お客様にとって一生の財産となる住まいづくりに携わる企業として、徹底したお客様満足
の追求につとめています。全従業員が「大事な家をつくる一生のパートナー」としてお客様
に選んでいただいたという自覚と責任を持ち、「安心」と「信頼」に基づく住まいづくり、きめ
細かいアフターサービスを心がけています。 
 
 当社では、従来より「CSアクションガイド」を作成し、従業員のお客様満足に対する意識
啓発を行っています。2005年度は、お客様満足向上の推進組織であるCS推進本部を中心
に、「CS向上研修会」を全営業部門を対象に開催しました。従業員一人ひとりが問題を共
有し、さらなる改善に結びつけるための取り組みを今後も進めていきます。

 

 

 お客様にご満足いただける住まいづくりのためには、お客様の視点やご意見に心を配る
ことが重要だと考えています。お客様の声をできるだけ多く反映し、満足度の高い住まい
づくりを行うため、当社では、お客様に「着工前」「入居時」「入居後1年」のアンケートにご
協力いただいています。 
 
 アンケートは単なる選択肢方式だけではなく、自由に記述していただく回答欄を多く設け
ています。これにより、着工前のお客様の小さな不安や、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お伺いすることができます。 
 
 また、年間約3万件にも及ぶお客様からの貴重なご意見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。

 当社住宅にお住まいの方との双方向コミュニケーションをめざして発足したオーナー向け
サイト「Netオーナーズクラブ」では、住まいだけではなく、暮らしに関する内容も含め、情報
提供や相談の受付対応を行っています。2005年度は登録会員数が10万人を超え、多くの
オーナーにご利用いただいています。 
 
 また、コンテンツの充実を図るため、従来の10分野に加え、各分野でご活躍されている文
化人の方を取材し、より楽しく豊かな生活を実現するためのこだわりポイントや役立つ情報
を提供する「マンスリーインタビュー」、住まいのお手入れ情報と最新リフォーム情報をご紹
介する「わが家のメンテナンス」の2つのコンテンツが新たにスタートしました。 
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 さまざまな相談にご利用いただける「相談室」や、オーナーにも参加していただけるコミュ
ニティのコンテンツもリニューアルしています。今後もオーナーとの双方向コミュニケーショ
ンをより充実させるために、「Netオーナーズクラブ」の活用を進めていきます。

Netオーナーズクラブ

■相談室メニュー■ 

家の相談 生活相談

インテリア相談 
ガーデン相談 
リフォーム相談 
お手入れ相談 
住み替え相談 
再保証相談 
カスタマーズセンターへの相談

パソコン基本操作 
家庭学習サポート 
資格取得情報 
マタニティ・育児・子育て 
食と健康生活 
美容 
介護 
ペット 
くらしの年金・税金 
冠婚葬祭

 当社では、建築いただいた後もオーナーのご満足を高めるために、定期的に情報誌を発
行、お届けし、コミュニケーションに役立てています。 
 
 戸建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最新の税制や法律など、賃貸住宅経営や資産運用に役立つ
情報をお届けする情報誌「メゾナー」をお届けしています。すべてのオーナーの手元にお
届けするため、「きずな」は60万部、「メゾナー」は10万部発行しています。 
 
 いつまでも当社を身近に感じていただけるよう、これからもオーナーとのコミュニケーショ
ン強化につとめます。

戸建住宅オーナー向けの「きずな」  
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賃貸住宅オーナー向けの「メゾナ
ー」
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 家を建てるのに必要な部材は約6万点にものぼります。そして、その部材はお客様のプラ
ンによりそれぞれ異なります。この多品種少量生産と合理性という相反するテーマを両立
するため、またその部材一つひとつをどれも同じ高品質でお届けするため、工場ラインの
整備、ハイテク機器の導入、厳しい基準による資材・原材料の選定を徹底して行い、部材
の強度や精度を厳しくチェックしています。 
 
 このように徹底した生産・品質管理体制が評価され、住宅メーカーとして初めて生産部門
一括で、1998年9月に品質マネジメントシステムの国際規格である「ISO9001」の認証を取
得しました。 
 
 また、施工精度は住宅の品質を大きく左右します。完成する住宅が予定通りに高性能を
実現するものであるために、直接契約責任施工体制を敷き、当社自らが責任を持って管
理、運営しています。この施工体制の主軸となっているグループ会社の積和建設でも全66
社が「ISO9001」を取得しています。

 

 

 当社の住まいづくりにおいて、生産段階および施工段階での品質確保はいずれも重要
であり、そのための検査体制の整備にも注力しています。 
 
 生産段階では、原材料の入念な納入検査が行われた後も、品質検査の専任スタッフを
配置し、各工程で定期的な抜き取り検査を確実に実施しています。また、工場技術者の定
期的な技能試験も実施しています。 
 
 施工段階においても、当社自身がすべてに責任を持つ直接契約責任施工体制で品質の
確保につとめています。この中で施工を担当するグループ会社の積和建設や指定工事店
では、さまざまな職能教育や人材教育を実施し、同時に設計・施工マニュアルを完備、ル
ールを厳守しています。 
 
 優れた施工方法・検査・教育訓練そして何よりも製品の精度、これらすべてを追求しつづ
けることで、高度な施工精度による安全・安心で快適な住まいを実現できると考えていま
す。

施工を担当する積和建設のスタッフ 
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 住宅の品質確保のためには、部材の生産段階だけではなく施工段階での品質が重要で
す。当社では、施工を担当するグループ会社の積和建設や協力工事店と一体となって品
質の改善や向上につとめています。 
 
 全国各地の協力工事店が施工に関する知識を共有できるよう、施工ニュース「つちおと」
を発行し配布しています。「つちおと」では、施工に関する新規部材・工法などの情報、現
場に携わる職方さんの声を全国に紹介しています。また、施工現場における改善を提案す
る「私のアイディア-21」制度を設け、現場に携わる職方さんのアイディアを募集し、表彰し
ています。2005年度は全国から約2,000点の応募があり、全国審査会を経たおよそ40点が
表彰されました。毎年、現場から優れたアイディアが生まれ、実際に商品化されるものも多
くあります。今後も工事店と一体となった品質改善活動を行い、一層の品質向上につとめ
ていきます。

施工ニュース「つちおと」はこれ
までに59号発行されています。
「つちおと」は1号あたり12,000部
発行し、数多くの工事店と情報
を共有しています。  

「つちおと」58号～第18回「私のアイデア-21」受賞者
決定

 家を建てていただいたお客様に、安全・安心で快適に暮らしつづけていただくためには、
お客様の生の声をお伺いし、その中から期待を読み取り、それを実現させるよう努力しな
ければなりません。 
 
 当社では、お客様からいただくアンケートの回答だけでなく、CS推進本部に届くお客様か
らの相談、申し出、苦情などについても直接迅速な対応を図るとともに、分析・分類し、デ
ータベース化しています。お客様からの厳しい声を全社で共有し改善を図るしくみをつくる
ことで、さらなるお客様満足の向上に役立てています。 
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 当社は、多様化するライフスタイルに対応するため、今までの実績と総合力、レベルの高
い住まいづくりのノウハウを活かした「コンサルティングハウジング」を実践しています。そ
の中で、お客様にひとつでも多くの住まい性能の体験をしていただくことが、お客様ご納得
いただける住まいづくりを可能にすると考えています。 
 
 全国各地に設けている「住まいの夢工場」「納得工房」「すまい塾」「住まいの家学館」な
どの体験型施設では、耐震、遮熱、防音などといった性能面から、ドアノブの位置や収納
設備の配置といった実際の使い勝手の面まで、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、それをもとにお客様一人ひとりに合ったプランをご提案させていただいてい
ます。また、「すまい塾」では、参加型の連続講座も行っており、お客様と一緒に住まいづく
りを考える取り組みも充実しています。 
 
 このようなきめ細かいコンサルティングを通して、お客様の夢を形にし、快適で永く愛され
る住まいを提供していきたいと考えています。

 

 

 

 近年、環境と健康を志向するライフスタイルを実践する人が増えてきており、LOHAS※層
として注目されています。当社では株式会社リクルートが発行する通販雑誌「eyeco(アイ
コ)」を通じて読者モニターを募集し、これからの暮らしを考えるプロジェクトを進行中です。
「eyeco」は自分らしく生きている20～30代前半の女性を対象として、自分にとっても地球環
境にとっても心地よいアイテムを紹介している雑誌です。その読者と住まいを考えること
は、環境保全と住まい手の快適性の両立を考えることになり、サステナブルな暮らしを実
現するひとつの手段になると考えています。 
 
 2005年度は、京町家や当社総合住宅研究所の視察、定例会におけるディスカッションな
どを通じて、読者モニターが考える暮らしや住まいを考えてきました。2006年度は得られた
知見をもとに実際の住まいを建設する予定です。 
 
※LOHASとは「健康と環境を指向するライフスタイル」(Lifestyle of Health and 
Sustainability)の頭文字をとった言葉。

読者の意見を出し合う定例会 建設予定地の視察

 「ハウジングオフィスL's」（東京・新宿）は、2003年度に発足した女性設計グループです。
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女性の視点を活かした個人のお客様の設計支援、各種セミナーの開催、営業所主催のセ
ミナー支援などの活動を行うことで、より充実した住まいづくりのコンサルティングを実践し
ています。 
 
 春と秋の年2回開校する「住まい le Classe」は、中長期で建築をお考えの女性のお客様
に向けたお客様参加型のセミナーです。隔週全6回にわたるセミナーの最終回では、卒業
制作として、お客様ご自身の住まいに対するイメージや思い出などを1枚のボードにまと
め、発表していただいています。

それぞれのイメージを発表 さまざまなテーマの講義

 お客様に満足いただける住まいづくりを提案するためには、多種多様なご要望や多くの
法規制、さまざまな敷地の形状に対応できる設計提案能力が必要です。当社では、入社
10年程度の設計社員と参加希望者を対象に、コンサルティング力の向上を目的とした「設
計道場」という研修を1987年より行っています。 
 
 設計道場では、外部建築家による講演、実例見学、社内実例物件の設計コンペなどを実
施しています。研修終了時には、卒業制作としてコンペを実施しています。また、この研修
内容をまとめた冊子「設計道場Report」を、社内で情報を共有することを目的として発行し
ています。 
 
 この研修は、設計を担当する従業員にとって社外からの自分の作品に対する評価を聞く
貴重な機会です。また、社外の建築家の協力を得た実例物件の見学会では、ノウハウや
工夫、作品のポイントなどを直接聞くこともできます。このような研修による経験を通して、
常にお客様に満足していただけるコンサルティング力を養っています。

研修内容をまとめた「設計道場Report」
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 2005年8月、当社は図面だけではわかりにくい住まいの「空間」を、よりお客様にわかりや
すくプレゼンテーションするために、視覚的なプレゼンテーションシステムを共同開発しまし
た。 
 
 このシステムの導入により、営業マンがお客様のご意見や要望をお伺いしながら、設計
部門に持ち帰ることなくその場で提案設計空間をリアルに再現し、間取りや内装、建物の
雰囲気をお見せすることができます。また、3次元ウォークスルー機能により、実際に出来
上がった家の中を歩いたり、ドアを開閉したりといったことを画面上で体感することや、鳥
の視点で家を見ることも可能です。 
 
 このようなシステムを有効に活用することで、お客様によりわかりやすくご提案することが
できるようになったと同時に、ご要望を的確に把握することが可能になりました。
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 当社の「20年保証」は、構造躯体と防水性能について住宅品質確保促進法で義務化さ
れた10年間保証に、さらに10年を加えた独自の長期保証です（防水については、10年目に
無償点検を実施し、必要な場合は補修を有償で行う）。また、保証期間終了後も、お客様
の住まい価値を守り保証する、当社独自の「ユートラスシステム」をご利用いただくと、さら
に10年ごとの保証を継続することが可能となります。 
 
 構造躯体における強度や耐震性の確保は、適正な構造計画に基づき実施しています。
構造躯体の防錆は長期にわたり性能を維持できる仕様となっています。防水についても、
高耐候シーリング、高耐候性シート防水など耐用年数の長い材料を採用しています。 
 
 これからも長期保証を可能にする高品質な住まいを提供し、お客様に安心して永く住み
つづけていただくことによって持続可能な社会の構築に貢献できるようつとめていきます。 
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 アフターサービスの窓口として全国66カ所（2006年2月1日現在）に本社CS推進本部直轄
のカスタマーズセンターを設置しています。お客様に建物をお引渡しした後も、安心して快
適な暮らしをしていただくためのサポート体制を整えています。 
 
 経験豊富な専任スタッフが、お引渡し後の定期点検でお客様宅を訪問し、住まいのお手
入れや修理、建物の保守などについてアドバイスさせていただいています。また定期点検
終了後も住まいに関するさまざまなご相談に対応しています。

 お引渡し後のお客様に対するメンテナンス窓口であるカスタマーズセンターは、毎週火曜

43



日、水曜日および祝日をお休みとさせていただいています。その間にも通常通りにお客様
からの緊急修理対応や相談をお受けできるよう、2004年4月から本社内にカスタマーズセ
ンター休日受付窓口（コールセンター）を開設し対応しています。 
 
 これを可能にしたのは、全国戸建70万世帯のお客様のお住まいに関するデータを本社
で一括管理する体制です。メンテナンスや設備機器の急な故障など、1日1,200～1,500件
のご相談に対して、迅速に対応ができる体制を整えました。ここからの情報分析を商品の
改善などに役立て、よりお客様にご満足いただけるようつとめています。また、従業員のお
客様対応力の向上にもつなげています。

  
 

44



 

 住まいの長寿命化を進める当社の住宅には、年月を経ても変わらない高い品質があり
ます。いつまでも快適に住みつづけていただくために、またお引渡し後もお客様との関わり
を大切にしたいという思いから、アフターメンテナンスやリフォームのサポート体制を十分
に整えています。当社独自の長期保証システム「ユートラスシステム」は、その品質への自
信があるからこそ可能になりました。 
 
 当社独自の点検（点検費用5万円）の後、必要であれば構造躯体と防水に関する補修・
改修（有償）を実施させていただくことで、新たに10年間の品質保証をするもので、10年ご
との点検・補修で更新ができる安心の保証システムです。また、このシステムは当社の中
古住宅をご購入いただく場合にも活用できます。

 

 

 

 

 質の高い当社の中古住宅を住み継いでいただけるよう、グループ会社である積和不動
産を通じて「セカンドオーナーズネット」を運営しています。これは当社の中古住宅流通を
支えるシステムであり、インターネットを使って気軽に当社の中古物件を検索することがで
きるだけでなく、不動産取得に関わるQ＆Aなどの役立つ情報も提供しています。 
 
 2005年度には「セカンドオーナーズネット」の流通を含め、計428棟の当社中古住宅が住
み継がれました。中古住宅の流通を積極的に進めることで、新築よりも資源やエネルギー
消費を抑えることができ、サステナブル社会の構築に貢献できると考えています。
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 当社では増改築や最新の設備への更新、外構・造園などのリフォーム事業に取り組んで
います。70万戸という多くの建築実績に対する責任があること、工業化住宅として規格化さ
れた部材を自社工場で製造していることがあげられます。また、そのためにリフォーム株
式会社を分社化し、全国38カ所(2006年2月1日現在)に拠点を設け、既築住宅の断熱改修
やリモデルなどに注力しています。 
 
 お客様に地球環境保全における省エネの大切さを伝え、｢アクションプラン20」においても
省エネリフォームは重点施策と位置付けています。開口部の遮熱断熱複層ガラスへの交
換および潜熱回収型ガス給湯器エコジョーズなどの高効率給湯器を積極的にお勧めして
います。 中でも「開口交換システム」はガラスを単板ガラスから遮熱断熱複層ガラスに替
えることで窓の断熱性能が大幅に改善され、夏場の熱線を61％カットし、冬場の結露を抑
えるなど、省エネだけでなくお客様の快適性の向上にもつながります。また、既存のアルミ
サッシ枠をそのまま活かすため余計な廃棄物を出しません。 
 
 2005年度の「開口交換システム」の交換実績は10,355m2となっています。今後も省資源・
省エネルギーの観点から環境負荷の少ないリフォームの推進につとめます。

 
■遮熱断熱複層ガラスの断熱のしくみ  

 

 

夏涼しいしくみ   冬暖かいしくみ

  当社は、約70万戸の戸建住宅にお住まいのオーナーの「いつもいまが快適」な暮らし
の実現をめざすとともに、これからの循環型社会の一員として、良質な住宅のストックの形
成に貢献するため、リフォーム事業に積極的に取り組んでいます。 
 
 リフォームへのニーズには大別して「メンテナンス」と「生活向上」の2つがあります。その
両方に応えるためには、迅速な対応と高いレベルのコンサルティング能力が求められま
す。お客様のご要望やこだわりにお応えするための提案力をさらに高め、最高の品質と技
術を持って工事を実施することでお客様満足向上につなげています。 
 
 また、お客様へのより充実したサービスのため、リフォームアドバイザーの採用を積極的
に実施しています。リフォームアドバイザーは、リフォームの提案から受注・工事・引渡しま
でトータルに担当しています。その中では、多くの女性が生活体験や感性を活かし活躍し
ています。
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 住まいの長寿命化を重要テーマに掲げる当社は、リフォームニーズを10のポイントで表
現し、多面的・計画的に提案する「リモデル」という形態を用いた自社既築住宅のリフォー
ム事業にも注力しています。 
 
 リモデルには、当社が既築住宅を買い取り、大型リフォーム後に再販する「分譲型リモデ
ル」と、個別のニーズに合わせて多面的にリフォームを提案する「請負型リモデル」の2つ
のタイプがあります。 
 
 2005年度は「請負型リモデル」において、1,000万円を超える大型リフォームを372件お手
伝いさせていただきました。リモデルを行うことにより、解体に伴う建設廃棄物の発生量や
新築住宅建設に伴う資源使用量を削減することが可能となります。一方、「分譲型リモデ
ル」においては、新築住宅に比べて低価格で住まいを提供できるため、住宅を取得するお
客様の選択肢を広げることにもなり、既築住宅物流の活性化につながるものと考えていま
す。 
 
 今後も新築からリフォーム（メンテナンス含む）までの一貫したサポート体制をさらに充実
させ、 お客様に満足していただくとともに、事業活動を通じたサステナブル社会の構築に
つとめていきます。

リモデル10のポイント

 
 

48



 

 住宅が永く住み継がれるためには建物の耐久性のみならず、長期にわたる住み心地が
重要となってきます。当社では安全・安心で快適に住みつづけるためのサポート体制やユ
ニバーサルデザインの考えを住宅設計に取り入れています。また、当社は防犯仕様やタ
ウンセキュリティの展開による防犯への取り組みや住宅防災仕様の普及も進め、住まいづ
くりのコンサルティング能力の高い従業員の育成とともに、お客様にそれらが模擬体験が
できる施設や設備を用意しています。
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 当社ではユニバーサルデザインの思想をさまざまな部材設計に反映させています。ま
た、現場の声を反映させるためのしくみを構築しており、開発済みの部材であっても常によ
り安全に、より使いやすさを向上させるためのきめ細やかな改善を実施しています。 
 
  また、ユニバーサルデザインの考えを社会に普及させるために136社が結集して2003
年に発足した「国際ユニバーサルデザイン協議会」に評価委員として加盟しています。

 

 

 

洗面化粧台ピアラ 
(ステップスライド) 
 
小さな子どもでも水栓
等に楽に手が届き、使
いやすいように踏み台
を付けた洗面化粧台

洋室収納ワイズ 
(指挟み防止形状
扉) 
 
中折れ部の隙間を
ほとんどなくして、
指を挟みにくくした
収納(折戸)の扉

       

バルコニー手すりの安
全性向上 
 
手すり継ぎ目でのけが
をなくすため、継ぎ目位
置を変更し、カバーを
かぶせる設計に変更

   

 

 「SH-UD・マスタープランナー」とは、人事部が全国の営業所の設計者を対象に行う「SH-
UD・チャレンジング研修」を修了し、福祉住環境コーディネーター2級（東京商工会議所認
定）を取得した人を認定する社内資格制度です。 
 
 すべての営業所に「SH-UD・マスタープランナー」を配置することを目標に研修、認定を
行っており、2005年12月末時点で306人が研修を修了し、うち「SH-UD・マスタープランナ
ー」に認定されたのは146人です。 
 
 この「SH-UD・マスタープランナー」は、さまざまな研究に基づいてユニバーサルデザイン
に関する独自のメニューを確立し、設計事務者レベルでの運用をめざして研修体系などが
整備されているなどの点で社外からも注目を浴びています。グループホームなどの高齢者
居住施設の需要が高まる中、ユニバーサルデザインのノウハウを持ったマスタープランナ
ーが担当することで、レベルの高い住まいを社会に提供することが可能になっています。
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SH-UD・マスタープランナー研修 車いす体験や妊婦体験を
します。
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 2005年は、大型台風や豪雪など日本列島各地で自然災害が発生しました。住まいの防
災を考える際、建物には大切な生命と財産を守るシェルターとしての性能が求められま
す。当社はこれまでも「安全・安心の技術」に裏付けられた自然災害に強い住宅を提供し
てきました。そして、生命や財産だけでなく被災後の生活を守ることのできる住まいの提案
に注力する当社では、住まう方の防災意識の啓発活動にも積極的に取り組んでいます。 
 
 2005年は、国連防災世界会議と同時開催された「第9回震災対策技術展（神戸・横浜で
開催）」への出展を皮切りに、社内外が主催するイベントを全国各地で実施。啓発につな
がる防災セミナーも多数開催しました。 
 
 また、大規模な自然災害が発生した際には、お客様の生活を元の状態に迅速に復旧さ
せることが企業としての役割だと考えています。しかし、大規模な自然災害が生じた場合
には、通常の業務体制では対応できないケースもあるため、全社的なサポート体制を充実
させておく必要があります。その基本となるのが、被災地域の従業員や家族の安全確認・
被災状況の早急な把握です。これにより事業所のサポート体制の編成や全国的な支援要
請を早め、お客様に対するサポートを迅速に進めることが可能になります。 
 
当社独自の「自然災害対策アクションプログラム」を実現するため、大規模自然災害発生
時に従業員がスムーズに行動できるように「自然災害発生時の初動カード」を全従業員に
配布しています。このカードを常時携帯することにより、従業員防災意識の一層の向上を
図るほか、災害に遭遇した従業員の初動がスムーズにいくように工夫しています。 
 
今後も単なるハード面の提供にとどまることなく、セミナーや防災訓練などを通した防災意
識の啓発、災害時には迅速なサポートを行うなど、総合的な住宅防災の取り組みを通じ
て、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。 

 

 

第9回 震災対策技術展（神奈川県横浜市）

■総合的な住宅防災
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■免震のしくみ 

免震住宅は基礎の上に免震層を設け、その免震層の上に建物がのる二重構造。 
免震層に設置した免震支承とオイルダンパーの組み合わせが揺れを吸収します。 

 
■省エネ・防災住宅 

 当社では、地震や台風などの自然災害に対して強い住まいを提供するために、「住宅防
災仕様」の普及に取り組んでいます。「住宅防災仕様では、地震で損傷、倒壊しない住ま
いであることと、被災後、住み慣れた自宅で一定の生活を維持できることをポイントに、さ
まざまな防災アイテムの組み合わせによるご提案を行っています。 
 
 まず、「防災基本仕様」では、大地震にも倒壊しない「耐震住宅」を基本とし、水の確保に
役立つ電気温水器をはじめ、雨水タンクや飲料水・食料を保管できるストックシェルター、
家具転倒防止金具など、災害に備えた基本的な装備を備えています。 
 
さらに、「防災自立仕様」では、住宅基礎の免震層と建物とが二重構造となる事で、大地震
の揺れを約10分の1に低減する「免震住宅」をベースに、太陽光発電システム＋蓄電シス
テム、雨水タンク、ストックシェルター、ITネットワークシステムなどをフル装備し、被災時で
も自宅での自立生活を可能にします。これらの機能は平常時には環境に配慮した仕様とし
て省エネルギー、省資源に寄与します。2005年度、102棟の「免震住宅」が施工されまし
た。また、火災報知器については2006年6月からの消防法の施行に向けて、2005年9月よ
り標準設定されています。
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■防災アイテムの出荷数 
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 近年、犯罪の増加に伴い、防犯対策の強化が必須となっています。当社では住宅での
対策として「見える防犯」、「守る防犯」、「知らせる防犯」の3つの視点から住まいの防犯を
考えています。「守る防犯」を中心とした標準仕様に「見える防犯」という視点を加えた「防
犯プラス仕様」や、お客様のニーズに合わせた防犯対策を提供する「カスタマイズ仕様」
で、具体的な仕様による防犯から警備会社との連携による「ホームセキュリティサービス」
まで、さまざまな対策を進めています。 
 
 2005年度は、街全体と各邸を二重に守るセキュリティシステムを導入した「コモンステー
ジ吉祥寺・桜の杜」を分譲しました。街の入口の防犯カメラ、各邸においては、指紋照合に
よるセキュリティシステムや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。 
 
 さらに良質なコミュニティを築くことも犯罪防止に大きな効果があると考え、住民同士のコ
ミュニケーションが生まれやすい街づくりにも取り組んでいます。今後も安心できる暮らし
の提供をめざし、さまざまな視点とレベルにおける総合的な防犯対策を推進していく考え
です。

 
■積水ハウスの「防犯住宅」の展開 

 

防犯への取り組み事例 
 当社はすべての戸建住宅に標準仕様で高性能な防犯アイテムを採用し、「守る防
犯」対策をしています。2004年6月からは、侵入経路となりやすい1階のすべての窓と2
階のバルコニー部分の窓を、「遮熱断熱ペアガラス」から、「遮熱断熱・防犯合わせ複
層ガラス」に変更しました※。また、玄関ドアと勝手口ドアには、ピッキングやカム送り
開錠に強いディンプル錠「1キー2ロック」システムおよび、こじ開けに強い「鎌付き錠」を
採用しています。サッシに関しても2ロックを標準採用しています。 
 
※I・II地域のPVCサッシ窓の他、防火対応から採用できない場合もあります

 「リフレ岬・望海坂」で2002年度に本格的に導入されたタウンセキュリティの考え方がほか
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の街にも広がりつつあります。 
「コモンステージ吉祥寺・桜の杜」では、街全体と各邸を2重に守るセキュリティシステムを
採用しています。住む方の暮らしを安全・安心へと導くために、街全体をセキュリティゾーン
として捉え、街の入口4カ所には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。

「コモンステージ吉祥寺・桜の杜」ゲート 
WEBカメラからの映像を各家庭で見ること
ができます。

 
警備会社によるセキュリティサービス
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 生活の夜型化が進み、5人に一人が睡眠に何らかの問題を抱えている睡眠不足の国、
日本。健康に暮らすには、良質な睡眠が欠かせません。当社では、睡眠について早くから
研究に取り組み、2005年8月、心地よい睡眠を促す「睡眠空間」を発表しました。 
 
 「睡眠空間」のコンセプトは、生体のリズムを取り戻すことと、より一層のくつろぎの時間を
もたらすことです。ベッド周りの空間の環境作りと寝室を中心としたくつろぎのプランニング
により、お客様の健康価値を高める提案をしています。 
 
 眠りから目覚めまで過ごすベッド周りの環境は、人の生理的な働きに大きな影響を与え
ています。たとえば、寝室の照明の色の違いが、睡眠に必要なホルモンの分泌や睡眠時
の体温の変動に影響があることが、ハートフル生活研究所の実験で検証されています。こ
のような独自の研究成果を元にして、「睡眠五感」へ働きかける睡眠環境作りを提唱し、生
体リズムを本来のリズムに戻すことに取り組んでいます。 
 
 また、眠りは生活行為の中でもよりリラックスすべき行為です。したがって、寝室回りには
クローゼットやドレッサー、浴空間といったくつろぎ感を高めるゾーニングを提案していま
す。 
 
 睡眠は個別性が高いので、生活リテラシー能力を高めるためのサポートや、睡眠体験の
できる展示場をご用意して、お客様が本当に必要なモノを探して頂き、最終的には営業ス
タッフとともに（必要に応じて研究所スタッフも交えて）お客様のご要望を満たす豊かな眠り
空間づくりをお手伝いします。

 

  

 

「睡眠空間」 
良質な眠りの確保、夫婦が同じ部屋で快適に
眠るため、一人づつ環境が設定できるようにな
っています。

「睡眠空間」のコンセプト 
健康な睡眠のための生体のリズム研究に基づく快眠環境～睡眠五感コントロール～ 
夫婦でも入眠の時間が異なることを前提にした個別環境づくり 
睡眠五感を刺激する独自の空間プランニング

 当社総合住宅研究所内において、これからの時代を考えた、新しいコンセプトを盛り込ん
だテーマハウス「アネックスラボ」を建設し、最新の環境関連技術や健康関連技術の検証
実験を行っています。その研究テーマのひとつに自然素材、健康素材を使用した上質な室
内空気環境の実現があります。 

57



 

 

 

 
 例えば、天井・壁に炭の微粉末を混入した塗料を塗布して、化学物質の吸着効果や湿度
の調整効果を検証しています。こうした実験により炭を科学的に分析し、健康との関係を
研究しています。

炭の微粉末を塗布した天井・壁
（表面はしっくい仕上げ）

 近年、環境保全や健康への関心が高まる中、当社では身近な庭で楽しみながら実践で
きる「菜園ガーデン」を提案しています。畑とガーデニングの両方の側面をもつ菜園ガーデ
ン。安全な野菜を家族で育てる楽しみが得られるともに、菜園が雨水や生ゴミの受け皿と
なり、循環型社会の構築にも貢献します。リテラシーブック第3号では「菜園のある暮らし」
と題し、さまざまな菜園ガーデンを紹介しています。 
また、「菜園ガーデン Planning book」を発行し、システムガーデンファニチャーや菜園設計
ツールも紹介しています。 

菜園ガーデン 
楽しみながら食育や環境教育が実践できます。

 
ガーデン収納 
ガーデニング用具などを収納できます。
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 間口が狭く奥行きが長い敷地など、都市部に多く見られる厳しい敷地条件において住ま
いを検討する場合、敷地を最大限に活用することが大きな課題となります。 
 
 都市型軽量鉄骨住宅「ビー アーバン」は、そのような都市型住宅の課題を克服するた
め、「250mmモジュール」を設計の一部に採用するなど、敷地対応力を高め、間口の狭い
敷地や変形地にも柔軟に対応できるよう配慮した都市型コンセプトモデルです。また、アル
ミ格子スクリーンや壁で囲まれたロジア（半戸外空間）、グレーチングバルコニーなどによ
り、プライバシーを守りながら室内空間に光や風を採り込む工夫もされています。 
 
 「ビー アーバン」は、高い耐久性や強度を備えた外壁（SVパネル）の意匠性とシンプルで
スタイリッシュな外観、そして空間を無駄なく活用する設計コンセプトなどが高く評価され、
2005年度グッドデザイン賞を受賞しました。

 

 

 

「ビー アーバン」 2005年度グッドデザイン賞受賞

 当社では、2006年4月30～40代のシングル(単身者)が円熟期を迎える両親と共に暮らす
住まいおよびライフスタイルを提案しました。従来捉えられていなかった家族の関係性に
注目し、新しい2世帯のカタチと捉え「カーサ・フィーリア！」（娘と暮らす家）と呼び、有効な
プランニング手法の確立をめざすとともに、家族のより良い快適性を追求したライフスタイ
ルを提案します。 
 
 2004年11月より、母と娘のコミュニティ「マンマ・フィーリァ」を運営するマーケティング会社
の(有)インフィニティと「One+deux研究会～これからの家族を考える会」を共同で設立し、
母娘を中心に家族に関する様々なアンケート調査を行い、その概要をブログ上で紹介した
り、PRする冊子として「One＋deuxマガジン」を発刊しました。
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調査結果や新提案を紹介する「One+deuxマガジン」

 当社は、「環境に配慮した住まいを提供することが、将来にわたり健康で快適に暮らせる
社会の実現につながる」という考えのもと、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軽量鉄骨造、
重量鉄骨造、木造の3システムについて2005年度秋に同時発売しました。 
 
 現在、地球環境を考える上で大きな課題となっているのが、地球温暖化の原因とされる
CO2排出量の削減です。そのために居住時の省エネルギー、自然エネルギーの活用など
が求められます。エコライフモデルシリーズでは、基本仕様として高効率給湯器エコジョー
ズに加えて、太陽光発電システムも標準採用しています。 
 
 エコライフモデルシリーズでは地球温暖化対策だけにとどまらず、住む人が健康で快適
に暮らすことができ、しかも周囲の自然環境とも調和できる住まいを提案しています。単に
省エネ性能の高い設備機器を提案するのではなく、光の採り入れ方や風の通り抜けなど
を意識したプランニングや、屋内と屋外をつなぐ中間領域として中庭や土間を活かした設
計など、環境に調和した快適な住まいを総合的に提案しています。

エコライフモデル カタログ    

 斬新で魅力ある住まい、これからの日本の住文化の方向性を示す住まいとして「ウィズ・
アーキテクトシリーズ」を発表しました※。総合的なアートディレクターとして、空間の質と美
しさ・ディテールにこだわり、感性豊かな暮らしをもたらす社内外の建築家たちと、高度な
品質管理・施工能力を持つ当社が、互いのノウハウを合わせることで、より高い価値を持
つ住まいづくりが可能となりました。2005年度はこの中から2名の建築家とともに、3棟の展
示住宅をオープンしました。 
 
 また、販売面でも新しい取り組みを導入しています。「ウィズ・アーキテクトシリーズ」は、
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■ウィズ・アーキテクトシリーズ  

 

従来の住宅展示場とは違い、街角にある実際の宅地にリアルサイズで建築した展示住宅
です。住宅の規模、立地条件、周辺の環境などをより現実に近いかたちで体感して、住ま
いについて検討することができます。 
 
 さらに本シリーズの展示住宅は、半年間ほどの展示期間終了後、建売住宅として敷地と
ともに一般分譲されます。 
 
※「ウィズ・アーキテクトシリーズ」は東京・埼玉エリア限定で展開

みなみ野の家(東京都八王子市) 
質の高い空間づくり、そして「快適」こだわった住まい。 
建築家・大野正博(DON工房)とのコラボレーションによる美しい景色を取り込んだ空
間。  

きよみ野の家-1(埼玉県越谷市)  
日本家屋の知恵を随所に活かした、感性を育む住まい。 
建築家・大野正博(DON工房)とのコラボレーションによる「快適」にこだわった空間。 

きよみ野の家-2(埼玉県越谷市) 
居心地の良さと匠の個性が光る家づくり。 
建築家・田中聡(ばんふう)とのコラボレーションによるモダ
ンな「和」の世界。
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 当社は、グループ会社である積和不動産との連携により、賃貸住宅経営を強力にバック
アップしています。オーナーの皆様に安心して資産を運用していただくために、積和不動産
が建物を一括して借り上げ、建築予定地の調査、入居者募集、メンテナンスなど、経営業
務のすべてを代行し、空室の有無にかかわらず毎月一定の賃料をオーナーにお支払いし
ます。借り上げ期間は10年を基本に20年、30年となっており、長期にわたり安定収入を確
保できます。

 

 

 

■一括借り上げのシステム

 2003年度に発足した「MASTクラブ」は、積和不動産が扱う賃貸住宅入居者に生活サポ
ートサービスを提供するシステムです。入会金・年会費は無料で、家賃に応じてポイントが
たまり、積和不動産グループや当社で住宅を賃貸、購入する際に、割引の特典が受けら
れます。また提携店舗におけるポイントの獲得や、商品との交換、割引サービスなども充
実しています。 
 
 「MASTクラブ」を通して入居者へのサポート体制を強化し、安定した入居者層を形成する
とともに、当社賃貸住宅「シャーメゾン」ブランドの強化をめざしています。
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■ポイントのシステム（積水ハウス内） 

 

 

MASTクラブ

ためる： 家賃1000円ごとに1ポイント

つかう：
積和不動産グループで住み替えの場合、1ポイント50円換算で住み替え先の
家賃に利用可能

つかう：
積和不動産グループで仲介物件を購入する場合、1ポイント200円換算で仲介
手数料に利用可能

つかう：
積水ハウスで住宅購入の場合、1ポイント500円換算で建物本体価格に利用可
能

 当社は、2005年3月シャーメゾン（当社賃貸住宅）のシングル女性向けの新しい空間＆生
活機能の新提案「さくらスタイル」を発表いたしました。 
 
 「さくらスタイル」は、シングルライフを楽しむ20～30代入居者のニーズを徹底的に分析
し、反映させたプランです。例えば、「20～30代の一人暮らしの女性が、ほしいと思う商品
やサービスのランキング」によると、1位は「空き巣・ピッキング防止のための防犯グッズ」で
す。また、「平日、仕事が終わった後の家での過ごし方（20～34歳）」として、最も時間を費
やしているのは「テレビやラジオ」、ついで「入浴などのリラックスタイム」があげられていま
す。 
 
 このようなニーズにこたえ、「居心地のよさと安心感」というキーワードをもとに、シングル
ライフを満喫する女性のために快適性や機能性を追求した新しいカタチの賃貸住宅プラン
です。ニーズの高い内装・設備をセレクトし「さくらスタイル」として現行商品に導入します。

さくらスタイル 
シングル女性向けに提案している賃貸住宅
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 2001年に施行された「第4次医療法改正」によって、個人病院など地域医療機関の役割
を高める方向が明らかになっており、その結果、開業医をめざす医師が増加しています。
それに伴い、ベッド数が少ない診療所の数も増加傾向にあります。 
 
 規模の小さな診療所には、医療施設としての使いやすさと住宅に近い温かさが求められ
るため、当社が住宅で培ってきたさまざまなノウハウを活かすことができます。積水ハウス
では2005年度に120棟以上の医院専用・併用住宅を建設してきました。 
 
 2005年度は医院専用・併用住宅の設計レベルをさらに向上させるために医療開業企画
室を設置し、個々の設計社員が持っているノウハウをまとめるとともに、情報交換につとめ
るようにしています。 
 
 近郊から郊外では、複数の医院をまとめて建設するクリニックモールという考え方が地域
医療の切り札として注目を集めています。医院を複合化することでトータルの利用者数を
高めることになり、駐車スペースの共有化や託児所の併設などスケールメリットを活かした
計画が可能になります。特に医院数が少ない、遠隔地では社会的意義も大きいと考えま
す。 
 
 また、クリニックモールは新しい土地活用の手段としても注目されており、アパート経営が
難しい土地でも、クリニックモールを建設し、賃借すれば収益が成り立つところもあります。
さらに開業医から見ると土地や建物を購入せずに開業できるので、経済的負担が軽くなり
ます。医師を対象とした開業セミナーも2005年度夏から精力的に実施しており、2005年度
は半年間で全国16カ所でセミナーを実施しました。 
 
 また、グループホームについても継続して取り組みを進めています。2005年7月には、賃
貸用有料老人ホームの運営会社である(株)メッセージと合弁で、積和サポートシステム
(株)を創設しました。これにより、当社が長年蓄積してきた豊かな生活を支える住まいに対
するハードおよびソフトの両面における総合的な提案力や技術力と(株)メッセージの施設
管理運営ノウハウとの相乗効果を期待しています。今後もより多角的に、高齢社会に対す
るさまざまな提案を進めていきます。

  
■クリニックモール 
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（3診療所+1調剤薬局+託児所のクリニックモール例）

1.きめ細やかな経営支援 
たとえば、お母さんが安心して診療を受けられるよう託児所を併設。地域のニーズに即し
たプラスαのプランを提案。

 

2.自然の保護・再生 
その土地に息づいてきた樹木を、シンボルツリーとしてゾーニング。  
センターパティオを設けて人々が集う憩いの場に。

 

3.自由設計の院内空間 
木のぬくもりに包まれる広々としたリハビリ室など、患者さんが快適に過ごせる空間づく
りもドクターの希望をもとに実現。 

 

4.人にやさしいユニバーサルデザイン 
歩道と車道を分離したメインアプローチ。 
アプローチから診療室までは、お年寄りやお子様、車いすなどすべての方にやさしいバ
リアフリーに。

 

5.自在な外構・外観デザイン 
地域の街並みや敷地内の緑に映える、低層タイプの佇まい。 
やさしい景観は、患者さんの緊張を和らげる役割も。
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 当社はこれまでもの社会の共通財産となる質の高い街づくりを手掛けてきましたが、
2005年度、住宅メーカーとして未来への責任を果たすために、改めて「まちづくり憲章」を
制定しました。 
 
 「まちづくり憲章」はこれまでの当社のまちづくりの中で培われてきたさまざまなノウハウ
をまとめ、持続可能性という考えに基づき、さらに発展させたものです。大きくは当社が考
える４つの価値（環境価値・社会価値・住まい手価値・経済価値）をベースにした「環境マネ
ジメント」、「タウンマネジメント」、「生活マネジメント」、「経済マネジメント」という4つの視点
から構成され、それぞれについて基本方針が定められています。今後は、より具体的な指
針を検討し、憲章の具現化に取り組んでいきます。 
 
当社はこの取り組みを通して、時を経るほどに美しさが深まり、住む人の愛着が増すよう
な持続可能なまちづくりをめざします。

 

 

 
まちづくり憲章 

 
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まもり 
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。 
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■まちづくり基本方針■ 
 

積水ハウスは4つの視点でまちをつくります。 
 

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 
 

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 
 

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
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 福岡アイランドシティは、福岡市香椎エリアに1994年から計画されている総面積400haの
ビッグプロジェクトです。新産業・研究開発ゾーンや複合・交流ゾーンに混ざりあった形での
住宅ゾーン（62.5ha）が計画されています。 
 
 今日、人と地球にやさしい環境共生の街づくりや子どもから高齢者・障がい者までの誰も
が健康でいきいきと暮らしつづけられる街づくり、市民自らが参画し活力あるコミュニティを
創造できる街づくりなどが、まちづくりの重要な課題としてクローズアップされています。 
 
 照葉のまちでは、積極的にコミュニティ形成や生活サポートにも取り組んでおり、住民の
手による自律的なまちづくりをめざして「照葉まちづくり協会」の設立にも協力しました。照
葉まちづくり協会が実施する、街の美化活動や各種交流会・イベント、防犯活動などを通し
て、「ご近所さん」意識が高まり、よりよい街の発展につながっていきます。 
 
 また、サービスとしてはタウンセキュリティに加えて、日常の生活を支えるため「暮らす名
人（メイト）」としてクリーニングの宅配・長期留守中の植物への水やり・託児サービス・買い
物代行などのサービスを提供しています。まちに住まう人同士のコミュニティ意識の向上と
それらを支える具体的なシステムが両輪となって、まち全体の価値が醸成していくと考えて
います。 

 

 

 

戸建住宅236戸、集合住宅1178戸、賃貸住宅
100戸の合計1514戸(予定)の大規模なまちづ
くり。

 
各戸に設置されたコントロールボックス。
タウンセキュリティや“暮らす名人”はこ
の端末でコントロールできます。

 地域の持つ伝統性と周囲の環境を活かしたまちづくりを宝塚・武庫山（兵庫県宝塚市）に
展開しています。 
 
 石積み職人“穴太衆（あのうしゅう）”の手による石垣の外構と既存の樹木を可能な限り
残し、また周囲の山々を借景とすることで、四季折々の自然の風情を肌で感じることので
きる街並みとなっています。電線類もすべて地中化し、景観に配慮した質の高い街を計画
しています。
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穴太衆による石垣    

「宝塚 武庫山二丁目」物件概要
戸建住宅用地55区画、共同住宅79戸。2005年5月宅地造成完了。

 コモンシティ伊奈学園都市（埼玉県上尾市）では個人とコミュニティのバランスを考えた街
づくりを行っています。「ポケットパーク」や「ふれあいこみち」といった空間で私空間と公共
の場をゆるやかにつなげつつ 、縁側土間やサンルームなどで住まう人の個性を演出する
ことのできる街を提案しています。  
 
 また景観にも配慮しており、電柱をなくしたメイン街路は「花鳥風月」をテーマにそれぞれ
のイメージカラーに基づいて計画されています。「花鳥風月」という自然をテーマにした街づ
くりが評価され、2000年には「彩の国さいたま景観賞」を受賞しました。 

コモンシティ伊奈学園都市

「コモンシティ伊奈学園都市」物件概要
戸建住宅172区画。1999年2月竣工。
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 「コモンステージ吉祥寺・桜の杜」(東京都武蔵野市）では、分譲地内の災害時の安心の
ために、共用設備として「防災倉庫」と「雨水貯留槽」を設けました。「防災倉庫」には緊急
時の救助器具などを備蓄し、隣接する小学校と連携をとりながら災害の初期対応に備えま
す。「雨水貯留槽」には常時20トン以上の水を蓄え、平常時には「プライベートガーデン」の
循環用水や植栽の散水用水として使用し、災害時には消防用水・家庭用トイレ排水として
使用することができます。 
 
 そして「プライベートガーデン」における住民共用の「炉」は、平常時にはガーデン・クッキ
ングなどが満喫できますが、万一の際は炊き出しにも利用することができる施設です。

 

 

 リフレ岬・望海坂（のぞみざか）（大阪府岬町）では、気象庁が2004年2月から開始してい
る緊急地震速報の活用方策評価（実証試験）に参加を予定しているJEITA（社団法人 電
子情報技術産業協会）の協力のもと、大阪ガスグループおよびNTT西日本グループと共同
で、緊急地震速報を活用したIT自動防災システムを158戸の戸建住宅に設置し、2005年4
月から実証試験を開始しました。 
 
 これは国レベルで進められている実証試験で、震源近くの地震計で観測されたP波(初期
微動）から地震の規模や位置、各地の震度などを即座に推計し、S波(主要動：地震の被害
は主にこれによる）の到達前にこれを知らせ、地震時の被害の軽減をめざすものです。速
報はS波到達の20～30秒前(東南海地震想定)に届き警報発令が可能です。数十秒という
短い時間でできることは限られますが、「机の下の安全な場所に移動する」、「寝ている赤
ちゃんを移動させる」といった対策は可能です。日頃から警報があった場合の行動をまと
めておくことで緊急地震速報は地震対策として役立つと考えています。

■IT自動防災システムのしくみ 
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住民の皆様と協働でIT自動防災システムを
用いた防災訓練を実施。
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 豊かな自然を活かしつつ安心を追求するセキュリティシステムを完備した、暮らしやすさ
をそのまま形にしたニュータウン「スカイレールタウン・みどり坂」(広島県広島市）。タウン
内には9カ所もの公園があり、どの家からもすぐ近くに公園があります。家のすぐそばで四
季を感じながら、家族でまた地域の方々とコミュニケーションを図ることができます。 
 
 また自治体と共同で始めたITを利用した住民密着型の情報サービスを導入して、生活支
援サービスが受けられるほか、タウン内6カ所に設置したWEBカメラの映像をオーナー専用
ホームページで見ることができ、お子様の安全をしっかりと確保しています。幼稚園、小学
校も徒歩圏内にあり、2005年10月には「のんの・みどり坂保育園」も開園しました。

 

のんの・みどり坂保育園（2005年）
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 福岡市と当社を含む開発7社で、海や緑が持つやさしさを反映させながら、“福岡にしか
つくれない街”をテーマに開発したシーサイドももち（福岡県福岡市）。138haものスペース
には、戸建住宅や集合住宅をはじめ、学校、博物館、総領事館、国立病院などを建設し、
住・職・遊の複合化を実現しました。 
 
 その中の商業施設は、世界で活躍する建築家の方々の設計により“個性が共存する”街
並みを、また戸建住宅ゾーンでは、住まいに風土や地域性を活かすとともに、緑の生け垣
や御影石の石積みを連続させて美しい街並みを演出しました。さらに電柱や電線を埋設
し、ボンエルフと呼ばれる住む人のふれあいを生む道路を実現するなど、現在、開かれた
海辺に理想高い街づくりを展開しています。

 

 

 

 

シーサイドももち   年月を経るごとに美しく変化します。

「シーサイドももち」物件概要
戸建住宅209区画。1993年竣工。

 コモンシティ星田(大阪府交野市)は、「永住の街～新しいふるさとと呼ぶにふさわしいまち
づくり」をテーマとして、自然と調和し、人にやさしい街となっています。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、住む人の誰もがふれあ
い、利用できるコモン広場を実現させました。また、二世帯同居住宅、ペアハウス住宅、斜
面地住宅などを混在させ、老若男女さまざまな人、ライフスタイルに対応した生活ができる
ように住宅地を形成しました。1991年に完成、10余年を経た今も住民の自主的な活動によ
り、美しい景観を保ち、資産価値も高く評価されています。2005年度は、住民や住民組織
による維持管理活動に実績を挙げている住民組織をまちづくりのモデルとして「住まいの
まちなみコンクール※」で国土交通大臣賞を受賞することができました。 
 
※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 
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コモンシティ星田   コモン広場

「コモンシティ星田」物件概要 
戸建住宅232区画。1991年竣工。

 当社では、マンション事業も手掛けていますが、戸建住宅の提供を通じて得られたノウハ
ウを活かし、集合住宅というより、「住宅集合」という視点で企画・設計にも取り組んでいま
す。 
 
 大都会東京にテラスをつくるという新しい発想で計画された「東京テラス」(東京都世田谷
区）では、当社の持つノウハウと青山学院キャンパス跡地という広大な自然環境を活かし
た集合住宅を実現しました。2万本を超える木々の中に、さまざまなコミュニティスペースを
設置し、多様なライフスタイルを提案しています。また、防犯面では、3段階のセキュリティ
と24時間の有人管理で安心と安全を確保しています。 

 

 
分譲マンション「グランドメゾン」 
 当社の分譲マンション｢グランドメゾン｣では、5つのデザインスタンダードという視点に基
づいて住まいづくりのみならず街並みづくりも行なっています｡これらのコンセプトが認めら
れてさまざまな賞を受賞しました。 

東京テラス

グランドメゾン苦楽園桜町（兵庫県西宮市） 
「第4回西宮市都市景観賞」 
既存の樹木や敷地の高低差などを活かすことで、建
物のボリュームを感じさせず、周囲の街並みと調和
しています。上品なデザインと質の高いエントランス
は、閑静な住宅地の雰囲気を醸し出しています｡こう
した配慮や工夫が､｢ゆとりとうるおいのある美しいま
ち｣をめざす西宮市の都市景観の向上に寄与してい
ると評価されました。 
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グランドメゾン大手前タワー（大阪府大阪市） 
「第19回大阪市ハウジングデザイン賞」 
大阪城の西、上町台地のビジネス街の一角にあり、
周辺オフィスビルと違和感のないクラシック調のデ
ザインで豊かな植栽を周囲にめぐらせて､重厚感が
ある25階建ての超高層住宅です｡免震構造を採用し
て､防災性の高い社会資産としての長寿命住宅をめ
ざしたものとして顕彰されました。 
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 当社は人事基本方針として「人材サステナビリティ」を2006年3月に宣言しました。これは
従業員と企業がともに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て、女性の活躍支援をはじめとする「多様
性」重視の施策を推進していくものです。 
 
 女性従業員をあらゆる側面からサポートする女性活躍推進グループの設置、すべての
従業員に公平に活躍の場を提供する職群転換制度(チャレンジ制度)の採用、各分野のプ
ロフェッショナルを育てるコース別人事制度の構築などの取り組みにより、仕事・生活の両
立や個々人の能力や活力を最大限に活かせる職場づくりをしていきます。 
 
 2005年度は「ゆとりと豊かさ創出プロジェクト」と題し、人材サステナビリティ宣言を実りあ
るものにするための基盤づくりとして、効率を高めるとともに従業員の活力を創出すべく、
すべての事業所において所内プロジェクトを設置し、改善活動を行いました。

 従業員が安心していきいきと働くことができなければ、会社の持続的発展もありえませ
ん。当社は、従業員が勤務中だけでなく、従業員とその家族との生活ひいては人生を通じ
て、ゆとりをもって豊かな時間を過ごせることが真の従業員満足のために重要であると考
えています。 
 
 この考えに基づき、心身の健康維持、暮らしの安定、余暇の充実、ライフステージの変
化、万一の事態などワーク・ライフ・バランスのとれた福利厚生制度の充実を図り、従業員
と会社、両者の相乗的発展をめざしています。

 
 

76



 

 
■能力開発の考え方 

 

 

 相手の幸せを願い、その喜びをわが喜びとする企業理念の根本哲学「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、能力開発と人材育成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、職務発揮能力と役割（職務）・成果を人事制度全般の基
軸として、新たなる実力主義を展開しています。 
 
 従業員を対象とした研修は、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
ることを主たる目的として、階層別および職能別の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1980年から全従業員対
象に毎年実施しています。

 

 

 風通しの良い企業風土を実現するために、職責者や管理職を対象とした「多面観察研
修」を実施しています。この研修では、職責者や管理職に求められる能力について、上司
や同僚からだけでなく部下からも観察と分析を受けます。 
 
 この研修を通して、職責者や管理職が自分の持ち味を把握するとともに、自己変革課題
を発見することができます。2005年度は計20回実施し、延べ857名が受講しました。過去累
計では1,459名が既に受講しています。

 従業員の自己啓発を積極的に支援する制度として、資格(検定)祝金支給制度を設けて
います。 この制度は従業員の自己啓発意欲の高揚を図ることを目的に、1973年に設けら
れた制度で、現在およそ150種類の資格を対象としています。対象資格は、建築士、FPな
ど幅広く設けており、個々人の技能士、宅地建物取引主任者、福祉住環境コーディネータ
ー能力向上に寄与しています。2005年度の本制度利用延べ人数は3,460人に上りました。 
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 また、通信講座の補助制度やビジネス図書の斡旋、ビデオソフトのレンタルなど従業員
の様々な自主学習を支援しています。通信講座には割安で受講できる約100種類のコー
スを設定し、一部コースでは受講料の補助も行なっています。「ビデオレンタルシステム」で
は、業務関連から資格、趣味まで幅広いビデオを無料で従業員に貸し出し、自己研鑽を奨
励しています。

 2004年度より、意欲ある従業員に活躍のチャンスを提供し、また社内における人材の適
材適所の人員配置を行うことを目的とした人材公募制度を導入しました。これは、特定の
事業やプロジェクトにおいて必要な人材を社内で公募し、希望する従業員自身が手をあげ
る制度です。 
 
 公募案件は、社内ホームページや社内文書で知らせ、希望する従業員は人事部内に設
置された人材センターに所定用紙で直接応募します。人材センターと公募元が書類審査と
面談などで選考し、結果を本人に直接通知します。応募、選考、結果通知などすべての過
程において守秘が徹底されています。 
 
 2005年度は、都市開発、まちなみづくり、地域商品戦略、医療ビジネス支援など7案件に
対し、約116名が応募、現在22名がこれらの部署のメンバーとして活躍しています。

人材公募制度の利用実績

2004年度 5件 応募   70名 配属 15名

2005年度 12件 応募 116名 配属 22名
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 2004年度よりスタートした「ゆとりと豊かさ創出プロジェクト」のもとに、2005年度には、全
国の事業所にも「所内プロジェクト」を設置。業務効率の改善や残業時間の削減につい
て、全従業員参加型の業務改革運動として、取り組んでいます。 
 
 業務効率化を推進し恒久的なゆとりと豊かさの実現に向けた取り組みをはじめ、ES(従
業員満足)の向上のための施策を実施し、従業員がより働きやすい職場環境づくりにつと
めました。 
 
 CSR推進においても、全国事業所にCSR推進委員を配置し、企業理念の浸透、コンプラ
イアンスの徹底、風通しの良い企業風土づくり、地域に根ざした社会貢献活動などをテー
マに、従業員の自主的な対話と参加を進めています。 

 

CSR推進委員会(本社)におけるグループ討
議

 グループ従業員の横断的なコミュニケーションツールとして、社内誌「ひと」を毎月発行し
ています。若手従業員や第一線社員の活躍ぶりを積極的に紹介し、全国のグループ従業
員がお互いに仕事での活躍ぶりや工夫、余暇の楽しみ方などさまざまな情報を共有する
役割を果たしています。 全社横断的な座談会や、注目すべき取り組みなどを特集記事で
紹介するなど、トップダウンだけでないリアルでタイムリーな情報発信と情報共有につとめ
ています。 
 
 イントラネットにおいては、従業員間の自由な意見交換、アイデア交換の場としての掲示
板「CSRサロン」を2005年度からスタート。立場や職種、地域に関係なく、職場の身近な問
題や制度への疑問など、多くのテーマについて活発に意見交換がなされています。イント
ラネットのなかでも人気のサイトとなっており、約500件/日のアクセスがあります。累計で
800件以上の投稿がありました。
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社内誌「ひと」

イントラネットサイト「CSR-Forum」の掲示板「CSRサロン」

 2005年3月、従業員14,756人を対象に職場に対する「従業員意識調査」を行いました。仕
事のやりがい、職場の雰囲気、教育の充実度、組織間のコミュニケーションなどについて
調査し、結果を社長をはじめとする経営幹部、そして全事業所長へ報告しました。 
 
 さらに社内誌・社内ホームページで全社員に調査結果の概要を公開しました。調査によ
り認識された課題については、関連部署が共同して必要な施策を講じています。なかで
も、この流れを受けた「組織風土革新プログラム」では、事業所長主導で、組織ごとに風土
やモラルの現状を認識し、今後の組織活力向上に資する具体策を立案・実施しています。 
 
 2年後の2007年に再度意識調査を実施し、組織風土その他の課題に関する達成状況を
再確認します。

 トップ自らが従業員とのコミュニケーションを重視し、全国事業所の幹部レベルだけでなく
若手・中堅社員との対話の機会を積極的に設けています。また、協力工事店の方々とのコ
ミュニケーションも同様に重要と考え、全国の事業所やエリアの「積水ハウス会」（協力工
事店の親睦組織）の定期会合などにも参加しています。 
 
 本社のCSR推進委員会では、社長も参加し、中期経営ビジョンS-Projectのねらいや積
水ハウスのめざすべき方向、本社のあり方などについて若手社員と対話をすすめるなど、
従業員とのコミュニケーションを図りました。
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■危険ゼロシステム 

 

 住宅の施工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
足いただける高い品質を保つためには、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。当社従業員のみならず関係会社の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労働安全衛生マネジメント体制の整備に注力し
ています。 
 
 特に、危険要因の低減を図るために厚生労働省が推奨している「労働安全衛生マネジメ
ントシステム」をベースに、さらに過去のデータやノウハウを取り入れた独自のマネジメント
システムとして「積水ハウス危険ゼロシステム」を策定し、運用しています。「危険ゼロシス
テム」では、全社および事業所ごとに毎年作成する「施工安全衛生年間計画」を核として、
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、実効性のある安全衛生管
理活動を展開しています。 
 
 今後も災害防止対策や安全衛生教育研修を実施するだけではなく、「目で見る安全衛生
ポイント集」や「点検・補修安全作業マニュアル」などのツール活用などの具体的な活動と
合わせ、労働安全衛生水準の一層の向上をめざします。
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目で見る安全衛生ポイント集

 施工現場における安全衛生を確保するには、設備および行動の両面から具体的な活動
を推進していく必要があります。当社では、毎年策定する年間計画に重点項目として集中
的に取り組むテーマを絞り込み、全社で展開しています。 
 
 2005年度の重点項目は、設備面では可搬式作業台の普及や開口部養生の徹底、行動
面では作業手順書の徹底やKY(危険予知)活動の定着化を掲げ、当社と協力会社が一体
となって活動を行いました。 
 
 当社と協力工事店が合同で、当社の現場に合わせた「安全推進書」による日常的なチェ
ックや定期的に実施する安全パトロールにより、重点項目を中心に実施状況を確認し、第
三者の目で現場の安全面を確認しています。当社だけでなく、協力工事店と連携した活動
を推進し、良い事例の共有化や必要な是正を行なうことによって、安全レベルの向上を図
っています。

 

 

現場におけるKY（危険予知）活動安全機材検討会

 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、これを核
に災害防止対策や安全衛生教育研修を実施しています。 
 
 2005年度のスローガンを「KYヨシ！作業手順ヨシ！“危険ゼロ”ヨシ！」と掲げました 。毎
年実施する安全管理者研修や現場監督研修、安全推進大会などの研修に加え、2005年
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■2005年 安全衛生研修など実施状況 

 

 
■過去５年間の労働災害発生件数の推移  
（営業・本支社部門） 

 
（生産部門） 

 

度は、全施工従事者を対象とする「職種別安全研修」を新規に導入しました。 KY（危険予
知）活動や作業手順の浸透定着を促すことを主目的とするもので、今後の成果が期待され
るものとして全国で実施中です。 
 
 また、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。 。

受講人数  総計 62,638人

総括安全衛生管理者研修 254

安全管理者研修 92

現場監督研修 306

事業主研修 3,179

職長教育 4,276

安全推進大会 23,685

職種別安全研修 13,169

その他 17,677

 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定・作業標準の見直しを実施することで歯止めを行って
います。 
 
 また、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、実効性の高い改善につなげます。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、災害防止活動の更なるボトムアップに役立てています。

  業務災害（内休業） 通勤災害（内休業） 計（内休業）

2001年度 30 (5) 12(3) 42 (8)

2002年度 31 (8) 8(1) 39 (9)

2003年度 35(10) 8(1) 43(11)

2004年度 47(10) 12(2) 59(12)

2005年度 52 (9) 7(1) 59(10)

  業務災害（内休業） 通勤災害（内休業） 計（内休業）

2001年度 18 (3) 0(0) 18 (3)

2002年度 19 (3) 0(0) 19 (3)

2003年度 16(2) 0(0) 16(2)

2004年度 4(0) 0(0) 4(0)

2005年度 9 (1) 1(1) 10(2)

 事業を持続的かつ健全に運営していくためには、従業員が身体的な健康だけでなく、「心
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の健康（メンタルヘルス）」も良好に保つ必要があります。現代社会では、会社や家庭生活
においてさまざまな不安やストレスを感じることも少なくありません。 
 
 当社では、このようなストレスをできる限り軽減し、従業員が常に前向きに業務に携わる
ことができるよう、社外機関と連携し、メンタルヘルス相談窓口を開設しています。この窓
口を利用することにより、従業員およびその家族が専門家によるカウンセリングを無料で
受けられます。相談者のプライバシーは完全に保護され、委託先から当社に相談者名簿
が公表されることは一切ありません。また、2005年度は、「メンタルヘルス・セルフケア研
修」を行い、222名が参加しました。
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 当社では1980年度に人権擁護推進委員会を設置して以来、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。2003年2月には、
人権擁護活動の一層の充実を図るために人権推進室を設置しました。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企業の社会的責任であるとの認識のも
と、人権推進室では、全社における人権擁護研修を企画・実施するとともに、従業員相談
窓口を設置、人権問題に関する調査・研究などの業務を行っています。 
 
 具体的な取り組みのひとつとして、社内外の人権問題について広くカバーした「人権啓発
レポート」を1990年度より毎年発行し、従業員への人権教育に役立てています。このレポ
ートは、人権問題のケーススタディなどを使ってグループ討議・自主学習を進めることで従
業員の人権問題を捉える視点を醸成するテキストであり、急速に変化する人権と社会の状
況や社内の人権擁護活動を報告する白書として毎年充実させています。また、人権パネ
ル展の開催なども1993年から10年以上にわたり継続実施しています。

人権パネル展 
2005年度は総合住宅研究所を含む7会場
で開催し、従業員だけでなく社外の方々に
も多く見学していただきました。

 1997年に労働省「職場におけるセクシャルハラスメントに関する調査研究会」の行ったア
ンケートによると、女性労働者の6割が、「職場においてセクシャルハラスメントがある」と回
答しています。当社では人権研修において女性の人権問題を重要課題として取り上げ、
「人権啓発レポート」にセクハラ認識度チェックシートを掲載し、研修時に活用しています。
また、社内にフリーダイアルの「セクハラホットライン」を設け、女性担当者を含む人権推進
室の専任のメンバーがセクハラについての相談や質問に対応してます。

 人権擁護研修は、職能研修・安全衛生研修とともに、当社の社員研修3本柱のひとつと
位置付けています。1980年以来、実施要綱に基づいた年度計画のもと、全従業員参加で
毎年実施しています。 
 
 人権擁護研修の目的は、あらゆる人権問題に対して正しい理解と認識を深めるとともに
「差別をしない・させない・ゆるさない」という企業体質をつくること。2005年度も、同和問題
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をはじめ、女性・在日外国人・障がい者問題などのテーマについて研修を実施しました。さ
らに、毎年8月に2泊3日で行われる「部落解放・人権夏期講座」には、1981年度より幹部社
員の参加を必須としています。 
 
 2005年度は支店・工場の幹部社員39名が参加、累計853名となりました。今後も当社の
企業理念の根本哲学である「人間愛」の実践として、人権擁護研修の充実を図っていきま
す。

2005年度実施の主な人権研修テーマ 
ノーマライゼーションってなに？（福祉と人権のまちづくりをめざして） 
パワー・ハラスメントを起こさない職場をめざして 
企業と人権～私たちの課題 
固定観念・偏見・差別 
差別の根源に迫る取り組み 
自分を見つめる～同調と傍観 
女性問題・同和問題 
人権の世紀をともに生きる 
人権を学び新しい自分を発見するサマーセミナー 
同和問題（人権）と企業の社会的責任

 

人権啓発レポート 
人権啓発に対する取り組みをまとめています。
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 住まいづくりにおいて性別にかかわらない多様な感性が非常に大切です。当社では、
「人材サステナビリティ」の大きな柱として今まで少なかった女性営業社員を積極に採用し
ています。2009年までの3年間で2000人の営業社員の増員を予定していますが、そのうち
600人は女性で計画し、中心的な戦力と位置付けています。今後、女性の能力をいかに引
き出すかが企業の成長力を左右すると考えています。 
 
 2006年度は、育児休業制度の拡充と支援施策の実施や退職者復職制度、一般事務職
から営業・技術職への職群変更制度などを充実させ、さらに、「女性活躍推進グループ」を
人事担当役員の直轄のもとに新たに設置し、女性社員をあらゆる方向からサポートしてい
きます。

 長寿命住宅の実現をめざす当社にとってリフォーム事業の充実は欠かせません。これま
でに戸建住宅を提供した約70万世帯のお客様に対して、より快適な生活環境を提案し、末
永くお住まいいただくことで、顧客満足（CS）の向上と環境負荷の低減を同時に達成するこ
とができると考えています。2005年2月よりリフォーム事業を分社化※し、事業の拡大を進
めています。 
 
  リフォーム事業は地域に密着したきめ細かな対応が必要となるため、当社はこれを担う
人材として、主婦を含む女性を積極的に採用する方策を2004年度より開始しました。性別
にかかわらず、その人が持つ「生活感覚」がお客様の住まいに関するニーズを引き出し、
最適なご提案に活かされると考えます。家事や育児と両立できるよう、選択制週休3日制
を採用しており、出産育児などの理由で退職された主婦の方の社会参画推進にも寄与し
ていきたいと考えています。 
 
  これまで女性リフォーム営業担当者は数人でしたが、2005年度には全国において116名
の女性を新規採用しました。今後も順次エリアを拡大し、生活感覚と経験豊富でセンス豊
かな女性のキャリアを活かす雇用を進めていきます。 
 
※積水ハウスリフォーム株式会社（積水ハウス100％出資子会社）。

リフォームアドバイザー（営業）の研修風景

 2004年度から、当社は大阪府の「男女いきいき・元気宣言」事業所に登録しました。これ
は「女性の能力活用」や「仕事と家庭の両立支援」など、男女共同参画社会の実現に向け
て積極的に取り組みを進める意欲のある事業者を、府が「男女いきいき・元気宣言」事業
者として支援する制度です。これをきっかけとし、今後も雇用の機会均等をベースに、女性
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■男女雇用比率(2006年1月31日現在) 

 

 

  
■障がい者雇用率 

も男性もともにいきいき働ける職場づくりを進めていきます。

 当社は営業社員を含め、女性がその能力を十分に発揮できるようつとめています。2006
年1月末現在、女性管理職は8名です。今後2009年までの間に管理職を20名、主任上位ク
ラスを50名にします。今後も男女が公平に活躍できる職場づくりをめざします。

従業員総数

14,070名

女性 男性

2,050名 12,020名

 当社では次世代育成の重要性を考え、育児休業制度は法定を上回る体制を整備し、子
が1歳6ヵ月 (または1歳到達後の4月末日までのいずれか長い方) まで取得可能としていま
す。短時間勤務も小学校に入学するまで取得可能とし、小学3年生までの子を持つ場合に
は就業時間を変更することも可能にしています。介護休業制度についても2006年4月から
その取得要件を緩和しました。 
 
 また、出産・育児・介護などで休職した従業員が円滑に職場復帰できるよう、短時間勤務
を選択することができます。 

  
■育児・勤務時間短縮・介護休業制度利用状況 

  育児休業制度 短時間勤務制度 介護休業制度

2003年度 16名 2名 0名

2004年度 25名 3名 2名

2005年度 34名（内 男性1名） 5名 1名

 当社では、障がい者雇用を単に法律要件を満たすためではなく、「生涯住宅」を提供する
企業としての社会的使命と捉え、継続的に雇用推進につとめてきました。2004年4月施行
の法改正の影響で、当社の障がい者雇用率は、一時的に法定雇用率（1.80％）を下回りま
したが、2006年2月には、1.83％とわずかながらも上回っています。今後も、各支店に1名
以上の障がい者が勤務し、ともに前向きな活力を持って、仕事に取り組むことができる企
業をめざしていきます。

2003年2月 1.90％

2004年2月 1.76％

2005年2月 1.84％
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2006年2月 1.83％

ボランティア休職制度 
 ボランティア休職制度は、2004年8月に新たに設けられた制度で、ボランティア活動への
参加、従業員の国際社会への貢献などを積極的に支援するのが目的です。勤続3年以上
で、独立行政法人国際協力機構が行う青年海外協力隊として派遣される従業員が対象と
なります。  現在すでに1名が休職し、ボランティア活動に従事しています。 
 
積立年休制度 
 社員が傷病・介護・看護などで、日常想定している範囲を超えて仕事を休まなければなら
ない状況となったときにも、安心して対処し、しかるのちに再び十分な活躍ができる環境を
整えることを目的にした制度です。 
 
 年次有給休暇は、権利発生後2年間のうちに使用しないと無効となります（法定どおり）
が、この失効分の年休を積み立て、一定の事由が生じた場合に使用することができること
にしました。積み立てることのできる年休は、過去３年間に失効した年休とし（最大60日
間）、前年繰越分と当年付与分（ともに最大20日間）を加えると、年間最大100日使用可能
となります。 
 
 この積立年休制度は、一定の要件を満たすボランティア活動にも利用することができ、従
業員の社会貢献活動を活発化することも目的としています。
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 中期経営計画(S-Project)の一環として2005年2月より従業員の成長に向けたさまざまな
人事施策を展開しています。さらに2006年度に宣言した「人材サステナビリティ」を実りある
ものにするための基盤づくりとして「ゆとりと豊かさ創出プロジェクト」を推進しています。私
たちはめざすべき「ゆとりと豊かさ」を次のように考えています。 
 
 「ゆとり」とは職務に追われ、ほかのすべてを見失うのではなく、長期ビジョンを持って自
己の人生や仕事を考え、家族愛も実践でき、より質の高い仕事への改善・改革、自分のキ
ャリアづくりなど様々な「チャレンジ」が出来る前向きな力。 
 
 「豊かさ」とは仕事で良い成果を生むことによって実感できる、仕事のやりがい（達成感・
充実感・満足感）、人生の生きがいといった精神的な豊かさと、仕事の成果を適正に分か
ち合うことにより享受できる経済的な豊かさ。 
 
 業務の効率化を図るこのプロジェクトは、各事業所単位で進めています。それぞれの事
業所でプロジェクトリーダーを選出し、リーダーを中心に現状の把握、問題のレベル分け、
改善手法の策定などを行います。複数の組織間にわたる課題や全社に関わる課題に関し
ては、本社の推進部門を通して、大きくプロジェクトを展開していきます。およそ1年間のプ
ロジェクト活動を通して業務の効率化はもとより、ライフ・ワーク・バランスの意識の啓発を
行っていきます。プロジェクトチームは全国の事業所148カ所で組織され、取り組みを推進
しています。 

事業所で作成した業務効率向上のためのマニュアル
事業所ごとの改善活動が広がっています。

 住宅業界においては、お客様の帰宅を待ってご訪問する場合が多いため、業務が深夜
におよぶことがあります。 
 
 当社では、「ゆとりと豊かさ創出プロジェクト」の一環として、退社時間を早める目標設定
と運動を全国で推進しています。これは単に「早く帰る」ことだけが目的ではなく、そのため
の業務の効率化や意識の改革を目的としています。従業員一人ひとりが参加しながら、各
自の業務を見直し、どうすればお客様の満足を向上させながら業務効率を上げられるかを
考えています。 
 
 他の従業員の参考になる取り組みについては、毎月発行する社内誌に連載記事として
取り上げるなど、全社で水平展開をしています。
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 住宅1棟には6万点もの部材を用い多くの取引先と関わることから、当社ではサプライヤ
ーに対するマネジメントも重要な課題と考え、主要取引先を対象とした環境調査の実施、
取引先の事業所や工場の個別視察などを通してコミュニケーションを図っています。 
 
 その結果、取引先からの積極的な提案も行われています。2005年度には、主要取引先
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を行いました。

 

 
■主要取引先の環境マネジメントシステム導入状況  

 

 

 

 2000年から主要な取引先を対象にアンケートによる環境調査を実施し、環境マネジメント
システムの導入状況や具体的な取り組みを調べています。調査結果に基づいて、個別の
生産工程の視察やヒアリングを行うこともあります。 
 
 2005年度は181社に対してアンケート調査を実施しました。継続的に環境に関するコミュ
ニケーションを進めることで取引先の環境意識も高まっています。その結果、環境マネジメ
ントシステムを導入する取引先が増えています。

環境調査の主な内容 
 

1) 環境マネジメントシステムの導入状況について

2) 環境に対する企業姿勢について

3) 具体的な環境取り組みについて

 

・生産時における環境取り組み（エネルギー・資源・化学物質） 
・事務所等における取り組み 
・社外の環境保全活動に対する支援 
・環境コミュニケーション 
・環境配慮製品 

4) 法規制対応について
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 など

 当社は積水ハウス従業員だけでなく、関係会社や協力工事店の従業員の方にも、安心
して働ける職場環境を提供することが重要と考えています。規模の小さな協力工事店で
は、独自の福利厚生システムの構築が難しいケースが少なくないことから、当社が「セキス
イハウス協力会」という組織を設け、スケールメリットを活かして職方さんへの福利厚生制
度の充実などを図っています。 
 
 「セキスイハウス協力会」は積水ハウスを含む全国の施工協力会社の集まりとして運営
される任意の団体です。協力工事店における福利厚生の推進、雇用管理の指導、援助助
成を行い、雇用環境の改善、施工従事者の福祉増進を図っています。 
 
 積立年金制度や入院補償制度などのほか、職方さんの知識と技術の向上を促す主任技
能者検定制度なども設けることで、安心して当社規格に従事してもらうことができ、施工精
度の向上にもつながります。

■セキスイハウス協力会取扱制度 

※積水ハウスより助成金を支給

事業主共済制度 在職功労金制度※

・現場業務上災害弔慰見舞
金 
・第三者損害賠償共済 
・盗難共済 
・健康診断補助金

・主任技能者技能奨励金
※ 
・積立年金制度※ 
・入院補償制度 
・がん保険制度

 
パンフレット
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 当社の住宅の品質を保つために、協力工事店の職方さんの高い技術力は欠かせませ
ん。当社の住宅の技術や技能の基本を習得し、かつ肉体的、精神的、社会的に健康な職
業人を育成すべく、全国3カ所に技術研修センター・訓練校を設けています。 
 
 訓練カリキュラムは、1年間をかけて社会人としてのマナーから施工技術まで幅広く学ぶ
普通過程と、実践を中心に短期間で集中的に学ぶ短期課程の2種類があります。訓練期
間中に、建築のプロに必要な資格取得をめざすこともでき、また訓練校普通課程を修了す
ると、技能士補の資格が得られ、その後の資格取得の受験資格として必要な実務経験年
数が短縮されるなどの特典もあります。2005年度までに累計で1,462名の技術者・技能者
が訓練校を卒業し、全国各地で活躍しています。 
 
 また、厚生労働大臣名で団体認定第1号の検定制度「セキスイハウス主任技能者検定」
を実施しています。国が行う技能レベルを公証する「技能検定」制度はありますが、当社の
施工に必要な技能は、国の検定では十分に評価できないということから、「自分たちで自
分たちの技能を正しく評価できる制度をつくろう」ということで設けた制度です。本制度は技
術者・技能者自身の技能レベルの保持と技能向上と意識啓発にも役立っています。2005
年度までの合格者数は11,274名にのぼります。

  
即戦力をめざした、実践的なカリキュラム。 

 

 

建築のプロを育成するのが訓練校の目的です。 
それだけに、研修カリキュラムも実際の施工現場を想定した実技中心の設定となっていま
す。 
また指導は、プレハブ建築家において業界トップの経験と知識を誇る指導員が担当。 
先進技術を確実に習得することで、プロとしての技術力を高めて行きます。

設立 訓練カリキュラム
卒業 
人数

東日本校 1987.4 普通課程
短期課程 
内装コース

    753

関西校 1987.5 普通課程
短期課程 
内装コース

短期課程 
外装コース

短期課程 
基礎コース

303

短期課程 
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西日本校 1991.3 普通課程 内装コース     406

 廃棄物の排出事業者である当社にとって、自社の廃棄物マネジメントを強化し、廃棄物
処理の責任を全うすることは、事業をつづけていく上で必要不可欠であると認識していま
す。当社では従来より廃棄物の処理委託業者に対して、遵法性、情報公開、環境保全へ
の取り組みなど、一定レベル以上の水準を満たした優良・健全な業者を選定するガイドラ
インを設け、運用しています。全国の新築・解体現場から発生するさまざまな廃棄物の処
分については、登録された業者のみで処理ルートを構築し、サプライチェーンとみなして定
期的な確認を行い、水準を維持しています。また、マニフェスト伝票についても法定期間内
の回収、チェックの強化を図り、管理の徹底を行っています。 
 
 特に新築現場より排出される廃棄物については、環境省の広域認定を取得し、すべてこ
の認定に登録されたルート内での処分を行っています。また、処理内容についてもリサイ
クルの質を落とさないための評価システムを構築し、運用して行くための準備を行っていま
す。 
 
 これらの活動を実施する社内組織として、本社の環境推進部を中心として全国の事業所
には廃棄物管理責任者が、また、工場、資源循環センターには環境管理責任者が配置さ
れ、それぞれのサイトごとに廃棄物管理体制が敷かれています。
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 株主の皆様に必要な情報を公平にお伝えできるよう、さまざまな工夫をしています。株主
総会に出席できない株主の皆様の議決権行使などの利便性を向上させるため、欠席の場
合の書面による議決権行使に加えて、2003年4月（第52回定時株主総会）より、インターネ
ットによる議決権行使も行うことができるようにしました。 
 
 さらに、2005年4月（第54回定時株主総会）より、携帯電話を用いたインターネットでも議
決権行使を可能としました。また、2005年2月よりホームページ上から誰でも登録できる「IR
メールニュース」配信サービスを開始し、当社の最新のニュースリリースをメールでお知ら
せしています。 
 
 また、2005年4月には株主の皆様には当社のIR活動についてアンケート回答をお願い
し、多くの回答をいただきました。株主の皆様からいただいた貴重なご意見をもとに、さら
に読みやすい事業報告書へのリニューアルや総会運営、株主施策の立案を進めていきま
す。

 

 

事業報告書

 1株当たり18円の株主配当金を安定的な配当として継続する一方、会社の状況を総合的
に勘案しつつ特別配当や記念配当を実施し、株主の皆様への利益還元を図っています。
また、資本効率を改善させることで長期的な株主利益の増進を図るよう努力しています。 
2006年1月期以降の配当金については年間2円の増配を行い、1株当たり年間20円を安定
的な株主配当としています。 
 
 今後の方針として、業績の伸長に応じても積極的に利益還元を行う予定であり、機動性
が求められる営業先行投資、研究開発、設備投資などを勘案の上、キャッシュフロー重視
型の配当政策を進めます。 
 
 また、2005年より株主の皆様に、保有株数と保有期間に応じた株主優待ポイントを付与
し、当社グループとの取引の際の値引きに利用していただくことのできる株主優待制度を
導入しました。 
 
 ポイントは戸建住宅および共同住宅新築工事、請負代金50万円以上のリフォーム工事、
分譲マンション・建売住宅の不動産売買契約、不動産売買又は交換の媒介契約(代理契
約を含む。)手数料、建物賃貸借契約の初回賃料など当社ならびに規約に定める積水ハ
ウスグループ企業との建築工事請負契約その他の取引に利用できます。（但し、利用でき
る取引内容や値引き上限等の制約があります。） 
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 住宅メーカーである当社にとって、住宅を建設するだけでなく、住文化や暮らしの文化を
発信することは重要な社会的責任であると認識しています。この社会的責任を果たすため
に、住文化向上のための取り組みや、体験学習を通じた教育支援への取り組みを進めて
います。 
 
 住文化向上のため、当社は住まいと暮らしに関する図書を集めた「住まいの図書館」を
運営しています。また、日本の住宅・まちづくり研究の第一人者であった西山夘三氏の蔵
書や研究資料などを受け継ぎ、広く研究者、および社会の住まいとまちづくり研究に資す
ることを目的として設立されたNPO法人「西山夘三すまい・まちづくり文庫」の活動支援な
ども行っています。 
 
 教育面では、教育現場における「総合学習の時間」や「生活科」などの広がりを受けて、
企業と連携し社会学習・体験学習を実施するカリキュラム充実の動きに協力しています。
小学校から大学までの幅広い層の方に、体験学習の場として、当社の体験型施設「住ま
いの夢工場」や「総合住宅研究所（京都府木津町）」を利用していただいています。2005年
度は約7,000名の学生がここを訪れ、体験学習を経験しました。
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 「自分流の豊かさを見つける才能」というテーマで、2004年9月に「生活リテラシーブック」
というオリジナル本を創刊しました。リテラシーとは、OECD（経済協力開発機構）の拡大し
た定義によれば「生きるために必要な知識・技能・教養」とされています。当社はこれにさら
に“生活”というキーワードを加え、「生活リテラシー」という言葉をつくり、「暮らしと住まいを
より豊かにする力」という意味を込めました。 
 
 2005年度は「すこやかな眠り」と「菜園のある暮らし」をそれぞれテーマに、第2号、第3号
を発刊しました。第2号の「すこやかな眠り」では、「不眠の時代」と呼ばれる現代において、
ぐっすり眠るための生活ノウハウからその環境づくりについて。また、第3号の「菜園のある
暮らし」においては、庭に菜園を加えることはただ野菜を作るだけでなく、五感やコミュニケ
ーションの回復も図り、食育にもつながるものと位置付けています。また、コンポストづくり
をすることで地球環境改善へもつながることも提案するなど、多彩な情報をお伝えしていま
す。

 

 

 

literacy 002 good sleep 
「すこやかな眠り」

literacy 003 kitchen gardening 
「菜園のある暮らし」

 総合住宅研究所「納得工房」では、住まいと暮らしについて一般の方と従業員がともに楽
しみながら考えていく勉強会「すまい塾」を実施しています。「すまい塾」には、「こだわり講
座」と 「公開講座」の2つがあり、住まいづくりの予定の有無を問わず、関心をお持ちの方
であればどなたでも参加していただくことができます。 
 
 「こだわり講座」では、住まいに関する正しい知識から納得できる住まいづくりのポイント
まで、総合的な知識を身につけていただきながら、自らの暮らしを振り返り、“理想のわが
家”を見つけていただくことを目標としています。納得工房での「すまい塾」をアレンジした、
事業所版「すまい塾」も全国各地で開催しました。開催場所は、当社のホームページ上で
確認していただけます。

基礎コース（全8回・4ヶ月間） 2005年度受講者数：45名

体験学習等講義を通し、住まいに関して幅広く公正な知識を身に付けつつ暮らしを振り
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■2005年度に開催した｢公開講座」 

 

返り「わが家のテーマ」を自らの手で探る。卒業制作でテーマボードを製作。

専科コース（全4回・2ヶ月間） 2005年度受講者数：20名

敷地・外構計画等の学習後、実際の敷地に則したプランニングを体験する。卒業作品と
してプランニングボードを製作。

基礎コース カリキュラム 
1 入門・生涯住宅 
2 キッチン計画 
3 空気・熱性能 
4 音性能・収納／法律・庭づくり 
5 インテリア計画 
6 構造・耐久性／家相の基礎知識 
7 照明・わが家のテーマ発見 
8 修了式

専科コース 
1 入門／敷地・外構計画 
2 プランニング(1) 
3 プランニング(2) 
4 修了式 
 
 
 
 

 そして、毎月開催する「公開講座」では、住まいと暮らしに関した多彩なテーマで社外から
講師をお招きしています。2005年度は13回開催、延べ1,505名もの方に参加していただき
ました。講座終了後には、講演録「すまい塾誌上公開講座」を発行し、生活や生き方に役
立つ旬の情報を、幅広いテーマで社内外に広く発信しています。

回 テーマ 講師
受講
者

136 スパイス健康活用術 スパイススタジオ 武政 三男 93

137 知って納得！水とからだの健康 同志社女子大学教授 左巻 建男 89

138 こうすれば脳は若返る！ 作家、医学博士 米山 公啓 230

139 ひと鉢からはじまる緑のまちづくり
ランドスケープアーキ
テクト

二見 恵美子 146

140
ドイツ流シンプルで心あたたまる
暮らし

生活評論家 沖 幸子 147

141 五感で楽しむ中国茶
中国茶文化国際検定
協会 
会長

棚橋 篁峰 83

142 身の丈の家
神戸芸術工科大学教
授

鈴木 明 55

143 東大寺大仏が過ごした1253年
奈良国立博物館学芸
課 
資料室長

西山 厚 95

144 暮らしに役立つ色彩 住人十色
有限会社 色彩環境計
画室

葛西 紀巳子 159

145 ライフスタイルと健康
大阪大学 医学部教
授

森本 兼曩 119

146 粗食のすすめ 管理栄養士 幕内 秀夫 119

147
音宇宙へのいざない～北インド古
典音楽

シタール奏者 南沢 靖浩 102
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148 マメな豆のはなし 熱帯植物研究者 吉田 よし子 68

1505

（敬称略）

第141回公開講座  
五感で楽しむ中国茶

 
第147回公開講座  
音宇宙へのいざない～北インド古典音楽～

これからも、住まいと暮らしのコミュニケーション活動に取り組み、住文化向上に寄与した
いと考えています。

こだわり講座塾生の体験の様子

 大阪芸術大学からのインターンシップ生の受け入れがきっかけとなり、同大学デザイン
学科の教授である喜多俊之氏とともに、同大学の学生を対象に「次世代の住空間デザイ
ン」商品企画コンペティションを開催しました。 
 
 多数の学生から、住宅商品のデザインとアイデアが43点も寄せられました。これらの応
募作品のうち28点の作品を梅田スカイビルの公開展示スペースに展示し、優れた作品5点
を表彰しました。これらのデザインやアイデアは、当社の商品に活かすことができるよう研
究を進めています。 
 
 当社の技術力と学生からの斬新なアイデアを掛け合わせることで、両者にとって新たな
一歩を踏み出すきっかけになればと考えています。
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作品展示会

 総合住宅研究所（京都府木津町）と東京支社（東京・新宿）の2ヶ所にある「住まいの図書
館」では住まいや暮らしという視点で図書や雑誌を収集し、住文化の発信を行っています。
年間の来館者は約3,000名近くにものぼり、住まいづくりを考える方ばかりでなく、建築を学
ぶ学生や建築の専門家の方々にも利用していただいています。 
 
 各館で1万冊を超える蔵書には、家を建てるときに役立つ実用本から、住まいの歴史、イ
ンテリアデザイン、ユニバーサルデザイン関連の書籍、建築家の作品集やエッセイに至る
まで、建築の専門書に限らず、一般の方々にも親しんでいただけるさまざまな住まいに関
する図書や雑誌を幅広く取りそろえています。また、手続きをしていただいた方には、図書
の貸し出しも行っております。 
 
 総合住宅研究所内の「住まいの図書館」は、所員の研究のみならず、「すまい塾」塾生の
皆様に主に利用していただいています。一方、東京の「住まいの図書館」は、一般公開さ
れており、蔵書や建築家の雑誌掲載作品の検索も可能です。館内には、ル・コルビュジエ
の「LC1スリングチェア」やマッキントッシュの「ヒルハウスI」など、世界の著名な建築家によ
るデザインの椅子を取り揃え、まるで書斎にいるような雰囲気の中で、ゆったりと読書を楽
しんでいただけます。

住まいの図書館（東京・新宿)

 

豊富な専門書

新着図書紹介コーナー
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 当社総合住宅研究所内にある「納得工房」では、人間性豊かな住まいと住環境をつくる
ために、生活者とともに体験・検証する「生活体験学習基地」として、1990年の開設以来50
万人を超える来館者が訪れています。そして、その半数以上の方々は住まいづくりを体験
的に学ぶことを目的に来館されています。 
 
 「納得工房」は見るだけでなく、手で触れたり、身体で感じるなど、五感をフルに使って住
まいについて学べる施設です。社会見学の場として小学生から大学生・専門学校生まで
幅広く公開し、建築だけではなく生活や福祉などの学習施設として多数活用されており、
2005年度は5,000人を超える学生の皆さんが全国各地より見学に訪れました。 
 
 学習プログラムのひとつ「住まい体験学習」では、建築系・生活科学系・デザイン系の大
学生を対象とし、学校種別による推奨コースを設定して案内するなどの工夫をしていま
す。2005年度は約300名の学生が受講し、特に生涯住宅ゾーンでは、「GARO体験」と呼ば
れる拘束器具や車いすなどを使用した障害・老化・一時的ケガなどの身体的状態の擬似
体験ができ、福祉や医療関係の各種学校や大学生の来館が増加しています。徒歩5分の
場所に宿泊施設もあり、遠方からの参加者も受け入れています。 

 

 

 

 全国6カ所に、体験型提案施設「住まいの夢工場」を設置しています。これはお客様に住
まいについて多くのことを体験していただき、納得のいく住まいづくりを考えていただくため
の施設です。また、それだけではなく、住まいを通じて社会に貢献する企業として、小学生
や中学生の皆さんにもご利用いただくことで学校教育の支援にも取り組んでいます。2005
年度は約1,500人の学生の方々に体験学習を受講していただきました。 
 
 学校教育では、体験を活かして「住生活」について学ぶ機会がないので、生活科、家庭
科、総合学習の授業を利用し、教育現場と当社が一体となり啓発を行っています。ここで
は、防災・防犯など、住まいの安全と安心、ユニバーサルデザイン、暮らしと環境、エネル
ギーなどのテーマで、楽しみながら体験学習ができるようにしています。 
 
 体験学習プログラムのひとつに震度7クラスの揺れが実際に体験できる「安震館」での地
震体験があります。そこでの体験は、子どもたちの記憶に残るとともに、子どもたちが自宅
でその体験を話題にすることで、そのご家族の防災意識が向上するという波及効果もあり
ます。 
 
幼いときの印象深いできごとは、いつまでも記憶に残るものです。子どもたちが、将来自分
の家を建てるときに、「安震館」での体験を思い出し、災害に強い住まいづくりを実践してく
れること、そしてそのことが少しでも災害で悲しむ人を減らすことにつながると信じて、今後
も多くの子どもたちを招いていきたいと考えています。

2005年度は1,550名の学生に来館いただきました。
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1
東北 住まいの夢工
場

宮城県加美郡色麻町大原８
番地

2
関東 住まいの夢工
場

茨城県古河市北利根2

3
静岡 住まいの夢工
場

静岡県掛川市中1100

4
北信越 住まいの夢
工場

富山県射水市有磯2-27-3

5
滋賀 住まいの夢工
場

滋賀県栗東市下鈎333

6
山口 住まいの夢工
場

山口県山口市鋳銭司5000  

 当社は、次世代の職業人育成を支援することも企業の社会的責任であると考え、大学生
のインターンシップを実施しています。2005年度までは、総合住宅研究所を利用した実習
や研究サポートをプログラムとし実施してきましたが今後はさらに、実際の住まいづくりの
現場でのプログラムも策定するなど、今までよりも幅広く教育支援を展開していきます。 
 
 また、全国で小・中学生の職場体験学習も受け入れています。2005年度は、地元中学校
からの依頼を受け、企業訪問・体験学習に協力しました。展示場を利用し、当社のユニバ
ーサルデザインの考え方や、お客様の夢を実現する当社の設計システムを教材にしまし
た。

展示場での職場体験学習（福島営業所）

 当社では、庭やまちづくりを考えるとき、その地域に昔から在る在来の植物を植える「５
本の樹」計画を提案しています。地域の在来種を庭に植栽することで、家の庭でも鳥や蝶
といった自然との関わりを毎日の生活の中で楽しむことができるようになります。 
 
 未来を担う子どもたちにもこの自然との共生の大切さを知ってもらうために、小・中学生
を対象とした教材作りを進めてきました。「Dr.フォレストからの手紙～目指せグリーンネット
ワークアドバイザー～」と名付けられたこのプログラムでは、謎の人物から出されたミッショ
ンをクリアする中で、子どもたち自らの自然への関わりが地球環境の保全につながること
を知り、今後の生活の中で学習したこと活かせるようになっています。2005年8月からモデ
ル小学校2校を対象に実施し、2006年3月からは体験思考型環境プログラム教材として、
当社ホームページから無料でダウンロードできるようにしています。 
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■年間プログラム 

「Dr.フォレストからの手紙」リーフレット

 「子育ち」とは子ども主体の考え方で、子ども自身が生きる力を身につけながら元気に育
つことを指します。当社は、子どもたちが植物観察や野外料理などの自然体験や生活体
験をすることにより、“五感力”や“創造力”が養われると考え、小学生とその保護者を対象
に、当社の総合住宅研究所（京都府木津町）を中心とした施設を利用して「親子で体験・子
育ち支援塾」を開催しています。季節の変化を肌で感じるなどの「五感力テーマ」と、野菜
づくりや凧づくりなどの「創造力テーマ」の2つのテーマを設定し、これまでに10回のプログ
ラムを実施し、これまでに9家族27名の親子に参加いただきました。 
 
 また、親には「子育ち」を支援する主体は親であることを自覚しながら、支援塾での体験
を継続してもらうようお願いしています。子どもとのコミュニケーションを通して、家族の絆
が一層深まることを期待しています。子どもたちには、この支援塾での体験を通じて、自分
の中の価値観を見つけ、伸ばしていくきっかけづくりになればと願っています。

  内容

第1回 五感力
春の自然観察会  
野草を探して食べよう バードウォッチングを楽しもう 

第2回 創造力
野菜を育てて、秋に収穫してみよう 
(サツマイモ)

第3回
創造力 
五感力

木の伐採を体験し、夏の自然で遊んでみよう 
ノコギリで木を切ってみよう 
セミやトンボを捕ってみよう 
自然のものをルーペで覗いてみよう 
木陰で涼しさを感じてみよう

第4回
創造力 
五感力

アウトドアクッキングにチャレンジしよう 
(ダンボール燻製器など)

第5回 創造力
収穫の喜びを味わおう(サツマイモ掘り) 
焚き火をして、焼きイモにしてみよう

第6回 五感力

秋の自然で遊んでみよう  
紅葉する樹を探してみよう 
実のなる樹を探してみよう 
落ち葉でアートしてみよう

第7回 五感力

薪ストーブの暖かさを体験してみよう  
薪ストーブに火をつけてみよう(摩擦熱やレンズを使って火起こし) 
薪ストーブの暖かさを感じてみよう 
ダッチオーブンでピザを焼いてみよう
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■フォーラム年間プログラム 

第8回 五感力 もちつき 日本の伝統行事を体験してみよう

第9回 創造力
たこあげをしてみよう 
（昔遊びの体験）

第10回 五感力
竹とんぼを作って、飛ばしてみよう 
1年間の振り返り(スライドで思い出写真を鑑賞)

「親子で体験・子育ち支援塾」の様子    

 当社では、NPO法人西山夘三記念 すまい・まちづくり文庫が2002年から開催している
「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。（＊西山文庫については、＜
NPO法人西山夘三記念 すまい・まちづくり文庫への協力＞に詳しく紹介しています。） 
 
 2005年度は、春秋2回のフォーラムが開催され、実際に「まちづくり」に携わる方など延べ
200名の参加者があり、「まち」が持つ課題を検証するとともに、これからの「まち」のあり方
について討論がなされました。

第16回2005年6月4日

テーマ まちなか居住を考える

コーディネーター 森本信明（NPO西山文庫理事・近畿大学教授）

 

パネリスト： 
竹山清明（建築家・京都府立大学助教授） 
栗山立己（株式会社タイコーハウジングコア設計課長） 
古田義弘（建築家・アトリエフルタ建築研究所所長） 
 
【参考】http://www.n-bunko.org/kai2_29.htm

第17回2005年11月17日

テーマ 時空を読むアーバンデザイン

コーディネーター 中林浩（平安女学院大学教授）

 

1）歴史が創り出すまち 
講師：中川理（京都工芸繊維大学教授） 
2）地形とまちのかたち 
講師：長坂大（奈良女子大学助教授） 
 
【参考】http://www.n-bunko.org/index0.htm
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 企業が存続していくためには、社会から有益な企業と評価・支持されることが重要だと認
識しています。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が、当社にとっての基本的な社会
貢献であると位置付けています。また、本業での貢献だけでなく、地域社会とのつながりに
重点を置いた社会貢献活動に対する従業員の意識向上を図り、参画を推進しています。
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 ここ数年は、大型台風や地震など日本列島各地で立てつづけに自然災害が発生しまし
た。住まいの防災を考える際、建物には大切な生命と財産を守るシェルターとしての性能
が求められます。当社はこれまでも「安全・安心の技術」に裏付けられた自然災害に強い
住宅を提供してきました。 
 
 また、単なるハード面の提供にとどまることなく、お客様を第一と考え、自然災害発生時
には現地に赴き、さまざまな対策に取り組んできました。そして、2004年8月に、全社的な
災害時の行動指針として「自然災害対策アクションプログラム」を策定しました。 
 
 さらに、防災のためには、住む人の意識も大切です。セミナーや防災訓練、書籍の発刊
などを通した住まい手への防災意識の啓発、災害時には迅速なサポートを行っています。 
総合的な住宅防災の取り組みを通じて、安心な暮らしを支える企業として貢献していきま
す。

 

 

 

生活リテラシーブック 
「住まいと暮らしの防災」

 
防災意識を啓発する防災セミナーの様子

 持続可能な社会を形成するために防災は欠かせません。当社は、企業も地域の一員と
考え、地域の皆様と一緒になって災害への備えを行っています。 
 
 2005年4月より、当社分譲地である「リフレ岬・望海坂（のぞみざか）」では、あらかじめ地
震が来ることを知らせる「IT自動防災システム」をJEITA（社団法人 電子情報技術産業協
会）の協力のもと、大阪ガスグループとNTT西日本グループと共同で設置し、約160世帯が
参加する実証試験を行っています。2005年3月には、自治会と共同で「IT自動防災システ
ム」の試験と地震に備えた防災訓練を実施しました。住民の皆様は、地震前の警報により
まず家の中の安全な場所へ、次にコミュニティ内の公園へ避難しました。数十秒後に大地
震が来るとわかったとき、住まいの中でどのように行動すべきか、参加者が自ら考えなが
ら参加いただきました。この訓練を通して、住民の方々同士のつながりも強くなり、防災意
識を高めることができたと考えています。 
 
 また、静岡工場では、2005年の新潟中越地震の支援経験を活かし、災害時に従業員だ
けでなく地域の皆様のお役に立ちたいという思いから、防災備蓄を行っています。この備
蓄は、食料や水といった生活必需品から復旧用の工具やシャベル、医薬品など多岐にわ
たるもので、静岡工場自体を避難所として活用することも想定しています。
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自治会と共同で「IT自動防災システム」の試験
と 
地震に備えた防災訓練を実施（リフレ岬・望海
坂）

災害に備えた備蓄倉庫
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 近年、犯罪が急増し、その手口も多様化、生活者の犯罪に対する不安も大きくなり、防犯
対策の必要性が高まっています。当社では、誰もが安心して暮らせる住まいや街づくりを
めざして、防犯仕様やタウンセキュリティなどの普及を図ると同時に、一般の方に向けた防
犯教育と防犯意識の啓発を積極的に行っています。 
 
 そのひとつとして、地方自治体で開催されている防犯セミナーへの参加があります。これ
までに培ってきたノウハウに基づいて、狙われにくい住まいづくりや近隣住民による見守り
の必要性などを提案しました。「しずおか防犯まちづくりカレッジ」では、住宅の防犯と建築
の専門家として講座を担当しました。当社のノウハウが、安全なまちづくりに広く活用され
るよう、今後も協力していきたいと思います。

 

防犯セミナーでは、ガラス破りを困難にする
「防犯合わせ複層ガラス」の強度実験を行い
ました。
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 当社では、NPO法人トゥギャザーと連携しながら、障がい者自立支援に積極的に取り組
んでいます。障がいを持つ人たちがリハビリを兼ねてつくるSELP（セルプ）製品※を、当社
の全国イベントである「住まいの参観日」（住宅現場見学会）や展示場の来場者に差し上
げるノベルティグッズとしても採用しています。 
 
 この取り組みは住宅メーカーというあらゆる人々の生活に携わる企業として、また、当社
の企業理念である「人間愛」に立脚した企業活動として、障がい者の社会参加と自立支援
も当社の社会的な使命であるという考えに基づいています。これらSELP（セルプ）製品のノ
ベルティグッズは専用のカタログを作成したり、自社内注文システムでも紹介しており、全
国の当社事業所で活用しています。 
 
 今後もSELP（セルプ）製品を定番ノベルティグッズとして継続的に採用するとともに、より
魅力的な商品づくりをNPOと協働で行いつつさらなる採用数の増大も図り、障がい者自立
支援の一助になることができればと考えています。 
 
※SELP（セルプ）製品とは、障がい者が社会福祉施設において、リハビリや職業訓練、社
会参加の実現を目的に働き、つくられた製品のことです。 
「SELP」は英語のSelf-Help（自助自立）から作られた造語です。また、Support(支援)、
Employment(就労)、Living(生活)、Participation (社会参加)の頭文字からなる単語ともされ
ています。

 

 

買い物袋にも使える「エコバッグ」は2005年にNPOと
施設と当社が開発したオリジナル商品で10,150枚を採
用し、配布しました
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 内閣府主催の障がい者支援イベント「共に生きる社会を作るために」が2005年12月梅田
スカイビルで開催され、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、障がい者対応住宅事例とSELP製品の採用について展示紹介しまし
た。 
 
 また、12月8日に行われた「障がい者と社会をつなぐシンポジウム」（主催：内閣府＜障が
い者週間協賛行事 大阪実行委員会、関西経済連合会など6団体で構成＞）でもSELP製
品採用の事例発表を行いました。 
 
 経済団体、企業はもちろん、障がい者、行政、地域、市民社会のそれぞれが自らの役割
と責任を認識し、手を携えながら進むことが持続可能な社会では大切だと考えます。当社
は今後も、すべての人がともに生きる社会をめざす一員として、あらゆる方面からの障が
い者自立と社会参加支援に積極的に取り組んでいきます。

「障がい者と社会をつなぐシンポジウム」

当社ユニバーサルデザインとSELP製品の採用展示
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 梅田スカイビルでは、「まちで普通に暮らしたい」というノーマライゼーションの考え方に基
づき、NPO法人トゥギャザー（奈良県奈良市）と協働で「ふれあいトゥギャザー」という福祉イ
ベントを年に2回開催しています。当社はこれに協賛、協力しています。 
 
 2005年6月には、梅田スカイビルにて多彩なイベントを行うほか、障がい者施設による
SELP商品の販売会や障がい者の方々への梅田スカイビル空中庭園展望台の無料開放
なども行われ、参加者、来場者ともに一体となった楽しいイベントとなりました。このイベン
トには、当社従業員が誘導係や車いすの補助などのボランティアとしても参加しました。今
後も継続して活動し、大きな輪に広げていきたいと思います。

好評だったもちつき大会 SELP製品の販売会

 

「ふれあいトゥギャザー」チラシ 
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 当社はさまざまなNPO、NGOと協働して活動しています。これらの活動の一部をご紹介し
ます。 
 
 NPO法人トゥギャザー（奈良県奈良市）は、障がい者の自立と社会参加を「労働支援」、
「販売支援」、「住環境コーディネート」の3つの活動で支援している団体です。当社では「住
まいの参観日」などにおいて、トゥギャザーと協働で企画したSELP製品を販売促進用のノ
ベルティグッズとして採用しています。また、本社のある梅田スカイビルで、SELP製品の販
売会や障がい者支援イベントも随時開催しています。 
 
 シェアリングアース協会（東京都新宿区）は、身近な自然に五感を使って触れる考察を通
し、かけがえのない自然の素晴らしさをともに分かち合う（Sharing）ために生まれた団体で
す。代表の藤本和典氏は、当社の住宅や街に自生種の木々を植える活動である「5本の
樹」計画のアドバイザーでもあります。当社では従業員に向けて、自然の素晴らしさや、環
境保護と当社の事業の関わりについて意識を高めることを目的に、エコリーダーを対象と
したフィールド研修を行っています。藤本氏にはここで、生きものと植物の共生関係や森の
生態系について講師を務めており、従業員の環境意識の啓発に大きな役割を果たしてい
ます。

 

 NPO法人西山夘三記念 すまい・まちづくり文庫（京都府木津町）は、建築学者で京都大
学名誉教授でもあった西山夘三氏が生涯にわたり収集・創作した研究資料約10万点を保
管しています。当社は総合住宅研究所の一部を西山文庫に提供し、西山文庫の活動を支
援しています。西山文庫は「すまい・まちづくりに関する総合的な研究ミュージアム」への発
展をめざして、広く内外の専門家・学生・市民に公開するとともに、すまい・まちづくり研究
に関する交流ネットワークの強化充実、セミナーやシンポジウムの開催、研究成果の出版
などの事業を積極的に展開しています。 
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 災害発生時には多くの人々の協力が必要です。当社は国内外の災害発生時には、当社
グループに呼びかけを行っています。 
 
 2005年には米国ハリケーン「カトリーナ」や「台風14号」、「パキスタン北部地震」被災者義
援金を当社グループ従業員から募り、寄付しました。 
 
 また、日常的に使用済み切手を収集し、まとめて送ることで発展途上国への医療支援に
も役立てていただいています。 
 
 今後も当社グループへの広い呼びかけを行い、社会の一員として可能な限り貢献すると
ともに、従業員の意識の啓発も行っていきます。

 

  
■義援金寄付先の一覧 

 

 

被災地の復興に役立てられます。

義援金名 義援金の総額 寄付先

米国ハリケーン「カトリーナ」 
被災者義援金

1,915,402円 日本赤十字社 大阪府支部

「台風14号」被災者義援金 2,765,565円
山口県岩国市、鹿児島県垂水市、日本
赤十字社 宮崎県支部

「パキスタン北部地震」 
被災者義援金

2,106,379円 日本赤十字社 大阪府支部

 2005年9月に発生した台風14号は日本各地に大きな被害を与えました。これに際し、当
社グループ内に呼びかけを行い、多数の事業所や関係会社から、総額270万円を超える
義援金が集まりました。これらの義援金は、特に被害が大きかった山口県、鹿児島県、宮
崎県にある当社事業所を通じて、地元の自治体などへ寄付しました。
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宮崎営業所より日本赤十字社宮崎県支部へ手渡されました。

 当社では1994年から継続して、新大阪駅東口公園でのフリーマーケットに参加していま
す。大阪を中心とした近隣の事業所に呼びかけ、従業員が家庭で眠っているものを持ち寄
り、自ら値付けをし、従業員有志がボランティアで参加し、出店しています。この売上金は、
社会福祉法人ノーマライゼーション協会を通じて、高齢者・障がい者の自立支援に役立て
ていただいています。2005年は売り上げ約36万円を同協会に寄付しました。

従業員有志による出店

 2005年11月に岡山支店では、岡山カスタマーズセンター、積水ハウスリフォーム岡山営
業所、積和建設岡山、積和不動産中国・岡山営業所などの関係会社とともに、「第2回お
客様感謝祭」を開催しました。そのイベントの中で、「掘り出しものバザー」を行い、従業員
が持ち寄った商品を販売し、売上金約41万円を山陽新聞社会事業団に寄付しました。これ
らの善意は社会福祉事業のために役立てられています。

 「こどもの日チャリティイベント世界の恵まれないこどもを救おう！」は、「海外旅行で余っ
た紙幣やコインや書き損じたハガキなど机やタンスで眠っているものを役立たないか？」そ
んな発想から生まれたチャリティ活動です。グループ会社である積水ハウス梅田オペレー
ション株式会社が事務局を務めるこのイベントに当社も参加しました。全国の当社グルー
プ企業の従業員から、外国コイン、外国紙幣、書き損じハガキを集め、(財）日本ユニセフ
協会へ寄付しました。一般の寄付を含む寄付総額は100万円※を超えました。 
 
次回の実施に向けて、当社グループでは、イベント後も引きつづき収集をつづけていま
す。 
 
※切手、ハガキは換金しております
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オープニングセレモニー  

 当社は地域の一員として、地域のイベントに積極的に参加、協力しています。 
 
 2003年度からは名古屋市で開催されている「全日本大学駅伝対校選手権」(日本学生陸
上競技連合、朝日新聞社、テレビ朝日、名古屋テレビ主催）へ特別協賛しています。また、
支店でも積極的に取り組んでいます。福知山支店では、2005年11月に行われた「福知山
マラソン」に協賛し、当社協力会社の会である「福知山積水ハウス会」のボランティア団体
「夢と希望の21！」とともに、従業員もボランティアやランナーとして、多数参加しました。群
馬支店では「前橋祭り」に従業員が参加し、神輿を出したり、清掃活動を行うなど、活躍し
ました。また、つくば支店は、「かすみがうらマラソン」付属大会である環境と福祉がテーマ
の「かすみがうらマラソンⅡ」に20年前から協賛し、賞品も提供しています。一般企業では
唯一20年前から継続して協賛しております。スポーツ振興や地域とのつながりを大切にし
ています。

福知山マラソン 
ボランティアやランナーとして多数参加

 当社は、社内外から送られてきた郵便物の使用済み切手や使用済みプリペイドカードを
収集しています。これらは、日本キリスト教海外医療協力会を通じて、発展途上国への医
療支援の資金に役立てられています。2005年度は2004年度を大きく上回り、使用済み切
手約2万4千枚、使用済みプリペイドカード約1千枚が集まりました。この活動は「気軽に参
加し実感できる社会貢献活動」としてすっかり定着しています。 
 
 また、社内で余ったカレンダー約5千部を、日本災害救援ボランティアネットワークが主催
するカレンダーリサイクル市に寄贈しました。この収益金は、国連「みどり１本」運動や国内
の森林活動などに役立てられています。
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鹿児島営業所が参加した「第１回カレンダーバザー展」  集まった使用済み切手

社内で余ったカレンダーを収集し、 
西宮市「カレンダーバザー市」に参加

 当社では、全国の事業所や工場において従業員だけでなく、家族や取引先にも呼びか
けて、地域の清掃活動に積極的に取り組んでいます。 
 
 静岡工場では、2005年8月に協力会社の従業員、家族などとともに、約660人が周辺地
域の清掃活動を行いました。これは創立記念日に合わせた社会貢献活動の一環として開
催されました。全員が力を合わせ、1時間ほどでペットボトルや空き缶、電気製品などの資
源、ゴミなど約450kgを回収しました。

 

静岡県掛川市 地域清掃活動   
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 グループ会社の積水ハウス梅田オペレーション（株）では、「ふれあい」と「共生」をテーマ
に国際交流を図るため、各国の領事館と協働し外国文化を紹介するさまざまなイベント
を、梅田スカイビルを舞台に行っています。 
 
 薪能や狂言といった日本の伝統文化の紹介イベントや、10カ国以上の在阪領事館と協
働した「インターナショナル・ビール・サミット」、またアジア諸国との交流をテーマにした「ア
ジアンフェスティバル」、ドイツ連邦共和国総領事館との協働「ドイツ・クリスマスマーケット」
など、世界各国の情報発信を実施しています。 
 
 中でも「フィエスタ・メヒカナ（メキシコ祭）」は毎年延べ3万5千人を集める日本最大のメキ
シコ祭です。会場を訪れる半数近くがラテン系の人々で、会場ではスペイン語が飛び交
い、今ではすっかりおなじみの恒例イベントになっています。会場では、自国の言葉を話す
喜びにあふれた人々が来年の再会を楽しみに“また一年頑張ろう”という空気がみなぎっ
ており、こうした交流の手助けができることに参加した従業員は喜びを感じています。

メキシコ民族音楽を代表する「モノ・ブランコ｣

 和歌山県が主催する「企業の森」は、企業の参画を得ながら整備が必要な森を再生し、
環境を保全すると同時に、新たな雇用も生み出そうという複合的な取り組みです。 
 
 当社も社会貢献と従業員の環境教育の場として位置付け、現地事業所と連携し、2006年
より10年間の予定で、和歌山県田辺市にて「積水ハウスの森」と名付けた森林・生態系保
全活動をスタートさせました。和歌山県知事、田辺市長らと３月に調印式を行いました。 
 
 当社従業員が地域の自然環境保全および地域との交流を深めるためにボランティア活
動の一環として「企業の森」に参画するもので、この活動は当社が住宅事業に付随して実
施している造園・緑化庭事業の基本コンセプトである「5本の樹」の趣旨に沿ったものです。 
 
 「5本の樹」の趣旨に沿って選択した広葉樹（トチ、コナラ、ケヤキ、ヤマザクラ、ヤマモミ
ジ、クヌギ等）を2年間で約5300本植林し、下草刈りなどの森林整備活動を行います。 
 
 従業員による環境保全、社会貢献活動の一環として、年数回程度の自主保全活動や従
業員の家族も参加して自然観察会等を行い、従業員の自然学習とボランティア活動を推
進するとともに、地域との交流を行っていきます。 
 
 積水ハウスではこうした活動を通じての地域での社会貢献・環境改善活動に、これから
も取り組んでまいります。 
 
所在地：和歌山県田辺市中辺路町大字沢字池の坪94-1 
面積2.64ha （民有林）
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「積水ハウスの森」調印式

 「100万人のキャンドルナイト」は、夏至の日前後に、日本中で夜8時から10時までいっせ
いに電気を消そうというイベントです。2005年は、6月18日(土)～21日(火)の４日間実施され
ました。省エネ、環境保護、スローライフ、ライフスタイルの見直し、温暖化防止、CO2削減
などさまざまな思いで、合計8時間、ろうそくの明かりを灯しました。 
 当社でも、「家族」を大切に考えるこのイベントは、住宅メーカーとしての当社の社会的責
任とも重なる大切な意味があると考え、2003年から参加しています。当社の本社のある梅
田スカイビルの外部照明を消したり、従業員や「Netオーナーズクラブ」 会員約９万世帯に
参加を呼びかけました。

20時には工場も完全に消灯 

家族でそれぞれの2時間を過ごしました。

 CSRの観点から企業の社会貢献活動に対する注目が集まっており、また従業員にも社
会貢献活動に取り組みたいという意欲も高まってきています。 
 
 従業員の社会貢献活動をさらに奨励しこれを顕彰するために2005年度より社会貢献活
動社長表彰制度を創設しました。 
 
 社会貢献活動について、社長表彰として社内に周知、顕彰することを通じ、社会貢献意
識の高い企業文化の醸成に寄与しようとするものです。 
 
 2005年度は12件の応募があり、業務に関連した社会貢献活動、従業員のボランティアに
よる社会貢献活動、創意と工夫のある地域に密着した社会貢献活動など、テーマ、ジャン
ルいずれにおいても多彩な取り組みが集まりました。第１回の今回はすべての活動に感謝
状を贈ることとなりました。 2月の全国の幹部会議の席上で発表するとともに社内誌や社
内ホームページで従業員に広く紹介し、従業員の社会貢献意識の高揚を図っていきます。
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