
 

  

  

  

  

  

項目 指標 該当項目

1.1 持続可能な発展への寄与に関する組織のビジョンと
戦略に関する声明

・トップコミットメント

1.2 報告書の主要要素を表す最高経営責任者（または同
等の上級管理職）の声明

・トップコミットメント

 組織概要

項目 指標 該当項目

2.1 報告組織の名称 ・トップページ

2.2 主な製品やサービス。それが適切な場合には、ブラ
ンド名も含む

・編集方針
・積水ハウスのサステナブルマネジメントについて

2.3 報告組織の事業構造 ・編集方針
・積水ハウスのサステナブルマネジメントについて

2.4 主要部門、製造部門子会社、系列企業および合併企
業の記述

・編集方針
・積水ハウスのサステナブルマネジメントについて

2.6 企業形態（法的形態） 
例：株式会社、有限会社など

・トップページ

2.7 対象市場の特質 ・トップページ

2.8 組織規模 ・財務データ

2.9 ステークホルダーのリスト。その特質、および報告組
織との関係

・社会とのコミュニケーション
・第三者意見報告書

 報告書の範囲

項目 指標 該当項目

2.10 報告書に関する問い合わせ先、電子メールやホー
ムページのアドレスなど

・編集方針

2.11 記載情報の報告期間（年度／暦年など） ・編集方針

2.12 前回の報告書の発行日（該当する場合） ・過去の報告書ダウンロード

2.13 「報告組織の範囲」（国／地域、製品／サービス、
部門／施設／合弁事業／子会社）と、もしあれば特
定の「報告内容の範囲」

・編集方針

2.17 報告書作成に際しGRIの原則または規定を適用し
ない旨の決定の記述

・編集方針

2.18 経済・環境・社会的コストと効果の算出に使用され
た規準／定義

・環境保全活動の環境会計データ

2.20 持続可能性報告書に必要な、正確性、網羅性、信
頼性を増進し保証するための方針と組織の取り組
み

・第三者意見報告書

2.21 報告書全体についての第三者保証書を付帯するこ
とに関する方針と現行の取り組み

・第三者意見報告書

2.22 報告書利用者が、個別施設の情報も含め、組織の
活動の経済・環境・社会的側面に関する追加情報
報告書を入手できる方法（可能な場合には）

・社外問い合わせへの対応
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 構造と統治

項目 指標 該当項目

3.1 組織の統治構造。取締役会の下にある、戦略設定と
組織の監督に責任を持つ主要委員会を含む

・コーポレートガバナンスの考え方

3.4 組織の経済・環境・社会的なリスクや機会を特定し管
理するための、取締役会レベルにおける監督プロセ
ス

・コーポレートガバナンスの考え方
・CSR推進体制

3.6 経済・環境・社会と他の関連事項に関する各方針
の、監督、実施、監査に責任を持つ組織構造と主務
者

・サステナブル・ビジョン実現のためのマネジメント
・CSR指針
・コーポレートガバナンスの考え方
・CSR推進体制
・コンプライアンス体制

3.7 組織の使命と価値の声明。組織内で開発された行動
規範または原則。経済・環境・社会各パフォーマンス
にかかわる方針とその実行についての方針

・CSRの原点となる企業理念
・経営ビジョン

 ステークホルダーの参画

項目 指標 該当項目

3.10 ステークホルダーとの協議の手法。協議の種類別ご
とに、またステークホルダーのグループごとに協議頻
度に換算して報告

・社会とのコミュニケーション
・公開シンポジウム
・eyecoの家プロジェクト～読者参加型の家づくり

3.11 ステークホルダーとの協議から生じた情報の種類 ・ステークホルダーミーティング
・公開シンポジウム

3.12 ステークホルダーの参画からもたらされる情報の活
用状況

・コンプライアンス意識調査
・eyecoの家プロジェクト～読者参加型の家づくり

 統括的方針およびマネジメントシステム

項目 指標 該当項目

3.13 組織が予防的アプローチまたは予
防原則を採用しているのか、また、
採用している場合はその方法の説
明

・リスク管理の考え方と体制
・環境リスクマネジメント
・（株）善商の不法投棄事件の当社対応について
・自然災害対策アクションプログラムの策定

3.14 組織が任意に参加、または支持している、外部で作
成された経済・環境・社会的憲章、原則類や、各種の
提唱（イニシアチブ）

・第三者意見報告書

3.15 産業および業界団体、あるいは国内／国際的な提言
団体の会員になっているもののうちの主なもの。

・社会とのコミュニケーション

3.16 上流および下流部門での影響を管理するための方
針とシステム

・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
・職方さんの次世代育成
・資源循環のための教育・研修

3.17 自己の活動の結果、間接的に生じる経済・環境・社
会的影響を管理するための報告組織としての取り組
み

・新築現場ゼロエミッション

3.18 報告期間内における、所在地または事業内容の変
更に関する主要な決定

・社会性目標と実績

3.19 経済・環境・社会的パフォーマンスに関わるプログラ
ムと手順

・社会性目標と実績
・新築現場ゼロエミッション
・環境目標と実績

3.20 経済・環境・社会的マネジメントシステムに関わる認
証状況

・ISO14001認証取得状況

 GRI ガイドライン対照表

項目 指標 該当項目

4.1 GRI 報告書内容の各要素の所在をセクションおよび
指標ごとに示した表

・GRI ガイドライン対照表

185 



 経済的パフォーマンス

項目 指標 該当項目

●顧客

EC1 総売上げ ・財務データ

EC2 市場の地域別内訳 ・財務データ

●供給業者

EC3 製品、資材、サービスなど全調達品の総コスト ・有価証券報告書（P.72）

●投資家

EC7 期末時点での内部留保の増減 ・有価証券報告書（P.69）

●公共部門

EC10 地域社会、市民団体、その他団体への寄付。金銭と
物品別に分けた寄付先団体タイプごとの寄付額の内
訳

・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～世界の恵まれないこ
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

  
 環境パフォーマンス

項目 指標 該当項目

●原材料

EN1 水の使用量を除いた、原材料の種類別総物質使用
量

・環境負荷マテリアルバランス

●エネルギー

EN3 直接的エネルギー使用量 ・生産時のエネルギー消費

EN4 間接的エネルギー使用量 ・住宅のライフサイクルアセスメント（LCA）
・輸送時のエネルギー消費
・居住時のエネルギー消費

●水

EN5 水の総使用量 ・工場における水使用量・排出量

●生物多様性

EN7 陸上、淡水域、海洋において報告組織が行う活動や
提供する製品とサービスによって発生する生物多様
性への主な影響の内容

・「5本の樹」計画
・「5本の樹」計画の推進
・エコリーダーズフィールド研修

●放出物、排出物および廃棄物

EN8 温室効果ガス排出量（CO2、CH4、N2O、HFCs、
PFCs、SF6）

・環境負荷マテリアルバランス
・生産時のエネルギー消費

EN10 NOx、SOx、その他の重要な放出物（タイプ別） ・アスベスト問題への対応
・PRTR
・サイトデータ（1）
・サイトデータ（2）
・サイトデータ（3）

EN11 種類別と処理方法別の廃棄物総量 ・環境負荷マテリアルバランス

EN13 化学物質、石油および燃料の重大な漏出について、
全件数と漏出量。

・サイトレポート

●製品とサービス

EN14 主要製品およびサービスの主な環境影響 ・環境負荷マテリアルバランス
・住宅のライフサイクルアセスメント（LCA）
・生産時のエネルギー消費
・輸送時のエネルギー消費
・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化
・断熱改修の推進
・住宅1棟あたりの資源循環
・国産材・植林材の取扱量
・新築現場における廃棄物削減の取り組み
・紙資源使用量削減
・シックハウス対策
・安全に配慮した壁紙
・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

EN15 製品使用後に再生利用可能として販売された製品の
重量比、および実際に再生利用された比率

・リフォーム事業の実績

●法の遵守

EN16 環境に関する国際的な宣言／協定／条約、全国レベ
ルの規制、地方レベルの規制、地域の規制の違反に
対する付帯義務と罰金。

・（株）善商の不法投棄事件の当社対応について
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●エネルギー

EN17 再生可能なエネルギー源の使用、およびエネルギー
効率の向上に関する取り組み

・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化
・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
・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
・太陽光発電システムの普及
・高効率給湯器の普及～居住時のCO2の排出量の3
割を占める給湯対策
・地下水利用冷暖房システムの研究開発

EN18 主要な製品のエネルギー消費量フットプリント（製品
が耐用年数中に必要とするエネルギーの年率）

・住宅のライフサイクルアセスメント（LCA）

EN19 他の間接的（上流／下流）なエネルギーの使用とそ
の意味合い。業務上の移動、製品のライフサイクル
マネジメント、エネルギー集約型原材料の使用など

・住宅のライフサイクルアセスメント（LCA）
・輸送時のエネルギー消費
・居住時のエネルギー消費

●水

EN21 水源からの年間利用可能な水量に占める、地下及び
地上からの取水量

・工場における水使用量・排水量

●生物多様性

EN27 生態系が劣化した地域における、原生の生態系とそ
こに生息する種の保護と回復のための方針、プログ
ラムおよび目標

・和歌山県「積水ハウスの森」活動

●放出物、排出物および廃棄物

EN30 その他の間接的な温室効果ガス排出量（CO2、
CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6）

・環境負荷マテリアルバランス
・住宅のライフサイクルアセスメント（LCA）
・輸送時のエネルギー消費
・居住時のエネルギー消費

●供給業者

EN33 「統治構造とマネジメントシステム」（3.16項）に対応す
る「プログラムと手続き」の、環境に関係する供給業
者のパフォーマンス

・サプライチェーンマネジメント～取引先との協働
・職方さんの次世代育成

●輸送

EN34 物流を目的とした輸送に関する重要な環境影響 ・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

●その他

EN35 種類別の環境に対する総支出 ・環境保全活動の環境会計データ

 

 社会的パフォーマンス（労働慣行と公正な労働条件）

項目 指標 該当項目

●安全衛生

LA5 労働災害および職業性疾病に関する記録・通知の慣
行、ならびに「労働災害と職業病の記録と通知に関
するILO行動規範」への適合性

・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

●多様性と機会

LA10 機会均等に関する方針やプログラムと、その施行状
況を保証する監視システムおよびその結果の記述

・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」
・女性管理職への登用・男女雇用比率
・障がい者雇用の推進

LA11 上級管理職および企業統治機関（取締役会を含む）
の構成。男女比率及びその他、多様性を示す文化的
に適切な指標を含む

・女性管理職への登用・男女雇用比率

●雇用

LA12 従業員に対する法定以上の福利厚生 ・育児休業制度・介護休業制度・短時間勤務制度
・ボランティア休職制度・積立年休制度

●教育研修

LA16 雇用適性を持ち続けるための従業員支援および職
務終了への対処プログラムの記述

・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

LA17 技能管理または生涯学習のための特別方針とプロ
グラム

・人材育成の考え方
・匠の継承
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 社会的パフォーマンス（人権）

項目 指標 該当項目

●方針とマネジメント

HR1 業務上の人権問題の全側面に関する方針、ガイドラ
イン、組織構成、手順に関する記述（監視システムと
その結果を含む）

・人権擁護の方針

HR2 投資および調達に関する意思決定（供給業者・請負
業者の選定を含む）の中に人権に与える影響への配
慮が含まれているか否かの立証

・企業倫理要項（3-4 購入先との適正取引、下請法
の遵守）

HR3 サプライ・チェーンや請負業者における人権パフォー
マンスの評価と取り組みに関する方針と手順（監視シ
ステムとその結果を含む）の記述

・企業倫理要項（5-1 人権尊重・差別禁止、7附則）

●差別対策

HR4 業務上のあらゆる差別の撤廃に関するグローバルな
方針、手順、プログラムの記述（監視システムとその
結果も含む）

・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」
・人権擁護の方針
・女性管理職への登用・男女雇用比率
・障がい者雇用の推進

●方針とマネジメント

HR8 業務上の人権問題の全側面に関する方針と手順に
ついての従業員研修

・人権擁護の方針
・人権問題への啓発活動
・人材育成の考え方

●懲罰慣行

HR9 不服申し立てについての業務慣行（人権問題を含む
が、それに限定されない）の記述

・内部通報システム

HR10 報復防止措置と、実効的な秘密保持・苦情処理シス
テムの記述（人権への影響を含むが、それに限定さ
れない）

・内部通報システム

 社会的パフォーマンス（社会）

項目 指標 該当項目

●地域社会

SO1 組織の活動により影響を受ける地域への影響管理
方針、またそれらの問題に取り組むための手順と計
画（監視システムとその結果を含む）の記述

・サイトデータ（1）
・サイトデータ（2）
・サイトデータ（3）

●贈収賄と汚職

SO2 贈収賄と汚職に関する方針、手順／マネジメントシス
テムと、組織と従業員の遵守システムの記述

・企業倫理要項（3-4 購入先との適正取引、下請法
の遵守）

●政治献金

SO3 政治的なロビー活動や献金に関する方針、手順／マ
ネジメントシステムと遵守システムの記述

・企業倫理要項（2-3 寄付行為・政治献金規制）

●地域社会

SO4 社会的、倫理、環境パフォーマンスに関する表彰 ・社会貢献活動社長表彰

●競争と価格設定

SO7 不正競争行為を防ぐための組織の方針、手順／マネ
ジメントシステム、遵守システムの記述

・企業倫理要項（3-5 不正競争の防止）

188  



  
 社会的パフォーマンス（製品責任）

項目 指標 該当項目

●顧客の安全衛生

PR1 製品・サービスの使用における顧客の安全衛生の保
護に関する方針、この方針が明白に述べられ適用さ
れている範囲、またこの問題を扱うための手順／プ
ログラム（監視システムとその結果を含む）の記述

・安全・安心・快適な住まいづくりの方針
・ユニバーサルデザインに基づいた部材開発
・防災に対する考え方
・タウンセキュリティ

●製品とサービス

PR2 商品情報と品質表示に関する組織の方針、手順／マ
ネジメントシステム、遵守システムの記述

・企業倫理要項（3-8 適正な宣伝・広告）

●プライバシーの尊重

PR3 消費者のプライバシー保護に関する、方針、手順／
マネジメントシステム、遵守システムの記述

・個人情報保護の取り組み

●顧客の安全衛生

PR6 報告組織が使用することを許されたかもしくは受け入
れた、社会的、環境的責任に関する自主規範の遵
守、製品ラベル、あるいは受賞

・環境共生住宅の普及

●製品とサービス

PR8 顧客満足度に関する組織の方針、手順／マネジメン
トシステム、遵守システム（顧客満足度調査の結果を
含む）の記述

・お客様満足に関する方針と体制
・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
・住まいの情報誌～「きずな」と「メゾナー」
・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

●広告

PR9 広告に関する規準や自主規範の遵守システムに関
する方針、手順・マネジメントの記述

・企業倫理要項（3-8 適正な宣伝・広告）
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 1）経営責任者の緒言（総括及び誓約を含む）

項目 該当項目

ア 環境問題の現状、事業活動における環境保全への取
組の必要性、将来的な持続可能な環境保全型社会の
あり方等についての認識

・トップコミットメント

イ 自らの業種、規模、事業特性等に応じた事業活動にお
ける環境配慮の方針、戦略

・トップコミットメント

ウ 自らの業種、規模、事業特性等に応じた事業活動に伴
う環境負荷の状況（重大な環境側面）の総括

・トップコミットメント

エ 自らの業種、規模、事業特性等に応じた事業活動に伴
う環境負荷の低減に向けた取組の内容、実績及び目
標等の総括

・トップコミットメント

オ これらの取り組みを確実に実施し、目標等を明示した
期限までに達成することの誓約

・トップコミットメント

キ 経営責任者等の署名 ・トップコミットメント

ケ 自らの事業活動への環境配慮の組組状況と業界水準
又は社会一般の取組状況等との比較

・トップコミットメント

 2）報告にあたっての基本的要件（対象組織・期間・分野）

項目 該当項目

ア 報告対象組織（工場・事業所・子会社等の範囲、海外
事業所の範囲、連結決算対象組織との異同、全体を対
象としていない場合は、全体を対象とするまでの予想ス
ケジュール等を記載する。また、記載項目等により範囲
が異なる場合は、項目毎の範囲を記載する）

・編集方針

イ 報告対象期間、発行日及び次回発行予定（なお以前に
環境報告書を発行している場合は、直近の報告書の発
行日も記載する）

・編集方針

ウ 報告対象分野（環境的側面・社会的側面・経済的側面
等）

・編集方針

エ 準拠あるいは参考にした環境報告書等に関する基準
又はガイドライン

・編集方針
・GRI ガイドライン対照表
・環境報告書ガイドライン対照表

オ 作成部署及び連絡先（電話番号、FAX番号、電子メー
ルアドレス等も記載する）

・編集方針
・PDFダウンロード

カ 利害関係者からの意見や質問を受け付け、質問等に
答える旨の記述等、何らかのフィードバックの手段につ
いて記載する

・編集方針
・社外問い合わせへの対応
・“お問い合わせ”フォームにて対応

キ ホームページのURL ・編集方針
・社外問い合わせへの対応
・“お問い合わせ”フォームにて対応

 3）事業の概要

項目 該当項目

ア 全体的な経営方針等 ・企業理念とビジョン
・経営ビジョン

イ 主たる事業の種類（業態業種）、主な製品・サービスの
内容（事業分野等）

・編集方針
・積水ハウスのサステナブルマネジメントについて

ウ 売上額又は生産額（少なくとも過去５年間程度を記載す
る）

・財務データ

エ 従業員数（少なくとも過去5年間程度を記載する） ・財務データ

オ その他報告対象組織の活動に関する経営関連情報
（総資産額、利益額、床面積等）

・財務データ

カ 主たる事業の範囲、工場、事業所数、本社及び主要な
工場、事業場の所在地及びそれぞれの生産品目（主要
な原材料の採掘、調達、営業や販売活動を行っている
地域について、日本国内だけか、海外もか、特定地域
のみか等を含む）

・積水ハウスのサステナブルマネジメントについて

キ 想定される緊急事態の内容と緊急事対応の状況 ・リスク管理の考え方と体制
・環境リスクマネジメント

ク 事業者の沿革及び事業活動への環境配慮の組込の歴
史の概要

・新築現場ゼロエミッション

ケ 対象市場や顧客の種類（小売、卸売り、政府等） ・第三者意見報告書
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 4）事業活動における環境配慮の方針

項目 該当項目

ア 事業活動における環境配慮の方針（事業内容や製品・
サービスの特性や規模、また、事業活動に伴う重大な
環境負荷等に対応して適切なものであること）

・4つの価値と13の指針
・CSRの原点となる企業理念
・経営ビジョン

イ 制定時期、制定方法、全体的な経営方針等との整合性
及び位置付け、コーポレート・ガバナンスとの関連

・企業理念とビジョン
・4つの価値と13の指針

ウ 事業活動における環境配慮の方針が意図する具体的
内容、将来ビジョン、制定した背景等に関するわかりや
すい説明

・4つの価値と13の指針
・CSRの原点となる企業理念
・経営ビジョン

エ 同意する（遵守する）環境に関する憲章、協定等の名
称と内容

・第三者意見報告書

 5）事業活動への環境配慮の組込に関する目標、計画及び実績等の総括

項目 該当項目

ア 環境負荷の実績及び推移（過去5年間程度） ・生産時のエネルギー消費
・輸送時のエネルギー消費
・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の取り組み
・工場における水使用量・排水量
・PRTR

イ 環境負荷の実績及び推移に関する分析・検討内容 ・環境目標と実績
・生産時のエネルギー消費
・輸送時のエネルギー消費
・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
・工場における水使用量・排水量

ウ 事業活動の環境配慮の組込に関する中長期目標、及
びその推移、当期及び次期対象期間の目標（事業特
性、規模等に対応して適切な達成目標であること）

・環境目標と実績

エ 中長期目標については、制定時期、基準とした時期、
対象期間及び目標時期

・暮らしの中のCO2削減

オ 目標の対象期間末までの達成状況 ・環境目標と実績

カ 事業活動の環境配慮の取組に関する中長期目標、当
期及び次期対象期間の目標に対応した計画

・環境目標と実績

キ 事業活動における環境配慮の取組に関する中長期目
標、当期及び次期対象期間の目標に対応した報告対
象期間の環境負荷の実績、事業活動における環境配
慮の取組結果等に対する評価

・環境目標と実績

ク 基準とした時期のデータ ・暮らしの中のCO2削減

ケ 環境報告書全体の概要（サマリー・要約）及びそれぞれ
の内容の対応ページ

・取り組み一覧

コ 事業内容、製品・サービスの特性に応じた事業活動へ
の環境配慮の取組の課題

・環境目標と実績

サ 報告対象期間における特徴的な取組 ・「5本の樹」計画
・持続可能なライフスタイル
・住まい手に開かれた研究所
・サステナブルデザインハウス
・暮らしの中のCO2削減
・新築現場ゼロエミッション
・ゆとりと豊かさ創出プロジェクト
・匠の継承
・公開シンポジウム

シ 前回の報告時と比べて追加・改善した取組等 ・「5本の樹」計画
・持続可能なライフスタイル
・住まい手に開かれた研究所
・サステナブルデザインハウス
・暮らしの中のCO2削減
・新築現場ゼロエミッション
・ゆとりと豊かさ創出プロジェクト
・匠の継承
・公開シンポジウム

ス 経営指標と関連づけた環境効率性を表す指標による
実績（経年変化）

・生産時のエネルギー消費
・工場ゼロエミッションの取り組み

 6）事業活動のマテリアルバランス

項目 該当項目

ア 事業活動に伴う環境負荷の全体像 ・環境負荷マテリアルバランス

イ 上記の図等に、可能な場合はサプライチェーンマネジメ
ントや製品等のライフサイクル全体を踏まえた環境負
荷を付け加える

・環境負荷マテリアルバランス
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 7）環境会計情報の総括

項目 該当項目

ア 環境保全コスト ・環境保全活動の環境会計データ

イ 環境保全効果 ・環境保全活動の環境会計データ

ウ 環境保全対策に伴う経済効果 ・環境保全活動の環境会計データ

 8）環境マネジメントシステムの状況

項目 該当項目

ア 全社的な環境マネジメントシステムの組織体制の状況
（環境管理に対する内部統制システムの整備状況、そ
れぞれの責任、権限、組織の説明を含む）及びその組
織・体制図

・環境マネジメントの推進、方針

イ 環境に関するリスク管理体制の整備状況 ・リスク管理の考え方と体制
・環境リスクマネジメント

ウ 全社的な環境マネジメントシステムの構築及び運用状
況（システムの説明を含む）

・環境マネジメントの推進、方針

エ 環境マネジメントシステム構築事業所の数、割合 ・ISO14001認証取得状況

オ ISO14001及びエコアクション21の外部認証を取得して
いる場合には、取得している事業所の数、割合（全従業
員数に対する認証取得事業所の従業員の割合等）、認
証取得時期

・ISO14001認証取得状況

カ 環境保全に関する従業員教育等の実施状況 ・エコリーダーズフィールド研修

ク 環境影響の監視、測定の実施状況 ・サイトデータ（1）
・サイトデータ（2）
・サイトデータ（3）

ス 社内での表彰制度等 ・社会貢献活動社長表彰

 9）環境に配慮したサプライチェーンマネジメント等の状況

項目 該当項目

ア 環境に配慮したサプライチェーンマネジメントの方針、
目標、計画等の概要

・サプライチェーンマネジメント～取引先との協働

イ 環境に配慮したサプライチェーンマネジメントの実績等
の概要

・取引先への環境取り組み調査

 10）環境に配慮した新技術等の研究開発の状況

項目 該当項目

ア 環境に配慮した生産技術、工法等に関する研究開発
の状況

・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
・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

イ 製品・サービスの環境適合設計（DfE）等の研究開発の
状況

・省エネ・防災住宅
・次世代省エネルギー仕様の標準化
・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
・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
・地下水利用冷暖房システムの研究開発
・太陽光発電システムの普及
・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
・資源循環型住宅技術開発プロジェクトへの参画
・シックハウス対策
・安全に配慮した壁紙
・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

ウ LCA（ライフサイクルアセスメント）手法を用いた研究開
発の状況

・住宅のライフサイクルアセスメント（LCA）

エ 環境に配慮した販売、営業方法の工夫、ビジネスモデ
ル等

・住まいの「20年保証」
・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
・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

オ 環境適合設計等の研究開発に充当した研究開発資金 ・環境保全活動の環境会計データ
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 11）環境情報開示、環境コミュ二ケーションの状況

項目 該当項目

ア 環境報告書、環境ラベル等による環境情報開示の状
況

・サステナビリティレポートの発行

イ 主要な利害関係者との環境コミュニケーション等の状
況（例えば調査の実施、地域住民との懇談会、定期的
な訪問や報告、取引先との懇談会、ステークホルダー・
ダイアログ、ニュースレター、利害関係者からの問い合
わせ対応等によるコミュニケーションの状況と種別ごと
の回数）

・サステナブルデザインハウス

エ 環境関連展示会への出展の状況 ・環境メッセージ

オ 環境関連広告・宣伝の状況 ・環境メッセージ

 12）環境に関する規制の遵守状況

項目 該当項目

ア 事業活動との関係が強い重要な法規制等を遵守して
いることの確認方法（定期又は不定期の内部チェック
の体制の内容）

・環境リスクマネジメント

イ 少なくとも過去3年以内の重要な法規制等の違反の有
無（重要な法規制違反、基準超過等につき規制当局か
らの指導、勧告、命令、処分を受けた場合等には、その
内容、改善の現状、再発の防止に向けた取組の状況、
そうした事項がない場合には、その旨を記載）

・環境リスクマネジメント

ウ 環境規制を上回る自主基準等を制定している場合は、
その内容

・サイトデータ（1）
・サイトデータ（2）
・サイトデータ（3）

エ 環境ラベル、環境広告、製品環境情報等における違反
表示、誤表示等の状況

・環境メッセージ

オ 環境に関する罰金、科料等の金額及び件数 ・（株）善商の不法投棄事件の当社対応について

カ 環境関連の訴訟を行っている又は受けている場合は、
その内容及び対応状況

・環境リスクマネジメント

 13）環境に関する社会貢献活動の状況

項目 該当項目

ア 従業員の有給ボランティア活動の状況 ・ボランティア休職制度・積立年休制度

イ 加盟又は支援する環境保全に関する団体（NPO、業界
団体等）

・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

ウ 環境保全を進めるNPO、業界団体への支援状況、支援
額、物資援助額等

・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

エ 地域社会に提供された環境教育のプログラムの状況 ・環境教育プログラム～Dr.フォレストからの手紙

オ 地域社会と協力して実施した環境・社会的活動の状況 ・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）
・各地域イベント支援
・ボランティア清掃活動

カ 利害関係者と協力して実施した、上記以外の活動の状
況

・使用済み切手の収集活動、カレンダーバザーへの参
加
・多彩な国際交流イベントの開催

ク 緑化・植林、自然修復等の状況 ・和歌山県「積水ハウスの森」活動
・集合住宅における緑化の推進
・「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

  

 14）総エネルギー投入量及びその低減対策

項目 該当項目

ア 総エネルギー投入量及びその低減対策 ・環境負荷マテリアルバランス
・生産時のエネルギー消費

イ 投入エネルギーの内訳（種類別及び購入／自家発電
の別）

・環境負荷マテリアルバランス

ウ 新エネルギー利用の状況 ・バイオマス発電の導入

エ エネルギー生産性及びその向上対策 ・生産時のエネルギー消費
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 15）総物質投入量及びその低減対策

項目 該当項目

ア 総物質投入量（又は主要な原材料等の投入量）及びそ
の低減対策

・環境負荷マテリアルバランス
・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

イ 資源の種類別投入量 ・環境負荷マテリアルバランス

ウ 資源生産性及びその向上対策 ・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

エ 循環資源投入量及び循環利用率、循環資源投入量の
増大対策及び循環利用率の向上対策

・工場におけるリサイクルの推進
・基礎工事での省資源化
・型枠材料への熱帯材利用廃止

オ 製品・商品以外の消耗品として消費する資源（容器包
装のための資材を除く）の量

・環境負荷マテリアルバランス

カ 企業等の内部で循環的な利用がなされている物質 ・工場におけるリサイクルの推進

ク 請け負った土木・建築工事等に投入する資源の量 ・環境負荷マテリアルバランス

 16）水資源投入量及びその低減対策

項目 該当項目

ア 水資源投入量及びその低減対策 ・雨水利用タンクの導入

イ 水資源投入量の内訳 ・サイトデータ（1）
・サイトデータ（2）
・サイトデータ（3）

 17）温室効果ガス排出量及びその低減対策

項目 該当項目

ア 温室効果ガス排出量及びその低減対策 ・環境負荷マテリアルバランス
・生産時のエネルギー消費
・バイオマス発電の導入

イ 二酸化炭素排出量 ・環境負荷マテリアルバランス
・生産時のエネルギー消費

エ 排出活動源別の内訳 ・環境負荷マテリアルバランス

ク 排出規制項目排出濃度及びその低減対策 ・サイトデータ（1）
・サイトデータ（2）
・サイトデータ（3）

 18）化学物質排出量・移動量及びその管理状況

項目 該当項目

ア 化学物質排出量・移動量及び管理状況 ・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

ウ 土壌・地下水・底質汚染状況（ストック汚染） ・環境リスクマネジメント

 19）総製品生産量又は総製品販売量

項目 該当項目

ア 総製品生産量又は総製品販売量 ・環境負荷マテリアルバランス

エ 環境ラベル認定等製品の生産量又は販売量 ・環境共生住宅の普及
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 20）廃棄物等総排出量、廃棄物最終処分量及びその低減対策

項目 該当項目

ア 廃棄物の発生抑制、削減、リサイクル対策に関する方
針、計画の概要

・住宅1棟当たりの資源循環
・工場ゼロエミッションの取り組み

イ 拡大生産者責任に対する対応 ・浄化槽付きディスポーザーの普及

ウ 廃棄物の総排出量及びその低減対策 ・環境負荷マテリアルバランス
・工場ゼロエミッションの取り組み
・工場におけるリサイクルの推進
・新築現場における廃棄物削減の取り組み
・基礎工事での省資源化
・リターナブル梱包の導入
・プレカットによる廃棄物削減
・石膏ボードの端材削減

エ 廃棄物最終処分量及びその低減対策 ・環境負荷マテリアルバランス
・工場ゼロエミッションの取り組み
・工場におけるリサイクルの推進
・新築現場における廃棄物削減の取り組み
・基礎工事での省資源化
・リターナブル梱包の導入
・プレカットによる廃棄物削減
・石膏ボードの端材削減

オ 廃棄物等の処理方法の内訳 ・環境負荷マテリアルバランス

カ 廃棄物の総排出量の主な内訳 ・環境負荷マテリアルバランス

ク 事業者内部で再生利用された循環資源の量 ・工場におけるリサイクルの推進

 21）総排水量及びその低減対策

項目 該当項目

ウ 排水の水質（BOD又はCOD）及びその低減対策 ・サイトデータ（1）
・サイトデータ（2）
・サイトデータ（3）

オ 排水規制項目排出濃度及びその低減対策 ・サイトデータ（1）
・サイトデータ（2）
・サイトデータ（3）

 22）輸送に係る環境負荷の状況及びその低減対策

項目 該当項目

ア 物流全般における環境負荷低減対策の方針及び計画
の概要

・輸送時のエネルギー消費

イ 総輸送量及びその低減対策 ・積載効率の高い増トン車の導入

ウ 輸送に伴うCO2排出量及びその低減対策 ・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

 23）グリーン購入の状況及びその推進方策

項目 該当項目

ア グリーン購入・調達の状況 ・グリーン購入

イ グリーン購入・調達の方針、目標、計画 ・グリーン購入
・グリーン設計シート

ウ グリーン購入・調達の実績 ・グリーン購入

エ 環境配慮製品・サービス等の購入量又は金額 ・環境目標と実績

 24）製品・サービスのライフサイクルでの環境負荷の状況及びその低減対策

項目 該当項目

ア 環境負荷低減に資する製品・サービス等の生産又は販
売量及び全体に占める割合、それによる環境保全効果
の概要

・環境共生住宅の普及
・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
・浄化槽付きディスポーザーの普及

イ 省エネエネルギー基準適合製品数 ・次世代省エネルギー仕様の標準化

エ 主要製品のライフサイクル全体からの環境負荷の分析
評価（LCA）の結果

・住宅のライフサイクルアセスメント（LCA）
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 25）社会的取組の状況

項目 該当項目

ア 労働安全衛生に係る情報

・労働安全衛生に関する方針、計画、取組の概要 ・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

・労働災害発生頻度、労働災害件数（事故件数） ・労働災害発生状況

イ 人権及び雇用に係る情報

・人権及び雇用に関する方針、計画、取組の概要 ・人権擁護の方針
・セクシュアルハラスメント対策
・人権問題への啓発活動
・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

・男女雇用機会均等法に係る情報（役員、管理職、正
社員全体の男女別割合）

・女性の管理職への登用・男女雇用比率

・障害者の雇用の促進等に関する法律による身体障害
者又は知的障害者の雇用状況

・障がい者雇用の推進

・福利厚生の状況（産休・育児休暇の取得状況、子育
て支援の取組、従業員の勤務時間外教育及びNPO活
動等の支援、有給及び法定外休暇の取得状況等）

・福利厚生の方針
・育児休業制度・介護休業制度・短時間勤務制度
・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

・職場環境改善の取組状況（セクシャルハラスメント、そ
の他のいじめ防止の取組状況及びこれらに関するク
レームの状況）

・セクシャルハラスメント対策

ウ 地域の文化の尊重、保護等に係る情報

・地域文化の尊重、保護等に係る方針、計画、取組の
概要

・まちづくり憲章

エ 環境関連以外の情報開示及び社会的コミュニケーショ
ンの状況

・住文化の向上・教育支援の考え方・方針
・生活リテラシーブックの発行～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
・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）

オ 広範な消費者保護及び製品安全に係る情報

・消費者保護、製品安全及び品質に係る方針、計画、
取組の概要

・安全・安心・快適な住まいづくりの方針
・防災に対する考え方
・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

・販売後の点検、修理等のアフターサービスプログラム ・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
・住まいの「20年保証」
・カスタマーズセンター
・カスタマーセンター休日お客様受付窓口
・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

・消費者クレーム窓口の設置及びその処理状況 ・クレーム情報のデータベース化と品質向上への活用

カ 政治及び倫理に係る情報

・企業倫理に係る方針、計画、取組の概要 ・CSRの原点となる企業理念

・環境関連分野以外の寄付、献金の寄付、献金先及び
金額

・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

・行動規範策定の状況 ・CSRの原点となる企業理念

・独占禁止法遵守等の公正取引の取組状況 ・企業倫理要項（3-3 独占禁止法の遵守）

キ 個人情報保護に係る情報

・個人情報保護及び内部通報者保護に係る方針、計
画、取組の概要

・内部通報システム
・個人情報保護への取り組み
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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。

結論 

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。

分析のために実施した手続 

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。 

 

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。 
 

2.分析のプロセス

・ 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。

※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/

197

 



結果

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。

 
パフォーマンスはどうか？ 

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。

次のステップに進むために検討すべき課題は?

・ 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

 
積水ハウスのチャレンジは？ 

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。 

（2006年3月）
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戦略 

2005年4月に発表した「サステナブル宣言」の中で、自主的な京都議定書遵守基準を発表し、住ま

いの長寿命化、住環境創造をキーワードとした住まいと街づくりをめざしている。サステナブル実験

住宅の建設や、資源循環型技術開発に注力し、街づくりにおいても「経年美化」をめざし地域の財

産となる住まいづくりに取り組んでいる。「未来への責任」をキーワードにしたトップコミットメントがあ

り、現在のステークホルダーと次世代のニーズを満たそうとするビジョンや考え方が打ち出され情報

公開がされている点が評価できる。

エネルギーの効率化と代替化 

化石燃料へ依存しないことを長期目標としている。そして、ステークホルダーのニーズの変化がある

ことを見越し、エネルギー（自然エネルギーの導入）と2010年までのCO2削減に焦点を当て、近い将

来の大きな変革への心構えが整いつつある。燃料電池の商用普及につとめ、地下水を使ったヒート

ポンプなどの実験も行っている。ただし、再生可能なエネルギー源への本格的な代替化の実現まで

はさらなる取り組みが必要である。

資材の代替化

・ システム条件1,2 

瓦の無鉛化やカドミウムとクロムフリーの検討がされているが、サプライヤーにおける難分解な

化学物質の代替化は大きな課題である。このようなネガティブ情報も改善の意志と状況をさらに

公開していく必要がある。消費者は、現在売り出されている商品を判断して購入を決断するの

で、現段階で努力しているプロセスを伝えることは大切である。この場合も理想の姿を見定めバ

ックキャスティングをすることが重要である。

・ システム条件3 

生物の多様性の保護においては、さまざまな対策が進んでいる。例えば、都心のマンションであ

るグランドメゾンの緑被率が15％と広くなっている。また、今まで取り組みが進んでいなかった熱

帯雨林材の不使用や国産材の使用へも理解も深まりつつあり、チャレンジが始まっている。特

に、国産材、間伐材の使用は国内の林業の衰退による生態系への影響を緩和するための対策

となり評価できる。また、日本の生態系にあった樹木を植え、野鳥などを呼ぶ庭づくり「5本の樹」

計画が進んできている。

製品の開発とラインアップ 

サステナブル実験棟であるアネックス・ラボや、サステナブルデザインハウスなど持続可能な社会の

住宅の提案としての製品開発が進んでいる。

外部とのコミュニケーション 

ステークホルダーミーティング・公開ダイアログにおいて住宅建築の専門家や環境の専門家、これ

から家を建てたいと計画されている人や積水ハウスの従業員を交え活発な意見交換が行なわれ

た。住宅のトータルな体験・研究施設である総合住宅研究所での活動は、新しい顧客を生み出す場

であり、社会とのコミュニケーションの場になっている。環境の面においても外部とのコミュニケーシ

ョンは活発化している。
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社会的持続性 

従業員の（精神的・肉体的）豊かさの追求ということで帰宅時間を早くすることや女性を積極的に採

用・幹部登用（人材の多様性）するなど従業員の持続可能性の必要性に目を向けていることは評価

できる。しかしながら、サプライヤーについては、環境の調査はしているが、社会面の情報が欠けて

いる。

■接続可能性に関する2年間の進展

持続可能性分析の結果に基づき、積水ハウスの持続可能性に関する2005年度と2006年度の取り組
みの進展を示す。2005年度に比較するとすべての項目で着実に進歩している。

積水ハウスは、業界のリーデイングカンパニーとして業界を引っ張り、イニシアティブを取る位置に

ある。「アクションプラン20」は、顧客において20％の二酸化炭素削減をめざしており、業界の戦略と

してとても良い模範事例となっている。今後とも、貴社のさらなるチャレンジに期待する。
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■AA1000保証基準の視点を取り入れた第三者意見報告書 
 
 ここ数年、日本においてもサステナビリティ報告書の発行数が増えています。しかし、その報告書

の記載情報がステークホルダーにとって、あるいは経営者にとって判断や行動を決定する手段とし

て、信頼できる有益な情報になるところまで達していないという声も聞かれます。英国をベースにし

て活動している国際NGO社会倫理アカウンタビリティ研究所は、サステナビリティ報告書をより効果

的なものにし、信頼性を高めるために、組織の情報開示とサステナビリティ報告とパフォーマンスの

全領域を対象にした保証基準を開発しました。積水ハウスは、サステナビリティ報告書の説明責任

のレベルをさらに発展させるために、国際NGOナチュラル・ステップ（以下、TNS）にアカウンタビリテ

ィ研究所のAA1000保証基準の視点を入れた第三者意見を依頼しました。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

に役立つと考えているからです。

■ナチュラル・ステップとは 

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

ール博士の提唱によって1989年に発足し、世界的な広がりをもつ環境団体です。環境保

護と経済的発展の双方を維持することが可能な社会を目指し、企業・自治体・学界・政府

そして個人が環境対策を考える際の明確な羅針盤を科学的根拠に基づいて提供します。 

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

テム条件」は多くの企業で持続可能性戦略に取り入れられています。  

 

4つのシステム条件 

持続可能な社会において、 

1.自然の中で地殻から掘り出した物質の濃度が増え続けない

2.自然の中で人間社会が作り出した物質の濃度が増え続けない

3.自然が物理的な方法で劣化しない

4.人々が自らの基本的ニーズを満たそうとする行動を妨げる状況を作り出してはならない
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積水ハウス産業株式会社の設立

積水ハウス株式会社に社名変更

滋賀工場、電着塗装設備稼働

滋賀・関東両工場、「工業製品住宅等品質管理優良工場」として 

第1号の通産大臣認定を取得

鋼製型枠「メタルフォーム」の導入

部材の複合化

「車いす住宅」を社会復帰訓練用に熊本県の病院内に建設

日本初の「障害者モデル住宅展示場」建設への参加

「住まいの図書館」（東京・新橋）開設

パッシブソーラーシステム「セキスイハウスPSH-211※」が 

建設大臣認定を取得

※セキスイハウスPSH-211： 
 都市部において太陽の日射などの自然エネルギーを有効に活用した暮らしを提案
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「六甲アイランドCITY」建設工事着工

床下土間コンクリートの標準化

東日本研修センター訓練校開設

「シーサイドももち」起工式

社員数1万名突破

工業化住宅などの品質向上貢献企業として通商産業大臣表彰を受賞

総合住宅研究所完成

「納得工房」公開

売上げ1兆円（1月決算時）

コンピュータ管理によるマニフェスト伝票※の運用開始

※マニフェスト伝票： 
 産業廃棄物の不法投棄を防ぐために、解体工事現場等から出た産業廃棄物が 
 どのように処理されたのかを記載する伝票

ベース基礎型枠への「カルフォーム」の採用

本社を梅田スカイビル（大阪市北区大淀中1丁目1番88号）に移転

累計建築戸数100万戸達成

サッシの気密性向上

滋賀工場が「エネルギー管理優良工場」近畿通産局長賞（電気部門）を受賞
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阪神・淡路大震災 復興支援仮設住宅を建設、復興本部を設置

木造住宅事業（シャーウッド住宅事業）開始

「埼玉北SHICプラザ」が'95彩の国さいたま景観賞受賞

「生涯住宅」が第3回メロウ・グランプリ優秀賞受賞

壁紙接着剤のゼロホルマリン化

高性能遮熱断熱複層ガラスを標準採用した高性能断熱仕様「セントレージΣ」発表
「住まいの家学館」神奈川にオープン

「西宮マリナパークシティ」起工式

「コモンシティ星田」が都市景観大賞受賞

インターネットホームページ開設

太陽光発電住宅「ソーラーΣ・A」発表
「新宮湊坂」が第9回福岡県建築住宅文化賞大賞受賞

関東工場に「住まいの夢工場」オープン

生産部門一括で品質マネジメントシステム「ISO9001」認証取得

「ハイブリッド換気システム」の開発、断熱アルミサッシの開発

シックハウス対策のため床、壁、天井の内装仕上げ材のF1・E0化※を開発

※日本工業規格（JIS）、日本農林規格（JAS）で定められた 
 建材のホルムアルデヒド放散量の等級でF1、E0は最も放散が低いランク。 
 現在は表示が統一され、星の数でランクが表されている。

床材、外壁のノンアスベスト化

浴排水再利用システム発表

「生涯住宅」への取り組みに対し、国連の外郭団体である 

International Council for Caring Communities（ICCC）より表彰を受賞

環境景観デザインシステム「SHELD」の開発

「ECO21」が環境共生住宅認定を取得

NPO法人 西山夘三記念すまい・まちづくり文庫（西山文庫）設立

環境未来計画発表

「グルニエダイン」等一部商品で次世代省エネ仕様を標準採用

一部地域で石膏ボードプレカット先行導入



 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 
 

「ゼロエミッション」プロジェクト開始

ユニバーサルデザイン具現化プロジェクトの発足

電着塗料の鉛フリーヘの切り替え開始

ホルムアルデヒド放散量社内基準の改定（Fc0・E0化）

親自然をコンセプトにした「セントレージ・ギャラリー」発表

造園と外構工事の関連会社「グリーンテクノ積和」設立

創立40周年

累積建築戸数150万戸達成

積水ハウス北陸、山梨、四国、山陰を合併

全6工場で環境ISO14001認証取得完了

「ビオガーデン～5本の樹計画～」開始

コモンシティ十王「城の丘」グッドデザイン賞受賞

執行役員制を導入

資源循環型住宅開発プロジェクト開始（～2004.3月達成）

全工場ゼロエミッション達成

新築戸建住宅において防犯住宅仕様を展開

住宅のユニバーサルデザインの本格展開を宣言

「次世代省エネ仕様」および「室内空気質環境の品確法最高レベル」を 

戸建住宅に標準採用

太陽光発電搭載「ダインズ・バリューII」発売

「免震住宅」発売

新築施工現場ゼロエミッションプロジェクト開始

205


