
社会性目標と実績

CSR方針と体制

お客様のために

従業員、取引先のために

株主、地域社会のために

環境目標と実績

約束１（生活時・生産時 のCO２排出量削減）

約束２（生態系ネットワーク の復活）

約束３（資源循環の取り組み）

その他
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目標と実績



社会性目標と実績

■CSR方針と体制
自己評価の基準について

○…目標を達成 △…達成できなかったが目標に近づいた ×…目標に向けた改善ができなかった

CSR推進体制と浸透

２０１０年度目標 職制別、各階層別集合研修とグループ会社への集合研修を継続。繰

り返し愚直にCSR意識の向上を図る。

○

２０１０年度の実績、コメント 全国の事業所や主要グループ会社での職制別、階層別集合研修を

実施。「企業倫理月間」では新しいグループ討議用事例を設定し、職

場での意識を喚起。事業活動の国際化、ならびに社会環境の変化に

合わせて「企業行動指針」「企業倫理要項」を改定。改定内容を「企業

倫理月間」に周知徹底しました。また、e-ラーニングを活用した「サス

テナビリティレポート理解度テスト」を実施。ＣＳＲ・環境活動に対する

理解を一層深め、従業員一人ひとりの実践につなげることができまし

た。

関連する取り組み コンプライアンス推進活動

２０１１年度目標 職制別、各階層別集合研修とグループ会社への集合研修を継続。繰り返し

愚直にCSR意識の向上を図る。

２０１０年度目標 事業所ごとの目標と実績を活用し、ＰＤＣＡサイクルを加速し、取り組

みレベルをさらに向上させる。種々の研修等を通じて、風通しのよい

企業風土を醸成するキーパーソンはリーダーであるとの意識を徹底

させ、上長と一般社員の意識の乖離を縮めていく。

○
２０１０年度の実績、コメント ２０１０年度も、企業理念・コンプライアンス、環境、社会貢献・地域貢

献、ＣＳ・ＥＳ・ＳＳ向上の各分野における目標の設定と実績を定例会

議で検証し、イントラネットで共有。それらを生かした改善活動の推進

により事業所ごとの取り組みレベル差を改善することができました。

関連する取り組み 事業所におけるCSR推進

２０１１年度目標 引き続き、事業所ごとの目標と実績を活用し、ＰＤＣＡサイクルを加速し、取

り組みレベルをさらに向上させる。種々の研修等を通じて、風通しのよい

企業風土を醸成するキーパーソンはリーダーであるとの意識を徹底させ、

上長と一般社員の意識の乖離をさらに縮めていく。

コンプライアンス・マネジメント

２０１０年度目標 「ガバナンス意識調査」の結果による各支店のマネジメント状況を検

証し、ＰＤＣＡのサイクルを回していく。誓約書取得等の継続活動と企

業倫理チェックツールの運用で、従業員全員のコンプライアンス意識

を一層向上させる。

○２０１０年度の実績、コメント ２０１０年度もグループの全役員、従業員から｢企業倫理要項｣等を遵

守する旨の誓約書を取得。また、各支店のマネジメント状況を検証す

る「ガバナンス意識調査」を実施。営業部門全社員からアンケートを

取得し、分析の上、「支店経営強化研修」でマネジメントスタイル気付

きのツールとして実践的に活用しました。

関連する取り組み 「企業倫理要項」の遵守

コンプライアンス推進活動

CSRマネジメントツール

２０１１年度目標 「ガバナンス意識調査」の結果による各支店のマネジメント状況を検証し、

ＰＤＣＡのサイクルを回していく。「企業倫理月間」、誓約書取得等の継続活

動を愚直に実施し、従業員全員のコンプライアンス意識を一層向上させ

る。

２０１０年度目標 人権擁護について、引き続き事業所の責任者がリーダーとなり、働き

やすい自由闊達な職場風土をはぐくむべく研修を実施。

セクハラ・パワハラ相談窓口担当者の対応能力を高めるとともに
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目標と実績　社会性目標と実績

http://localhost/sustainable/2011/profile/gov05-04.html
http://localhost/sustainable/2011/profile/gov02-02.html
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http://localhost/sustainable/2011/profile/gov02-03.html


ヒューマンリレーション室との連携を強化し、現場に即応できる体制

を構築。

○
２０１０年度の実績、コメント グループ会社を含む全従業員に「ヒューマンリレーション研修テキス

ト」を配布し、事業所長が講師となって全従業員へのヒューマンリレー

ション研修を実施。

セクハラ・パワハラ相談窓口についてはグループ会社を含めた全事

業所に担当者を配置。グループ会社と各事業所の新任担当者ならび

に継続担当者を対象に研修を実施。また、全従業員に配布する相談

窓口を紹介する小冊子の記載内容を、よりわかりやすい表示に変更

しました。

関連する取り組み ヒューマンリレーション推進体制

ヒューマンリレーション研修

セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント相談窓口

２０１１年度目標 事業所の責任者がリーダーとなり、働きやすい自由闊達な職場風土をはぐ

くむべく研修を実施。セクハラ・パワハラ相談窓口担当者の対応能力を高

めるとともにヒューマンリレーション室との連携を強化し、現場に即応でき

る体制を構築。

２０１０年度目標 工事進行基準の採用に基づく業務ルールの適正運用を重点テーマと

して取り組む。

○
２０１０年度の実績、コメント 新しい業務ルールを適正に運用。２０１０年度にコンプライアンス上

の大きな問題は発生しませんでした。

関連する取り組み コーポレートガバナンス・内部統制システム

２０１１年度目標 「内部統制システム」の運用徹底、リスクマネジメントの強化に引き続き取り

組む。

社会とのコミュニケーション

２０１０年度目標 見学会、フォーラム等の開催を継続して行う。サステナビリティレポー

トを活用した意見交換会など、ステークホルダーとの対話機会を創

出。

○
２０１０年度の実績、コメント 「ゼロエミッションセンター」の２０１０年度社外来訪者数２万５４８人

（２００８年の開設からの累計来場者数４万９３２９人）。サステナビリ

ティレポートを活用するなどした意見交換会を実施。「サステナブル

デザイン ラボラトリー」でのサステナブルな暮らしについての様々な

ワークショップ、CSR関連有識者意見交換会、一般見学会などを開

催。社外来訪者は累計３５５６人。

関連する取り組み 近未来型住宅「ゼロエミッションハウス」

ステークホルダーとの対話

「サステナブル デザイン ラボラトリー」

２０１１年度目標 見学会、フォーラム等の開催を継続して行う。サステナビリティレポートを活

用した意見交換会など、ステークホルダーとの対話機会を創出。
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社会性目標と実績

■お客様のために
自己評価の基準について

○…目標を達成 △…達成できなかったが目標に近づいた ×…目標に向けた改善ができなかった

お客様満足の向上

２０１０年度目標 創立５０周年を迎えることができたのはお客様のおかげであるという

感謝の気持ちを社員全員が胸に刻み、お客様と接していく。支店、カ

スタマーズセンターによる相対コミュニケーションはもちろん、ＷＥＢ

や情報誌など、あらゆるチャンネルを通じてオーナー様とのコミュニ

ケーションを強化し、さらなるお客様満足向上を目指す。
○

２０１０年度の実績、コメント 「Netオーナーズクラブきずな」（登録数約１４万９０００世帯）の運営に

注力。よりオーナー様の声を反映できる制作・運営体制とし、月２回

のコンテンツ更新で情報の鮮度を向上。オーナー向け情報誌の定期

発行とアンケートの実施。アンケート結果は分析し改善に活用。

関連する取り組み ＣＳ（お客様満足）に関する方針と体制

お客様アンケートの分析とフィードバック

オーナー様とのコミュニケーションツール

２０１１年度目標 お客様への感謝の気持ちを社員全員が胸に刻み、お客様と接していく。支

店、カスタマーズセンターによる相対コミュニケーションはもちろん、ＷＥＢ

や情報誌など、あらゆるチャンネルを通じてオーナー様とのコミュニケー

ションを強化し、さらなるお客様満足向上を目指す。

サステナブル社会の実現と住宅の長寿命化

２０１０年度目標 オーナー住宅買取再生事業「エバーループ」の理解・浸透を図り、資

源の有効活用と住宅の長寿命化、 既設住宅の取引市場の形成に貢

献。

△２０１０年度の実績、コメント 「エバーループ参観日」を７３会場で開催し、新しい試みを周知。買取

り実績は累計１４７件（前年度比１２件増）。ストック事業部を中心に、

積和不動産、積水ハウスリフォームなどの当社グループの連携を高

めました。

関連する取り組み 「エバーループ」～オーナー住宅買取再生事業

２０１１年度目標 オーナー住宅買取再生事業「エバーループ」の理解・浸透を図り、資源の有

効活用と住宅の長寿命化、 既設住宅の取引市場の形成に貢献。

２０１０年度目標 環境に配慮した創エネ・省エネリフォームを積極的に推進。当社物

件、一般物件とも一層の事業拡大を図る。

○２０１０年度の実績、コメント ライフステージに適した提案に加え、環境に配慮した創エネ・省エネ

リフォーﾑの積極提案によりリフォーム実績が増加。当社物件のリ

フォーム実績は５４３億円（前年度比１４.３％増）、在来木造等の一般

物件リフォームも含めると合計で９１４億円の実績となりました。

関連する取り組み 循環型社会の形成につながるリフォーム事業

創エネ・省エネリフォーム

２０１１年度目標 環境に配慮した創エネ・省エネリフォームを積極的に推進。当社物件、一

般物件とも一層の事業拡大を図る。

安全・安心・快適な住まいづくり

２０１０年度目標 「いつもいまが快適」をテーマにあらゆる世代を通じて、誰もが使い

やすい部材と住みやすい空間づくりの提案を推進。

○２０１０年度の実績、コメント 子どもの健やかな成長のための「キッズでざいん」の取り組みにおい

て「第４回キッズデザイン賞」を全６部門、１１項目が受賞し、多彩な

取り組みが評価されました。「サステナブル デザイン ラボラトリー」
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は、＜フュ－チャープロダクツ部門＞で優秀賞を受賞しました。

関連する取り組み 主な表彰実績

ユニバーサルデザインから「スマートユニバーサルデザイン」へ

２０１１年度目標 「いつもいまが快適」をテーマにあらゆる世代を通じて、誰もが使いやすく

心地よい「スマート ユニバーサルデザイン」の住まいづくりを推進。

２０１０年度目標 総合住宅研究所の「納得工房」、全国６か所に設置する「住まいの夢

工場」など、工夫を凝らした体験型学習施設を各エリアで有効活用

し、安全・安心・快適な住まいづくりをサポート。

○２０１０年度の実績、コメント リニューアル等により内容がさらに充実。来場者数も２００９年度より

大幅にアップしました。

体験型学習施設の来場者数：「納得工房」４万４４１４人、「住まいの

夢工場」1１万６９９０人、「住まいの家学館」４万１４５０人。

関連する取り組み R&Dの拠点「総合住宅研究所」

「コンサルティング・ハウジング」

２０１１年度目標 総合住宅研究所の「納得工房」、全国６か所に設置する「住まいの夢工場」

など、工夫を凝らした体験型学習施設を各エリアで有効活用し、安全・安

心・快適な住まいづくりをサポート。

２０１０年度目標 ２０１０年度は、環境配慮型賃貸住宅「シャーメゾン グリーンファース

ト」の拡販に注力し、年間１０００棟の受注、全体の２０％を目指す。

○

２０１０年度の実績、コメント 太陽光発電システムを搭載した環境配慮型賃貸住宅「シャーメゾン

グリーンファースト」は２００９年３月に発売して以来、受注が好調に

推移し、２０１０年度受注実績は業界最多の８９０棟。当社が業界に

先駆けて始めた、入居者が売電メリットを享受できる物件が順調に増

えています。一括借上・管理室数４７万２５７０室、入居率９５.０％。入

居者向け総合サービス「MASTクラブ」会員は約４４万６０００人。個性

化・多様化しているニーズに応え、「MASTクラブ」会員にはポイントに

よる特典や、暮らしをサポートするサービスを用意するなど付加価値

を高め、管理戸数は順調に増加。

関連する取り組み 賃貸住宅における入居者満足の向上

オーナー様・入居者双方にメリットのある賃貸住宅の提案

２０１１年度目標 ２０１１年度は、環境配慮型賃貸住宅「シャーメゾン グリーンファースト」の

拡販に注力し、全体の２５％を目指す。
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コミュニティの形成と地域文化の継承

２０１０年度目標 「まちづくり憲章」、「まちづくり指針」に基づき、「経年美化」をテーマ

に良質な「まち」をつくり、「まちなみ参観日」を実施。「隣人祭り」の開

催地を増やし、地域住民によるコミュニティづくり、地域文化継承をサ

ポート。

○
２０１０年度の実績、コメント ４月と１０月に実施した２回のまちなみ参観日において戸建住宅は１

０９会場５６７棟、マンションは２５会場４６４戸を供給。「環境共生住

宅」の認定や「５本の樹」計画などを取り入れて「まちづくり憲章」、「ま

ちづくり指針」に基づく良質な「まち」を供給。また、分譲地や分譲マン

ションなど、団体内のコミュニティ形成を支援する「隣人祭り」の開催

数は９６回。住民同士のコミュニケーションを創出し、コミュニティづく

り、地域文化継承を図りました。

関連する取り組み 「まちづくり憲章」

分譲住宅フェア「まちなみ参観日」

「経年美化」のまちづくり

「ひとえん」によるコミュニティ醸成

「n×豊か」のまちづくり

賃貸住宅のまちづくり

マンション・都市開発の実例

２０１１年度目標 「まちづくり憲章」、「まちづくり指針」に基づき、「経年美化」をテーマに良質

な「まち」をつくり、「まちなみ参観日」を実施。「隣人祭り」の開催地を増や

し、地域住民によるコミュニティづくり、地域文化継承をサポート。
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社会性目標と実績

■従業員、取引先のために
自己評価の基準について

○…目標を達成 △…達成できなかったが目標に近づいた ×…目標に向けた改善ができなかった

従業員とともに

２０１０年度目標 「人材サステナビリティ」宣言に基づき、より一層「従業員が幸せを感

じ、いきいきと仕事ができる企業集団」となるよう具体的施策を実行

（職務面談、評価制度の改訂等）

○
２０１０年度の実績、コメント 従業員のやりがい、納得度を高めるべく、評価制度を一部改訂。「人」

と「会社」がともに成長し、企業理念の「私たちの基本姿勢～真実・信

頼」に基づく活力あふれる組織風土がさらに強化されつつあります。

関連する取り組み 人事基本方針

２０１１年度目標 「人材サステナビリティ」宣言に基づき、より一層「従業員が幸せを感じ、い

きいきと仕事ができる企業集団」となるよう具体的施策を実行 （職務面談、

評価制度の改訂等）

２０１０年度目標 女性活躍のさらなる推進

女性が成果を出しながら、いきいきと働き続けることができる環

境の整備と意識改革。

「最高のおもてなし」の実現に向け、展示場接客担当者のモチ

ベーションアップ・スキルアップを推進。全国ネットワークの構

築。

○

２０１０年度の実績、コメント 女性営業職の積極採用を続けて７年目を迎えます。継続採用の効果

として、優秀な業績を挙げながら、結婚、出産、育児を経験した従業

員が徐々に増加。引き続き、スキル、メンタル両面からの支援を拡充

します。

女性営業職の結婚、出産、育児については、本人と職責者や女

性活躍推進グループリーダーが面談を行い、個別に柔軟な働き

方の対応を実施。

女性管理職は増加し、グループで２８人となりました。

展示場接客担当者に全国で研修・勉強会を実施。モチベーショ

ン、スキルアップに努めました。

関連する取り組み 子育てと仕事との両立を支援

女性営業職の積極採用、支援

女性の管理職への登用

展示場接客担当者へ向けた取り組み

「リフォームアドバイザー」の積極採用

育児休業制度や介護休業制度などの利用状況

２０１１年度目標 女性活躍のさらなる推進

女性が成果を出しながら、いきいきと働き続けることができる環境の

整備と意識改革。

「最高のおもてなし」の実現に向け、展示場接客担当者のモチベーショ

ンアップ・スキルアップを推進。全国ネットワークの構築。

２０１０年度目標 多様な人材の活用

職群転換（チャレンジ）制度の実施と職群転換者へのフォロー

アップ

退職者復職登録制度の実施継続による経験者の有効活用

社内人材公募制度の実施による社内人材の有効活用

法定雇用率を充足する障がい者雇用の推進

△

２０１０年度の実績、コメント 自身の能力を最大限に活かせる職群転換制度（一般事務職群および

生産技能職群から、営業技術職群（総合職）への職群転換）により５

人が職群転換し、これまでに８３人が転換しました。

退職者復職登録制度については、２人が復職。

人材公募制度では４案件に２３９人が応募、２３人が異動。従業員の

活躍のチャンスを広げ、新規事業の担い手になるなど組織の活性化

へつながっています。
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障がい者雇用率は、適用除外率が３０％から２０％に引き下げられた

ことにより、２０１１年２月時点で１.６６％となりました。営業部門、管

理部門ごとに雇用目標を設定し、改善に努めるとともに、障がい者を

含めたすべての従業員が活力にあふれ、仕事に取り組むことができ

る企業を目指しています。

関連する取り組み 積立年休、退職者復職登録、職場復帰支援、ボランティア休職制度

社内公募制度

障がい者雇用の推進

２０１１年度目標 社内諸制度の利用促進と、多様な人材活用を進め、障がい者の採用は喫

緊の課題として取り組む

職群転換（チャレンジ）制度の実施と職群転換者へのフォローアップ

退職者復職登録制度の実施による経験者の有効活用

社内人材公募制度の実施による社内人材の有効活用

法定雇用率を充足する障がい者雇用の推進

２０１０年度目標 多様な働き方とワーク・ライフ・バランスの支援

両立支援制度の充実および浸透

次世代育成支援対策推進法についての第３期行動計画の活動

を継続

業務改善による生産性の向上、メリハリのある働き方の推進に

よる活力溢れる職場環境の構築

労務管理コンプライアンスの徹底

△

２０１０年度の実績、コメント 次世代育成支援対策推進法について、第３期行動計画の活動を実

施。

両立支援に関して、法律を上回る支援制度の充実と浸透によって、

男性育児休業取得者は昨年よりやや減少したものの、女性育児休業

取得者は８１人から８７人に、短時間勤務制度の利用者は１０５人か

ら１６４人へ増加。

また、人材マネジメントに関する研修により、働き方の変革や業務改

善による生産性の向上を促進。

社内誌や社内HPでの実例紹介等を行なうことにより、ワーク・ライフ・

バランスを意識した社内風土の醸成を推進。

また、労務管理コンプライアンスについては法改正への対応を研修、

監査などで徹底しました。

関連する取り組み 子育てと仕事との両立を支援

積立年休、退職者復職登録、職場復帰支援、ボランティア休職制度

育児休業制度や介護休業制度などの利用状況

人材マネジメント説明会

２０１１年度目標 労務管理コンプライアンスを徹底し、多様な働き方とワーク・ライフ・バラン

スを支援する

両立支援制度の充実および浸透

次世代育成支援対策推進法についての第３期行動計画の活動を継続

業務改善による生産性の向上、メリハリのある働き方の推進による活

力溢れる職場環境の構築

労務管理コンプライアンスの徹底

２０１０年度目標 労働安全衛生の推進

各事業所の安全活動を全社で共有化し、災害防止活動を推進す

ることで、労働災害を低減

各事業所の安全衛生委員会の積極活用

安全活動と災害防止活動の推進

メンタルヘルス研修の充実及び全従業員の継続受講

○２０１０年度の実績、コメント 業務災害４２件（前年度比３件増）、通勤災害１２件（６件減）。施工安

全衛生研修・教育を延べ５万１０５７人が受講。従業員の安全意識、

労働衛生意識の向上を目的に、全国安全週間、全国労働衛生週間に

は標語、ポスター図案を募集。従業員からの応募だけでなく、家族か

らの応募も年々増加。

全従業員が受講するヒューマンリレーション研修においてメンタルヘ

ルスを重要テーマとし、コミュニケーションの充実とセルフケアの有効

性について理解を深めました。
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関連する取り組み メンタルヘルスマネジメント

労働災害発生状況

労働安全衛生マネジメントシステム

施工現場での労働安全衛生確保

職場での労働環境の改善

安全衛生教育研修

ヒューマンリレーション研修

２０１１年度目標 各事業所の安全衛生委員会等の積極活用等により労働安全衛生を一層推

進する

各事業所の安全活動を全社で共有化し、災害防止活動を推進するこ

とで、労働災害を低減

各事業所の安全衛生委員会の積極活用

安全活動と災害防止活動の推進

メンタルヘルス研修の充実及び全従業員の継続受講

協力工事店、取引先とともに

２０１０年度目標 取引先との健全な関係を継続するため、グループ会社を含めて、「企

業倫理要項」等のルールを徹底

△

２０１０年度の実績、コメント グループ全体に「企業行動指針」、「企業倫理要項」を徹底。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。累積卒業者数

２１３１人。２０１０年度は全従業員を対象に「下請法」に関する研修

を実施。また、取引先を対象に当社グループの経営概況や、購買方

針等を説明する方針説明会を開催。仕入れの上流部分に対する基

準として、「化学物質ガイドライン」や「木材調達ガイドライン」を運用

しており、サプライヤーとの双方向コミュニケーションを重視して、改

善を継続。

関連する取り組み 施工品質向上のために

化学物質の管理

「木材調達ガイドライン」の運用

取引先とのコミュニケーション

２０１１年度目標 取引先との健全な関係を継続するため、双方向コミュニケーションを重視

し、共存共栄の実現を目指す。グループ会社を含めて、「企業倫理要項」等

のルールを徹底。
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社会性目標と実績

■株主、地域社会のために
自己評価の基準について

○…目標を達成 △…達成できなかったが目標に近づいた ×…目標に向けた改善ができなかった

株主とともに

２０１０年度目標 中長期にわたる高い利益配分の実現と経営の健全性を維持するた

め、中期的な平均配当性向４０％を確保。２０１０年度は中間・期末配

当各８円、５０周年記念配当５円の通期２１円を予定。

○

２０１０年度の実績、コメント ２０１０年度は５０周年記念配当を実施し、通期の１株当たり配当金

は２１円となりました。長期保有の促進を目指す株主優待制度として

は、引き続き株主優待ポイント制度及び贈呈制度を実施。贈呈制度

においては１０月末に、1月末日に記載の株主に「魚沼産コシヒカリ５

ｋｇ」を送付。なお、株主優待贈呈時のご辞退などのお米３４８０kgを

株主様のご理解のもと「（社福）全日本手をつなぐ育成会」等の様々な

施設へ寄付。また、株主サービスとして引き続きIRニュースメールの

配信を実施。

関連する取り組み 企業・IR情報

株主とのコミュニケーション

２０１１年度目標 中長期にわたる高い利益配分の実現と経営の健全性を維持するため、中

期的な平均配当性向４０％を確保。２０１１年度は、第２四半期末配当１０

円、期末配当１０円の通期２０円を予定。

住文化向上・教育支援

２０１０年度目標 地域に開かれた企業として、自社の施設やノウハウを生かして、住

文化の向上に注力。

○

２０１０年度の実績、コメント 「すまい塾こだわり講座」のノウハウを生かし、各地域に応じたカリ

キュラムにより全国の事業所で「すまい塾」を展開。インターネットを

活用した学習プログラム「Webすまい塾」も用意し、受講者が増加。

受講者数：「すまい塾公開講座」７３０人、「すまい塾こだわり講座」５

４人、全国事業所「すまい塾」４２ヶ所７４１人。「Webすまい塾」の申込

は４６６件。

NPO法人西山文庫「すまい・まちづくりフォーラム」の開催に協力。

産学の連携と大学間での学生の交流を図ることで、 若きデザイナー

の育成を目的とした「地球にやさしい住生活デザインコンペティショ

ン」を実施。２０１０年度は全国６３大学から２６７作品の応募がありま

した。

関連する取り組み 住まいづくりの教室「すまい塾」の開催

NPO「西山夘三記念すまい・まちづくり文庫」への協力

「地球にやさしい住生活デザインコンペティション」の開催

２０１１年度目標 地域に開かれた企業として、自社の施設やノウハウを生かして、住文化の

向上に注力。

２０１０年度目標 体験型学習施設などを利用した教育貢献活動をさらに充実させ、授

業での講師派遣や職場体験の受け入れを拡大。

○

２０１０年度の実績、コメント 学生の見学者数：納得工房４１７８人、住まいの夢工場２２１３人、住

まいの家学館１４８人。職場体験や講師派遣を１４４回２４３０人に実

施。「新・里山」での小学生・幼稚園児への授業を7回、延べ２９２人に

実施。大学生が対象の「住まい体験学習」は１８大学３４６人を受け入

れ。職場体験や講師派遣のニーズの増加に伴い、全国の事業所での

協力数も増加。「エコ・ファーストの約束」に基づく三つの環境教育プ

ログラム、（省エネ生活についての「いえコロジー」セミナー、生態系

保全についての「Dｒ．フォレストからの手紙」、資源循環についての

「トレジャーハントツアー」）を実施。「納得工房」の見学、体験学習で

は多様な施設や設備を活用して、学校からの幅広い要望に対応しな

がら実施。

関連する取り組み 総合住宅研究所の教育貢献活動
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体験教育の機会を提供する「住まいの夢工場」

各地の教育貢献

環境教育プログラムの実施

新梅田シティ「新・里山」での教育貢献

２０１１年度目標 体験型学習施設などを利用した教育貢献活動をさらに充実させ、授業での

講師派遣や職場体験の受け入れを拡大。

地域社会への貢献

２０１０年度目標 社会貢献活動の情報発信、共有と内容のさらなる充実により全体的

な取り組みレベルの底上げを図る。

○

２０１０年度の実績、コメント ボランティア情報の発信や社会貢献活動社長表彰の実施で情報共

有。全国でのボランティア実施数も増加して、社会貢献活動も活発に

なり、地域独自の取り組みが広がりました。活動の方法など全国での

情報共有をさらに進めます。ＳＥＬＰ製品のノベルティへの採用の意

義も浸透。

ボランティア延べ５５３９件実施、延べ１万８５０２人参加。従業員から

の災害義援金など５５１万円。チャリティイベントなどの寄付金額４７

４万円。こどもの日チャリティでの外貨などの寄贈２４万円。ＳＥＬＰ製

品をノベルティとして２万９４１４個採用。障害者週間行事を行政、経

済団体、ＮＰＯ、他企業と共催。

関連する取り組み 社会貢献活動社長表彰

各地へ広がる収集ボランティア

セルプ製品の販売協力、ノベルティ採用

障害者週間行事への参画

災害義援金

チャリティフリーマーケットの実施

こどもの日チャリティイベントへの協力

２０１１年度目標 社会貢献活動の情報発信、共有と内容のさらなる充実により全体的な取り

組みレベルの底上げを図る。

２０１０年度目標 第５回は３０団体へ１７８３万円を助成予定。従業員の活動理解と参

加を促進するため、社内外への広報活動を強化。

○

２０１０年度の実績、コメント 「積水ハウスマッチングプログラム」の認知度は向上し、会員数は約

１７００人。助成公募数、助成団体数、助成金額も増加。こども基金が

「第４回キッズデザイン賞」＜ソーシャルキッズサポート部門＞を受

賞。

第５回は３０団体へ１７８３万円助成。第６回公募には１４１プログラ

ムが応募。

関連する取り組み 従業員と会社の共同寄付制度「積水ハウスマッチングプログラム」

２０１１年度目標 第６回は２９団体に１５６６万円を助成。従業員の活動理解と参加を促進す

るため、社内外への広報活動を強化。
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環境目標と実績

■約束１．生活時及び生産時のCO２排出量削減を積極的に推進します
自己評価の基準について

○…目標を達成 △…達成できなかったが目標に近づいた ×…目標に向けた改善ができなかった

居住時CO２削減

２０１０年度目標 戸建住宅太陽光発電システム契約１万棟

○

２０１０年度実績 太陽光発電システム搭載

戸建住宅１万９３１棟契約

実績に対するコメント 各種補助金や余剰電力買取り制度の認知普及と、研修等による全事業

所への販売方法の落とし込みを図るなどして、太陽光発電システム搭

載の「グリーンファースト」実績を目標以上に伸ばし業界トップに。２０１

１年度は戸建住宅での更なる推進に加え、賃貸住宅での太陽光発電普

及も図ります。

関連する取り組み 太陽光発電システムの普及促進

２０１１年度目標 太陽光発電システム搭載

戸建住宅１万２０００棟契約目標

２０１０年度目標 燃料電池「エネファーム」契約２４００台

○

２０１０年度実績 燃料電池搭載住宅２９７４台契約

実績に対するコメント 国の補助金の積極的利用や都市ガス地区だけでなくLPガス地区へも

販売エリアを広げるなど、積極的な「グリーンファースト」販売推進によ

り業界最多の契約実績、シェアの４０％以上を占める結果となり、普及

に大きく寄与しました。今後もお客様とともにＣＯ２削減に寄与する燃

料電池導入を推進します。

関連する取り組み 「アクションプラン２０」から「グリーンファースト」へ

燃料電池の普及促進

２０１１年度目標 燃料電池３５００台契約目標

２０１０年度目標 開口部の断熱リフォーム面積 ８万６１８m ²、高効率給湯器の設置棟数

４５００棟、太陽光発電システム設置棟数 ２０００棟、省エネバスリ

フォーム ４０００セット

△

２０１０年度実績 開口部の断熱リフォーム面積 ７万４３４４m ²、高効率給湯器の設置棟数

３６９１棟、太陽光発電システム設置棟数 １６３４棟、省エネバスリ

フォーム ３２１７セット

実績に対するコメント 太陽光発電システム、開口部の断熱リフォームの実績は、２０１０年度

比でそれぞれ約２.３倍、約２.０倍と著しい伸びを示しました。一方、高

効率給湯機の設置棟数、省エネバスリフォームについては、前年度と

ほぼ同じ実績でした。

関連する取り組み 創エネ・省エネリフォーム

２０１１年度目標 開口部の断熱リフォーム面積 １０万４４００m ²、高効率給湯器の設置棟数 ４

８００棟、太陽光発電システム設置棟数 ２９００棟、省エネバスリフォーム ４

８５０セット

２０１０年度目標 環境共生住宅８００戸

×

２０１０年度実績 環境共生住宅６８７戸

実績に対するコメント 環境共生住宅の目標供給数を達成することができませんでしたが、太

陽光発電や燃料電池を搭載する「グリーンファースト」仕様の環境共生

住宅を中心に供給しました。

関連する取り組み 環境共生住宅

２０１１年度目標 ７００戸

２０１０年度目標 「いえコロジー」セミナーをはじめとする省エネ生活普及教育活動を５０
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回実施

○２０１０年度実績 「いえコロジー」セミナーをはじめとする省エネ生活の普及を目的とし

た出張授業、セミナー等を７３回実施

実績に対するコメント 事業所との連携強化、認知度向上等から、実施回数が増えました。

関連する取り組み 環境教育プログラムの実施

２０１１年度目標 「いえコロジー」セミナーをはじめとする省エネ生活普及教育活動を８０回実

施

事業活動、生産時のＣＯ２削減

２０１０年度目標 工場生産（輸送含む）で出荷m²あたりのＣＯ ２排出量を２００６年度比で

４.５％削減

△

２０１０年度実績 ２００６年度比 ２.４％の削減

実績に対するコメント 生産では乾燥炉の保温強化を図ると共に、照明の効率的な利用やエネ

ルギー消費機器を高効率機器へ更新する等により、順調に削減が進

みましたが、輸送における削減が思ったより進まず、２００６年度比２.

４％の削減にとどまりました。

関連する取り組み 生産時のエネルギー消費

輸送時のエネルギー消費

２０１１年度目標 生産及び輸送に関わる出荷ｍ ²当たりのＣＯ２排出量をそれぞれ２０１０年度

比で３％削減

２０１０年度目標 事業所エネルギー削減計画の策定とその取組みの開始

○

２０１０年度実績 全事業所エネルギー把握の精緻化と共に、社員意識の向上

実績に対するコメント 全事業所エネルギー調査実施の報告定着化により、社員のエネル

ギー実態把握の意識向上。新梅田シティでの実証事業が「チャレンジ２

５地域づくり事業」（環境省）に採択。

関連する取り組み 事務所での省エネ推進活動

２０１１年度目標 「夏季ピーク電力１５％カット」自主行動宣言に基づく行動の徹底

２０１０年度目標 低燃費車割合８５％

○

２０１０年度実績 低燃費車割合を９０.４％（業務車両約２２０台削減。１３００CCの採用１

３６７台（昨年比１.４倍））

実績に対するコメント 業務車両の台数については、社内でのカーシェアリングを進めるなど、

効率的な運行を推進。燃費性能の高い車両の積極的導入、車種を変

更。平成２０年７月から、一般社員乗用車を１５００CCから、１３００CC

の採用を推進しました。

関連する取り組み 事務所での省エネ推進活動

エコ車両の導入とエコ安全ドライブの推進

２０１１年度目標 入れ替え車両は随時低燃費車にシフト
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環境目標と実績

■約束２．生態系ネットワークの復活を積極的に推進します
自己評価の基準について

○…目標を達成 △…達成できなかったが目標に近づいた ×…目標に向けた改善ができなかった

材料調達時の生態系への配慮

２０１０年度目標 Sランク木材の増加とCランク木材の削減

○

２０１０年度実績 Sランク木材の調達割合 ４０％⇒５６％

Cランク木材の調達割合 ２２％⇒６％

実績に対するコメント 違法伐採リスクが高いエリアからの調達を削減、リスクが低いエリア、

木廃材活用の推進等により、全体の調達レベルが向上しました。来年

度はより一層のレベル向上を目指し、ガイドラインの更新も行いたいと

思います。

関連する取り組み 「木材調達ガイドライン」の運用

熱帯林材利用の廃止

木材の循環利用を推進

２０１１年度目標 「木材調達ガイドライン」の改訂

森林認証制度のCoC認証取得

住宅の植栽を通じた生態系保全

２０１０年度目標 年間植栽本数１００万本

△
２０１０年度実績 年間植栽本数９１万本

実績に対するコメント 「５本の樹」計画によるエクステリア事業推進の効果もあり、年間植栽本

数を７１万本から、９１万本に大幅に増大

関連する取り組み 住まいの緑化を提案

「５本の樹」計画の推進

２０１１年度目標 年間植栽本数１００万本

２０１０年度目標 生物多様性の大切さを伝える環境教育プログラム「Dr.フォレストからの

手紙」の継続実施

○

２０１０年度実績 出張授業（１５校約９２０人）実施。１２０人以上の方を対象に、教職員

向けの研修（４回）、オーナー様、一般向けのイベントを実施

実績に対するコメント 小中高校生への環境教育プログラムの教材提供と授業実施。生物多

様性の大切さを伝えるための体験型教育プログラム。イベントなどで

も、地域への社会貢献とコミュニケーションを図りました。

関連する取り組み 環境教育プログラムの実施

２０１１年度目標 地域事業所との連携強化で継続実施

２０１０年度目標 「まちなみ参観日」分譲販売物件すべてに「５本の樹」計画の樹種を植

栽

○２０１０年度実績 「まちなみ参観日」分譲販売物件全てに「５本の樹」計画の樹種を植栽

実績に対するコメント 春と秋に行われた「まちなみ参観日」物件すべてで、「５本の樹」計画樹

種を植栽することができました。

関連する取り組み 分譲住宅フェア「まちなみ参観日」

「５本の樹」計画の推進

２０１１年度目標 「まちなみ参観日」販売物件で植栽を継続実施
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教育活動

２０１０年度目標 和歌山「企業の森」の継続実施、他の地域での活動実施

○
２０１０年度実績 和歌山「企業の森」活動３月、１０月の２回実施

実績に対するコメント １０月には、中辺路森林組合の協力により、鹿の食害などから植栽を守

る手法、「パッチ植栽」を３か所で導入実施しました。

関連する取り組み 「企業の森」制度への参加

２０１１年度目標 「パッチ植栽」を継続実施
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環境目標と実績

■約束３．資源循環の取組みを徹底的に推進します
自己評価の基準について

○…目標を達成 △…達成できなかったが目標に近づいた ×…目標に向けた改善ができなかった

生産・施工時の資源循環

２０１０年度目標 工場生産時の廃棄物発生量

２００９年度比３％削減

△

２０１０年度実績 ２００９年度比 ２.６％の削減

実績に対するコメント オリジナルコンクリート外壁の増産に伴いコンクリートくずの排出量が

増えましたが、排出物量全体のの約７８％を占める木くず・金属くず・汚

泥は出荷面積当たりの排出量が、それぞれ前年比９２％、８６％、８

３％と削減することができました。今後も継続して材料歩留まりの向上

を図ります。

関連する取り組み 工場ゼロエミッションの取り組み

２０１１年度目標 出荷面積当たりの工場生産時の２０１０年度比３.０％

２０１０年度目標 生産・施工廃棄物のマテリアルリサイクル率８８％

△

２０１０年度実績 マテリアルリサイクル率８４.４％

実績に対するコメント 資源循環センターでの分別をさらに細かくすることで、リサイクル量を

増やしました。マテリアルリサイクル率は昨年の８２.８％から、８４.４％

に向上しましたが、目標である８８％には達しませんでした。第４四半

期では、３ヶ月連続で９０％以上となりました。

関連する取り組み 工場におけるリサイクルの推進

２０１１年度目標 生産・施工廃棄物のマテリアルリサイクル率９０％

２０１０年度目標 電子マニフェスト化率１００％

△
２０１０年度実績 電子マニフェスト化率７１.７％

実績に対するコメント 昨年度の導入率７.６％から大幅に実績を伸ばし、７１.７％に達しました

が、目標である１００％には達しませんでした。

関連する取り組み 廃棄物処理管理体制

「ぐるっとメール」の運用による廃棄物の管理

廃棄物処理と土壌汚染に関するリスクへの対応

２０１１年度目標 電子マニフェストの運用を維持しつつ、今後も適正処理に努めます。

２０１０年度目標 軽量鉄骨戸建（Ｂ型）の新築施工現場廃棄物 １２００ｋｇ/棟（各型式ご

との目標値を各事業所で達成）

△

２０１０年度実績 １２８１ｋｇ/棟

実績に対するコメント 石膏ボードの歩留まり向上等による発生量削減を進めましたが、どの

型式も大幅な削減とはなりませんでした。ICタグ導入による実態把握の

精緻化と合わせ、削減策の検討・実施を進めます。前期１３１４ｋｇ/棟と

比較し、３３ｋｇ/棟削減しました。

関連する取り組み 新築施工現場でのゼロエミッション

新築施工現場のリデュース

２０１１年度目標 １２００ｋｇ/棟

２０１０年度目標 木造戸建（シャーウッド）の新築施工現場廃棄物 １５００ｋｇ/棟（各型式

ごとの目標値を各事業所で達成。）

×

２０１０年度実績 １７１７ｋｇ/棟

実績に対するコメント 石膏ボードの歩留まり向上等による発生量削減を進めましたが、どの

型式も大幅な削減とはなりませんでした。ICタグ導入による実態把握の

精緻化と合わせ、削減策の検討・実施を進めます。前期１７１３ｋｇ/棟と
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比較し、ほぼ変わらず。

関連する取り組み 新築施工現場でのゼロエミッション

新築施工現場のリデュース

２０１１年度目標 １５００ｋｇ/棟

２０１０年度目標 重量鉄骨賃貸（βシステム）の新築施工現場廃棄物 １２００ｋｇ/棟（各

型式ごとの目標値を各事業所で達成。）

×

２０１０年度実績 １３６６ｋｇ/棟

実績に対するコメント 石膏ボードの歩留まり向上等による発生量削減を進めましたが、どの

型式も大幅な削減とはなりませんでした。ICタグ導入による実態把握の

精緻化と合わせ、削減策の検討・実施を進めます。前期１３５３ｋｇ/棟と

比較し、１３ｋｇ/棟増加しました。

関連する取り組み 新築施工現場でのゼロエミッション

新築施工現場のリデュース

２０１１年度目標 １２００ｋｇ/棟

２０１０年度目標 軽量鉄骨賃貸（シャーメゾン）の新築施工現場廃棄物 １０００ｋｇ/棟（各

型式ごとの目標値を各事業所で達成。）

△

２０１０年度実績 １１３４ｋｇ/棟

実績に対するコメント 石膏ボードの歩留まり向上等による発生量削減を進めましたが、どの

型式も大幅な削減とはなりませんでした。ICタグ導入による実態把握の

精緻化と合わせ、削減策の検討・実施を進めます。前期１１４３ｋｇ/棟と

比較し、９ｋｇ/棟削減しました。

関連する取り組み 新築施工現場でのゼロエミッション

新築施工現場のリデュース

２０１１年度目標 １０００ｋｇ/棟

２０１０年度目標 「ICタグ」を使った新築施工現場廃棄物の回収・管理システムを２０１０

年度中に全国で運用

○
２０１０年度実績 「ＩＣタグ」システムを全国で導入

実績に対するコメント 「ＩＣタグ」システムを全国で導入

関連する取り組み 「ICタグ」を利用した次世代ゼロエミッション

２０１１年度目標 データの精緻化により削減施策の実効性を判定。削減活動を加速していき

ます。

２０１０年度目標 解体ゼロエミッション達成をねらいとした、独自の中間処理業者の優良

性評価システムの開発

○２０１０年度実績 中間処理業者の評価実施。

実績に対するコメント 一部の中間処理業者の施設や管理状況を調査し、評価を実施しまし

た。

関連する取り組み 解体廃棄物の再資源化への取り組み

２０１１年度目標 評価システムのレベルを向上し、効率改善を図る
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環境目標と実績

■その他
自己評価の基準について

○…目標を達成 △…達成できなかったが目標に近づいた ×…目標に向けた改善ができなかった

事務作業時の資源循環

２０１０年度目標 グリーン購入率９０％

△

２０１０年度実績 グリーン購入率８８.７％

実績に対するコメント オリジナル「グリーン購入指針」をもとに、物品購入担当者への徹底を

強化し、昨年のグリーン購入率７２％を上回る実績を達成しましたが、

目標には届きませんでした。

関連する取り組み 「グリーン購入」の推進

２０１１年度目標 事業所購買担当者との勉強会を実施するなどし、グリーン購入率のアップを

図ります。

化学物質の管理

２０１０年度目標 「ケミケア仕様」の普及促進

○２０１０年度実績 １３５棟の建設実績

実績に対するコメント 長期優良住宅先導事業を中心に展開を進めました。

関連する取り組み 「化学物質ガイドライン」の運用と管理

「ケミケア仕様」の普及

２０１１年度目標 商品レベルでの標準化など、さらなる普及促進に取り組む

従業員による環境行動

２０１０年度目標 オフィスのＣＯ ２削減計画を含む事業所目標の見直し

△２０１０年度実績 見直しを進めましたが、具体的な目標設定には至りませんでした

実績に対するコメント 事業所目標の見直しに向け、具体案の検討を進めました。

関連する取り組み 事務所での省エネ推進活動

２０１１年度目標 「事業活動、生産時のＣＯ２削減」と合わせて取り組みます。
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