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2020年4月7日、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣

言が発令され、私たちの生活、社会、経済活動が一変しま

した。一年を経て、今も予断を許さない状況が続いています。

新型コロナウイルス感染症により、お亡くなりになられた方々

やご家族の皆様に謹んでお悔やみを申し上げます。また、罹

患された方々、影響を受けられた皆様には、心よりお見舞い

を申し上げます。そして、エッセンシャルワーカーとして支

えてくださっている、すべての皆様に感謝を申し上げます。

積水ハウスグループは、お客様、お取引先、関係者の皆様、

そして従業員の安全を最優先として、感染拡大の抑止のた

めに必要な対応・対策を継続しながら、社会の発展に向け

て全力で貢献する決意です。

積水ハウスグループは昨年3月、NEXT SEKISUI HOUSE

「30年ビジョン」、そして第5次中期経営計画を発表しました。

「住」を基軸に、融合したハード・ソフト・サービスを提供

するグローバル企業を目指して第一歩を踏み出した矢先に、

新型コロナウイルス感染症の脅威に直面しました。発令後

すぐに営業活動を一部自粛しましたが、これまで推進して

きたIT化のノウハウを発展・深化させ、効率的、機動的な在

宅勤務などを取り入れ、業務に勤しめる環境を急ピッチでつ

くり上げました。お客様との接点づくりでは、電話やWEB

会議を使ってお客様とコミュニケーションを図る仕組み「お

うちで住まいづくり」を迅速に立ち上げ、現場からの要望に

全従業員参加型「ESG 経営」で世界一幸せな場所づくりに邁進

応えてわずか3日でCMを制作しました。出演者は当社従業

員というエピソードもあります。昨年2月には次世代室内環

境システム「スマート イクス」の開発に着手。換気、空気清浄、

プランニングを一体化し、シミュレーション動画で見える化

した業界初のシステムを完成させ、12月に発売しました。

コロナ禍において、臨機応変に創意工夫をしながら対応

した、各部署・各現場の従業員を大変誇らしく思っています。

そして、それを支えたのは企業理念に掲げた、私たちの目標

「最高の品質と技術～ニーズに合った商品を絶えず他にさ

きがけて開発する」という、脈々と受け継がれてきた私たち

のDNAともいえる精神です。

積水ハウスグループの事業活動のキーワードは「幸せ」と

いう価値の提供です。そして、家を「幸せ」のプラットフォーム

にする「プラットフォームハウス構想」の最初のテーマは

「健康」。期せずして世界中の人々が自身の健康と向き合う

こととなりました。私たちの着眼点に間違いはありませんで

した。その方向性を再確認し、新たな時代の標準となる機

能、役割を先取りする、「安心感」に包まれた「幸せ住まい」

の追求に全力を傾けています。

新型コロナウイルス同様、地球規模での対応が急がれる

気候変動。菅首相が2050年カーボンニュートラル宣言を

行い、国は脱炭素社会の実現に向けて、大きく舵を切りま

コロナ禍で見えてきたもの

全従業員参加による「ESG経営」推進



Sekisui House Sustainability Report 2021 8

Ⅰ.ビジョン・ESG活動方針 Ⅲ.社会 Ⅳ.ガバナンス Ⅵ.ESGデータブックⅤ.国際事業のESG経営Ⅱ.環境

トップコミットメント

編集方針

積水ハウスグループ概要

過去10年間の財務・非財務ハイライト

Ⅰ.ビジョン
ESG活動方針

トップコミットメント

グループの全体像（企業理念と価値創造の歴史）

NEXT SEKISUI HOUSE「30年ビジョン」

2050年を見据えたリスクと機会

積水ハウスグループのマテリアリティ

サステナビリティビジョン2050

ESG経営の推進体制

ステークホルダーエンゲージメント

参画中の主たるイニシアチブ・団体等

2020年度社外からの主な評価

新型コロナウイルスへの対応

な育成は不可欠な課題です。そのために、執行役員制度を

改革しました。私が思い描くのは、監督機能と執行機能の

緩やかな分離です。取締役会が担うのは独立性向上による

経営監督機能の強化であり、中期経営計画の達成です。執

行の責任は執行役員等に委譲します。執行役員、本部長の

責任意識が変われば、支店長、さらに店長へと伝播します。

私は、「強いリーダーシップのパイプラインづくり」と呼んで

います。こうした仕組み、体制を駅伝の襷のようにしっかり

とつないでいく。それが持続可能性の鍵になると考えてい

ます。

また、今年を「人事制度改革元年」と位置付けました。目

的は「自分のキャリアは自分でつくる」という自律的、自発的

な行動への意識付けです。頑張る従業員を会社は惜しみな

くサポートする一方、権威主義のリーダーは幹部に登用し

ないと伝えています。ガバナンスの観点での「インテグリティ」

と「グリット（やり抜く力）」、そして「人材育成力」。この3つは、

これからのリーダーの必須条件です。

ガバナンス強化に向けて、社内における各部門や階層を

超えた風通しの良い連携、また、社外パートナーとの意思

疎通が必要であると考え、「イノベーション&コミュニケー

ション」をスローガンに掲げ、コミュニケーションの活性化

に取り組んできました。変化を機会にするマインドはESG

経営に不可欠なものと認識していますが、コロナ禍ではそ

の重要性はより深まっていると実感しています。積水ハウス

テクノロジーの「移植」に取り組む国際事業においても、米国、

した。ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の累積棟数

最多の積水ハウスは、脱炭素社会実現に向けた政府の意思

表明に賛同します。国の施策と当社が進もうとしている方

向性が合致していることは、当社にとって大きな励みであり、

自信につながります。

「ESG 経営のリーディングカンパニーになる」と宣言し

た積水ハウスグループ。このけん引役が昨年6月に設置した

「ESG 経営推進本部」です。SDGsも強く意識し、縦割にな

りがちな「E：環境」「S：社会」「G：ガバナンス」の連携強化

をリードしていきます。会社の中にESGがあるのではなく、

ESGの中に会社がある。企業理念とも親和性の高いESG

をすべての事業活動と一致させようということです。半年ご

とに実施している事業所社長表彰は、業績とESGへの取り

組みを総合評価する制度に変更しました。そして、ESG経営

を進めるにあたっての重要課題として「5つのマテリアリティ」

を特定しました。企業理念やDNA、大切にしている価値観、

これからの世界情勢や事業環境を踏まえ、改めて見直し、

整理したものです。全従業員参加によるESG経営を推進す

ることでグローバルビジョンを実現する。進むべき道がより

明確になりました。この指針に則り、経営資源を効率的に

投下して、共有価値を創造しながらサステナブルな会社と

して存続し、成長していく決意です。

これまでに250万戸を超える建築戸数を積み上げてきた

当社は、すべてのお客様の生涯に寄り添うために、存続して

いかねばなりません。次世代の経営者、リーダーの戦略的

強いリーダーシップのパイプラインづくり

大義のあるイノベーションで未来へ

英国、オーストラリアなどで住宅に求める性能の変化、市場

開拓への確かな手応えを感じています。「イノベーション&

コミュニケーション」に国境はありません。

今後、重視するのは社会課題を解決する「大義のあるイノ

ベーション」です。大義があれば、垣根を越えたアライアン

スが進み、新たな発想が生まれると考えています。25道府

県の自治体、パートナー企業38社との事業連携で進める

地方創生事業「Trip Base 道の駅プロジェクト」、世界初の

在宅時急性疾患早期対応ネットワーク「HED-Net」、ブロッ

クチェーン技術を活用した賃貸契約の効率化に向けた協創

などが代表事例です。また、持続可能な社会の実現には、

ダイバーシティの推進が欠かせません。役員や職責者、

管理職に占める女性の割合は着実に増加しており、さまざ

まな部門で能力を発揮してくれています。今後も女性管理

職への登用促進に向けた研修、女性正社員比率の向上を

推進します。

60年の歴史、世界一の顧客基盤をもとに、「住」を基軸に

グローバル企業を目指す積水ハウスグループ。私たちには

常に社会的使命を胸に、長い時間軸の中で新しい価値、企

業の未来像を語り続ける責務があります。気候変動、生態

系の危機などメガトレンドへの意識、心構えはグローバル

ビジョンに集約し、個々の対策は中期経営計画に組み込ん

でいます。「『わが家』を世界一 幸せな場所にする」。そのた

めに、技術の進化だけを追求するのは間違いです。「健康」

「つながり」「学び」もキーワードになります。お客様一人

ひとりにとって大切なものは何なのか？私たちはお客様の

「幸せ住まい」、世界の「幸せ住まい」の実現に向かって知恵

を絞り、世界一幸せな場所をお届けしていきます。



代表取締役
副会長執行役員

財務・ESG部門、
TKC事業担当

堀内 容介

積水ハウスグループは、「『わが家』を世界一 幸せな場所に

する」をグローバルビジョンに掲げ、ビジョン達成のため「ESG

経営のリーディングカンパニー」を目指しています。これは

すべての事業活動を「E: 環境」「S: 社会」「G: ガバナンス」

と一致させ、企業としてはもちろん、全従業員が ESGを体

現し、持続可能な社会の構築に貢献していく思いを込めた

宣言です。

昨年6月、ESG 経営の旗振り役を担う「ESG 経営推進本

部」を立ち上げるとともに、専門的な知見を有する社外委員

や社内取締役、職責者等で構成する「ESG 推進委員会」を

設けました。ESG経営の取り組みの進捗と課題等について

意見交換を行い、実効性を高めています。傘下には「E」「S」

「G」の3部会を設置し、それぞれの活動方針を検討・立案

し、全事業所、全グループ会社に徹底を図る体制です。会社

の中にESGがあるのではなく、ESGの中に積水ハウスグルー

プが存在する。その構図を社内外に示す重みのあるフォー

メーション、グループ全体を動かす仕組みが整ったので、次

に具体的アクションとして3つの要素を掲げました。「先進

的な取り組み」へのさらなるチャレンジ。その結果として「社

外評価」獲得。そして、リーディングカンパニーを目指す上

で不可欠かつ最重要なテーマ「全従業員の参画」です。

「全従業員の参画」につなげるには、グローバルビジョン

の意味するところ、すなわち本質を理解する必要があります。

ESG 経営を推進し、未来社会に受け入れられる会社に

そしてESGを自分ごととして考える。この1年、まずは幹部

を対象に「ESG 対話」を行ってきました。テーマは「幸せ」。

お客様はもちろん、家族や従業員、取引先など、あらゆるス

テークホルダーを、事業を通じて「幸せ」にするにはどうす

れば良いか？抽象的ですが、これを4～5人で「議論」するの

ではなく「対話」する。人の意見を否定せず、肯定的に受け

止める。正解がないので、自問自答し、自分の言葉で話す。

こうした感覚を、従業員一人ひとりがESG推進の当事者か

つ主役として身につけ、自分ごと化していくことが狙いです。

ESGは、私たち一人ひとりの日常の言動、大きく言えば

生き方とも関係します。規則や上からの押し付けで浸透で

きるものではありません。教育や研修、言葉で伝えるだけで

も不十分です。全従業員が自分ごととしてとらえ、自然と自

主的な行動に移せるような環境づくりが大切です。これを

私たちは「創発型 ESG」と呼んでいます。現在、この感覚を

ステークホルダーの皆様とも共有していこうと考え、取り組

んでいます。

ESG経営のリーディングカンパニーとしてグローバル企

業を目指す。そのために何を重視し、どのような価値を創造

し、どのような方法で社会にお届けすればいいのか。その方

向性を示す「5つのマテリアリティ（重要課題）」を特定しました。

積水ハウスは、2005年に「サステナブル・ビジョン」を策

「創発型ESG」を全従業員参画で推進

特定したマテリアリティをKPIと連動
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定し、「持続可能性」を経営の基軸に据えた事業活動を推進

してきました。2008年には、すべての住宅のライフサイクル

全体におけるCO2排出量ゼロを目指す「2050年ビジョン」

を発表しています。また、「人間愛」を根本哲学とする企業理

念に謳っている「相手の幸せを願い、その喜びをわが喜びと

する奉仕の心」は「お客様本位」の姿勢とともに、積水ハウス

のDNAとして企業風土の中にしっかり根付いています。こ

れらの実績、資産を受け継ぎながら、自らに課せられた使

命を今日的なESG視点から再確認、再構築し、その課題に

対しての行動を「マテリアリティへの取り組み」として改めて

明示したということです。

マテリアリティは社内での討議・検討を重ねた上で、「ESG

推進委員会」で議論し、最終的に取締役会で承認するとい

うプロセスを踏みました。単なる掛け声、スローガンに終わ

らせぬよう、期間を定めて進捗度合いを評価するKPIも設

定していきます。その達成度合いは今後、定期的に開示する

方針です。こうした姿勢もESG 経営を深化させる上で重要

であり、私たちの社会的責任の一つだと自覚しています。

役員報酬に関しても、ESG経営指標に基づく業績連動型

への制度改革を行いました。ESG経営に取り組むのではな

く、リードする。経営トップから国内外のグループ会社の

従業員に至るまで一丸となって歩みを進める。まさに、積水

ハウスグループの「多様なチカラを結集する」ことがリーディ

ングカンパニーへの最善、最短の道だととらえています。

政府が2050年脱炭素社会実現という政策目標を表明し

は、お客様にお選びいただいた住宅メーカーとして、お客様

ご家族に生涯の「幸せ」をお届けすることであり、社会に必

要とされる企業として健全な持続成長を続けることです。

「社外からの評価」にも敏感でなければなりません。2021

年に入ってからも、女性活躍推進に優れた企業で構成される

「なでしこ銘柄」、S&P Global 社のサステナビリティアワー

ドの最高評価「Gold Class」に選定されるなど、国内外から

評価を受けています。私たちが目指すESG 経営のリーディ

ングカンパニーは、必ずしもビッグカンパニーではありません。

誰が見ても良い会社「グッドカンパニー」です。未来に責任

を持ち、未来社会に受け入れられる会社になりたい。だから

こそ、時代の先を読み、社会の変化をリードする先進的な

活動に邁進する。その方向に間違いはないか。今後も客観

的な立場からの評価を注視し、経営のあり方を日々チェッ

クしていく考えです。

今年度から、「サステナビリティレポート」をWEBサイト・

ファーストで制作します。しっかりお伝えしたい情報は、詳

しく、分かりやすく、最新のデータで迅速に。そうした思い

からの選択です。積水ハウスグループは、「イノベーション&

コミュニケーション」を合言葉に改革に取り組んでいます。

ESG経営推進に当たっても、活発なコミュニケーション、情

報発信を基本に、会社の仕組み、取り組み、物事の決定プ

ロセスを含め、あらゆる場面で多種多様なイノベーション

を起こしていく決意です。

たことで、日本社会にさまざまな変化が生まれています。

住宅分野でも、省エネルギー基準適合の早期義務化への

議論が始まりました。そうした中、新築戸建住宅の9割を

ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）が占め、世界一の

累積建築棟数を誇る積水ハウスは、賃貸住宅のZEH 化を

本格的にスタートさせました。私たちが手掛ける賃貸住宅

「シャーメゾン」のZEHは、現在、日本全体の賃貸 ZEH 棟

数の約4割。市場をけん引する積水ハウスがギアを上げれ

ば、業界の動きも活発になるはずです。カーボンニュートラ

ルを目指す日本社会にインパクトを与えるに相違ありませ

ん。都市部に遊休地を保有する企業には、投資効率からだ

けでなく、ESG 視点からの土地活用を提案できるようにな

ります。社員寮としての活用は、従来の福利厚生だけでなく、

「社員のZEHへの入居率が上がる=ESG 評価につながる」

という発想にもつながります。新たなグリーン市場の誕生で

す。シャーメゾンZEHの入居率は、ほぼ100%。空室待ちの

状況が続いています。若い世代を中心とした入居者の方々、

オーナー様の環境意識の高まりも、市場拡大の追い風にな

ると実感しています。

積水ハウスグループの中期経営計画の基本方針は「コ

アビジネスのさらなる深化と新規事業への挑戦」です。私

たちの事業活動と社会の接点は、時代の潮流ともマッチし、

より広く深く、多面的に広がっています。新型コロナウイ

ルス感染防止対策により、テレワーク、在宅勤務が一般的

になり、「健康経営」も一層重要になってきました。これか

らは、わが家が経済活動の場にもなります。気候変動やパ

ンデミックなど地球規模の課題にもしっかり向き合い、答

えを用意していく責任があります。そして何より大切なの

新たなグリーン市場を創出する

時代の先を読み「グッドカンパニー」へ
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Ⅰ.ビジョン・ESG活動方針 Ⅲ.社会 Ⅳ.ガバナンス Ⅵ.ESGデータブックⅤ.国際事業のESG経営Ⅱ.環境

トップコミットメント

編集方針

積水ハウスグループ概要

過去10年間の財務・非財務ハイライト

Ⅰ.ビジョン
ESG活動方針

トップコミットメント

グループの全体像（企業理念と価値創造の歴史）

NEXT SEKISUI HOUSE「30年ビジョン」

2050年を見据えたリスクと機会

積水ハウスグループのマテリアリティ

サステナビリティビジョン2050

ESG経営の推進体制

ステークホルダーエンゲージメント

参画中の主たるイニシアチブ・団体等

2020年度社外からの主な評価

新型コロナウイルスへの対応


