サステナビリティへの取り組み

サステナビリティ経営
住友林業グループの
経営理念とサステナビリティ経営

念、行動指針と併せ、英語をはじめとする各言語に翻訳し、海外
関係会社においても展開しています。取引先をはじめとするス

中期経営計画サステナビリティ編の策定と
マネジメント

立案・推進やリスク・機会の分析、SDGs達成に貢献する事業戦

「住友林業グループは、公正、信用を重視し社会を利すると

テークホルダーに対しては、
ウェブ上でも同内容を公開してい

住友林業グループでは、長期ビジョン
「Mission TREEING

いう
『 住友の事業精神 』に基づき、人と地球環境にやさしい

ます。なお、年4回開催するESG推進委員会において、経営理

2030」
の第1段階として、
将来の成長と脱炭素化への貢献に向

行動指針、倫理規範などの運用状況と有効性のモニタリング

『木』を活かし、人々の生活に関するあらゆるサービスを通じ

念、行動指針、倫理規範などの運用状況と有効性をモニタリン

けた基盤をつくる3か年の中期経営計画
「Mission TREEING

を行っています。また、委員会での議事内容についてはすべて

グしています。

2030 Phase 1」
（2022年〜2024年）
を公表しました。5つの

取締役会へ報告し、事業と社会課題の解決の一体化を図って
います。

て、持続可能で豊かな社会の実現に貢献します。」
という経営

略を織り込んだ中期経営計画サステナビリティ編の進捗管理、

理念を定め、
サステナブルな経営を行ってきました。また、創業

また、経営理念および行動指針、倫理規範に基づき、
「環境方

基本方針の一つに
「事業とESGの更なる一体化」
を掲げ、
この

以来受け継がれてきた住友の事業精神に倣い、かつ国際規範

針」
「調達方針」
「労働安全衛生方針」
「人権方針」
などの方針、各

中にサステナビリティ戦略および重要課題を組み入れた
「中期

や国際イニシアチブなどのグローバルな社会的要請に準拠す

種ガイドラインを制定しています。これらの具体的な実践とし

経営計画サステナビリティ編2024」
を定めています。
「中期経

るため、
「住友林業グループ倫理規範」
を定めています。共通す

て、中期経営計画の中でESGに関する目標をサステナビリティ

営計画サステナビリティ編2024」
は、2019年度より運用して

るグローバルスタンダードの規範として、当社グループをはじ

編として運用しています。当社グループとしてのあるべき姿を

きた中期経営計画におけるESGに関する具体的な目標を、今

住友林業では、新規事業やプロジェクトの計画にあたり、取

め調達先や協力会社などのパートナーに加え、
サプライチェー

長期的な事業構想に落とし込んだ長期ビジョン
「Mission

回の新たな中期経営計画の方針に沿って、より事業戦略と

締役会および社長の諮問機関である経営会議で審議するすべ

ン全体を含め、浸透・運用を図っています。この「住友林業グ

TREEING 2030」
のもと、当社グループが特定した9つの重要

ESGの連動を高めるために見直したものです。長期ビジョン

ての案件について、サプライチェーン全体を視野にリスク

ループ倫理規範」
を浸透させるために、解説などを示した
「住友

課題に取り組み、地球環境、人々の暮らしや社会、市場や経済

「Mission TREEING 2030」
では、
グループの生み出す価値を

チェックを行っています。その結果、
リスクが認識される場合

林業グループ倫理規範ガイドブック」
を、国内グループ会社の

活動などに対する価値を提供することで持続可能な社会の

「地球環境への価値」
「人と社会への価値」
「市場経済への価値」

は、そのリスクの内容と対策を報告し、実行の判断の参考とし

社員一人ひとりに配布し、eラーニングを行っています。経営理

実現を目指しています。

の視点から整理し、新たに9つの重要課題を特定しました。この

ています。また、
これらの会議では審議されない、各事業本部

9つの重要課題を実現するための2024年までの具体的な指

や各関係会社の権限で実行できる新規事業やプロジェクトに

標を事業本部ごとにより細かく設定しています。各目標の進捗

ついても、同様のリスクチェックを励行しています。2021年度

や達成状況については、ESG推進委員会で年2回確認し、取締

は15件の新規事業やプロジェクトを審議しました。

住友林業グループのサステナビリティ経営

役会に報告することで、
PDCAサイクルを着実に回しています。

経営理念の
実現

経営理念
行動指針

倫理規範

環境方針

ESG推進委員会

調達方針

労働安全
衛生方針

品質方針

人権方針

社内規程（各種規程・基準・ガイドライン）

個人情報
保護方針

面からだけでは判断できない企業価値の向上にもつながると

積極的なサステナビリティ経営を引き続き推進していきます。

Action

A

Check C

実施成果の検証

住友林業株式会社

P
D

Plan

全体計画
体制整備

Do

計画の実行

主なチェック項目
環境面

1．
温室効果ガス
2．
生物多様性保全
（保護地域の確認を含む）
3．
廃棄物 4．
水資源 5．
土壌汚染
6．
騒音 7．
その他

社会面

1．取引先との関係
2．強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止
3．労働者などステークホルダーへの人権配慮
4．労働者の多様性確保
5．強制労働・児童労働の禁止
6．適切な労働時間と賃金
7．労働安全衛生
8．地域社会への影響
（住民や自治会、業界団体、
NPO、市民団体、先住民等への配慮を含む）

SDGs、TCFDの最終提言および人権問題への対応など、
環 境（ E n v i r o n m e n t ）、社 会（ S o c i a l ）、ガ バ ナ ン ス
（Governance）
における中長期的な取り組みや、その情報開
示への要請が高まっていることから、2018年4月よりESG推

プロセスの改善

経営会議において非財務面を含めた多面的な評価を行うこ
とで持続可能な事業運営につなげるとともに、
グループ全体で

ESG推進委員会

方針・ガイドライン

経営会議

経営会議における新規事業計画時の
リスクチェック

SDGsをはじめとする社会の期待に応えるだけでなく、経済

考えています。

取締役会
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持続可能性に関わる中長期的なESG課題に対する取り組みの

進委員会を設けています。
長期ビジョン
「Mission TREEING 2030」

同委員会は、執行役員兼務取締役および各本部長から構成

9つの重要課題

され、執行役員社長が委員長を務めています。年4回開催する

中期経営計画サステナビリティ編

同委員会では、気候変動をはじめとする住友林業グループの

法令遵守
全般

ー
ビジネスモデル・商品・サービス、
およびそれらに関する
事業者に対する外部団体等からの指摘の認識
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サステナビリティへの取り組み

9つの重要課題
重要課題の特定
2021年度の主な評価・表彰実績
住友林業グループは、国内外の各種機関から環境
（Environment）
・社会
（Social）
・ガバナンス
（Governance）
への
取り組みについて高い評価をいただいています。
（2022年3月末時点）

社外からの評価

者などあらゆるステークホルダーを対象にアンケート調査を実

住友林業グループでは、2015年3月に2度目のCSR重要課

施し、約6,000名から回答を得ました。アンケートは、外発の変

題の特定を行いました。その後、世界ではパリ協定の締結・発

化
（メガトレンド）
をもとに、
当社グループに影響を及ぼす可能性

効、SDGsの採択と大きな変化があり、国内でも、GPIF
（年金積

のある項目を抽出し、
「環境課題
（気候変動）
「
」環境課題
（資源と

立金管理運用独立行政法人）
がPRI
（国連責任投資原則）
に署

生物多様性）
「社会課題」
」
「ガバナンス」
「経済課題」
の5つのカテ

名するなど、
ESG投資への流れが一気に加速しました。
これらの

ゴリーにおいて35項目をあらかじめ設定しました。また、
若手や

潮流を踏まえ、当社グループでは、2022年2月、長期ビジョン

マネジメント層の社員へ個別ヒアリングも実施しました。
これらアンケートやヒアリング結果に基づき、
当社グループに

「Mission TREEING 2030」
の策定とともに、
新たに9つの重要

GPIFが選定した5つのESG指数構成銘柄に採用
※

課題を特定しました。地政学的変化、
デジタル化など技術革新、

おける重要課題を絞り込みました。さらに、
取締役による議論を

社員やお客様などステークホルダーの嗜好変化などを分析す

重ね、
経営からの視点を織り込み、
リスクと機会を考慮して重要

るとともに、
M&Aや資本・業務提携などを通じ大きく成長したグ

性判断を行いました。最終的には、
「地球環境」
「人と社会」
「市場

ループの持つ強みを活かし、
当社グループならではの貢献が可

経済」
の3つの視点から、
いずれの価値も損なわない形で、
それ

能な領域を、サステナビリティだけではなくグループの事業全

ぞれの価値を高め、3つを同時に満たすことのできる価値創出

体の重要課題として改めて整理しました。

のビジョンを定め、
9つの重要課題を特定しました。

策定にあたっては、
お客様や株主・投資家、社員、社外の有識

※

9つの重要課題と関連するSDGs
※ MSCI指数への住友林業株式会社の組み入れ、およびウェブサイトにおけるMSCIのロゴ、商標、サービスマーク、指数名称の使用は、MSCI
および関係会社による住友林業株式会社の後援、推奨あるいは広告宣伝ではありません。MSCI指数はMSCIの独占的財産です。MSCIお
よびMSCI指数の名称とロゴは、MSCIおよび関係会社の商標もしくはサービスマークです。

テーマ

9つの重要課題
1

地球環境への価値

人と社会への価値

イニシアチブ等への参加・賛同

市場経済への価値
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住友林業株式会社

森林経営による
「森」
と
「木」
の価値向上

2

「森」
と
「木」
を活かしたカーボンニュートラルの実現

3

「森」
と
「木」
を活かしたサーキュラーバイオエコノミーの実現

4

広く社会に快適でぬくもりある空間の提供

5

事業を営む地域の人々の暮らしの向上

6

働く人が活き活きできる環境づくり

7

関連するSDGs

「森」
と
「木」
の新たな市場の創出

8

DX・イノベーションによる事業の変革

9

強靭な事業体制の構築
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サステナビリティへの取り組み

地球環境への価値

気候変動や資源の枯渇、生物多様性の損失など、地球環境問題が

重要課題 1

深刻化する中、それらを解決するため木材や自然資源、生物資源を生

森林経営による「森」
と
「木」の価値向上
「森」
を育てることで、
「木」
をはじめとする森林資源の価値を高め、引き出す

木は成長の過程でCO2を吸収・固定し、生産におけるCO2 排出が

RE100達成に向けた取り組み ※2
（再エネ電力導入率）

8,993 戸 15,574戸 2.6% 35.1%

※1 基準を満たした住宅に対する税控除
（1棟2,000ドル）
。
冷暖房のエネルギー量を2006年の50%以下とするもの。
※2 バイオマス発電事業の自家消費分および国全体で2030年以降
に再エネ100%が見込まれるニュージーランドに所在する事業
所は除く。

住友林業グループは創業以来、木を軸に事業を展開しており、森林・
木材・建築の分野で、今後さらに木の利活用を提案していきます。森
林においては、二酸化炭素を吸収する保護林を拡大し、炭素固定を促
す経済林の伐採・再植林を加速させるゾーニング森林経営を推進。
カーボンオフセットで他社と社会の脱炭素化にも貢献し、持続可能な
ビジネスを実現します。木材においては、木材が持つ長期的な炭素固
定の価値を訴求しながら、国産材の競争力を高めつつ、建築体の木造
化・木質化を推進していきます。建築においては、脱炭素設計手法を
確立・スタンダード化し、国内外でLCCM住宅やネット・ゼロ・カーボン・

自然のエコシステムで再生可能な
「木」
という
「森林」由来の素材の強みを活かしながら、
あらゆる資源が循環する社会を実現する
住宅解体現場

98% 94.6%

仕入れ先への EPD取得提案社数
聞き込み調査開始

累計

65 社・71※1% ※1 仕入額の割合。

足度の向上に努めていきます。

53.0%

※ NPS
（ネット・プロモーター・スコア）
。顧客ロイヤルティー
（企業やブランドに対する
「信頼」
や
「愛着」
の度合い）
を測る
新しい指標。

森林事業を営む地域は、国内外とも、大都市圏から離れており、そ

重要課題 5

れぞれの国の中でも経済的・文化的な格差が見られることが多いと
いう現実があります。特に、発展途上国においては、道路、病院、学校

事業を営む地域の
人々の暮らしの向上

や市場などのインフラすら整っていないこともあります。また、日本
国内においては、都市部においても、超高齢化が進展し、世帯規模の
縮小や空地・空家の増加に起因する街全体の不活性化とともに、高齢

事業によって雇用を生み出すとともに、

者の生活の質の低下が懸念されます。

コミュニティの発展に貢献する

住友林業グループは、特に発展途上国における森林事業では、地域

OBT社 ※ 原木生産量増加の
ための地域人財の採用

の人材採用を進め雇用を増大させるほか、それぞれの地域で求められ
る社会インフラの整備にも積極的に貢献していきます。日本国内にお

57 人（累計）

いては、まず、都市部において、社会的弱者でもある高齢者に対して、
木のぬくもりを感じられる高品質な老人ホームや介護施設の提供を拡

※ Open Bay Timber Ltd.

大します。地方においては、地域のステークホルダーの皆様との対話を
重視しながら地方創生に寄与する事業を展開していきます。事業によっ

しており、SBTに基づく温室効果ガス排出削減目標の達成に着実に取

て雇用を生み出すとともに、コミュニティの発展に貢献していきます。

り組んでいきます。

利用を行うサーキュラーエコノミー構築の必要性が叫ばれています。
サーキュラーエコノミーは、廃棄や汚染など環境負荷を抑える製品・
サービスの設計を行い、その原材料や製品を高度に循環させ続ける
ことを目指す経済モデルです。
住友林業グループは、再生可能で持続可能な自然資源である木を、
森林、木材、建築、さらにバイオマス発電などエネルギーの分野でカス
とで、国内においては、木を中心としたサーキュラーバイオエコノミー
を実現していきます。木以外の資源に関しても、廃棄物の発生抑制・
再利用・リサイクルに努めていきます。また、資源の持続可能な利用
のため、サプライチェーンの持続可能性も継続的に調査していきます。

住友林業グループは、行動指針に
「お客様の感動を生む、高品質の
中心とした多くのお客様それぞれに対して、安心・安全や快適性、ぬく

入居時アンケート
（NPS値 ※ ）

50.9%

安心・安全や快適性、ぬくもりが求められています。

もりを感じられる品質の高い商品の提供に注力することで、お客様満

こうした木の価値を提供する住友林業グループは、RE100に加盟

ケード利用するウッドサイクルを回し、木材資源の価値を向上させるこ

100%

快適さとぬくもりのある空間を提供する

ビルの建築を推進することで、脱炭素化社会の構築に貢献します。

による環境汚染への懸念を背景に、徹底した資源循環と資源の有効

「森」
と
「木」を活かした
サーキュラーバイオエコノミーの実現

住友林業株式会社

ことが重要になっています。

資源の枯渇、生物多様性の損失、有害物質や海洋プラスチックなど

重要課題 3

77

商品・サービスを提供します。」
を掲げ、新築戸建住宅やリフォームを

少ないことから、脱炭素社会への移行に向け、木を積極的に利用する

Energy Tax Credit ※1
対象戸数（米国）

95.1%

広く社会に対して、安心・安全で、

2,482,964t

自らの二酸化炭素の排出を削減するとともに、
炭素を吸収・固定した
「木」
を届けること、
また低炭素・脱炭素商品・サービスを提供することによって、
社会の脱炭素化に貢献する

リサイクル率
新築現場

機能を有しています。

森林資源の価値を高めていきたいと考えています。

「森」
と
「木」を活かした
カーボンニュートラルの実現

の感染拡大など、さまざまな社会課題が顕在化する中、ウェルビー

でなく、水源涵養、土壌保全、土砂災害防止など、さまざまな公益的

る一体化を推進し、持続可能な森林経営や木材の利用を行うことで、

重要課題 2

差別や貧困などの人権問題、災害の激甚化、新型コロナウイルス

重要課題 4

イング（幸福）への志向が高まり、住まいを中心に人の生活空間には、

業を展開してきました。経営理念の実現に向けて、事業とESGの更な

燃料用チップ・ペレット等
取扱量

人と社会への価値

広く社会に快適でぬくもりある
空間の提供

事業、住宅・建築事業、再生可能エネルギー事業など、さまざまな事

253万本

1,863,870t

み出す森林への期待が高まっています。また森林は、CO2 の吸収・固
定や、生物多様性保全、木質建材や燃料材などを生産する機能だけ

住友林業グループは、木を軸に森林事業から木材建材流通・製造

苗木供給本数
国内山林（出荷本数）

146 万本

※数値はすべて2021/12期
（実績）→ 2024/12期
（目標）

事業を持続的に成長させていくためには、関わる人々が活き活き

重要課題 6

できる環境づくりが重要です。サプライチェーンにおけるすべての人

働く人が活き活きできる環境づくり
サプライチェーンに関わるすべての人が、安全で健康に、
そして活き活きと働ける場にする
女性役員比率
（住友林業 単体）

10.7%

19.4%

別なく人権を尊重することが、公正な職場環境の礎となります。また、
個人個人のライフスタイルを重視したワークライフバランスも尊重し
なければなりません。さらに森林事業や建築事業では重大な労働災
害が発生する可能性があり、十分な対策が必須です。

男性育児休業取得率
（住友林業 単体）

50.4%

が、人種、宗教、民族、国籍、ジェンダーなどの多様性を受け入れ、差

100%

住友林業グループは、行動指針の一つとして
「多様性を尊重し、自
由闊達な企業風土をつくります。」
を掲げ、また、健康に活き活きと働
けるよう、すべての従業員とその家族の心と体の健康保持・増進に努
める健康経営宣言もしています。今後は、社員満足度の継続的な向
上を最重視した上で、多様性の実現やハラスメントの防止、労働災害
の撲滅、社員の定着率や資格取得数の向上など多面的かつ具体的な
目標に取り組んでいきます。
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サステナビリティへの取り組み

市場経済への価値
重要課題 7

「森」
と
「木」の新たな市場の創出
「森」
と
「木」の活用の深化と拡大によって、新たな市場を創出
し、経済を豊かにする
共同研究先の契約数
（件数、全テーマ中の割合）

35 件・48.6% 38 件・54.0%

気候変動への対応
脱炭素社会と循環型社会（サーキュラーエコノミー）の実現、生物
多様性の保全、人権の尊重など、さまざまな環境・社会課題を解決し

気候変動による影響が世界で深刻化する中、企業には地球

類の温室効果ガス排出量の削減目標に変更しました
（2019年

温暖化対策として、温室効果ガスの排出削減が求められてい

10月から適用）。住友林業グループは取り組みを加速させる

ます。住友林業グループは、SBTイニシアチブ※に対し、2017

ために、2030年を目標年としたスコープ１・２温室効果ガス削

年6月にSBTを策定することを宣言し、グループ全体での新た

減 目 標 値を従 来 の21%削 減 から54.6%削 減に引き上 げ、

な温室効果ガス削減目標を策定。2018年7月には、SBTとし

2021年9月にSBT事務局へ1.5℃目標の申請を行いました。

活かしたさまざまな新技術、新商品、新市場を開発するため、自社の

て認定されました。その後、SBTイニシアチブは、IPCC（気候

住友林業グループのSBTは、次のとおりです。

技術にとらわれない外部との協働を重視した研究開発も推進してい

変動に関する政府間パネル）
「1.5℃特別報告書」
などの流れを

※ 2015年に、国連グローバル・コンパクト、CDP、WRI（世界資源研究所）、

ながら経済を豊かにするために、森と木の活用が重視されています。
木の活用を深化・拡大し、森の機能を活性化するためには、それらを
活かした新たな市場の創出も重要です。
住友林業グループは、構造や耐火、生産、環境などの建築に関わる
技術、法的規制、コストといった多くの課題に挑戦しながら、中大規模
木造建築事業をグローバルに展開していきます。また、
「森」
や
「木」
を

きます。

重要課題 8

DX・イノベーションによる
事業の変革
DX・イノベーションをはじめとする市場の変革を通じて、経済
の効率性と付加価値を高める
介護事業のセンサー機器
導入済施設数

18 施設 19施設
重要課題 9

強靭な事業体制の構築
不測の事態にも強い体制を築き、価値を提供し続けることで、
経済の安定に寄与する
TCFD ※シナリオ分析の
実施、および開示

伝統や経験が重視されてきた林業や木造建築の分野においては、
拡大などの状況を見据えた場合、DXやイノベーションをはじめとする
市場の変革により経済の効率性を高め、その付加価値を向上させて
住友林業グループは、DX・イノベーションを通じて営業活動やサプ
ライチェーンの効率化を進めることで、質、量を確保し、付加価値を高

減目標を推進するために設立したイニシアチブ。

2℃未満に抑えるための科学的根拠に基づいた温室効果ガスの排出削

SBT（Science Based Targets）

2℃目標（SBT 認定済）

1.5℃目標（SBT申請済）

スコープ1※1・2※2

スコープ1・2

めた木質資源の提供を目指します。また、同様の課題が存在する介護
事業分野でも、イノベーションを導入し、利用者の安心・安全といった
付加価値の創造と業務の効率化を図っていきます。

自然災害の激甚化や新型コロナウイルスなど未知の感染症の拡
大、金融や地政学的なリスクなど、経済に大きな影響を与える危機が
世界的に続く中、企業が持続可能な事業を行う上で、強靭な事業体制

2030年温室効果ガス排出量を2017年（基準年）比21%減と

2030年温室効果ガス排出量を2017年（基準年）比54.6%減

する

とする

スコープ3※3

スコープ3

カテゴリー 1および11※4 合計の2030年温室効果ガス排出

カテゴリー 1および11合計の2030年温室効果ガス排出量を

量を2017年（基準年）比16%減とする

2017年（基準年）比16%減とする

を構築することが重要です。また、不測の事態の中でも事業を継続し
ていくことは、産業・市場全体の安定化にも寄与します。
住友林業グループは、不測の事態においても安定した価値を提供
するためのBCM体制の構築はもちろんのこと、平時から取締役会に
よる監督機能の強化を図るとともに、拡大する海外関係会社のガバ
ナンスや情報セキュリティの強化を進めています。気候変動や自然災

グループにおける対応策の、
次期中計の事業部門別戦略への反映を検討

強靭な事業の構築を図っていきます。

※1 自社での燃料使用などによる温室効果ガスの直接排出。例）
社有車のガソリン使用に伴うCO₂排出量
※2 購入した電力・熱による温室効果ガスの間接排出
（CH₄、N₂Oを含む）
。例）
オフィスの電力使用に伴うCO₂排出量
※3 サプライチェーンの温室効果ガス排出量。例）
販売した製品の使用時のCO₂排出量
※4「カテゴリー 1」
はスコープ3のうち、購入または取得した物品・サービスの採取・製造・輸送時における温室効果ガス排出量。
「カテゴリー 11」
はスコー
プ3のうち、販売した物品・サービスの使用時における温室効果ガス排出量。

害に対しては、TCFDの提言に基づくシナリオ分析を継続的に行い、

9つの重要課題の詳細、そのほか指標については、当社ウェブサイトをご覧ください。
https://sfc.jp/information/sustainability/management/materiality1.html

住友林業株式会社

界の平均気温上昇を
「2℃より十分低い」
「1.5℃」
レベルの2種

いかなければなりません。

※ Task Force on Climate-related Financial Disclosures（気
候関連財務情報開示タスクフォース）
。FSB
（金融安定理事会）
の
指示で設置された情報開示に関する検討部会であり、企業が任
意で行う気候関連リスク・機会に関する情報開示のフレームワー
クが示されている。
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WWF（世界自然保護基金）の4団体が、産業革命前からの気温上昇を

担い手の減少や高齢化、技術の高度化やグローバル化、今後の需要

国内住宅事業・木建事業の 2部門で実施済み

WEB

受け、2019年4月にSBT認定基準を、産業革命以前と比べ世

SBTの進捗状況
基準年2017年度※1

2021年度※1

スコープ1・2： 2030年温室効果ガス排出量を2017年（基準年）比
54.6%減とする

369,785t-CO₂e

370,772t-CO₂e

スコープ3※2：カテゴリー 1および11合計の2030年温室効果ガス
排出量を2017年（基準年）比16%減とする

889.5万t-CO₂e

899.2万t-CO₂e

※1 2017年度の排出量の集計期間は2017年4月〜 2018年3月、2021年度の排出量の集計期間は2021年1月〜 12月。
※2 海外住宅・不動産事業における販売引渡し戸数の増加、コーナン建設が住友林業グループに加わったことなどによって、スコープ3の排出量が増加。
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TCFDへの対応
再エネ100%利用を目指し、RE100へ加盟
住友林業グループでは、
「事業活動における環境負荷低減
の推進」
を重要課題の一つに位置付け、省エネ活動、再生可能
エネルギーの活用に取り組んできました。その取り組みの一

指した国際的なイニシアチブRE100※に加盟し、温室効果ガ

住友林業グループでは、気候変動に伴うリスクと機会を認

した情報開示を始めました。

ス削減の取り組みを加速しています。

識し、金融安定理事会が設置したTCFD（気候関連財務情報開

さらに2021年には、資源環境事業と海外住宅・不動産事業

※ 国際的な環境NGOである
「The Climate Group」
と
「CDP」が連携し

示タスクフォース）の提言への賛同を2018年7月に、表明しま

のシナリオ分析を実施し、住友林業グループのシナリオ分析

した。同年に木材建材事業と住宅・建築事業を対象に、TCFD

の開示のレベルアップを図りました。

て運営する国際イニシアチブ。加盟企業数は2022年1月時点で世界
290社、そのうち日本企業は50社。

の提言に基づき、気候変動問題が当社グループに与えるリス

環として、2020年3月、使用する電力の100%再エネ化を目

クと機会やその戦略のレジリエンスを評価した初回のシナリオ
分析を実施し、2019年からはTCFDが提言する枠組みを参照

2040年までに自社グループの事業活動で使用する電力と
発電事業における発電燃料を100%再生可能エネルギーにすることを目指す

TCFDフレームワークに基づく情報開示

RE100目標に対する進捗状況
住友林業グループの事業活動で使用する電力における再生可能エネルギー導入量は、住宅展示場に搭載した太陽
光発電やバイオマス発電所の発電電力の自家使用分（隣接する燃料用木質チップ製造工場を含む）
で、2021年12

●

気候変動関連を含む中長期的なESG課題に対するリスク・機会の分析や取り組みの立案・推進、中

●

執行役員社長が委員長を務める同委員会は、年４回開催し、議事内容はすべて取締役会へ報告さ

●

2022 年 2月に役員報酬制度を一部改定し、中長期的な業績・企業価値向上と連動性を高めるとと

期経営計画サステナビリティ編の進捗管理などは、ESG推進委員会で実施。

月期実績はグループ全体の使用電力量の17.2%でした。また、発電事業の燃料使用量に占めるバイオマス由来燃
料の割合は88.5%（発熱量換算）
でした。2022年2月に発表した中期経営計画では、2030年までに自社努力で達

ガバナンス

成可能な部分のRE100を達成すべく、2024年度にグループの事業活動で使用する電力における再生可能エネル
ギー導入率を35.1％※とする目標を掲げています。

れ、事業とESG への取り組みの一体化を推進。
もに、サステナビリティ指標達成率連動報酬を導入。具体的にはSBTに基づく温室効果ガス排出削

再エネ100%利用に向けたアプローチ

減目標の達成率に連動。

事業活動において使用する電力を100%再生可能エネルギーにするために、住友林業の引渡済み住宅における太陽光発電の余剰電力買取と電力供給
を行う
「スミリンでんき」の活用や、国内外の工場での太陽光発電システム導入などを実施しています。また、将来的には各国の制度を活用した多様な
調達方法を検討しながら、再エネ100%利用を目指します。

●

け、森林によるCO₂吸収・炭素固定の機能や木材製品・木造建築による炭素固定・CO₂排出量削減、

※ バイオマス発電事業からの自家消費分および2035年に国全体でRE100を目指すニュージーランドに所在する事業所は除く
（2021年度実績2.6％）

GHGプロトコルに基づく温室効果ガス排出量
住友林業グループは、2012年度より、国際的に広く用いら

スコープ別の数値を把握しています。住友林業グループでは、

スコープ1・2の温室効果ガス排出量推移※1

2011年にバイオマス発電事業に参入しました。また、2021
年度のスコープ1・2排出量は、2020年度並みの実績でした。

戦

略

今後も、SBT目標達成に向け、一層の温室効果ガスの削減
を推進します。

近年、再生可能エネルギーの需要が増加していることに鑑み、

林地未利用木材のバイオマス発電用燃料活用などへの社会の期待増大。

努め、居住時のCO₂排出量の削減に努めています。

れている温室効果ガス算定基準「GHGプロトコル」
に準拠した

400,000

381,613

380,641

スコープ2

また、スコ ー プ3につ い ては、2013年 度に算 定 を 始 め、
2015年度と2017年度に算定対象を大きく広げました。その
中でも特にカテゴリー 11「販売した戸建住宅の居住時の排
出」の与えるインパクトが大きいことを認識しており、住宅・建
築事業ではZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の普及に
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住友林業株式会社

0

本社関連部門と各事業本部が連携してリスクと機会を洗い出し、2021年は海外住宅・不動産事業、

●

中期経営計画にて対応策に着手、さらなる検討継続。

●

取締役会および社長の諮問機関である経営会議で、審議する全ての案件について、温室効果ガス

イオエコノミーの推進」を事業方針の一つに設定し、機会を追求。

リスク管理

108,421

●

中期経営計画サステナビリティ編に組み込まれた指標は、四半期ごとに進捗確認し、年 2 回 ESG 推

●

日常業務で短期的に発生しうるリスクについては、各部署で具体的な対応策や評価指標を取り決め

進委員会で報告・確認。

117,939

て、進捗を四半期ごとに「リスク管理委員会」に報告。

200,000

100,000

●

排出量、生物多様性、水など気候変動に関連する項目のリスクを評価。

事業別で見ると、国内工場・発電事業が56.7%、海外工場が
30.8%を占めています。

2022 年 2月公表の長期ビジョンで「森と木の価値を最大限に活かした脱炭素化とサーキュラーバ

および資源環境事業を対象にシナリオ分析を実施。
（→P83 参照）

370,772

370,526

115,449

300,000 117,602

●

※2

スコープ1

（t-CO2e）

気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
「 1.5℃特別報告書」および「第 6 次評価報告書」などを受

※1

173,050
264,011

※1

172,518

156,903※1

※1

167,553

262,105
265,192
252,833
114,827
116,969
117,467
107,951
56,081

2018年度

57,691
2019年度

48,952
2020年度

指標と目標

●

SBTとRE100 を 含 む「中 期 経 営 計 画 サ ステ ナビリティ編」に基 づ き、
グループ内の各社・各部門で年度ごとの目標を設定。
（→P80-81参照）

50,086
2021年度

※1 発電事業（紋別バイオマス発電所、八戸バイオマス発電所）の数値を除く。
※2 2020年度以降の総排出量の集計期間は各年1月〜12月、2019年度以前の排出
量の集計期間は各年4月〜翌年3月。
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TCFDシナリオ分析
リスクと機会の特定と評価

シナリオ」
に基づき、2030年の状況を考察しました。

供給事業もそれに伴い、売上が拡大すると予測しています。

政府のZEH推進に呼応した住宅販売の拡大

海外中大規模木造建築物開発の推進

2018年に実施した初回のシナリオ分析は、木材建材事業と

本社関連部門と各事業本部が連携してリスクと機会を洗い

住宅・建築事業を対象に地球の平均気温上昇が産業革命前と

出し、主に財務面のインパクト評価を行い、その中で重要なリ

比べて、2℃未満および4℃になる2つのシナリオをもとに、気

スクおよび機会と認識された項目について対応策を協議しま

住友林業グループでは、日本政府のZEH推進政策に呼応

住友林業グループは、脱炭素社会の実現に向けて、海外で中

候変動がもたらす事業のリスクと機会を分析し、関連情報の開

した。2018年、2021年にシナリオ分析を実施した対象事業

し、中期経営計画サステナビリティ編においてZEH受注比率

大規模木造建築物の開発に取り組んでいます。中期経営計画

示を行いました。2021年は、資源環境事業と海外住宅・不動

は、住友林業グループ売上高の約98%
（2021年度時点）
を占

を目標化してZEH住宅の販売を進めています。住友林業の

サステナビリティ編では、中大規模木造建築事業の展開
（米国・

産事業を対象にシナリオ分析を実施。SBT目標を1.5℃に引き

めています。ESG推進委員会の指示で実施したシナリオ分析

ZEHの特徴である、太陽光発電パネルと家庭用燃料電池「エ

豪州・欧州）
について目標を掲げ、2024年度の事業化を目指し

上げたことを踏まえ、気候変動の対策が進まない「4℃シナリ

結果は、取締役会に報告し、中期経営計画サステナビリティ編

ネファーム」
によるW発電をアピールすることで競合優位性を

ています。

オ」
と、脱炭素に向けた変革が進展する
「2℃シナリオ／1.5℃

において、今後のさらなる取り組みを目標として定めています。

生み出し、ZEH比率を伸ばしています。さらに、注文戸建住宅

2021年10月に豪州メルボルンにおいて15階建て木造オ

（耐火仕様を除く）の断熱性能を強化した
「360°TRIPLE（トリ

フィスを開発する事業への参画を発表し、続いて2022年2月

プル）断熱」
を標準採用。高性能な
「断熱材」
に加え、断熱性の

には英国ロンドンでの木造6階建て環境配慮型オフィス開発

高い「構造材」
と
「窓」
で建物全体を包み、省エネルギー性能を

事業に参画することを発表しました。今後、豪州や欧州で先進

高めた住まいを提供しています。

的な環境対応や中規模木造の知見を深め、
「ネットゼロカー

移行リスク

●

各国の森林保護政策・伐採規制など

物理的リスク

●

規制強化に伴う木材調達コストの増加
木材建材事業

●

よる木材調達コストの増加
●

（木材チップ）
コストの増加

住宅・建築事業

●

●

異常気象の激甚化による工場の操業

化石燃料への規制強化によるバイオ
マス発電事業や燃料チップの需要
拡大

●

製造や加工に要するエネルギーが少
なく、温室効果ガス排出量の抑制が

停止による売上減少

●
●

平均気温の上昇に伴い、森林火災・

機会

樹木の病害虫などが発生することに

エネルギーミックスの変化によるバ
イオマス発電の需要増加に伴う燃料

可能な木材の需要増加

各国の森林保護政策・伐採規制など

工期の遅れ・保有設備の復旧活動等
により、建築コストが増加

炭素商品に対する市場ニーズの高ま

猛暑日が増加し、屋外作業効率が低

りによるZEHなど環境配慮型住宅の

下。工期の遅れや作業員の健康管理

需要拡大

建築物省エネ法などの政策に対応す

●

●

脱炭素に向けた法規制の強化や脱

維持増強によるコスト増

●

海外住宅・

●

炭素税導入による対応コスト増加

不動産事業

●

建築基準強化による建設費増加
●

●

炭素税、環境規制などの導入や伐採
規制の強化によるオペレーションコ

資源環境事業

資源利用および生産の効率化、低炭
素技術の開発、導入に関するコスト
の増加

WEB

●

慮型住宅や中高層木造建築需要の

変化

拡大

工期の延長による建設費増加

異常気象の激甚化による虫害や獣害
販売機会損失のリスク増加

●

脱炭素規制などの強化による環境配

より災害の少ないエリアへの需要の

気温の上昇による森林火災リスクの
増加

気候変動への対応 https://sfc.jp/information/sustainability/environment/climate-change/

住友林業株式会社

●

●

製造や加工に要するエネルギーが少
なく、温室効果ガス排出量の抑制が

の増加による森林の損害に起因する

ストの増加
●

異常気象の激甚化による用地取得や
建設費、開発費などのコスト増加。

2030年におけるシナリオ分析では、4℃シナリオの場合、政

可能な木材の需要増加
●

木質バイオマス発電への需要拡大と
森林クレジット取引の活発化による
クレジット収入の拡大

ボン建築」
をグローバルに展開していきます。

府が求めるZEH比率が一層高まることにより、また、2℃シナ
リオの場合、エネルギー効率がさらに高いZEH+ が基準化され
ることが想定され、住宅市場において技術開発力を有する住

大規模な自然災害が発生した場合、

規制強化に伴う木材調達コストの増加
るコストの増加
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気候変動に関連する機会とその戦略

友林業の競争力が増すことを予測しています。

森林炭素クレジットへの関心の拡大
カーボンニュートラルの実現に向けて、森林は重要な役割を
果たします。シナリオ分析でも、カーボンクレジット市場の拡大
に伴い、森林由来のカーボンクレジットは、森林ビジネスの新

再生可能エネルギーのニーズ拡大

たな収益源になると予測しています。

再生可能エネルギーへのニーズが高まっており、バイオマ

住友林業は、長期ビジョンの中でカーボンクレジットをはじめ

ス発電向け燃料用チップの供給を拡大することで収益拡大が

新たな価値を含む森林資産の確保を目的とした森林ファンドの

見込めます。また、住友林業グループは、2021年6月までに

設立や、森林経営・資産管理などによって事業拡大を図ると同

国内5か所で木質バイオマス発電事業を展開。さらに2023年

時に、社会全体のカーボンオフセットに貢献することを目標に

11月には宮城県の杜の都バイオマス発電所が運転開始予定

掲げています。こうした取り組みの一つとして、住友林業は国

です。同発電所が稼働すると、住友林業グループの発電規模

内外で培ってきた森林管理技術と、
（株）
IHIが持つ人工衛星を

は合計で約251.6MWとなり、持分比率に準じた発電量に換

活用した観測技術を組み合わせ、精度の高い水位管理を行う

算し、約274,366世帯分の電力を供給することとなります。

ことで、泥炭火災を防ぐ先進的な森林経営を推進。その知見を

シナリオ分析では、資源エネルギー庁の
「2030年エネルギー

活かし、森林減少や泥炭地破壊の抑制を試みる国や地域の政

ミックス実現へ向けた対応について〜全体整理〜」
をベースに、

府機関や、企業に対するコンサルティング事業の展開を計画し

日本の電源構成において現在1.7%を占めるバイオマス発電が、

ています。また、中期経営計画においては
「森林吸収量算定方

2030年には、4℃シナリオの場合3.7%に、2℃シナリオの場合

法の確立、精度向上の取り組み」
「新たな森林価値創造ビジネ

4.6%に拡大すると予測。住友林業グループにおける燃料チップ

スによる収益割合の拡大」
などの目標項目を設定しています。
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サステナビリティへの取り組み

人権尊重の取り組み
住友林業グループでは、2019年7月に
「住友林業グループ

また、これら国際規範をもとにした、
「住友林業グループ倫

人権方針」
を定めるとともに、国連グローバル・コンパクトや

理規範」
において人間尊重と健全な職場の実現を掲げると同

WBCSD（持続可能な開発のための世界経済人会議）
などへ

時に、ビジネスパートナーに対しても同内容を含む方針の浸透

参加し、国際人権章典（世界人権宣言と国際人権規約）、国際

を図り、適宜調査を実施しています。さらに、人権デューディリ

労働機関（ILO）中核的労働基準、国連グローバル・コンパクト

ジェンスの実施などを通じ、人権リスクの把握に努めるととも

の10原則、および国連のビジネスと人権に関する指導原則を

に、リスクの低減に取り組んでいます。

尊重しています。
WEB

住友林業グループ人権方針 https://sfc.jp/information/sustainability/social/human-rights/

海外森林事業における人権の尊重
インドネシアのグループ会社PT. Wana Subur Lestari
（WSL）
およびPT. Mayangkara Tanaman Industri
（MTI）
では、世界銀行のグループ機関であるIFC（International
Finance Corporation：国際金融公社）
との共同調査や

相談事なども受け付けています。従業員が自身の困りごと

住友林業グループは、人権デューディリジェンスの仕組みを通じて、人権への負の影響を特定し、その防止、または軽減を図るよう
努めています。

グループ会社における

サプライチェーンにおける

サステナビリティ実態調査

サステナビリティ調達による人権の尊重

グループ各社のサステナビリティの取り組みについ

「住友林業グループ調達方針」
に基づき、公正で責任

て、2021年度は、国内外グループ会社59社の状況に

ある調達活動を実施しています。とりわけ木材の輸入調

ついて調査を行い、人権研修の実施が50社、救済窓口

達については、仕入先へのアンケート調査や現地ヒア

の設置が47社、リスク緩和の措置が56社で行われてい

リングを通じて、人権、労働、生物多様性、地域社会に配

ることを確認しました。また、住友林業グループ倫理規

慮して行っています。

範の人権に関する違反件数は0件でした。

や意見を会社に伝える手段があることで、会社に対する信
頼の向上に役立っています。

重要な人権リスクの特定と対応

ニュージーランドのTasman Pine Forests Ltd.（TPF）

地域住民などからの意見聴取などを通じて、人権や環境に

では、近隣住民や協力業者などのステークホルダーと重要

人権デューディリジェンスの取り組みを強化すべく、事業

認、外国人技能実習生へのインタビューを行いました。結果

配慮した事業を展開しています。

なやりとりがあった場合は、ちゃんと記録をとって保管し過

本部ごとにバリューチェーン上のステークホルダーにおける

として、人権侵害などにつながる大きな問題は確認されま

リスクのマッピングを行い、重要な人権リスクの洗い出しを

せんでした。2021年度は、
「先住民族・コミュニティの権利

また、パプアニューギニアのOpen Bay Timber Ltd.
（OBT）
においても、社内外を含む地域の誰もが投函でき

去の経緯を把握した上でコミュニケーションをとることで、
円滑な関係性の構築の一助としています。

る目安箱を設置。従業員だけでなく、周辺住民などからの

インドネシアでの取り組み
2012年
IFCとアドバイザリー契約を締結。先住民の権利や文化遺産の保護の考え方に沿って、事業地の土地利用計画が適切に実施
されているか、また地域住民の生活への配慮が十分であるかなどについて、IFCと共同で事業地内の調査を実施。

2013年、2015年
ステークホルダー（地域住民、周辺の企業、学識者、NGO、政府関係者）
を招いて公聴会を開催し、人権に配慮した植林事業
を展開。

2018年以降
IFCの協力を得て、地域住民から意見を収集するための「苦情処理メカニズム
（Grievance mechanism）」
をWSLと
MTIの両社にて構築。
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人権デューディリジェンスの実施および重要リスクへの対応

住友林業株式会社

行っています。

尊重」
に関して、一層のリスク低減を図り、事業展開地域のス

資源環境事業では
「先住民やコミュニティが有する土地の

テークホルダーとさらに良好な関係を築くため、海外の資源

権利侵害および関連法令への対応」
「山林での労働安全衛生

環境事業におけるグリーバンスメカニズム※の運用状況につ

管理（危険作業など）」、木材建材事業では
「先住民が有する

いて取り組みの確認・是正点の洗い出しを行いました。第三

土地の権利侵害」
「工場での労働安全衛生管理（火災や粉

者機関によるオンラインを通じたヒアリングの結果、インドネ

じん爆発など）」
「木材伐採地での児童労働（危険作業を含

シア、パプアニューギニア、ニュージーランドの3つの海外植

む）」、住宅・建築事業と海外住宅・不動産事業では
「移民労

林の現場において、適切なグリーバンスメカニズムの運用に

働者の労働条件（強制労働など）」
を重要リスクとして特定し

より、行政機関・コミュニティとの継続的なコンサ ルテー

ています。また、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響

ションが行われていることが確認されました。一方で、対外的

を新たなリスク要素とし、2020年度にはマッピングの見直し

な情報開示の拡充、ライツホルダーとの対話を通じたグリー

を行いました。

バンスメカニズムの改善が必要であることがわかりました。

特定されたリスクについては、それぞれの事業ごとにリス

さらに今後は、予防、回避、軽減、是正するための対応策、

クの低減・是正のための対応を行っています。2020年度は、

実施計画をステークホルダーごとに定め、PDCAを回し、取

例えば、特定された重要リスクのうち、特に重要度が高く国

り組みの向上を図っていきます。

内で大きな社会的注目を集めるテーマである
「外国人技能実
習生の人権尊重」
について、協力工務店および技能実習生の

※ 企業に関連する負の影響について、被害を受けた人および地域が苦情を
提起し、是正を求めることができる苦情処理・問題解決のための仕組み。

監理団体に対し第三者機関によるヒアリングおよび書類確

統合報告書 2022

86

サステナビリティへの取り組み

サプライチェーンマネジメント
住友林業グループは、2005年に
「木材調達基準」、2007年

持続可能な木材調達の取り組み

に
「木材調達理念・方針」
を定め、責任ある木材調達活動を実

住友林業グループは
「住友林業グループ調達方針」
に基づ

施してきました。さらに、2015年には、木材以外の金属および

いて木材の合法性確認や生物多様性保全、労働慣行、人権お

窯業建材、樹脂製品など建材資材を含むあらゆる調達物品に

よび地域社会への配慮を含む持続可能な木材調達を実践する

対象範囲を広げ「住友林業グループ調達方針」
に改訂し、現在

ために、木材の調達に関するデューディリジェンスを行ってい

はこの方針に基づき経済・社会・環境に配慮した調達活動を

ます。各調達部門は取り組みの進捗を
「木材調達委員会」
に報

行っています。

告する仕組みとしており、サプライチェーンにおける継続的改

ステップ

1

仕入先が合法的に伐採された木材のみ、または合法的に伐採された

住友林業グループは、再生可能な資源である
「木」
を活か
した事業活動を通じて持続可能な社会の実現に貢献する
ため、以下の方針に基づき経済・社会・環境に配慮した調
達活動を行います。
1．合法で信頼性の高いサプライチェーンに基づく調達

労働慣行および人権、生物多様性保全、
地域社会への配慮

ステップ

2

調達する商品について、調達先へのアンケート調査や現地

●

区分は、A（低リスク）、B（中リスク）、C（高リスク）

民の権利侵害が存在しないか。また、労働者および地域

4．コミュニケーション

ているかどうか。

●

供給品やその原材料の調達地域に保護価値の高い森林
が含まれていないか。また、保護価値の高い森林に配慮
した伐採が行われていることを確認しているかどうか。

住友林業グループは、サステナビリティ推進担当役員（取締
役専務執行役員）
を委員長とし、木材を調達している各調達部

2021年度は中期経営計画の最終年度として、持続可能な

門の管理責任者で構成する
「木材調達委員会」
を設置していま

木材調達100%の達成に向け、取引先の調達の精査を強化し

す。同委員会は、木材の調達基準や違法伐採のリスク評価な

たほか、PKSやペレットなど木質バイオマス燃料の持続可能性

ど、グループ全体の木材調達に関する重要な事項を審議して

に対するデューディリジェンスの整備を行いました。

各調達部門
実施報告

なく、必要に応じて住友林業グループのスタッフによる現地調査を

木材および木材製品における
持続可能性の取り組みの強化

2021年度の持続可能な木材および木材製品の取扱比率は
通年で97.8%でしたが、調達基準に適合していない取引先と

気候変動要因として森林減少への懸念が高まる中、住友林

の対話等を重ね、認証材への切替を行い、持続可能性の確認

業グループは木材調達デューディリジェンスに加え、2019年

ができないサプライヤーは2021年9月に契約を停止し、契約

5月にアクションプランを策定、強化した持続可能性の評価基

ベースで持続可能な木材および木材製品の取扱比率100%を

準を運用しています。

達成しました。今後も持続可能な木材調達を徹底していきます。

「持続可能な木材および木材製品」
の考え方
合法性の担保を大前提に以下のいずれかに該当するものを
「持続可能な木材および木材製品」
と定義しています。

持続可能＝ 環境面：森林減少に寄与しないこと
社会面：労働安全・強制労働・先住民の権利など人権側面での侵害が認められないこと

1 （CoC連鎖にかかわらず出材時の認証を重視した材で認証材への移行を促す）
森林認証材および認証過程材：FSC、PEFC、SGEC

2

植林木材

天然林材で、その森林の施業、流通が「持続可能である」
と認められるもの

4

リサイクル材

ループ会社（流通）が取引する調達先企業について合法性の

取引先を対象に、定期的に
（年1回、低リスク先は2年に1回）

国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類の確認だけでは
行い、伐採地までのトレーサビリティを確認

います。

確認と
「サステナビリティ調査」
を実施しました。新規及び既存

リスク低減のための対応
「B」または「C」
と評価された木材および木材製品については、伐採

供給品やその原材料の調達地域に労働者および地域住
住民の権利に配慮した伐採が行われていることを確認し

し、審査対象となる全192社の直輸入調達先および海外グ

進捗確認

木材調達委員会

※ 上記に加え、アンケートやヒアリング調査で合法性以外の事項も確認。

3．持続可能な木材および木材製品の調達

2021年度は、規定のとおり4回の木材調達委員会を開催

国や地域、樹種や木材の種類ごとに、
「木材調達委員会」で定めた木

ヒアリングなどで以下の事項を確認しています。

2．公正な機会と競争に基づく調達

木材調達マネジメントの推進体制

リスク評価
材調達に関わる違法伐採リスクの評価基準に照らして評価。リスク

ステップ

3

各調達部門

木材のみを原料とする木材製品を供給できることを確認

善を推進しています。

住友林業グループ調達方針
（抜粋）

情報へのアクセス

3

（転換林由来の材＝森林をオイルパーム農園などに転換する際に伐採される天然林材は、
これに含まれない）

合法性・持続性の確認を行っています。
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サステナビリティへの取り組み

健康経営の推進

ダイバーシティ＆インクルージョン
多様な人財の活躍

を重視し、学歴や年齢、性別などで選考方法を分けることはあ

2013年4月以来、臨床心理士の資格を有する社員が、社外

住友林業グループでは、行動指針の一つとして
「多様性を尊

りません。海外グループ会社では、人種や年齢、性別にかかわ

住友林業グループは、企業において、社員の健康保持・増進

重し、自由闊達な企業風土をつくります」
を掲げ、社員の雇用・

らず、現地採用を積極的に推進し、優秀な人財の雇用、管理職

を図ることは、社員一人ひとりの幸福に資することはもとより、

や復職支援に取り組んでいます。

処遇機会均等や多様性の尊重はもちろん、人権に関する国際

への登用を行っています。

生産性の向上や仕事の効率化にもつながると考えています。

※ Employee Assistance Programの略。従業員支援プログラムと呼ば

規範に基づき、女性、子ども、先住民、マイノリティー、社会的

なお、社員の懲戒、解雇については、コンプライアンス違反

この考えに基づき、2021年10月1日、
「住友林業グループ健

弱者を含む、あらゆる人々の人権を尊重することを
「住友林業

などがあった場合には、就業規則に則り適切に対処し、不当な

康経営宣言」
を制定しました。住友林業では、人事部働きかた

グループ倫理規範」
に定めています。また、
「多様な人財が能

解雇ができない仕組みを構築しています。

支援室内のヘルスケア推進チームに、臨床心理士、保健師を

提携EAP※機関と連携しながら、メンタル不調者へのフォロー

れる職場のメンタルヘルスケアサービス。

ストレスチェックの活用

力と個性を活かし、いきいきと働くことができる職場環境づく

近年、日本国内では少子高齢化などを背景に人財の確保が

配置し、維持しています。また、新入社員研修での健康管理セ

国内全社員
（産休、疾病療養などによる長期休業中社員など

りの推進」
をサステナビリティに関する重要課題の一つとして

経営における大きな課題の一つとなっています。住友林業で

ルフケア研修をはじめ、イントラネットで健康に関するイベント

を除く）
を対象にウェブサイトなどを利用したストレスチェック

定め、その具体的な戦略・目標である中期経営計画サステナ

は、こうした考え方を採用活動においてしっかりと発信すると

の案内やコラムを発信するなど、社員の健康保持・増進への

を実施し、メンタル不調の予防に役立てています。

ビリティ編において、 多様な発想と働きがいで活力を生む職

ともに、多様な働き方や女性社員の活躍を支援する制度を拡

取り組みを行っています。

場づくり 若年層育成と高齢者活用による人財の確保 を目標

充することで、次代を担う優秀な人財の確保・維持に努めてい

とし、管理部署の年度活動方針や施策に落とし込みマネジメン

ます。

トを行ってきました。採用活動においても応募者の志向や意欲
女性採用・雇用の状況
（単体）

女性採用・雇用の状況
（海外子会社）

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

2021年度は、重点施策の検証や職場環境の改善のため、ス

疾病予防に重要な定期健康診断においては予約システムを

トレスチェックの項目の中に仕事のパフォーマンスに影響する

利用し、受診率100%を維持しています。また、50名以下の拠

ことがあった疾病や症状など、健康上の理由や心理的安全性

点にも産業医を選任するなど、人数の少ない拠点勤務者も、

を測る項目を追加しました。また、事後措置として、各拠点に個

定期健診、ストレスチェックの事後措置や過重労働時などに、

別の組織分析結果表を配布し、よりいきいきとした職場環境づ

産業医面談、保健師面談を実施できる体制をとっています。

くりに対する意識を高める
「ストレスチェック結果フィードバック

さらに、海外赴任者については、赴任前および帰任時に健康

研修」
を全主管者に実施しました。課題のある部署に対しては

女性従業員比率※1

21.0%

21.6%

22.0%

22.6％

女性従業員比率※1

32.0%

30.2%

30.8%

30.0%

診断結果のチェックを行うとともに、本人と面談し、健康状態

個別コンサルテーションを行い、職場環境改善を図りました。

女性管理職比率※1

3.7%

4.2%

4.8%

5.6％

女性管理職比率※1

16.0%

17.1%

19.5%

20.9%

の聞き取りやアドバイスなどを行っています。

また、eラーニングに
「ヘルスケア」
というカテゴリーを新設し、

24.8%

26.9%

30.2%

26.9％

―

―

38.7%

32.8%

女性新卒採用比率※2

女性新卒採用比率※2

※1 2019年度以前は各年度の3月31日在籍人数により算出。2020年度以降は
決算期の変更により12月31日在籍人数により算出。
※2 女性新卒採用比率は各年度4月1日入社人数により算出。

※1 各年度の12月31日在籍人数により算出。
※2 各年度1月〜 12月の入社人数により算出。

女性採用・雇用の状況
（国内子会社）

障がい者雇用の状況※
（単体）

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
女性従業員比率※1

32.0%

32.7%

32.4%

34.4%

女性管理職比率※1

6.0%

6.1%

7.1%

8.4%

43.5%

45.7%

43.4%

35.1%

女性新卒採用比率※2

※1 各年度の3月31日在籍人数により算出。
※2 各年度4月1日入社人数により算出。

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
障がい者雇用率

2.32%

2.40%

2.25%

2.38%

※ 2019年度以前は各年度の3月31日時点、2020年度以降は決算期の変更によ
り12月31日時点で算出。なお、特例子会社スミリンウッドピースおよびグルー
プ適用会社スミリンビジネスサービスを含めて算出。

障がい者雇用の状況※
（国内子会社）

障がい者雇用率
※ 各年度6月時点。

住友林業株式会社

1.76%

1.77%

WEB

住友林業グループ健康経営宣言

社員一人ひとりがより健康な心身を養うためのコンテンツを充

https://sfc.jp/information/company/

実させ、ヘルスリテラシーの向上を目指しています。

keiei̲rinen/health-management/

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

89

社員の健康保持への取り組み

1.85%

メンタルヘルスケアの実践
厚生労働省が策定した
「労働者の心の健康の保持増進のた
めの指針」
に基づき、メンタルヘルスについて
「セルフケア」
「ラ
インによるケア」
「事業場内産業保健スタッフなどによるケア」
「事業場外資源によるケア」の4つのケアを実践しています。

メンタル不調予防対策の実績

2.04%
ストレスチェック回答率

2018年

2019年

2020年

2021年

91.6%

93.3%

96.4%

94.5%

統合報告書 2022

90

