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LIXILの商品 ～住宅用設備機器・建材事業～ 

窓・シャッター 

玄関ドア 

カーポート 

洗面化粧台 浴室 衛生陶器 屋根・太陽光パネル 

インテリア建材 

システムキッチン 

タイル外壁材 

エクステリア 

  

カーテン,クロス,絨毯 
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LIXILグループとは 

  

売上 

1兆6,322億円 

事業利益 

898億円 

事業展開国・地域 

150ヶ国以上 

全世界の従業員数 

70,000人以上 

ブランドの歴史 

100年以上 

毎日LIXILグループの製品を使用している人 

10億人以上 
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企業理念 

私たちは優れた製品とサービスを通じて 

世界中の人びとの豊かで快適な 

住生活の未来に貢献します 
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LIXILのCR 

ＬＩＸＩＬ Ｖｉｓｉｏｎ ｆｏｒ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｌｉｖｉｎｇ  

CRは事業の持続的な成長の基盤 

CR戦略と事業戦略は一致すべき 

Corporate 

Responsibility 
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倫理的な事業活動を行うことが、LIXILのCR活動の基盤となっています 

ガバナンス 公正な 
事業慣行 

人権 労働慣行 品質・顧客 サプライチェーン ステークホルダー 
エンゲージメント 

世界中で革新的かつ責任ある活動を通して生活の質向上に貢献することで、 
最も信頼される企業となる 

コーポレート・レスポンシビリティ ミッション 
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SDGs：Sustainable Development Goals「持続可能な開発目標」 

 

国、研究機関･大学、NPO・NGO、民間セクター、 
市民らが参画し採択した目標 

 

 

 

 

世界を変革する、持続可能な開発のための2030年までの目標 
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LIXIL コーポレートレスポンシビリティ(CR)戦略とSDGs 
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LIXIL コーポレートレスポンシビリティ（CR）戦略 

グローバルな衛生課題の解決 

人びと、特に女性や女児が、安全な衛生環境を利用できるよ
うにすると同時に、子どもにとって危険な病気感染を防ぐ 

2020年までに1億人の衛生環境を改善する 
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安全で衛生的なトイレを利用できない人        23億人 

そのうち日常的に屋外で排泄をしている人    約9億人 

下痢性疾患で命を落とす5歳未満の子ども  毎日800人 

 
 

 

トイレの不備による 
2015年の経済的損失 

推定約22兆円 

世界における衛生課題の現状 

LIXILグループ公式HP：グローバルな衛生課題の解決 

http://www.lixil.com/jp/sustainability/activities/sanitation.html
http://www.lixil.com/jp/sustainability/activities/sanitation.html
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排水を再利用し洗浄水を節約。 
都市部における節水支援。 
都市開発の指針に基づいた 
再開発エリアなどに適している。 

1)超節水トイレ 
 「マイクロフラッシュトイレシステム」 
   ※JICA民間企業促進事業採択 

 

※JICA民間企業促進事業採択 

 
   排泄物を分離し 
   肥料として再資源化。 
   農村部や下水道の設置が 
   難しい地域で展開。 
 
 

2)循環無水トイレ 
 「グリーントイレシステム」 

コンパクトに持ち運び可能で 
効率的に回収できる。 
下水道インフラが整っていないスラム地域に適応。 

3)ポータブルトイレシステム 

世界の衛生問題の解決に向けて    いくつかのソリューション 
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途上国向け 簡易式トイレ SATO 

数ドルという 

低価格帯 

シンプルな 

構造で 

設置が簡単 

少量の水で 

洗浄できる 

虫や悪臭が 

あがって 

こない 

2015年 US Patents for Humanity Award 

アメリカ商務省「人類のための発明賞」受賞 

 

排泄後、水を流す 
重みで弁が開き 
水と排泄物が流れる 
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SATOのビジネスとしての展開 

現地で自立的かつ持続的に衛生環境を改善するサイクル 

パートナー企業 

提供地域の環境など 
に合わせた 

製品・技術開発 

ライセンス契約を結び 
製造・販売 

施工・保守を担当 

現地での雇用を創出 ソリューションを提供 

LIXIL 

http://www.sato.lixil.com/ 
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http://www.sato.lixil.com/ 

 

 

SATO製品情報サイト 

http://www.sato.lixil.com/
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http://www.sato.lixil.com/ 

SATO製品情報サイト 
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活動の概要  目標、背景と成果 

世界15か国以上、600万人以上の衛生環境を改善 
2017年3月現在 
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2017年4月～9月に展開。 

2018年も実施決定！！ 

周知されていない、世界のトイレ事情 

トイレ先進国日本では、途上国の人々が直面する 
衛生問題について理解が進んでいるとはいえない 

http://www.lixil.co.jp/minnanitoirewopj/
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協力団体と連携して寄付することで、設置先の選定や施工 
トイレの利用を定着させるための啓発活動を実施 

お客さま 寄付の協力団体 
（国際機関・国際NGO） 

LIXILの一体型 
シャワートイレを 

1台購入 

現地で 
SATOを1台寄付 設置先の選定、トイレの施工 

トイレを使うための教育を実施 

LIXIL 

「みんなにトイレをプロジェクト2017」の概要、提供の仕組み 
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LIXILのシャワートイレを取り扱っている 
代理店・工務店、リフォーム店様からエンドユーザーへ 

プロジェクトの波及：2017年の活動から 
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イントラネットでの共有   専用サイトの運営 ：2017年の活動から 
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イントラネットに  社員が投稿したり、もっと学べるコンテンツを準備 
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CR講座 イントラ配信 3～6月  

・業務がどのように社会に影響しているか 
・LIXILの行動がどのように社会に好影響を与えるか 
・サステナブルな視点     ＞社会全体を俯瞰する視点 
 ＞グローバルな空間軸  ＞中長期の時間軸で考えよう 
 

未来から考える 

  第1回 トイレが変えた人生！ 

 
 
 
 

世界の現状を知る、格差･人権問題を知る 

ビジネスでサステナブルに社会課題を解決する 

CR講座 
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世界のトイレ事情の周知・啓発  トイレステッカー 
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世界のトイレ事情の周知・啓発  トイレステッカー 
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公式サイトに、お客さまの声 

http://www.lixil.co.jp/corporate/sustainability/customer/business_partner/toilets_pj.html
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みんなにトイレをプロジェクト 国内での成果 

› 11月19日 世界トイレの日企画 
トイレはどこ？（神宮外苑前いちょう祭り・11/17-19） 

› CRM （コーズリレーティング・マーケティング） 
2017年～9月 みんなにトイレをプロジェクト  

シャワートイレ1台購入につき、SATO1台寄付 

208,805台 

WTO創設者 Jack Sim氏 

屋外排泄を体感できるシースルートイレの設置 
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LIXIL コーポレートレスポンシビリティ（CR）戦略 

水の保全と環境保護 

調達から生産、流通、製品の使用・廃棄やサービスの 
利用に至るまで、全てのプロセスにおいて、水 
エネルギー、およびその他の天然資源の保全に努める 

2030年までに「環境負荷ネットゼロ」を実現する 

「製品・サービスによる環境貢献」＞「事業活動による環境負荷」を実現 
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2017年10月～ 
展開中 
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みんなでスマイルエコプロジェクト パンフレットより 
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製品の環境貢献 
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マイボトル推進活動 
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LIXIL コーポレートレスポンシビリティ（CR）戦略 

多様性の尊重 

多様な従業員の英知や視点を活かし、 
成長とイノベーションの原動力とする 

製品やサービスなどを通じて、高齢者や身体 
障がい者の生活の質の向上に貢献する 

2020年までにすべての社員に「ダイバーシティ＆インクルージョン文化」を浸透 

 女性の管理職登用 
2012年22名 → 2016年168名 
 (0.9%→6.8%) 

女性、障がい者雇用促進に加え、LGBT、人権へ 

 雇用障がい者雇用促進  

2017.6.1  299名、2.29% 
*(法定雇用率2%) 

PRIDE指標2017 
ゴールド受賞 

2013年 
グローバル･コンパクト署名 
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ひとりひとりの暮らしを育てる、 
みんなの暮らしを育てる。 

LIXILは、子どもからお年寄りまでの 
ひとりひとりが豊かで快適な住生活をおくるために 
さまざまな視点からのアイデアを取り入れた製品や 
サービスをつくり出し提供していきます。 

製品・サービスの提供 

ユニバーサルデザイン 
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倫理的な事業活動を行うことが、LIXILのCR活動の基盤となっています 

｜           ｜            ｜                 ｜ 

品質・顧客                   サプライチェーン               ステークホルダー  
                                                                   エンゲージメント 

ガバナンス                     公正な事業慣行             人権                           労働慣行 

｜           ｜           ｜ 
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基盤の活動    “CR風土の醸成：継続改善・実行、体質化” 

ステークホルダーエンゲージメント 
 

主要なステークホルダーと積極的かつ能動的なエンゲージメントを実施する 
 

お客さま、地域社会、社員やその家族、仕入れ先や販売先、株主・投資家… 
ステークホルダーとのコミュニケーションの促進、ダイアログの実施 
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コミュニティダイアログ 

製造拠点 営業拠点 川島織物セルコン 
スーパービバホーム 

（LIXILビバ） 

全40工場 44拠点 1事業所 16店 

各拠点で、拠点責任者、担当者が 

中心となって、地域住民をはじめ 

さまざまなステークホルダーと対話 

 

営業拠点での話題 

・最新のキッチンで料理教室を開催したい。 

・子育て中のお母さんたちが集まる場に。 

・子ども110番に加盟して欲しい。 

・まずはあいさつから。信頼関係を築いて開かれたショールームに。 
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コミュニティダイアログ：各拠点でのその後の活動 

 

横浜支店／ 親子クッキング教室 

高松支店／ジャズコンサート 

道東支店(帯広)／ 
フリマ開催 

半田工場／ 
近隣保育園の 

防災訓練に協力 
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中四国支社の事例 おもてなし清掃 
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中四国支社の事例 おもてなし清掃    ビジネスパートナーと 
 
 総勢 1,134名で、中四国地域の観光名所24エリアのトイレを清掃 
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中部エリアの事例  INAXライブミュージアム 

窯のある広場・資料館 
1986年開館 

世界のタイル博物館 
1997年開館 

建築陶器のはじまり館 
2012年開館 

ものづくり工房 
2006年開館 

土・どろんこ館 
2006年開館 

陶楽工房 
1999年開館 
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地域に開かれた文化施設として 

地方行政と、常滑市民と 

 

春：シャボン玉イベント 

秋：陶と灯の日 
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出前授業  持続可能な開発のための教育 ESD Education for Sustainable Development 

 

 

世界の衛生課題 

トイレが世界を救う 

地球規模の水循環 

水から学ぶ 

 
ユニバーサルデザイン 

ひとりにいい、みんなにいい 

従業員が、地域の小学校で授業実施 
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出前授業 子どもたちと、教育関係者と 
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中部エリアの事例 NPO法人と 

『第２回 中部まちづくりパートナーシップ大賞』で、 
LIXIL 三重支店が 
NPO法人 どんぐりの会と共に、協働事業でグランプリを受賞 

主催   公益財団法人中部圏社会経済研究所 
         特定非営利活動法人パートナーシップ・サポートセンター 
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コミュニティに参画協働し 
地域に求められるLIXILへ 

行動する「企業市民」 

地域の発展とともに 
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