
■ SRI（社会的責任投資）インデックス組み入れ状況

■ 「CSR企業ランキング」において55位にランクイン

■ 「NICES」において31位にランクイン

その他の社外からの主な評価

IRに関する社外からの評価

当社は2013年より3年連続で「ダウ・ジョーンズ・サスティナビリティ・ア
ジア・パシフィック・インデックス（DJSI Asia Pacific）」に選出されました。

「DJSI」は、1999年にアメリカの出版社ダウ・ジョーンズ社とスイスの調
査・格付け会社SAMグループが共同開発した指標で、「DJSI AsiaPacific」
では、日本・アジア・オセアニア地域において、経済面・環境面・社会面で
の実績をさまざまな項目で分析し、持続的に成長が見込まれる企業を選出
します。当社が選出された理由は、事業活動における幅広い環境への取り
組みなどが持続可能な企業として高く評価されたものです。

FTSE4Goodはイギリス・フィナンシャルタイムズ社とロンドン証券取引所
の合弁会社であるFTSE社が2001年に開発したSRIインデックスです。銘
柄選定の際、独自のネガティブ・スクリーニング（銘柄選定規制）を行い、

「環境的持続可能性」、「社会問題とステークホルダーの関係」、「人権」につ
いて評価します。当社は2006年より、当指数に選出されています。

MSCI Global Sustainability Indexesは米国のMSCI社が開発した、環
境・社会・ガバナンス（ESG）面で優れた企業を選定する代表的な株価指数
の一です。MSCI社は、株価指数を算出して投資家に提供する世界的な会
社です。当社は2011年より、当指数に選出されています。

MS-SRIは、モーニングスター株式会社と特定非営利活動法人パブリック
リソースセンターが共同で開発した日本企業を対象とした社会的責任投資
株価指数です。当社は2003年7月22日公表開始より、継続して構成銘柄
となっています。

週刊東洋経済誌が毎年発表している「CSR企業ランキング」の最新版（2016年3月5日号に掲載）では、当社は55位にランキングされ
ています。「CSR企業ランキング」は東洋経済新報社が「CSR企業総覧」2016年版掲載の1,325社について、CSR分野の「人材活用」、

「環境」、「企業統治」、「社会性」の4つと財務のデータを調査し、評価するランキングです。

日本経済新聞が毎年実施している「NICES」の最新版（2015年11月27日号に掲載）では、当社は31位にランキングされています。
「NICES」はステークホルダーの観点から、「投資家」、「消費者・社会」、「従業員」、「潜在力」の四つの項目で企業を総合的に評価するラ
ンキングです。
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■ 環境経営を通じた価値創造プロセス

【世界】
●地球温暖化・気候変動
●人口増加・資源枯渇
●新興国の成長
●都市化の進展
●経済格差の拡大

【国内】
●エネルギー不足
●人口減少・少子高齢化
●東京一極集中・地方衰退
●成熟社会の加速
●コミュニティの希薄化
●震災復興の遅れ

【住宅・建設業界】
●空き家の増加
●エネルギー消費量の増大
●住宅・建築物の短寿命
　(スクラップ&ビルド型の建設)
●大規模震災への不安
●多様なライフ・ワークスタイル

ライフサイクル全体で
“環境負荷ゼロ”

Housing

Business Life

社会背景
(世界・国内・業界)

人・街・暮らしの
価値共創グループ

社会からの
要請・期待

(社外)

当社事業に
おける重要度

(社内)

環境行動計画（ＥＧＰ2018）
基本方針

地球温暖化防止

自然環境との調和

資源保護

化学物質による汚染の防止

環境経営の基盤

エネルギーゼロの
住宅・建築・街づくりの推進

開発・街づくりにおける緑の
保全・創出の推進

建設廃棄物における
３Ｒ活動の推進

土地購入時の
土壌汚染リスク管理の強化

○グループ・グローバルにおける
　環境パフォーマンスデータの
　信頼性向上
○グループ一体での環境法管理
　システムの構築・運用

国際社会において経済格差や貧困、食料など、さまざまな課
題が山積していますが、特に気候変動がもたらす異常気象など
は近年、世界や日本各地で頻発しており、喫緊の課題と言えま
す。これらの課題を解決するために、2015年は国際社会におい
て環境に関する大きな枠組みが始まりました。国連気候変動枠
組条約「COP21」のパリ協定と国連の持続可能な開発目標

「SDGs」です。パリ協定では、全体の目的として「世界の平均気
温上昇を産業革命前と比較して2度未満に抑える」ことが掲げ
られ、具体的な長期目標として「人間活動による温室効果ガス
の排出量を実質的にはゼロにしていく」ことが掲げられました。
また、SDGsでは、世界で持続可能な社会を実現するための
2030年目標を採択し、健康や福祉、エネルギー、気候変動、平
和社会など、17の達成目標と169のターゲットを設定しまし
た。いずれの枠組みにおいても、地球環境への取り組みは長期

地球規模の環境課題

ステークホルダーとの価値共創

環境長期ビジョン・環境行動計画の策定・推進

的な目標が設定されており、企業としても今後は長期的な視野
に基づいた環境活動が求められています。

これらの目標に取り組んでいくため、大和ハウスグループの
持続的成長に向けた羅針盤として、「サステナブルビジョン」～
世界のくらしを、よりよくする。社会と共に、人と共に、限りない
挑戦へ。～を策定。環境についても「環境中長期ビジョン2020」
を見直し、長期的な視野に基づき創業100周年の2055年を見
据えた環境長期ビジョン「Challenge ZERO 2055」を策定し、
環境負荷ゼロを目指して、取り組みを進めています。この長期
ビジョンでは、当社グループが事業特性から考える4つの重点
テーマ「地球温暖化防止」 「自然環境との調和」「資源保護」 「化
学物質による汚染の防止」において2055年までのロードマッ
プを描き長期目標を設定、調達から生産・輸送・施工・居住・

改修・解体までのライフサイクル全体で「環境負荷ゼロ」に
挑戦します。

また、この環境長期ビジョンを達成するためにバックキャ
スティングにより、今年度から始まる新しい環境行動計画

「エンドレス グリーン プログラム2018」を策定しました。こ
の行動計画では、「環境と企業収益の両立」に向けて、「ライフ
サイクル思考にもとづくグループ・グローバル一体での環境経
営の推進」をコンセプトに、環境への取り組みを加速させます。

当社グループは、「大いなる和をもって、社会に貢献する事
業を追求する」という創業精神に基づき、常に社会から必要
とされる持続可能な企業を目指しています。

私たちが提供する住宅や建築物は、鉄材や木材、内装材
の塗料など自然資源と化学物質を利用し、建設後は長期に
わたり利用されるため、電力をはじめとする多くのエネル
ギーが必要となります。さらに、私たちが手がける大規模な
開発や街づくりにおいて、自然環境や生態系に与える影響も
少なくありません。

これらの環境負荷低減に向けては、お取引先やお客さま
を含めたサプライチェーン全体に環境活動を拡げていくこと
が大事だと考えています。

例えば「調達」段階の取り組みとして、2015年7月に新た
に「CSR調達ガイドライン」を策定、社会性・環境性に関する
幅広い調達基準を明文化してお取引先とともに推進してい
ます。「エンドレス グリーン プログラム2018」では、この「調
達」段階についての取り組みを加速していきます。

一方で国内の部門別CO2排出量をみると、家庭部門と業
務部門がこの四半世紀で約7割増加しており、対策が遅れ
ています。今後供給される新築住宅・建築物に関しては、ス
マート化（創エネ・省エネ）が求められていることを十分に認
識し、当社だけでなく、業界全体が一丸となり、ZEH・ZEB
の取り組みを推進していきます。また、スマート化が遅れて
いる既存の住宅・建築物に関しても省エネリフォームを推進
して、消費エネルギーの削減に加え、お客さまの安全性や
快適性をより一層高めていきます。

今後も当社グループは、建設・不動産業界のトップラン
ナーとして責任と自覚を持ち、さまざまなステークホルダー
とともに環境と共生した住宅・建築・街づくりを通して、持続可
能な社会の実現に貢献していきます。

代表取締役　専務執行役員
環境担当役員

西村 達志

（重要課題）
マテリアリティの特定

環境との共創共生

環境課題の解決とステークホルダーとの価値共創により、持続可能な社会の実現を目指します。
担当役員メッセージ
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■ 環境経営を通じた価値創造プロセス

【世界】
●地球温暖化・気候変動
●人口増加・資源枯渇
●新興国の成長
●都市化の進展
●経済格差の拡大

【国内】
●エネルギー不足
●人口減少・少子高齢化
●東京一極集中・地方衰退
●成熟社会の加速
●コミュニティの希薄化
●震災復興の遅れ

【住宅・建設業界】
●空き家の増加
●エネルギー消費量の増大
●住宅・建築物の短寿命
　(スクラップ&ビルド型の建設)
●大規模震災への不安
●多様なライフ・ワークスタイル

ライフサイクル全体で
“環境負荷ゼロ”

Housing

Business Life

社会背景
(世界・国内・業界)

人・街・暮らしの
価値共創グループ

社会からの
要請・期待

(社外)

当社事業に
おける重要度

(社内)

環境行動計画（ＥＧＰ2018）
基本方針

地球温暖化防止

自然環境との調和

資源保護

化学物質による汚染の防止

環境経営の基盤

エネルギーゼロの
住宅・建築・街づくりの推進

開発・街づくりにおける緑の
保全・創出の推進

建設廃棄物における
３Ｒ活動の推進

土地購入時の
土壌汚染リスク管理の強化

○グループ・グローバルにおける
　環境パフォーマンスデータの
　信頼性向上
○グループ一体での環境法管理
　システムの構築・運用

国際社会において経済格差や貧困、食料など、さまざまな課
題が山積していますが、特に気候変動がもたらす異常気象など
は近年、世界や日本各地で頻発しており、喫緊の課題と言えま
す。これらの課題を解決するために、2015年は国際社会におい
て環境に関する大きな枠組みが始まりました。国連気候変動枠
組条約「COP21」のパリ協定と国連の持続可能な開発目標

「SDGs」です。パリ協定では、全体の目的として「世界の平均気
温上昇を産業革命前と比較して2度未満に抑える」ことが掲げ
られ、具体的な長期目標として「人間活動による温室効果ガス
の排出量を実質的にはゼロにしていく」ことが掲げられました。
また、SDGsでは、世界で持続可能な社会を実現するための
2030年目標を採択し、健康や福祉、エネルギー、気候変動、平
和社会など、17の達成目標と169のターゲットを設定しまし
た。いずれの枠組みにおいても、地球環境への取り組みは長期

地球規模の環境課題

ステークホルダーとの価値共創

環境長期ビジョン・環境行動計画の策定・推進

的な目標が設定されており、企業としても今後は長期的な視野
に基づいた環境活動が求められています。

これらの目標に取り組んでいくため、大和ハウスグループの
持続的成長に向けた羅針盤として、「サステナブルビジョン」～
世界のくらしを、よりよくする。社会と共に、人と共に、限りない
挑戦へ。～を策定。環境についても「環境中長期ビジョン2020」
を見直し、長期的な視野に基づき創業100周年の2055年を見
据えた環境長期ビジョン「Challenge ZERO 2055」を策定し、
環境負荷ゼロを目指して、取り組みを進めています。この長期
ビジョンでは、当社グループが事業特性から考える4つの重点
テーマ「地球温暖化防止」 「自然環境との調和」「資源保護」 「化
学物質による汚染の防止」において2055年までのロードマッ
プを描き長期目標を設定、調達から生産・輸送・施工・居住・

改修・解体までのライフサイクル全体で「環境負荷ゼロ」に
挑戦します。

また、この環境長期ビジョンを達成するためにバックキャ
スティングにより、今年度から始まる新しい環境行動計画

「エンドレス グリーン プログラム2018」を策定しました。こ
の行動計画では、「環境と企業収益の両立」に向けて、「ライフ
サイクル思考にもとづくグループ・グローバル一体での環境経
営の推進」をコンセプトに、環境への取り組みを加速させます。

当社グループは、「大いなる和をもって、社会に貢献する事
業を追求する」という創業精神に基づき、常に社会から必要
とされる持続可能な企業を目指しています。

私たちが提供する住宅や建築物は、鉄材や木材、内装材
の塗料など自然資源と化学物質を利用し、建設後は長期に
わたり利用されるため、電力をはじめとする多くのエネル
ギーが必要となります。さらに、私たちが手がける大規模な
開発や街づくりにおいて、自然環境や生態系に与える影響も
少なくありません。

これらの環境負荷低減に向けては、お取引先やお客さま
を含めたサプライチェーン全体に環境活動を拡げていくこと
が大事だと考えています。

例えば「調達」段階の取り組みとして、2015年7月に新た
に「CSR調達ガイドライン」を策定、社会性・環境性に関する
幅広い調達基準を明文化してお取引先とともに推進してい
ます。「エンドレス グリーン プログラム2018」では、この「調
達」段階についての取り組みを加速していきます。

一方で国内の部門別CO2排出量をみると、家庭部門と業
務部門がこの四半世紀で約7割増加しており、対策が遅れ
ています。今後供給される新築住宅・建築物に関しては、ス
マート化（創エネ・省エネ）が求められていることを十分に認
識し、当社だけでなく、業界全体が一丸となり、ZEH・ZEB
の取り組みを推進していきます。また、スマート化が遅れて
いる既存の住宅・建築物に関しても省エネリフォームを推進
して、消費エネルギーの削減に加え、お客さまの安全性や
快適性をより一層高めていきます。

今後も当社グループは、建設・不動産業界のトップラン
ナーとして責任と自覚を持ち、さまざまなステークホルダー
とともに環境と共生した住宅・建築・街づくりを通して、持続可
能な社会の実現に貢献していきます。

代表取締役　専務執行役員
環境担当役員

西村 達志

（重要課題）
マテリアリティの特定

環境との共創共生

環境課題の解決とステークホルダーとの価値共創により、持続可能な社会の実現を目指します。
担当役員メッセージ
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【地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）】

資源保護

調達・自社活動
開発・設計

材料調達

工場生産

物流

現場施工

解体・
リサイクル

地球温暖化
防止

自然環境
との調和

化学物質
による汚染
の防止

戸建住宅

賃貸住宅

マンション

リフォーム

商業施設

事業施設

環境エネルギー

商品・サービス

2025年までに戸建住宅、2030年
までに建築物において、平均的な新
築建物の使用時CO2排出量のネッ
ト・ゼロを目指します。
併せて、再生可能エネルギーによる
発電や低炭素電力の供給を推進し、
CO2排出ゼロ（エネルギーゼロ）の
街づくりを推進します。

全施設・全事業プロセスにおけるCO2排出量（売上高あたり）を、2005年度比で2030年に1/3とし、2055年
には1/5を目指します。さらに、2030年には全グループの購入電力量を上回る再生可能エネルギー発電の供給
により電力のネット・ゼロを実現し、2055年には全グループのCO2排出量のネット・ゼロを目指します。

Action2

Action1

“Challenge ZERO
2055”

環境負荷
"ゼロ"に挑戦

大和ハウスグループは、人・街・暮らしの価値共創グループとして
サステナブルな社会の実現を目指し、環境負荷“ゼロ”に挑戦します。

■ 売上高あたりCO2排出量
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環境活動
重点テーマ
環境活動
重点テーマ

※ノー・ネット・ロス：開発する地域で失われる生物多様性を別の場所で補償（オフセット）することで影響がないものとする考え方

大和ハウスグループでは、2011年に「環境中長期ビジョン2020」を策定しましたが、私たちを取り巻く外部環境が
大きく変化（COP21、SDGs等）しており、また一部の指標で2015年度に前倒しで目標を達成したことから、中長期
ビジョンを見直しました。新しい「環境長期ビジョン」は、大和ハウス工業の創業100周年にあたる2055年を見据え
て、グループ経営ビジョンである「人・街・暮らしの価値共創グループ」としてサステナブル（持続可能な）社会の実現
を目指し、3つの段階（調達／自社活動／商品・サービス）を通じて4つの環境重点テーマ（地球温暖化防止・自然環
境との調和・資源保護・化学物質による汚染の防止）に関して、環境負荷ゼロへ挑戦します。

【自然環境との調和（生物多様性保全）】

自然資本の保全・向上に向け、材料調達による森林破壊ゼロの実現と
緑あふれる街づくりによる緑のノー・ネット・ロスを目指します。

脱炭素社会の実現に向け、徹底した省エネ対策の推進と再生可能エネルギーの活用により
ライフサイクルCO2排出ゼロを目指します。

Challenge2

Challenge1

住宅・建築物における建材において、2030年までに森林破壊につながる木材調達をゼロ、2055年には全事業
において材料調達に伴う森林破壊ゼロを目指します。

開発に伴う自然資本の損失を最小限に抑えるとともに、お客さまと協働して、住宅・建築・街づくりにおける緑
の量と質の向上を図り、緑のノー・ネット・ロス※を目指します。

Action2

Action1

【資源保護（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護）】

資源循環型社会の実現に向け、住宅・建築物の長寿命化と廃棄物のゼロエミッションを通じて、
資源の持続可能な利用を目指します。Challenge3

2030年までに、サプライチェーンを含む、住宅・建築物のライフサイクルにおける廃棄物のゼロエミッション
（循環利用）を実現し、2055年にはその他全事業において廃棄物のゼロエミッションを目指します。

新築住宅・建築物の長寿命化や可変性の向上を図るとともに、良質で安心な住宅・建築物が適正に評価され、
流通する市場の形成を目指します。

Action2

Action1

【化学物質による汚染の防止】

住宅・建築物のライフサイクルを通じた化学物質の適正管理に取り組み、
人や生態系に著しい悪影響を及ぼすリスクの最小化（ゼロ）を図ります。Challenge4

自社保有地はもとより、土地取引から建設プロセスまで、調査・対策を含む土壌汚染リスクの厳格な管理に
より、リスクの最小化（ゼロ）に取り組み続けます。

住宅・建築物のライフサイクルにおける化学物質リスクの把握に努め、予防的観点から有害化学物質の削減・
代替・適正管理を進め、リスクの最小化（ゼロ）に取り組み続けます。

Action2

Action1

環境長期ビジョン“Challenge ZERO 2055”

■ 購入電力に対する再生可能エネルギー発電割合※

■ 居住・使用段階CO2排出量
（2013年時仕様を100とした場合）
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【地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）】
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2025年までに戸建住宅、2030年
までに建築物において、平均的な新
築建物の使用時CO2排出量のネッ
ト・ゼロを目指します。
併せて、再生可能エネルギーによる
発電や低炭素電力の供給を推進し、
CO2排出ゼロ（エネルギーゼロ）の
街づくりを推進します。

全施設・全事業プロセスにおけるCO2排出量（売上高あたり）を、2005年度比で2030年に1/3とし、2055年
には1/5を目指します。さらに、2030年には全グループの購入電力量を上回る再生可能エネルギー発電の供給
により電力のネット・ゼロを実現し、2055年には全グループのCO2排出量のネット・ゼロを目指します。

Action2

Action1

“Challenge ZERO
2055”

環境負荷
"ゼロ"に挑戦

大和ハウスグループは、人・街・暮らしの価値共創グループとして
サステナブルな社会の実現を目指し、環境負荷“ゼロ”に挑戦します。
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※ノー・ネット・ロス：開発する地域で失われる生物多様性を別の場所で補償（オフセット）することで影響がないものとする考え方

大和ハウスグループでは、2011年に「環境中長期ビジョン2020」を策定しましたが、私たちを取り巻く外部環境が
大きく変化（COP21、SDGs等）しており、また一部の指標で2015年度に前倒しで目標を達成したことから、中長期
ビジョンを見直しました。新しい「環境長期ビジョン」は、大和ハウス工業の創業100周年にあたる2055年を見据え
て、グループ経営ビジョンである「人・街・暮らしの価値共創グループ」としてサステナブル（持続可能な）社会の実現
を目指し、3つの段階（調達／自社活動／商品・サービス）を通じて4つの環境重点テーマ（地球温暖化防止・自然環
境との調和・資源保護・化学物質による汚染の防止）に関して、環境負荷ゼロへ挑戦します。

【自然環境との調和（生物多様性保全）】

自然資本の保全・向上に向け、材料調達による森林破壊ゼロの実現と
緑あふれる街づくりによる緑のノー・ネット・ロスを目指します。

脱炭素社会の実現に向け、徹底した省エネ対策の推進と再生可能エネルギーの活用により
ライフサイクルCO2排出ゼロを目指します。

Challenge2

Challenge1

住宅・建築物における建材において、2030年までに森林破壊につながる木材調達をゼロ、2055年には全事業
において材料調達に伴う森林破壊ゼロを目指します。

開発に伴う自然資本の損失を最小限に抑えるとともに、お客さまと協働して、住宅・建築・街づくりにおける緑
の量と質の向上を図り、緑のノー・ネット・ロス※を目指します。

Action2

Action1

【資源保護（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護）】

資源循環型社会の実現に向け、住宅・建築物の長寿命化と廃棄物のゼロエミッションを通じて、
資源の持続可能な利用を目指します。Challenge3

2030年までに、サプライチェーンを含む、住宅・建築物のライフサイクルにおける廃棄物のゼロエミッション
（循環利用）を実現し、2055年にはその他全事業において廃棄物のゼロエミッションを目指します。

新築住宅・建築物の長寿命化や可変性の向上を図るとともに、良質で安心な住宅・建築物が適正に評価され、
流通する市場の形成を目指します。

Action2

Action1

【化学物質による汚染の防止】

住宅・建築物のライフサイクルを通じた化学物質の適正管理に取り組み、
人や生態系に著しい悪影響を及ぼすリスクの最小化（ゼロ）を図ります。Challenge4

自社保有地はもとより、土地取引から建設プロセスまで、調査・対策を含む土壌汚染リスクの厳格な管理に
より、リスクの最小化（ゼロ）に取り組み続けます。

住宅・建築物のライフサイクルにおける化学物質リスクの把握に努め、予防的観点から有害化学物質の削減・
代替・適正管理を進め、リスクの最小化（ゼロ）に取り組み続けます。

Action2

Action1

環境長期ビジョン“Challenge ZERO 2055”

■ 購入電力に対する再生可能エネルギー発電割合※

■ 居住・使用段階CO2排出量
（2013年時仕様を100とした場合）
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上記4つの重点テーマにおける目標設定にあたっては、当
社の創業100周年にあたる2055年に目指すべき姿として策
定した「環境長期ビジョン」からバックキャスティング（逆算）
するとともに、2025～2030年にマイルストーンを置き、3年
後の到達レベルを設定しました。

環境を切り口に

を図る
収益拡大

事業を通じて

に貢献
環境負荷最小化

グループ一体で

を図る
環境リスク最小化

資源保護
・

水資源保護

地球温暖化
防止

自然環境との
調和

（生物多様性保全）

4つの環境テーマ
（社会課題）

3つの段階での環境活動

化学物質による
汚染の防止

・
土壌汚染

防止

社
会
課
題
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解
決

環
境
と
企
業
収
益
の
両
立

戸建・賃貸住宅
マンション
リフォーム

商業・事業施設
環境エネルギー

商品・サービス
事務・車両
工場・物流
施工・改修

解体
事業施設

自社活動

資源採掘
原材料輸送
資材製造
資材輸送

調達新設

環境リスク管理

環境経営基盤強化

（廃棄物管理・公害防止・土壌汚染対策 等）

調達

地球温暖化防止

自然環境との調和
（生物多様性保全）

資源保護
水資源保護

化学物質による
汚染の防止
土壌汚染防止

環境経営基盤強化、環境リスク管理

着手 調達先における省エネ支援及び省エネ建材認定制度の構築

自社活動 継続改善 新築施設のスマート化
既存施設の省エネ運用改善及び計画的な設備更新の継続

商品・サービス 重点改善 エネルギーゼロの住宅・建築・街づくりの推進
再生可能エネルギー（風・太陽・水・バイオマス）による発電事業の拡大

調達 継続改善 持続可能な木材調達の推進
自社活動 維持管理 自社・グループ施設における環境緑化の推進
商品・サービス 重点改善 開発・街づくりにおける緑の保全・創出の推進
調達 着手 主要建材における資源・水リスクの把握

自社活動 継続改善（資）
維持管理（水）

建設廃棄物における3R（リデュース・リユース・リサイクル）活動の推進
節水器具の採用推進

商品・サービス 資源循環型商品（高耐久・長寿命・省資源）の普及および再生建材の採用推進
節水器具の採用推進

調達

継続改善（資）
維持管理（水）

調達建材における化学物質管理の強化
土地購入時の土壌汚染リスク管理の強化

商品・サービス 継続改善

自社活動

維持管理（化）
継続改善（土）

生産段階におけるPRTR対象化学物質排出・移動量、VOC排出量の削減
居住系施設における室内空気質のさらなる改善
土壌汚染対応ソリューションの拡充
グループ・グローバルにおける環境パフォーマンスデータの信頼性向上
グループ一体での環境法管理システムの構築・運用

環境テーマ 段階 改善度 基本方針

環境行動計画の全体像

バックキャスティングによる目標設定

当社グループでは、ステークホルダーの関心度及び事業との関
連性が高い「4つの環境重点テーマ（社会課題）」を特定し、これら
に対して「自社活動」、「商品・サービス」、 「調達（新設）」の3つの段
階において取り組みを進めます。
「自社活動」では、事業活動プロセスの各段階において施設・設

備インフラの効率化と業務プロセスの革新により、省資源・省エネ
ルギーで生産性の高いものづくりを推進し、環境負荷低減を図り

ます。また、「商品・サービス」では、環境に配慮した住宅・建築など
の開発・普及を通じて、特に地球温暖化防止と生物多様性保全に
向けた取り組みを強化します。さらに、新たな活動領域である「調
達」では、環境負荷の低い原材料を調達することを目的に、お取引
先との環境に関する方針の共有や改善活動の協働実施などを進め
ていきます。

「エンドレス グリーン プログラム 2018」の基本方針

売上高あたりCO2排出量<2005年度比>
CO2排出量<2005年度比>

緑被面積
生物多様性自主基準適合率（開発）
建設廃棄物排出量（生産）<2012年度比>
建設廃棄物排出量（新築）<2012年度比>

地球温暖化防止

自然環境との調和
（生物多様性保全）

資源保護
水資源保護

化学物質による
汚染の防止
土壌汚染防止

環境経営基盤強化
環境リスク管理

リサイクル率

売上高あたり水使用量<2012年度比>
長期優良住宅認定率
システム建築採用率
PRTR対象化学物質排出・移動量<2012年度比>
VOC排出量<2013年度比>
居住系施設における室内空気質自主基準達成率
土地購入時における土壌汚染重大リスク

環境テーマ 指標
EGP2018

2015実績 2018目標

「エンドレス グリーン プログラム 2018」の目標
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新築
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48%
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グループ・グローバルにおける環境パフォーマンスデータの信頼性向上
グループ一体での環境法管理システムの構築・運用

売上高あたりCO2排出量を
2005年度比で▲67%

購入電力量を上回る
再生可能エネルギー発電

新築建物の使用時CO2
排出量のネット・ゼロ

（戸建2025、建築2030）

住宅・建築物の建材に
おいて木材調達による
森林破壊ゼロ

緑被面積の拡大
緑の喪失量の把握

住宅・建築物のライフ
サイクルにおける廃棄物の
ゼロエミッション

リスクの最小化（ゼロ）

売上高あたりCO2排出量を
2005年度比で▲80%
　　　　↓
CO2排出量のネット・ゼロ

CO2排出ゼロの街づくり

全事業において
材料調達による
森林破壊ゼロ

緑のノーネットロス
（緑の喪失≦緑の創出）

全事業において廃棄物の
ゼロエミッション

購入電力量における再生可能エネルギー発電割合

CO2削減貢献量

調達木材におけるCランク木材比率 4.7% 0%

50%37%※

370万t※ 390万t

EGP2015

EGP2018

2030

環境行動計画のあゆみ

グループ13社 グループ29社 全グループ145社

省CO2先導事例
の創出

エンドレス グリーン
プログラム 2013

CO2ダブルスコア
の達成

エンドレス グリーン
プログラム 2010

環境と企業収益の両立企業市民としての社会的責任

大和ハウス工業を含むグループ3社

環境自主行動計画 環境行動計画
2005
住宅現場の
ゼロエミッション
達成

ISO14001の
認証取得

環境保全 環境経営

グループ33社

エンドレス グリーン 
プログラム 2015
事業戦略と一体化した
戦略的環境活動の推進

エンドレス グリーン 
プログラム 2018
ライフサイクル思考にもと
づくグループ・グローバル
一体での環境経営の推進

環境行動計画の実績と
市場環境、国の目標等
を考慮し、目標を設定

バックキャスティング
（逆算）で目標を精査

環境長期ビジョン

2055
環境負荷
ゼロへ

大和ハウスグループでは、環境長期ビジョンの実現に向け、中期経営計画の対象期間に合わせて、およそ3ヵ年
ごとに具体的な目標と計画を「エンドレス グリーン プログラム（EGP）」として策定し、活動を推進しています。

今回、新たに策定した2016～2018年度を対象とする「エンドレス グリーン プログラム 2018」では、「環境と企
業収益の両立」に向けて、「ライフサイクル思考にもとづくグループ・グローバル一体での環境経営の推進」をコン
セプトに環境への取り組みを加速させます。

※EGP2015とEGP2018では、算定方法・対象範囲・基準年度が異なるため、EGP2015の2015年度実績と差異があります。

環境との共創共生

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム 2018）
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上記4つの重点テーマにおける目標設定にあたっては、当
社の創業100周年にあたる2055年に目指すべき姿として策
定した「環境長期ビジョン」からバックキャスティング（逆算）
するとともに、2025～2030年にマイルストーンを置き、3年
後の到達レベルを設定しました。

環境を切り口に

を図る
収益拡大

事業を通じて

に貢献
環境負荷最小化

グループ一体で

を図る
環境リスク最小化

資源保護
・

水資源保護

地球温暖化
防止

自然環境との
調和

（生物多様性保全）

4つの環境テーマ
（社会課題）

3つの段階での環境活動

化学物質による
汚染の防止

・
土壌汚染

防止

社
会
課
題
の
解
決

環
境
と
企
業
収
益
の
両
立

戸建・賃貸住宅
マンション
リフォーム

商業・事業施設
環境エネルギー

商品・サービス
事務・車両
工場・物流
施工・改修

解体
事業施設

自社活動

資源採掘
原材料輸送
資材製造
資材輸送

調達新設

環境リスク管理

環境経営基盤強化

（廃棄物管理・公害防止・土壌汚染対策 等）

調達

地球温暖化防止

自然環境との調和
（生物多様性保全）

資源保護
水資源保護

化学物質による
汚染の防止
土壌汚染防止

環境経営基盤強化、環境リスク管理

着手 調達先における省エネ支援及び省エネ建材認定制度の構築

自社活動 継続改善 新築施設のスマート化
既存施設の省エネ運用改善及び計画的な設備更新の継続

商品・サービス 重点改善 エネルギーゼロの住宅・建築・街づくりの推進
再生可能エネルギー（風・太陽・水・バイオマス）による発電事業の拡大

調達 継続改善 持続可能な木材調達の推進
自社活動 維持管理 自社・グループ施設における環境緑化の推進
商品・サービス 重点改善 開発・街づくりにおける緑の保全・創出の推進
調達 着手 主要建材における資源・水リスクの把握

自社活動 継続改善（資）
維持管理（水）

建設廃棄物における3R（リデュース・リユース・リサイクル）活動の推進
節水器具の採用推進

商品・サービス 資源循環型商品（高耐久・長寿命・省資源）の普及および再生建材の採用推進
節水器具の採用推進

調達

継続改善（資）
維持管理（水）

調達建材における化学物質管理の強化
土地購入時の土壌汚染リスク管理の強化

商品・サービス 継続改善

自社活動

維持管理（化）
継続改善（土）

生産段階におけるPRTR対象化学物質排出・移動量、VOC排出量の削減
居住系施設における室内空気質のさらなる改善
土壌汚染対応ソリューションの拡充
グループ・グローバルにおける環境パフォーマンスデータの信頼性向上
グループ一体での環境法管理システムの構築・運用

環境テーマ 段階 改善度 基本方針

環境行動計画の全体像

バックキャスティングによる目標設定

当社グループでは、ステークホルダーの関心度及び事業との関
連性が高い「4つの環境重点テーマ（社会課題）」を特定し、これら
に対して「自社活動」、「商品・サービス」、 「調達（新設）」の3つの段
階において取り組みを進めます。
「自社活動」では、事業活動プロセスの各段階において施設・設

備インフラの効率化と業務プロセスの革新により、省資源・省エネ
ルギーで生産性の高いものづくりを推進し、環境負荷低減を図り

ます。また、「商品・サービス」では、環境に配慮した住宅・建築など
の開発・普及を通じて、特に地球温暖化防止と生物多様性保全に
向けた取り組みを強化します。さらに、新たな活動領域である「調
達」では、環境負荷の低い原材料を調達することを目的に、お取引
先との環境に関する方針の共有や改善活動の協働実施などを進め
ていきます。

「エンドレス グリーン プログラム 2018」の基本方針

売上高あたりCO2排出量<2005年度比>
CO2排出量<2005年度比>

緑被面積
生物多様性自主基準適合率（開発）
建設廃棄物排出量（生産）<2012年度比>
建設廃棄物排出量（新築）<2012年度比>

地球温暖化防止

自然環境との調和
（生物多様性保全）

資源保護
水資源保護

化学物質による
汚染の防止
土壌汚染防止

環境経営基盤強化
環境リスク管理

リサイクル率

売上高あたり水使用量<2012年度比>
長期優良住宅認定率
システム建築採用率
PRTR対象化学物質排出・移動量<2012年度比>
VOC排出量<2013年度比>
居住系施設における室内空気質自主基準達成率
土地購入時における土壌汚染重大リスク

環境テーマ 指標
EGP2018

2015実績 2018目標

「エンドレス グリーン プログラム 2018」の目標

維持管理

生産
新築
土木
解体
改修

▲50%※

▲30%※

724千㎡
100%

▲9.3%
▲19.5%

98.7%
93.5%
99.3%
96.5%
78.7%

▲26.8%
89.9%

48%
▲39.5%※

▲12.8%※

68%
ゼロ

▲53%
▲33%

910千㎡
100%

▲14.0%
▲15.0%

95%以上

85%以上
▲30%

90%
60%

▲40%
▲7%

100%以上
ゼロ

環境長期ビジョン
2030 2055

グループ・グローバルにおける環境パフォーマンスデータの信頼性向上
グループ一体での環境法管理システムの構築・運用

売上高あたりCO2排出量を
2005年度比で▲67%

購入電力量を上回る
再生可能エネルギー発電

新築建物の使用時CO2
排出量のネット・ゼロ

（戸建2025、建築2030）

住宅・建築物の建材に
おいて木材調達による
森林破壊ゼロ

緑被面積の拡大
緑の喪失量の把握

住宅・建築物のライフ
サイクルにおける廃棄物の
ゼロエミッション

リスクの最小化（ゼロ）

売上高あたりCO2排出量を
2005年度比で▲80%
　　　　↓
CO2排出量のネット・ゼロ

CO2排出ゼロの街づくり

全事業において
材料調達による
森林破壊ゼロ

緑のノーネットロス
（緑の喪失≦緑の創出）

全事業において廃棄物の
ゼロエミッション

購入電力量における再生可能エネルギー発電割合

CO2削減貢献量

調達木材におけるCランク木材比率 4.7% 0%

50%37%※

370万t※ 390万t

EGP2015

EGP2018

2030

環境行動計画のあゆみ

グループ13社 グループ29社 全グループ145社

省CO2先導事例
の創出

エンドレス グリーン
プログラム 2013

CO2ダブルスコア
の達成

エンドレス グリーン
プログラム 2010

環境と企業収益の両立企業市民としての社会的責任

大和ハウス工業を含むグループ3社

環境自主行動計画 環境行動計画
2005
住宅現場の
ゼロエミッション
達成

ISO14001の
認証取得

環境保全 環境経営

グループ33社

エンドレス グリーン 
プログラム 2015
事業戦略と一体化した
戦略的環境活動の推進

エンドレス グリーン 
プログラム 2018
ライフサイクル思考にもと
づくグループ・グローバル
一体での環境経営の推進

環境行動計画の実績と
市場環境、国の目標等
を考慮し、目標を設定

バックキャスティング
（逆算）で目標を精査

環境長期ビジョン

2055
環境負荷
ゼロへ

大和ハウスグループでは、環境長期ビジョンの実現に向け、中期経営計画の対象期間に合わせて、およそ3ヵ年
ごとに具体的な目標と計画を「エンドレス グリーン プログラム（EGP）」として策定し、活動を推進しています。

今回、新たに策定した2016～2018年度を対象とする「エンドレス グリーン プログラム 2018」では、「環境と企
業収益の両立」に向けて、「ライフサイクル思考にもとづくグループ・グローバル一体での環境経営の推進」をコン
セプトに環境への取り組みを加速させます。

※EGP2015とEGP2018では、算定方法・対象範囲・基準年度が異なるため、EGP2015の2015年度実績と差異があります。

環境との共創共生

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム 2018）
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● 地球温暖化防止に対応する商品の開発・普及は、自社の競争力向上につ
ながるため注力すべきである。

● 生物多様性保全に配慮した街づくりは、今は付加価値と考えられている
が、長期的にみると資産価値向上につながり、今後は配慮していて当た
り前になると思う。

● COP21で熱帯林の違法伐採が非難されたように、サプライチェーンの取り
組みにおける原材料調達リスクについては今後注力していくべきである。

● 建築物の長寿命化や高耐久化は、資源保護につながると共にお客さまに
とっても資産価値向上になるため、大和ハウスにとってビジネスチャンス
でもある。

● 建物を使用した後に解体や売却する際に、土壌汚染が発見されると多大
な費用が発生する可能性があるため、土地の調達段階できちんと管理し
て欲しい。

マテリアリティ特定プロセス

社会課題の抽出大和ハウスグループのこれまでの取り組み

環境影響を生ずる3つの段階当社に関連する6つの環境テーマ

❶ 地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）

❷ 自然環境との調和（生物多様性保全）

❸-a 資源保護（長寿命化・廃棄物削減）

❹-a 化学物質による汚染の防止

ISO26000

GRIガイドライン

国連グローバルコンパクト

国連SDGs

環境格付

業界団体エコアクション

課題の把握・整理1
STEP

重要課題の抽出1
STEP

1
STEP 課題の把握・整理

重要課題の抽出

自社活動 下流
（商品・サービス）

2
STEP

妥当性の確認 3
STEP マテリアリティの

特定 4
STEP 環境行動計画

への反映

照合

・・・・

❸-b 水資源保護（水リスク・節水）

❹-b 土壌汚染防止

上流
（調達）

資源採掘
↓

一次加工
↓

二次加工

開発・設計
↓

生産（工場）
↓
物流
↓

施工（現場）

居住・使用
↓
解体
↓

リサイクル

■ 開催日時
■ 開催場所
■ テーマ
■ 出席者

■ ご意見2016年1月28日（木）
大和ハウス工業㈱　本社ビル2階会議室

「当社グループが取り組むべき重要な環境課題」
お客さま2名（戸建・建築）、
お取引先1名、株主・投資家1名

ステークホルダーミーティングの実施

ECOプロセス
開発・設計

材料調達

工場生産

物流

現場施工

解体・
リサイクル

資源保護

戸建住宅

賃貸住宅

マンション

リフォーム

商業施設

事業施設

環境エネルギー

地球温暖化
防止

自然環境
との調和

化学物質
による汚染

の防止

自社活動
ECOプロダクツ
商品・サービス

① 自社分析（仮説）
環境問題への関心度（ニュース数、主
要評価機関の評価項目数）と当社の
及ぼし得る影響度（環境負荷のシェ
ア、関与度合い）から定量的に判定

②ステークホルダー
による判定

ステークホルダー（お客さま、お取
引先、株主・投資家）による5段階
評価の平均点にて判定

各課題に関するリスク
と機会を洗い出し、縦
軸を事業への影響度

（機会側面を上、リスク
側面を下）、横軸を発生
の可能性とし、その両
面から当社事業におけ
る重要度を判定

③ステークホルダー
との対話

ステークホルダーの方々と、当社
の自社分析（①）及びステークホル
ダーによる判定結果（②）について
意見交換を行い、社会からの要
請・期待の大きさを3段階に分類

大
社
会
か
ら
の
要
請
・
期
待

大小 当社事業における重要度

事
業
へ
の
影
響
度

大

中

小

小

中

大

（機会側面）

（リスク側面）

発生の可能性低　← →　高

「当社事業における重要度」
及び「社会からの要請・期
待」から重要課題を特定

新しい環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム 2018」の策定にあたり、改めて大和ハウスグループの環境への
取り組みについて事業における重要度と社会からの要請や期待を考慮してマテリアリティを抽出し、有識者からのご意
見を参考に特定しました。
「エンドレス グリーン プログラム 2018」では、特定した重要課題及びその他の課題について当社の取り組みレベルと

照らし合わせ、重点改善テーマ及び対応方針を決定しました。
STEP1で抽出した18課題について、“環境と企業収益の両立”の

観点をふまえ、社会からの要請・期待の大小と当社事業における
重要度の2軸評価にて重要課題を抽出しました。なお、社会からの

要請・期待の評価にあたっては、ステークホルダーの皆さまとの直
接対話を通じて、当社の仮説とのギャップについてすり合わせを行
いました。

すでに当社グループにて取り組んでいる「環境活動重点テーマ」
をベースに、各種国際規範や主要SRIの評価項目、業界団体の方針
等との照合を行い、改めて6つのテーマを抽出しました。また、当社

事業の影響範囲として、ライフサイクル思考に基づき、「自社活動」
を中心として、「上流（調達）」「下流（商品・サービス）」の3つの段階
に区分し、合計18課題（=6テーマ×3段階）を設定しました。

環境リスクマネジメント
（廃棄物管理・公害防止・土壌汚染対策等）

環境との共創共生

マテリアリティ（重要課題）の特定
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● 地球温暖化防止に対応する商品の開発・普及は、自社の競争力向上につ
ながるため注力すべきである。

● 生物多様性保全に配慮した街づくりは、今は付加価値と考えられている
が、長期的にみると資産価値向上につながり、今後は配慮していて当た
り前になると思う。

● COP21で熱帯林の違法伐採が非難されたように、サプライチェーンの取り
組みにおける原材料調達リスクについては今後注力していくべきである。

● 建築物の長寿命化や高耐久化は、資源保護につながると共にお客さまに
とっても資産価値向上になるため、大和ハウスにとってビジネスチャンス
でもある。

● 建物を使用した後に解体や売却する際に、土壌汚染が発見されると多大
な費用が発生する可能性があるため、土地の調達段階できちんと管理し
て欲しい。

マテリアリティ特定プロセス

社会課題の抽出大和ハウスグループのこれまでの取り組み

環境影響を生ずる3つの段階当社に関連する6つの環境テーマ

❶ 地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）

❷ 自然環境との調和（生物多様性保全）

❸-a 資源保護（長寿命化・廃棄物削減）

❹-a 化学物質による汚染の防止

ISO26000

GRIガイドライン

国連グローバルコンパクト

国連SDGs

環境格付

業界団体エコアクション

課題の把握・整理1
STEP

重要課題の抽出1
STEP

1
STEP 課題の把握・整理

重要課題の抽出

自社活動 下流
（商品・サービス）

2
STEP

妥当性の確認 3
STEP マテリアリティの

特定 4
STEP 環境行動計画

への反映

照合

・・・・

❸-b 水資源保護（水リスク・節水）

❹-b 土壌汚染防止

上流
（調達）

資源採掘
↓

一次加工
↓

二次加工

開発・設計
↓

生産（工場）
↓
物流
↓

施工（現場）

居住・使用
↓
解体
↓

リサイクル

■ 開催日時
■ 開催場所
■ テーマ
■ 出席者

■ ご意見2016年1月28日（木）
大和ハウス工業㈱　本社ビル2階会議室

「当社グループが取り組むべき重要な環境課題」
お客さま2名（戸建・建築）、
お取引先1名、株主・投資家1名

ステークホルダーミーティングの実施

ECOプロセス
開発・設計

材料調達

工場生産

物流

現場施工

解体・
リサイクル

資源保護

戸建住宅

賃貸住宅

マンション

リフォーム

商業施設

事業施設

環境エネルギー

地球温暖化
防止

自然環境
との調和

化学物質
による汚染

の防止

自社活動
ECOプロダクツ
商品・サービス

① 自社分析（仮説）
環境問題への関心度（ニュース数、主
要評価機関の評価項目数）と当社の
及ぼし得る影響度（環境負荷のシェ
ア、関与度合い）から定量的に判定

②ステークホルダー
による判定

ステークホルダー（お客さま、お取
引先、株主・投資家）による5段階
評価の平均点にて判定

各課題に関するリスク
と機会を洗い出し、縦
軸を事業への影響度

（機会側面を上、リスク
側面を下）、横軸を発生
の可能性とし、その両
面から当社事業におけ
る重要度を判定

③ステークホルダー
との対話

ステークホルダーの方々と、当社
の自社分析（①）及びステークホル
ダーによる判定結果（②）について
意見交換を行い、社会からの要
請・期待の大きさを3段階に分類

大
社
会
か
ら
の
要
請
・
期
待

大小 当社事業における重要度

事
業
へ
の
影
響
度

大

中

小

小

中

大

（機会側面）

（リスク側面）

発生の可能性低　← →　高

「当社事業における重要度」
及び「社会からの要請・期
待」から重要課題を特定

新しい環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム 2018」の策定にあたり、改めて大和ハウスグループの環境への
取り組みについて事業における重要度と社会からの要請や期待を考慮してマテリアリティを抽出し、有識者からのご意
見を参考に特定しました。
「エンドレス グリーン プログラム 2018」では、特定した重要課題及びその他の課題について当社の取り組みレベルと

照らし合わせ、重点改善テーマ及び対応方針を決定しました。
STEP1で抽出した18課題について、“環境と企業収益の両立”の

観点をふまえ、社会からの要請・期待の大小と当社事業における
重要度の2軸評価にて重要課題を抽出しました。なお、社会からの

要請・期待の評価にあたっては、ステークホルダーの皆さまとの直
接対話を通じて、当社の仮説とのギャップについてすり合わせを行
いました。

すでに当社グループにて取り組んでいる「環境活動重点テーマ」
をベースに、各種国際規範や主要SRIの評価項目、業界団体の方針
等との照合を行い、改めて6つのテーマを抽出しました。また、当社

事業の影響範囲として、ライフサイクル思考に基づき、「自社活動」
を中心として、「上流（調達）」「下流（商品・サービス）」の3つの段階
に区分し、合計18課題（=6テーマ×3段階）を設定しました。

環境リスクマネジメント
（廃棄物管理・公害防止・土壌汚染対策等）

環境との共創共生

マテリアリティ（重要課題）の特定
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環境テーマ 段階

■ 開催日時 2016年2月29日(月) 13：00～16：00
■ 開催場所 大和ハウス工業株式会社 東京本社ビル2階会議室

「当社グループが取り組むべき重要な環境課題」■ テーマ

■ 有識者

・地球温暖化防止（調達）
・資源保護（商品・サービス）

・地球温暖化防止（自社活動）
・地球温暖化防止（商品・サービス）
・資源保護（自社活動）

・土壌汚染防止（調達）

・自然環境との調和（商品・サービス）

・自然環境との調和（自社活動）
・資源保護（調達）

・自然環境との調和（調達）
・化学物質による汚染の防止（商品・サービス）
・土壌汚染防止（商品・サービス）

・水資源保護（調達）
・水資源保護（自社活動）
・水資源保護（商品・サービス）
・化学物質による汚染の防止（自社活動）

・化学物質による汚染の防止（調達）
・土壌汚染防止（自社活動）

STEP1で抽出した重要課題について、有識者との直接対話によ
り、重要課題の特定プロセスも含めて妥当性を評価していただき
ました。有識者の方々には、特に長期的視点や地球規模の観点か
ら、最新の知見をふまえて、ご意見をいただきました。

妥当性の確認
（有識者ダイアログ）2

STEP

STEP2「妥当性の確認」をふまえ、社内で環境担当役員を中心に関連部門を交えて最終検討を行い、ステークホルダー視点と当社視点によ
る重要性の評価結果を「マテリアリティマップ」として整理し、当社グループが優先して取り組むべき最重要課題を特定（下図赤枠）しました。

環境行動計画（エンドレス グリーン
プログラム 2018）への反映4

STEP

マテリアリティ（重要課題）の特定3
STEP

有識者ダイアログ

マテリアリティマップ

大

社
会
か
ら
の
要
請
・
期
待

大当社事業における重要度

対応方針

土壌汚染防止
調達
自社活動
商品・サービス

化学物質による
汚染の防止

調達
自社活動
商品・サービス

水資源保護
調達
自社活動
商品・サービス

資源保護
（長寿命化・廃棄物削減）

調達
自社活動
商品・サービス

自然環境との調和
（生物多様性保全）

調達
自社活動
商品・サービス

地球温暖化防止
（エネルギー・気候変動）

調達
自社活動
商品・サービス

着手
継続改善
重点改善
継続改善
維持管理
重点改善
着手
継続改善
継続改善
着手
維持管理
維持管理
維持管理
維持管理
継続改善
継続改善
維持管理
継続改善

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

重要度評価 当社の取り組みレベル
中
高
高

未
高
中

中
低
高
低
高
中
低
低
低
低
低
中
高
低
中

中
低
中
未
高
高
未
低
中
中
中
高
高
中
中

 in TOKYO
2016.2.29

ご意見を受けて

大和ハウス工業株式会社
代表取締役専務執行役員
環境担当役員 西村 達志

後藤 敏彦 氏
サステナビリティ日本フォーラム 代表理事

冨田 秀実 氏
LRQAジャパン 事業開発部門長

・中期環境行動計画のマテリアリティとして考えると、特定プロセス・内容とも概ね妥当で適切に
実施されていると言えます。今後、COP21のパリ協定に基づいてCO2削減目標が5年ごとに見
直されるように、環境長期ビジョンに向けて、マテリアリティが変わってくる場合があるので、定
期的に見直していく必要があります。

・海外では水問題が、地域性のある社会リスクとなっています。これから事業が海外にシフトして
いくとすると、捉えるべきリスク・課題が大きく変わってくる点にも留意が必要です。

・現状、規制要因はリスクとして捉えられていますが、長期的な観点から見るとむしろ機会と捉え
られるので、要因をしっかりと認識して自社の競争力を高める観点から、機会として活かしてい
く視点も大切でしょう。

・プロセスについては、妥当に実施されているという印象を受けました。今後、事業との関連性を見
極めるためには、事業ごとに細分化して分析をしていくと良いでしょう。

・外部のステークホルダーを巻き込むことも重要ですが、課題抽出や解決策を考えるにあたって
は、社内の人をもっと巻き込んで議論していくことが必要です。

・住宅の長寿命化、資産価値の維持は特に日本の住宅において強く意識していくべき観点で、「資源保
護」×「商品」にあたる部分は重要度が高いのではないかと思いました。

・マテリアリティを形式的に決めるだけではなく、それを中期環境行動計画に落とし込んで具体
的にどのような活動に反映させていくのかが重要です。そこをつなげて戦略的に取り組んでい
かれることを期待します。

　今回、マテリアリティを見直すにあたり、特定するプロセスを含めてご意見をいただきました
が、プロセスについてもまだ十分ではなく、今後さらに改善していく必要があることを改めて感
じました。
　特に、当社グループの事業は多岐にわたりビジネスモデルが異なりますので、各々の事業のサ
プライチェーンについて分析し、重要な課題に取り組んでいく必要があります。また各種規制に
ついては、ネガティブなリスクとしてだけでなく、ビジネスチャンスとして捉えることで、企業収
益の向上はもちろんのこと、社会への貢献に結びつくことがよく理解できました。
　これからも、多様なステークホルダーの方々にご意見をいただき、継続的にマテリアリティの
見直しを図るとともに、それらに対応した新しい環境行動計画（EGP2018）を着実に遂行してい
きます。

いただいた主なご意見

小

STEP3にて特定した重要課題については、当社の取り組みレベル
を考慮して各テーマごとに取り組みの対応方針を決定しました。

社会・当社の双方にとって重要度が高く、当社の取り組みレベル
が高水準に達していない「地球温暖化防止（商品・サービス）」「自
然環境との調和（商品・サービス）」を【重点改善テーマ】に設定し、

積極的な改善に取り組みます。また、その他の課題についても同様
に下記のとおり、【継続改善テーマ】【維持管理テーマ】を設定しまし
た。今回、新たな段階として設定した「調達」に関しては、まだ取り組
めていない「地球温暖化防止」「資源保護」「水資源保護」については

【着手テーマ】として取り組みを推進していきます。

■  重要度評価：高（最重要課題）　 ■ 重要度評価：中　 ■ 重要度評価：低

● 重点改善：
● 継続改善：
● 維持管理：
● 着　　手：

重要度評価が「高」で当社の取り組みレベルが「中」の積極的な改善が必要なテーマ
重要度評価が「高」で当社の取り組みレベルが「高」または、重要度評価が「中」で当社の取り組みレベルが「高」「中」の継続して改善に取り組むテーマ
重要度評価が「低」で当社の取り組みレベルが「中」「低」の現状レベルを維持して取り組むテーマ
当社の取り組みレベルが「未（未着手）」で新たに取り組むテーマ

環境との共創共生
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環境テーマ 段階

■ 開催日時 2016年2月29日(月) 13：00～16：00
■ 開催場所 大和ハウス工業株式会社 東京本社ビル2階会議室

「当社グループが取り組むべき重要な環境課題」■ テーマ

■ 有識者

・地球温暖化防止（調達）
・資源保護（商品・サービス）

・地球温暖化防止（自社活動）
・地球温暖化防止（商品・サービス）
・資源保護（自社活動）

・土壌汚染防止（調達）

・自然環境との調和（商品・サービス）

・自然環境との調和（自社活動）
・資源保護（調達）

・自然環境との調和（調達）
・化学物質による汚染の防止（商品・サービス）
・土壌汚染防止（商品・サービス）

・水資源保護（調達）
・水資源保護（自社活動）
・水資源保護（商品・サービス）
・化学物質による汚染の防止（自社活動）

・化学物質による汚染の防止（調達）
・土壌汚染防止（自社活動）

STEP1で抽出した重要課題について、有識者との直接対話によ
り、重要課題の特定プロセスも含めて妥当性を評価していただき
ました。有識者の方々には、特に長期的視点や地球規模の観点か
ら、最新の知見をふまえて、ご意見をいただきました。

妥当性の確認
（有識者ダイアログ）2

STEP

STEP2「妥当性の確認」をふまえ、社内で環境担当役員を中心に関連部門を交えて最終検討を行い、ステークホルダー視点と当社視点によ
る重要性の評価結果を「マテリアリティマップ」として整理し、当社グループが優先して取り組むべき最重要課題を特定（下図赤枠）しました。

環境行動計画（エンドレス グリーン
プログラム 2018）への反映4

STEP

マテリアリティ（重要課題）の特定3
STEP

有識者ダイアログ

マテリアリティマップ

大

社
会
か
ら
の
要
請
・
期
待

大当社事業における重要度

対応方針

土壌汚染防止
調達
自社活動
商品・サービス

化学物質による
汚染の防止

調達
自社活動
商品・サービス

水資源保護
調達
自社活動
商品・サービス

資源保護
（長寿命化・廃棄物削減）

調達
自社活動
商品・サービス

自然環境との調和
（生物多様性保全）

調達
自社活動
商品・サービス

地球温暖化防止
（エネルギー・気候変動）

調達
自社活動
商品・サービス

着手
継続改善
重点改善
継続改善
維持管理
重点改善
着手
継続改善
継続改善
着手
維持管理
維持管理
維持管理
維持管理
継続改善
継続改善
維持管理
継続改善

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

重要度評価 当社の取り組みレベル
中
高
高

未
高
中

中
低
高
低
高
中
低
低
低
低
低
中
高
低
中

中
低
中
未
高
高
未
低
中
中
中
高
高
中
中

 in TOKYO
2016.2.29

ご意見を受けて

大和ハウス工業株式会社
代表取締役専務執行役員
環境担当役員 西村 達志

後藤 敏彦 氏
サステナビリティ日本フォーラム 代表理事

冨田 秀実 氏
LRQAジャパン 事業開発部門長

・中期環境行動計画のマテリアリティとして考えると、特定プロセス・内容とも概ね妥当で適切に
実施されていると言えます。今後、COP21のパリ協定に基づいてCO2削減目標が5年ごとに見
直されるように、環境長期ビジョンに向けて、マテリアリティが変わってくる場合があるので、定
期的に見直していく必要があります。

・海外では水問題が、地域性のある社会リスクとなっています。これから事業が海外にシフトして
いくとすると、捉えるべきリスク・課題が大きく変わってくる点にも留意が必要です。

・現状、規制要因はリスクとして捉えられていますが、長期的な観点から見るとむしろ機会と捉え
られるので、要因をしっかりと認識して自社の競争力を高める観点から、機会として活かしてい
く視点も大切でしょう。

・プロセスについては、妥当に実施されているという印象を受けました。今後、事業との関連性を見
極めるためには、事業ごとに細分化して分析をしていくと良いでしょう。

・外部のステークホルダーを巻き込むことも重要ですが、課題抽出や解決策を考えるにあたって
は、社内の人をもっと巻き込んで議論していくことが必要です。

・住宅の長寿命化、資産価値の維持は特に日本の住宅において強く意識していくべき観点で、「資源保
護」×「商品」にあたる部分は重要度が高いのではないかと思いました。

・マテリアリティを形式的に決めるだけではなく、それを中期環境行動計画に落とし込んで具体
的にどのような活動に反映させていくのかが重要です。そこをつなげて戦略的に取り組んでい
かれることを期待します。

　今回、マテリアリティを見直すにあたり、特定するプロセスを含めてご意見をいただきました
が、プロセスについてもまだ十分ではなく、今後さらに改善していく必要があることを改めて感
じました。
　特に、当社グループの事業は多岐にわたりビジネスモデルが異なりますので、各々の事業のサ
プライチェーンについて分析し、重要な課題に取り組んでいく必要があります。また各種規制に
ついては、ネガティブなリスクとしてだけでなく、ビジネスチャンスとして捉えることで、企業収
益の向上はもちろんのこと、社会への貢献に結びつくことがよく理解できました。
　これからも、多様なステークホルダーの方々にご意見をいただき、継続的にマテリアリティの
見直しを図るとともに、それらに対応した新しい環境行動計画（EGP2018）を着実に遂行してい
きます。

いただいた主なご意見

小

STEP3にて特定した重要課題については、当社の取り組みレベル
を考慮して各テーマごとに取り組みの対応方針を決定しました。

社会・当社の双方にとって重要度が高く、当社の取り組みレベル
が高水準に達していない「地球温暖化防止（商品・サービス）」「自
然環境との調和（商品・サービス）」を【重点改善テーマ】に設定し、

積極的な改善に取り組みます。また、その他の課題についても同様
に下記のとおり、【継続改善テーマ】【維持管理テーマ】を設定しまし
た。今回、新たな段階として設定した「調達」に関しては、まだ取り組
めていない「地球温暖化防止」「資源保護」「水資源保護」については

【着手テーマ】として取り組みを推進していきます。

■  重要度評価：高（最重要課題）　 ■ 重要度評価：中　 ■ 重要度評価：低

● 重点改善：
● 継続改善：
● 維持管理：
● 着　　手：

重要度評価が「高」で当社の取り組みレベルが「中」の積極的な改善が必要なテーマ
重要度評価が「高」で当社の取り組みレベルが「高」または、重要度評価が「中」で当社の取り組みレベルが「高」「中」の継続して改善に取り組むテーマ
重要度評価が「低」で当社の取り組みレベルが「中」「低」の現状レベルを維持して取り組むテーマ
当社の取り組みレベルが「未（未着手）」で新たに取り組むテーマ

環境との共創共生
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中期経営計画における「成長戦略」をベースに、社会課題や環境
問題、政策・他社動向等から、環境に関連した事業上の「機会とリ
スク」を抽出。これまでの環境行動計画での成果と課題や同業他
社比較等から、当社の「強みと弱み」を抽出しました。その後、これ
らを分析し、戦略的環境活動の基本方針/重点テーマを選定、各事
業領域の経営計画に沿って到達目標を設定しました。

国内の人口減少の進行に伴い、新設住宅・建設市場の縮小傾向が
予測されるなか、住宅・建築の高付加価値化や、それらと連携する多
角化事業の強化・拡大が、当社グループの成長戦略の要となります。

環境面では、住宅・建築物のゼロ・エネルギー化が各事業の付
加価値向上に大きく貢献します。また、脱炭素社会・循環型社会・
自然共生社会への対応を成長分野と位置付け、多角化事業強化の
一環として環境エネルギー事業や住宅ストック事業など、社会課
題に対応する環境貢献型事業の推進を図りました。

大和ハウスグループでは、環境ビジョンの実現に向け、中期
経営計画の対象期間に合わせて、およそ3ヵ年ごとに具体的な
目標と計画を「エンドレス グリーン プログラム」として策定し、
活動を推進しています。

2013 ～ 2015年度を対象期間とする「エンドレス グリーン 
プログラム 2015」では、「環境と企業収益の両立」をコンセプ
トに、住宅・建築・街づくりでの環境配慮など、事業戦略と一
体化して推進する「戦略的環境活動」を重視した目標設定を行
いました。また、社会的責任を果たす「基本的環境活動」もグ
ループ全体への一層の定着を図るとともに、こうした活動を支
える体制や仕組みなど、「環境経営の基盤」強化も進めました。

成長戦略の一つとして、住宅・建築のスマート&エコ化と環境関連ビジネスの拡大に注力

■ 環境行動計画のフレームワーク

環境経営の基盤

基本的環境活動

戦略的環境活動

◆企業の持続的成長の視点

ブランド
イメージ向上

利益の
実現

◆持続可能な社会への貢献の視点

環境と企業収益
の両立

環境を切り口に
企業価値の最大化

を図る

企業活動を通じて
環境負荷の最小化

に貢献する

＋

上記の環境活動を支える体制や仕組み

事業戦略と
一体化して推進する

社会的責任を果たす 自社の
環境負荷

上下流の
環境負荷

3段階の対応区分を定め、継続して4つのECOの取り組みを推進

基本的環境活動

海外・サプライチェーンへと対象範囲を拡大、人財育成と全員参加を促す仕組みを構築

環境経営の基盤

第4次中期経営計画 成長戦略の基本方針

戦略的環境活動の基本方針

機
会

リ
ス
ク

強
み

弱
み

環境問題の現状
政策・他社動向

環境行動計画の成果と課題
同業他社比較

・省エネ・節電ニーズの高まり
・再生可能エネルギー発電事業の拡大
・都市緑化へのニーズの高まり
・「ストックビジネス」の成長 など

・省エネ性能の規制強化
・生態系破壊を伴う恐れのある木材の使用
・化石燃料等の枯渇による建設資材の高騰
・化学物質規制の強化 など

・リフォーム分野での独自技術・サービス
  の不足
・グループ連携による総合力を活かした
  取り組みが不十分 など

・省・創・蓄エネルギー、エネルギー
  マネジメント、建物緑化等の独自技術
・さまざまな用途の自社施設における省
  CO2先導プロジェクトの豊富な実績 など

戦略的環境活動

「エンドレス グリーン プログラム 2015」の実績報告

戦略的・基本的環境活動を確実かつ効率的に実施していくに
は、推進体制や仕組みなど、環境経営の基盤強化が欠かせません。
この3ヵ年では、昨今、ステークホルダーが環境経営を判断するう
えで、グループやサプライチェーン※一体での環境活動を重視して
いる点をふまえ、海外に拠点を置く主要なグループ会社との環境
方針の共有と環境負荷データの把握を進めるとともに、住宅・建
築に関わる生産・施工協力会社、資材調達会社、設備協力会社な
ど、取引先との省エネ活動・環境配慮商品開発等での協同活動を
推進しました。

また、環境経営の推進においては企業経営同様、人財育成が要で

す。会社・部門間の情報共有を図るグループ合同ワーキング等を通
じて、環境知識と推進力を兼ね備えた環境推進リーダーの育成を
図るとともに、ボトムアップ型の創意工夫を引き出すために、全従
業員が主体性を持ち環境活動に取り組めるよう、環境教育・研修プ
ログラムを充実させ、より一層の環境活動の活性化を図りました。
※製品やサービスが消費者に届くまでのつながり

当社グループでは、事業活動プロセスの効率化による環境負荷
低減を図る【ECOプロセス】と、環境に配慮した住宅・建築物など
の開発・普及を図る【ECOプロダクツ】の両面から取り組みを進め
るとともに、それらの基盤となる次世代環境技術の研究・開発を担
う【ECOテクノロジー】や、こうした取り組みを効果的に情報発信し
ていく【ECOコミュニケーション】に注力してきました。戦略的環境
活動を推進するうえでも、継続して基盤となる基本的環境活動を

着実に進めていくことが重要であり、企業の社会的責任の観点か
ら4つのECOと4つの重点テーマへの取り組みを進めました。

基本方針の策定では、取り組みレベルの水準が高いものと、改
善の余地があるものを区分するため、当社が社会に与える影響度
とステークホルダーからの要請を判定のうえ、現状の取り組みレベ
ルと中長期目標とのギャップも考慮し、【重点課題】【継続的改善】

【維持・管理】の3段階からなる対応区分を定め、これらに応じた到
達目標を設定しました。

①住宅・建築・街づくりでの「スマート&エコ」の推進
②コア事業と連携した環境関連ビジネスの拡大
③環境技術開発・環境マーケティング機能の強化

環境行動計画2015

基本的環境活動の基本方針
①商品・サービス、事業活動プロセスの両面で地球温暖化対策を推進
②生物多様性に配慮した開発・街づくりの推進

環境行動計画2015

環境経営の基盤の基本方針
①グローバル・取引先への環境活動の拡大
②全従業員の環境経営への参画意識の向上

環境行動計画2015

ECO
プロセス

ECO
プロダクツ

ECO
テクノロジー

ECO
コミュニ

ケーション

4つの重点テーマ

地球温暖化
防止 資源保護

自然環境との
調和

（生物多様性保全）

化学物質
による汚染の

防止

4つのECO

テーマ ECOプロダクツ ECOプロセス
地球温暖化防止 CO2削減貢献の拡大

住宅の長寿命化
資源循環型商品の拡大

室内空気質管理対象の拡大
化学物質管理のグループ展開

自然と調和した街づくり

資源保護

自然環境との調和
（生物多様性保全）
化学物質による
汚染の防止

CO2排出量の削減
廃棄物の3R

木材調達評価の継続
同ガイドラインのグループ展開

グループ一体での改善活動推進

（リデュース・リユース・リサイクル）

重 点 課 題
継続的改善
維持・管理 

さらなる取り組みが必要なテーマ
すでに高いレベルに達しているが、継続して改善に取り組んでいくテーマ
すでに高いレベルに達しており、現状レベルを維持しながら取り組んでいくテーマ

：
：
：

「風と太陽と水」を最大限活用し、
エネルギーゼロの街づくりを推進

詳しくは、P85

重点テーマ1

地球温暖化
防止

「緑が、街を変えていく。」をキーワードに、
豊かな自然環境を次代に継承

詳しくは、P95

重点テーマ2

自然環境との
調和

資源循環型社会を目指し、省資源・
長寿命化と、ゼロエミッションを推進

詳しくは、P103

重点テーマ3

資源保護

化学物質管理を強化し、リスクを低減。
人や生態系へのリスク最小化を図る

詳しくは、P109

重点テーマ4

化学物質による
汚染の防止

関連ページ P153-154　環境行動計画（EGP2015）の実績と自己評価

環境との共創共生

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム 2015）
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問題、政策・他社動向等から、環境に関連した事業上の「機会とリ
スク」を抽出。これまでの環境行動計画での成果と課題や同業他
社比較等から、当社の「強みと弱み」を抽出しました。その後、これ
らを分析し、戦略的環境活動の基本方針/重点テーマを選定、各事
業領域の経営計画に沿って到達目標を設定しました。

国内の人口減少の進行に伴い、新設住宅・建設市場の縮小傾向が
予測されるなか、住宅・建築の高付加価値化や、それらと連携する多
角化事業の強化・拡大が、当社グループの成長戦略の要となります。

環境面では、住宅・建築物のゼロ・エネルギー化が各事業の付
加価値向上に大きく貢献します。また、脱炭素社会・循環型社会・
自然共生社会への対応を成長分野と位置付け、多角化事業強化の
一環として環境エネルギー事業や住宅ストック事業など、社会課
題に対応する環境貢献型事業の推進を図りました。

大和ハウスグループでは、環境ビジョンの実現に向け、中期
経営計画の対象期間に合わせて、およそ3ヵ年ごとに具体的な
目標と計画を「エンドレス グリーン プログラム」として策定し、
活動を推進しています。

2013 ～ 2015年度を対象期間とする「エンドレス グリーン 
プログラム 2015」では、「環境と企業収益の両立」をコンセプ
トに、住宅・建築・街づくりでの環境配慮など、事業戦略と一
体化して推進する「戦略的環境活動」を重視した目標設定を行
いました。また、社会的責任を果たす「基本的環境活動」もグ
ループ全体への一層の定着を図るとともに、こうした活動を支
える体制や仕組みなど、「環境経営の基盤」強化も進めました。

成長戦略の一つとして、住宅・建築のスマート&エコ化と環境関連ビジネスの拡大に注力
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3段階の対応区分を定め、継続して4つのECOの取り組みを推進

基本的環境活動

海外・サプライチェーンへと対象範囲を拡大、人財育成と全員参加を促す仕組みを構築
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第4次中期経営計画 成長戦略の基本方針

戦略的環境活動の基本方針

機
会

リ
ス
ク

強
み

弱
み

環境問題の現状
政策・他社動向

環境行動計画の成果と課題
同業他社比較

・省エネ・節電ニーズの高まり
・再生可能エネルギー発電事業の拡大
・都市緑化へのニーズの高まり
・「ストックビジネス」の成長 など

・省エネ性能の規制強化
・生態系破壊を伴う恐れのある木材の使用
・化石燃料等の枯渇による建設資材の高騰
・化学物質規制の強化 など

・リフォーム分野での独自技術・サービス
  の不足
・グループ連携による総合力を活かした
  取り組みが不十分 など

・省・創・蓄エネルギー、エネルギー
  マネジメント、建物緑化等の独自技術
・さまざまな用途の自社施設における省
  CO2先導プロジェクトの豊富な実績 など

戦略的環境活動

「エンドレス グリーン プログラム 2015」の実績報告

戦略的・基本的環境活動を確実かつ効率的に実施していくに
は、推進体制や仕組みなど、環境経営の基盤強化が欠かせません。
この3ヵ年では、昨今、ステークホルダーが環境経営を判断するう
えで、グループやサプライチェーン※一体での環境活動を重視して
いる点をふまえ、海外に拠点を置く主要なグループ会社との環境
方針の共有と環境負荷データの把握を進めるとともに、住宅・建
築に関わる生産・施工協力会社、資材調達会社、設備協力会社な
ど、取引先との省エネ活動・環境配慮商品開発等での協同活動を
推進しました。

また、環境経営の推進においては企業経営同様、人財育成が要で

す。会社・部門間の情報共有を図るグループ合同ワーキング等を通
じて、環境知識と推進力を兼ね備えた環境推進リーダーの育成を
図るとともに、ボトムアップ型の創意工夫を引き出すために、全従
業員が主体性を持ち環境活動に取り組めるよう、環境教育・研修プ
ログラムを充実させ、より一層の環境活動の活性化を図りました。
※製品やサービスが消費者に届くまでのつながり

当社グループでは、事業活動プロセスの効率化による環境負荷
低減を図る【ECOプロセス】と、環境に配慮した住宅・建築物など
の開発・普及を図る【ECOプロダクツ】の両面から取り組みを進め
るとともに、それらの基盤となる次世代環境技術の研究・開発を担
う【ECOテクノロジー】や、こうした取り組みを効果的に情報発信し
ていく【ECOコミュニケーション】に注力してきました。戦略的環境
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着実に進めていくことが重要であり、企業の社会的責任の観点か
ら4つのECOと4つの重点テーマへの取り組みを進めました。
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とステークホルダーからの要請を判定のうえ、現状の取り組みレベ
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環境行動計画2015

基本的環境活動の基本方針
①商品・サービス、事業活動プロセスの両面で地球温暖化対策を推進
②生物多様性に配慮した開発・街づくりの推進

環境行動計画2015

環境経営の基盤の基本方針
①グローバル・取引先への環境活動の拡大
②全従業員の環境経営への参画意識の向上

環境行動計画2015

ECO
プロセス

ECO
プロダクツ

ECO
テクノロジー

ECO
コミュニ

ケーション

4つの重点テーマ

地球温暖化
防止 資源保護

自然環境との
調和

（生物多様性保全）

化学物質
による汚染の

防止

4つのECO

テーマ ECOプロダクツ ECOプロセス
地球温暖化防止 CO2削減貢献の拡大

住宅の長寿命化
資源循環型商品の拡大

室内空気質管理対象の拡大
化学物質管理のグループ展開

自然と調和した街づくり

資源保護

自然環境との調和
（生物多様性保全）
化学物質による
汚染の防止

CO2排出量の削減
廃棄物の3R

木材調達評価の継続
同ガイドラインのグループ展開

グループ一体での改善活動推進

（リデュース・リユース・リサイクル）

重 点 課 題
継続的改善
維持・管理 

さらなる取り組みが必要なテーマ
すでに高いレベルに達しているが、継続して改善に取り組んでいくテーマ
すでに高いレベルに達しており、現状レベルを維持しながら取り組んでいくテーマ

：
：
：

「風と太陽と水」を最大限活用し、
エネルギーゼロの街づくりを推進

詳しくは、P85

重点テーマ1

地球温暖化
防止

「緑が、街を変えていく。」をキーワードに、
豊かな自然環境を次代に継承

詳しくは、P95

重点テーマ2

自然環境との
調和

資源循環型社会を目指し、省資源・
長寿命化と、ゼロエミッションを推進

詳しくは、P103

重点テーマ3

資源保護

化学物質管理を強化し、リスクを低減。
人や生態系へのリスク最小化を図る

詳しくは、P109

重点テーマ4

化学物質による
汚染の防止

関連ページ P153-154　環境行動計画（EGP2015）の実績と自己評価

環境との共創共生

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム 2015）
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2015年12月に開催されたCOP21（気候変動枠組条約第21回
締約国会議）では、2020年以降の温室効果ガス排出削減等の新た
な国際枠組みとして「パリ協定」が採択され、日本は2030年までに
温室効果ガスの排出量を2013年度比26％削減、2050年までに
同80％削減という目標を掲げました。

また、国内のCO2排出量を部門別にみると、家庭部門・業務部
門が全体の約4割を占め、これらの部門ではこの四半世紀で約7割
もCO2排出量が増加、東日本大震災以降は電力需給問題も長期
化しています。

当社グループは「風と太陽と水」を最大限活用することで、脱炭
素社会の実現とエネルギーの効率利用を図る「エネルギー“ゼロ”
の街づくり」に注力しています。住宅や建築物は、長期間にわたり
居住・使用され、この期間のCO2排出がライフサイクルにおいて最
も多くなります。そのため、新たに建てる住宅や建築物での省エ
ネ・創エネ・スマート化の推進が、より一層重要になります。

そこで、「風と太陽と水」を暮らしのエネルギーに変換すること
で、個々の建物におけるエネルギーゼロ化はもちろん、それらを街
全体、地域全体で効率的かつ広範囲に広げる新たな取り組みを推
進しています。

さらに今後は、エネルギーを自給する住宅や建物はもとより、再
生可能エネルギー発電所を住まい手でシェアしながら住宅や建物
間、街での電力融通によるエネルギー自給の街や地域を創出し、
脱炭素社会の実現を目指します。

脱炭素社会の実現に向け、徹底した省エネ対策の
推進と再生可能エネルギーの活用によりライフサイ
クルCO2排出ゼロを目指します。

2025年までに戸建住宅、2030年までに建築物に
おいて、平均的な新築建物の使用時CO2排出量のネッ
ト･ゼロを目指します。併せて、再生可能エネルギーに
よる発電や低炭素電力の供給を推進し、CO2排出ゼ
ロ（エネルギーゼロ）の街づくりを推進します。

全施設・全事業プロセスにおけるCO2排出量（売
上高あたり）を、2005年度比で2030年に1/3とし、
2055年には1/5を目指します。さらに、2030年には
全グループの購入電力量を上回る再生可能エネル
ギー発電の供給により電力のネット･ゼロを実現し、
2055年にはグループ全体のCO2排出量のネット･ゼ
ロを目指します。

重 点
テーマ 

地球温暖化防止
（エネルギー・気候変動）

方針・考え方 2015年度の総括
（長期ビジョンに対する主な取り組み）

環境長期ビジョン
“Challenge ZERO 2055”

社会の一員としてCO2排出量を最小化すること　　　　　　　 はもちろん、「風と太陽と水」を最大限活用した暮らしの実現を目指すことで、
「エネルギー“ゼロ”の街づくり」を進めています。

社会的課題 大和ハウスグループの目指す姿

CO2排出ゼロの
住宅・建築・街づくり

生活の質の向上とエネルギー自給住宅の実現を目指す
「Smart xevo Eco Project」を推進

再生可能エネルギーによる発電量が、当社の購入電力量以上を
実現

グループCO2排出量の
ネット・ゼロ

長期 ● CO2排出規制の強化による事業活動の
　規制と関連投資の増大

短期 ● 建築物省エネ法施行に伴う住宅・建築に
　関わる初期コストの増加

長期 ● CO2排出規制の強化による
　環境不動産マーケットの拡大

短期 ● お客さまの省エネ・節電ニーズ対応による
　住宅・建築物の高付加価値化と事業領域の拡大

リスク

機会

ステークホルダーからの期待

日本の部門別CO2排出量の割合(2014年度)

省エネ住宅・建築の
開発・普及

再生可能エネルギーの
活用、普及

既存住宅・建築の
省エネ改修推進

CO2排出量の少ない
事業活動プロセス

大和ハウスグループにおけるリスクと機会

風と太陽と水を活かした
エネルギー“ゼロ”の街づくり（イメージ図）

「xevoΣ Grande
（ジーヴォ シグマ グランデ）」発売

断熱性能が高く、環境アイテムを上手く組み合わ
せることで光熱費がゼロとなる戸建住宅商品

エネルギー自給住宅を設計、着工
（セキュレア豊田柿本）

住 宅

再エネ

xevoΣ Grande

ZEBの実現に向けた自社施設での実証プロジェクト
「SmartｰEco Project」を推進

自社施設でZEBを実現
（ロイヤルホームセンター津島）
自社施設での実証をふまえ、多様な用途の建物
で環境配慮技術をパッケージ化した「D’s SMART
シリーズ」を展開
自然の活用と最新技術を融合し、ZEB※を
30件創出
※ZEB Ready、Nealy ZEB含む

建 築

グループ全体の省エネプロジェクトにより売上高あたり
CO2排出量▲50%実現(2005年比)省エネ

ロイヤルホームセンター津島

Action1

1

Action1

Action2
Action2

家庭部門・
業務部門で

約4割！

この
四半世紀で

増加
約7割

業務
その他部門
21%

家庭部門
15%

その他
13%

産業部門
34%

運輸部門
17%

出典：温室効果ガスイベントリオフィス

(年度)

■ 購入電力に対する再生可能エネルギー発電割合※2

※1 当社グループの再生可能エネルギーによる発電量÷当社グループの
　　購入電力量

※2 当社グループの再生可能エネルギーによる発電量÷当社または当社グループの購入電力量
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■ 居住・使用段階CO2排出量
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を伸ばしています。今後は、こうした取り組みの中で得られた知見
を活かすとともに、これまで実現したZEB技術のさらなる進化や新
たな技術開発にも注力して、ZEBを進化させたエネルギー自給建
物を社会へ普及させていきます。

当社グループでは、「風と太陽と水」を最大限活用する社会を目指
して、戸建住宅をはじめ、賃貸住宅・マンション・商業施設など全事
業で再生可能エネルギーの普及を進めています。なかでも太陽光発
電の設置に力を入れており、2015年度は再生可能エネルギー固定価
格買取制度（FIT）の買い取り価格低下や電力会社からの発電出力抑
制の適用範囲の広がりにより、全国で設置容量が伸び悩んだものの、
全事業で305.4MWの設置を行いました。また、エネルギーの安定供
給を目指し、当社では電力小売り事業（法人向け）の供給エリアを全
国に拡大、2018年度には14年度比3倍の供給を計画しています。

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

 

当社では、2009年に「環境配慮設計ガイドライン」を制定、運用
しています。これは、環境アイテムの説明や配置ポイント等をまと
めたもので、設計担当者の環境配慮建物提案を支援するとともに、
提案レベルの標準化を図っています。また3回のデザインレビュー
を通じて、「環境配慮設計評価シート」を活用し、環境配慮型建築

「D’s SMART シリーズ」のコンセプトに沿っているか等を確認、環
境配慮に関する定量評価を行っています。これらの仕組みにより、
実証的に行った自社施設で培ったノウハウをお客さまの建物へよ
りスムーズにフィードバックしています。また、グループ会社の大和
リース、フジタにおいても同様の評価手法を運用しています。

「ecoナビゲーター」によるシミュレーションシート

■ 「環境配慮設計ガイドライン」の運用フロー

当社では、生活の質を向上させながらCO2排出量と光熱費がゼ
ロとなるエネルギー自給住宅の実現を目指しています。2014年度
には、太陽光発電・省エネ設備・高断熱外壁・ホームエネルギーマ
ネジメントシステムを標準搭載し、エネルギー収支がゼロとなる戸
建住宅「スマ・エコゼロエナジー」を発売、普及を推進しています。

また2015年度には、まちづくりにおける考え方や指針を「まち
づくりビジョン」として策定。提供価値の一つとして「環境性」を掲
げ、これまでに2件※1のネット・ゼロ・エネルギータウンを実現。さ
らに、街の太陽光発電所の収益を住宅メンテナンスサービスに活
用するなど、新たな価値提案を行っています。

今後は、デマンドレスポンス（需要応答）とインセンティブ配信を
組み合わせ、街全体の節電を促進する当社オリジナルの仕組み※2

を活用するなど、エネルギーを含む環境とサービスを融合した新
たな付加価値提案を住宅や街づくりで展開していきます。

当社では、「先端技術でエネルギーをカシコク使う」をコンセプト
に、「Smart-EcoProject」を推進。自社施設での実証プロジェクト
をふまえ、多様な用途の建物で環境配慮技術をパッケージ化した

「D's SMARTシリーズ」を発売・展開し、ZEBの普及を進めていま
す。2011年度に、「D's SMART OFFICE（事務所）」を発売したこと
を契機に、店舗・工場・物流施設・介護施設・医療施設の6用途を
開発。 2015年度は、｢自然採光システムによる省エネ照明と快適性
向上｣を実現する「D's パッシブライト」が省エネ大賞を受賞、ZEB
建物（ZEB Ready,Nearly ZEB含む）も31件（前年度22件）と件数

エネルギー自給住宅の開発・普及と
スマートシティ／タウンの全国展開

■ まちづくりビジョン 〈8つの価値〉
Vision：まちの価値を未来へ
Mission：共に創り、共に育む
Value：人と地域に8つの価値を

※1スマ・エコタウン晴美台、スマ・エコタウン陽だまりの丘 
※2特許第5796041号、特許第5830061号

スマ・エコ商品比率 大和ハウス工業
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（12年度比1.6倍）

38.5% 45%以上 42.0%

420万トン
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（12年度比1.5倍）
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CO2削減貢献量は、戸建住宅xevoΣの拡販をはじめ、全事業で省エネ住宅や建築物等の提案力強化に取り組みましたが、再生可能
エネルギーの固定価格買取制度の買取価格引き下げ等により、前年度まで増加傾向にあった太陽光発電システムの設置が減少。その
結果、目標を下回りました。

スマ・エコ商品比率は、全事業において省エネ・省CO2の住宅・建築物の提案に取り組みましたが、昨年度まで順調に伸びていた太
陽光発電システムの採用率が下がり、目標を下回りました。今後は、太陽光発電に偏ることなく建物性能、建物設備性能を含めたトータ
ルで環境貢献する取り組みに注力していきます。
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大和ハウスグループでは、「エネルギー“ゼロ”の街づくり」を
日本全国へ普及させることにより、脱炭素社会の実現を目指し
ています。この実現に向けた取り組みは、自然の風や太陽の光
などをカシコク利用することで、使用するエネルギーを最小化
する一方、 「風と太陽と水」を最大限活用して再生可能エネル
ギーの創出を行い、年間を通してエネルギー創出量と使用量を
差し引きゼロにするものです。

さらに、エネルギーゼロにとどまらず、エネルギーを自給で
きる住宅・建築・街づくりの実現にも取り組み、新たな暮らしの
価値を社会へ提供し続けていきます。

■ 基本的な考え方
エネルギー使用の最小化と、再生可能エネルギー
活用を最大化する社会の実現

「風と太陽と水」を最大限活用して住宅・建物・街で
エネルギーゼロを実現

「エネルギー“ゼロ”の街づくり」を広く普及することで
脱炭素社会を実現

❶ エネルギー自給住宅の開発・普及とスマートシティ／
タウンの全国展開

❷ 自社施設で培ったノウハウを活用し、ZEBから
エネルギー自給建物へ

❸ 再生可能エネルギーの普及と電力小売り事業の拡大

重点戦略

大和ハウス工業では、エネルギーシミュレーター「ecoナビゲー
ター」を活用し、環境配慮住宅の提案を進めています。家族構成や
生活パターンを入力することで年間のエネルギーコスト等を算出、
お客さまに建 物の
省エネ性能をわかり
やすく説明します。
2016年3月には、試算
範囲の拡充やZEH概
算機能、電力メニュー
など新機能を追加し、
よりきめ細かな提案
を進めています。
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を伸ばしています。今後は、こうした取り組みの中で得られた知見
を活かすとともに、これまで実現したZEB技術のさらなる進化や新
たな技術開発にも注力して、ZEBを進化させたエネルギー自給建
物を社会へ普及させていきます。

当社グループでは、「風と太陽と水」を最大限活用する社会を目指
して、戸建住宅をはじめ、賃貸住宅・マンション・商業施設など全事
業で再生可能エネルギーの普及を進めています。なかでも太陽光発
電の設置に力を入れており、2015年度は再生可能エネルギー固定価
格買取制度（FIT）の買い取り価格低下や電力会社からの発電出力抑
制の適用範囲の広がりにより、全国で設置容量が伸び悩んだものの、
全事業で305.4MWの設置を行いました。また、エネルギーの安定供
給を目指し、当社では電力小売り事業（法人向け）の供給エリアを全
国に拡大、2018年度には14年度比3倍の供給を計画しています。

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

 

当社では、2009年に「環境配慮設計ガイドライン」を制定、運用
しています。これは、環境アイテムの説明や配置ポイント等をまと
めたもので、設計担当者の環境配慮建物提案を支援するとともに、
提案レベルの標準化を図っています。また3回のデザインレビュー
を通じて、「環境配慮設計評価シート」を活用し、環境配慮型建築

「D’s SMART シリーズ」のコンセプトに沿っているか等を確認、環
境配慮に関する定量評価を行っています。これらの仕組みにより、
実証的に行った自社施設で培ったノウハウをお客さまの建物へよ
りスムーズにフィードバックしています。また、グループ会社の大和
リース、フジタにおいても同様の評価手法を運用しています。

「ecoナビゲーター」によるシミュレーションシート

■ 「環境配慮設計ガイドライン」の運用フロー

当社では、生活の質を向上させながらCO2排出量と光熱費がゼ
ロとなるエネルギー自給住宅の実現を目指しています。2014年度
には、太陽光発電・省エネ設備・高断熱外壁・ホームエネルギーマ
ネジメントシステムを標準搭載し、エネルギー収支がゼロとなる戸
建住宅「スマ・エコゼロエナジー」を発売、普及を推進しています。

また2015年度には、まちづくりにおける考え方や指針を「まち
づくりビジョン」として策定。提供価値の一つとして「環境性」を掲
げ、これまでに2件※1のネット・ゼロ・エネルギータウンを実現。さ
らに、街の太陽光発電所の収益を住宅メンテナンスサービスに活
用するなど、新たな価値提案を行っています。

今後は、デマンドレスポンス（需要応答）とインセンティブ配信を
組み合わせ、街全体の節電を促進する当社オリジナルの仕組み※2

を活用するなど、エネルギーを含む環境とサービスを融合した新
たな付加価値提案を住宅や街づくりで展開していきます。

当社では、「先端技術でエネルギーをカシコク使う」をコンセプト
に、「Smart-EcoProject」を推進。自社施設での実証プロジェクト
をふまえ、多様な用途の建物で環境配慮技術をパッケージ化した

「D's SMARTシリーズ」を発売・展開し、ZEBの普及を進めていま
す。2011年度に、「D's SMART OFFICE（事務所）」を発売したこと
を契機に、店舗・工場・物流施設・介護施設・医療施設の6用途を
開発。 2015年度は、｢自然採光システムによる省エネ照明と快適性
向上｣を実現する「D's パッシブライト」が省エネ大賞を受賞、ZEB
建物（ZEB Ready,Nearly ZEB含む）も31件（前年度22件）と件数

エネルギー自給住宅の開発・普及と
スマートシティ／タウンの全国展開

■ まちづくりビジョン 〈8つの価値〉
Vision：まちの価値を未来へ
Mission：共に創り、共に育む
Value：人と地域に8つの価値を

※1スマ・エコタウン晴美台、スマ・エコタウン陽だまりの丘 
※2特許第5796041号、特許第5830061号

スマ・エコ商品比率 大和ハウス工業

390.2万トン
（12年度比1.6倍）

38.5% 45%以上 42.0%

420万トン
（12年度比1.7倍）

371.2万トン
（12年度比1.5倍）

自己評価2014年度
実績
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目標

2015年度
実績対象範囲管理指標
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CO2削減貢献量 グループ

重点戦略 ❶

自社施設で培ったノウハウを活用し、
ZEBからエネルギー自給建物へ重点戦略 ❷

再生可能エネルギーの普及と
電力小売り事業の拡大重点戦略 ❸

■ マネジメント
「ecoナビゲーター」による環境配慮住宅の提案を推進
（戸建住宅事業）

「環境配慮設計ガイドライン」を運用、
お客さまへ環境配慮建物を提案（商業・事業施設事業）
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CO2削減貢献量は、戸建住宅xevoΣの拡販をはじめ、全事業で省エネ住宅や建築物等の提案力強化に取り組みましたが、再生可能
エネルギーの固定価格買取制度の買取価格引き下げ等により、前年度まで増加傾向にあった太陽光発電システムの設置が減少。その
結果、目標を下回りました。

スマ・エコ商品比率は、全事業において省エネ・省CO2の住宅・建築物の提案に取り組みましたが、昨年度まで順調に伸びていた太
陽光発電システムの採用率が下がり、目標を下回りました。今後は、太陽光発電に偏ることなく建物性能、建物設備性能を含めたトータ
ルで環境貢献する取り組みに注力していきます。

エネルギー使用量

エネルギ－
使用量
削減

残りを
太陽光発電
でまかない

ます照明

照明空調・換気
空調・換気 太陽光

発電量コンセント
電気

コンセント
電気

従来の建物 当社が目指す
エネルギーゼロのイメージ

（ZEH・ZEB）

P122　2015年度の主な外部評価関連ページ

: 2015年度目標達成 　　: 2015年度目標未達成（前年度より改善） 　　: 2015年度目標未達成（前年度より悪化）

大和ハウスグループでは、「エネルギー“ゼロ”の街づくり」を
日本全国へ普及させることにより、脱炭素社会の実現を目指し
ています。この実現に向けた取り組みは、自然の風や太陽の光
などをカシコク利用することで、使用するエネルギーを最小化
する一方、 「風と太陽と水」を最大限活用して再生可能エネル
ギーの創出を行い、年間を通してエネルギー創出量と使用量を
差し引きゼロにするものです。

さらに、エネルギーゼロにとどまらず、エネルギーを自給で
きる住宅・建築・街づくりの実現にも取り組み、新たな暮らしの
価値を社会へ提供し続けていきます。

■ 基本的な考え方
エネルギー使用の最小化と、再生可能エネルギー
活用を最大化する社会の実現

「風と太陽と水」を最大限活用して住宅・建物・街で
エネルギーゼロを実現

「エネルギー“ゼロ”の街づくり」を広く普及することで
脱炭素社会を実現

❶ エネルギー自給住宅の開発・普及とスマートシティ／
タウンの全国展開

❷ 自社施設で培ったノウハウを活用し、ZEBから
エネルギー自給建物へ

❸ 再生可能エネルギーの普及と電力小売り事業の拡大

重点戦略

大和ハウス工業では、エネルギーシミュレーター「ecoナビゲー
ター」を活用し、環境配慮住宅の提案を進めています。家族構成や
生活パターンを入力することで年間のエネルギーコスト等を算出、
お客さまに建 物の
省エネ性能をわかり
やすく説明します。
2016年3月には、試算
範囲の拡充やZEH概
算機能、電力メニュー
など新機能を追加し、
よりきめ細かな提案
を進めています。

主な目標と実績チェック&アクション

※Nearly ZEB、ZEB Ready含む■ ZEB建物※の建設実績
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店舗（ロイヤルホームセンター津島店）
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■ マンション ■ 商業・事業施設　　 ■ 環境エネルギー
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223.225.8 24.6 17.2

0 0.1

14.5

200.9
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■ 太陽光発電設置容量の推移（全事業）

4.4％
2014年度比

削減

詳細データはP155-158参照
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: 2015年度目標達成 　　: 2015年度目標未達成（前年度より改善） 　　: 2015年度目標未達成（前年度より悪化）主な目標と実績チェック&アクション

詳細データはP159-160参照

当社グループが、所有・運営する自社施設（オフィス・商業施設・
リゾート施設など）からのCO2排出量は全体の約6割以上を占めて
います。そこで、各用途建物ごとに「省エネトップランナー事業場」
を選定、そこで集中的に省エネ施策を実施、効果を確認・検証して
他事業場へ水平展開しています。現在、トップランナー事業場はオ
フィス2、商業施設5、リゾート施設3、生産（工場）3の計13事業場
を選定しています。

なかでも、拠点数が多くエネルギー使用量も多い商業施設部門
や生産部門では、グループ省エネ合同ワーキンググループを運営。
各社の課題・改善施策の情報共有や相互省エネ診断、グループ内
外の先進的な省エネ施設の見学等を通じて、効果的な省エネ改善
策の迅速な水平展開と省エネスキル向上を図っています。

また、2015年度は、エネルギーコストの12.1％に相当する9.4
億円の省エネ投資を進めた結果、売上高あたりCO2排出量が
12.2t-CO2/億円（前年度比12.9％削減）となりました。

当社グループでは、自社・グループ施設において計画的な省エネ
活動を進めるため「省エネ投資ガイドライン」を制定。エネルギーコ
ストの15％に相当する額の省エネ投資を実施するよう指針を定
め、省エネ投資を推進しています。

自社で管理している業務エアコン、冷凍冷蔵機器に充填されて
いる温室効果の高いフロン類の漏洩を最小化するため、フロン排
出抑制法に則った点検を実施しています。

■ マネジメント
「環境経営予算」の活用による先導事例の創出

「省エネ投資ガイドライン」の制定

フロン排出抑制法への対応

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

大和ハウスグループでは、事業活動プロセスにおけるCO2

排出量の削減と再生可能エネルギーによる発電事業の推進に
より、脱炭素社会の実現に貢献しています。

新築施設では先導的な省エネ技術の導入、既存施設では徹
底した運用改善と計画的な設備更新によりエネルギー使用量
の削減を図るとともに、再生可能エネルギーによる発電事業を
積極的に推進し、自社購入電力量を上回る規模の再生可能エ
ネルギー発電を行っています。今後は当社グループの購入電力
量を上回る規模になるよう取り組みを加速させていきます。

■ 基本的な考え方

徹底した省エネと購入電力量以上の再生可能
エネルギーによる発電を推進し、脱炭素社会を実現

○ CO2排出量の削減
○ 再生可能エネルギーによる発電事業の推進

❶ 運用改善の継続と計画的な設備更新
❷ 再生可能エネルギーの積極的な導入

重 点
テーマ 1 地球温暖化防止

（エネルギー・気候変動） 事業活動プロセスにおけるCO2削減

重点戦略

徹底した省エネと、購入電力量以上の
再生可能エネルギーによる発電を推進

当社グループでは、自社・グループ施設に先導的な省エネ技術を
導入し、実証・検証を通じて商品化や水平展開を図る「Smart-Eco 
Project」を進めています。これを支援する仕組みとして「環境経営
予算制度」を運用。これは、公的補助金の活用に加え、先導的な環
境配慮技術の導入など社内基準を満たした先導プロジェクトに対
して社内予算補助を行いながら、プロジェクト成果の最大化を図
る制度です。この制度は、企画・設計、審査、実施、効果検証、報告
会、水平展間を一つのサイクルとしており、企画・設計、効果検証に
おいては社内の専門スタッフによる技術支援が行われます。効果
が大きい環境技術については、水平展開を図ります。

運用改善の継続と計画的な設備更新重点戦略 ❶

当社グループでは、購入電力量を上回る再生可能エネルギーによ
る発電を目指し、自社施設・遊休地等への風力発電・太陽光発電シ
ステムの導入を推進しています。固定価格買取制度の開始（2012
年）を受け、本格的にメガソーラー事業に参入、2014年度には再生
可能エネルギーによる発電量が自社の購入電力量を初めて上回り
ました。2015年度は、「DREAM Solar和歌山市」（約21MW（メガ
ワット））など大規模な発電所をはじめ、ため池を活用したフロート
式の太陽光発電所など30カ所の発電所を新たに稼動。累計117カ
所で太陽光発電所・風力発電所が稼動しています。2015年度末現
在、当社グループが発電事業者となる再生可能エネルギー発電設備
は162MW、年間発電量は168GWhとなり、当社の電力使用量
103GWhの163％となりました。

再生可能エネルギーの積極的な導入重点戦略 ❷

■ 当社グループにおける再生可能
　 エネルギー発電量の推移

太陽光発電所（大和エネルギー）

ため池を利用したフロート式
太陽光発電所（大和リース）

（既存建物） （新築建物）

環境商材の提案
「環境エネルギー事業」

環境配慮型建築の提案
「D’sSMARTシリーズ」

CO2半減 ZEBの実現

建材・設備
メーカーと

協働
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2012年
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5.8倍

各社・各部門での省エネ活動の定着により、売上高あたりのCO2排出量は大幅に削減し、目標を達成しました。また、新築する自
社施設については「Smart-Eco Project」の推進によりオフィス、生産（工場）、商業施設においてCO2排出量を大幅に削減する先導的
なプロジェクトを創出することができました。さらに、再生可能エネルギーの順調な稼動により、CO2排出量相殺量は7.1万トン相当
まで拡大し、CO2排出量総量（再生可能エネルギー発電相殺後）も大幅に削減、目標を達成しました。

今後は、新築自社施設において、省CO2化を徹底するとともに、グループ会社の環境商品を取り入れながら、積極的にZEB化建築
物の創出を行います。また、既存施設においても継続的な省エネ活動を推進するとともに、計画的な省エネ投資を実施し、老朽化し
た設備の更新を積極的に進めていきます。
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■ 環境経営予算制度の運用フロー
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社内の専門スタッフによる技術支援

43.6％削減
（05年度比）

25.1％削減
（05年度比）

101.5MW
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28％

50.7％削減
（05年度比）

30.6％削減
（05年度比）
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163％

40％

42.0％削減
（05年度比）

22.0％削減
（05年度比）

120MW以上

120％

30％

自己評価2014年度
実績

2015年度
目標

2015年度
実績対象範囲管理指標

（KPI）

売上高あたり
CO2排出量

CO2排出総量（再生可能
エネルギー発電相殺後）

再生可能エネルギー
の発電容量
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の発電割合
※上段は当社購入電力量比、
　下段は当社グループ購入
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: 2015年度目標達成 　　: 2015年度目標未達成（前年度より改善） 　　: 2015年度目標未達成（前年度より悪化）主な目標と実績チェック&アクション

詳細データはP159-160参照

当社グループが、所有・運営する自社施設（オフィス・商業施設・
リゾート施設など）からのCO2排出量は全体の約6割以上を占めて
います。そこで、各用途建物ごとに「省エネトップランナー事業場」
を選定、そこで集中的に省エネ施策を実施、効果を確認・検証して
他事業場へ水平展開しています。現在、トップランナー事業場はオ
フィス2、商業施設5、リゾート施設3、生産（工場）3の計13事業場
を選定しています。

なかでも、拠点数が多くエネルギー使用量も多い商業施設部門
や生産部門では、グループ省エネ合同ワーキンググループを運営。
各社の課題・改善施策の情報共有や相互省エネ診断、グループ内
外の先進的な省エネ施設の見学等を通じて、効果的な省エネ改善
策の迅速な水平展開と省エネスキル向上を図っています。

また、2015年度は、エネルギーコストの12.1％に相当する9.4
億円の省エネ投資を進めた結果、売上高あたりCO2排出量が
12.2t-CO2/億円（前年度比12.9％削減）となりました。

当社グループでは、自社・グループ施設において計画的な省エネ
活動を進めるため「省エネ投資ガイドライン」を制定。エネルギーコ
ストの15％に相当する額の省エネ投資を実施するよう指針を定
め、省エネ投資を推進しています。

自社で管理している業務エアコン、冷凍冷蔵機器に充填されて
いる温室効果の高いフロン類の漏洩を最小化するため、フロン排
出抑制法に則った点検を実施しています。

■ マネジメント
「環境経営予算」の活用による先導事例の創出

「省エネ投資ガイドライン」の制定

フロン排出抑制法への対応

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

大和ハウスグループでは、事業活動プロセスにおけるCO2

排出量の削減と再生可能エネルギーによる発電事業の推進に
より、脱炭素社会の実現に貢献しています。

新築施設では先導的な省エネ技術の導入、既存施設では徹
底した運用改善と計画的な設備更新によりエネルギー使用量
の削減を図るとともに、再生可能エネルギーによる発電事業を
積極的に推進し、自社購入電力量を上回る規模の再生可能エ
ネルギー発電を行っています。今後は当社グループの購入電力
量を上回る規模になるよう取り組みを加速させていきます。

■ 基本的な考え方

徹底した省エネと購入電力量以上の再生可能
エネルギーによる発電を推進し、脱炭素社会を実現

○ CO2排出量の削減
○ 再生可能エネルギーによる発電事業の推進

❶ 運用改善の継続と計画的な設備更新
❷ 再生可能エネルギーの積極的な導入

重 点
テーマ 1 地球温暖化防止

（エネルギー・気候変動） 事業活動プロセスにおけるCO2削減

重点戦略

徹底した省エネと、購入電力量以上の
再生可能エネルギーによる発電を推進

当社グループでは、自社・グループ施設に先導的な省エネ技術を
導入し、実証・検証を通じて商品化や水平展開を図る「Smart-Eco 
Project」を進めています。これを支援する仕組みとして「環境経営
予算制度」を運用。これは、公的補助金の活用に加え、先導的な環
境配慮技術の導入など社内基準を満たした先導プロジェクトに対
して社内予算補助を行いながら、プロジェクト成果の最大化を図
る制度です。この制度は、企画・設計、審査、実施、効果検証、報告
会、水平展間を一つのサイクルとしており、企画・設計、効果検証に
おいては社内の専門スタッフによる技術支援が行われます。効果
が大きい環境技術については、水平展開を図ります。

運用改善の継続と計画的な設備更新重点戦略 ❶

当社グループでは、購入電力量を上回る再生可能エネルギーによ
る発電を目指し、自社施設・遊休地等への風力発電・太陽光発電シ
ステムの導入を推進しています。固定価格買取制度の開始（2012
年）を受け、本格的にメガソーラー事業に参入、2014年度には再生
可能エネルギーによる発電量が自社の購入電力量を初めて上回り
ました。2015年度は、「DREAM Solar和歌山市」（約21MW（メガ
ワット））など大規模な発電所をはじめ、ため池を活用したフロート
式の太陽光発電所など30カ所の発電所を新たに稼動。累計117カ
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は162MW、年間発電量は168GWhとなり、当社の電力使用量
103GWhの163％となりました。
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※1 「断熱性能の向上」「一次エネルギー消費量削減（省エネ法基準10%以上）」「その他の低炭素化に資する措置」を施した建物を認定する制度
※2 設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量（家電・OA機器等分を除く）

※ 一次エネルギー消費量の対象は、暖冷房、換気、給湯、照明とする

※1.ビルエネルギー管理システム。　※2.エネルギー消費が差引ゼロ。当施設のエネルギー削減率は、平成26年度ネット・ゼロ・
エネルギー・ビル実証事業の規定に準じたものです。

※ホーム・エネルギー・マネジメント・システム

これまでの賃貸住宅では、省エネルギー性能の違いを示すものが少なく、住まい選びの際
に省エネルギー性能の良さをアピールすることは大変難しい状況でした。そこで当社名古屋
支社では、2012年に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）」に基づ
く、「低炭素建築物認定制度※1」に着目。2014年9月より、当制度を利用して新築賃貸住宅
の低炭素化を図るとともに、オリジナルの低炭素建築物認定プレートを作成し、入居者さま
にも環境性能を積極的にお伝えしています。その結果、2015年度は名古屋支社で177棟の
低炭素建築物認定賃貸住宅を建設することができました。

今後は取り組みを全社に広げるとともに、低炭素建築物認定取得に加え、BELS評価☆☆
☆☆☆（BEI ※2 ≦ 0.8）の取得にも積極的に取り組んでいきます。

地球温暖化防止（エネルギー・気候変動）

TOPICS

大和ハウス工業では2014年1月、高い断熱性能でZEHに対応可能な商品として戸建住宅
商品「xevoΣ（ジーヴォシグマ）」を発売しました。この商品の特長の一つは、高い断熱性能を
実現するために当社独自の技術として開発した外張り断熱通気外壁で、最大184mmもの断
熱材を充填することができます。xevoΣには地域の気候に応じて、大きく4つの断熱グレー
ドがあり、また外壁・天井・床・開口部など、部位ごとに断熱仕様を調整することも可能で
す。また、一般的な住宅（H4省エネ基準）と比べxevoΣ（ZEH仕様・太陽光発電南面5kW搭
載の場合）は約141％ものCO2排出量が削減されます※。

さらに、xevoΣでは構造躯体の耐用年数が75年以上となり、親子3代が住み継げるほど
の長期にわたり、光熱費とCO2排出量の削減ができます。

事例 高い断熱性能を持つ戸建住宅商品「xevoΣ」を発売

2016年4月にオープンしたロイヤルホームセンター津島店（愛知県津島市）は、当社グルー
プ初となるZEBを実現できる日本最大の商業施設です。

店内には、自然採光や自然換気を行うための越屋根を設けるとともに、光ダクトや採光窓
フィルムを活用した自然採光システムを導入し、明るく快適で最大限に照明エネルギーを削
減できる工夫をしています。また、最新の高効率空調機を採用し、人の活動領域付近に設置
した温度センサーを活用した最適制御をBEMS※1で行い、最大限の省エネを実施していま
す。さらに、屋根には約1.2MWの太陽光発電システムを設置しています。これらの取り組みに
より、一次エネルギー削減率100.6%を達成、ネット・ゼロ・エネルギーで運用可能な建築物を
実現しました※2。

また、同店で採用した自然採光システムは、当社としては初めて製品部門の省エネ大賞を
受賞するとともに、愛知県建築物総合環境性能評価システム「CASBEEあいち」でSランク

（自己評価）となりました。

事例 大和ハウスグループ初のZEBを実現する商業施設（愛知県）

当社グループでは、「創エネ」「省エネ」「蓄エネ」「電力小売」「発電事業」を中心とした環境
エネルギーソリューション事業を展開しています。発電事業では、グループの強みである建築
技術や運営ノウハウを活用し、建設から運営・管理までをワンストップで手掛ける太陽光発
電事業「DREAM Solar」を展開しています。

2016年2月には、和歌山市加太の関西空港土砂採取跡地（約358,000㎡）において、グ
ループ最大級の総出力約21MWのメガソーラー「DREAM Solar 和歌山市」の運営を開始し
ました。当施設で発電した電力を全量売電し、売電金額の3％は和歌山市内の公園・緑地整
備や地球温暖化対策を始めとした公共施設の整備に活用しています。また、発電所内に見学
スペースを設け、小中学生向けの環境学習等にも役立てています。

今後も「風と太陽と水」の再生可能エネルギー資源の有効活用を推進し、2018年までに総
計約200MWの発電事業を目指していきます。

事例 大和ハウスグループ最大級のメガソーラー
「DREAM Solar 和歌山市」が完成（和歌山県）

事例 賃貸住宅事業での低炭素建築物認定取得の推進

2015年7月にまちびらきした「スマ・エコ タウン 陽だまりの丘」は、環境への配慮と生活
サービスの提供を融合して、新たなまちの価値を創出し、未来へとつないでいく街です。

66戸の戸建住宅とオーナーさま全員で共有する「まちの太陽光発電所」があり、戸建住宅に
は全戸に太陽光発電システム・リチウムイオン蓄電池・HEMS※を設置し、ネット・ゼロ・エネル
ギー・タウンを実現しています。また、HEMSの活用の幅を広げるために、自宅のテレビでも街の
太陽光発電所の発電状況や自邸の省エネランキングなどの情報を閲覧できるようにしています。
「まちの太陽光発電所」は団地管理組合で管理し、一括して当社グループの大和エネルギー

に賃貸借します。団地管理組合は賃料を収入として得て、管理費ゼロでまちの管理・運営を
行うとともに、オーナーさまには住まいのメンテナンスサービスとして、家事のお手伝いサー
ビスやメンテナンスキットの送付などで収益を還元しています。また、各家庭の省エネ貢献
度をランキングし、上位の方にはメンテナンスサービスに活用できるポイントを付与、さらな
る省エネ意識の向上を図っています。

加えて、停電時には街の太陽光発電所で発電した電気を近隣に供給し、周辺住民の方も含
めた地域の安全安心にも貢献します。

事例 日本初、街の太陽光発電所の収益を住宅のメンテナンスに活用
（三重県）

まちの太陽光発電所

ロイヤルホームセンター津島店 外観

越窓からの自然採光が差し込む店内

「DREAM Solar 和歌山市」

オリジナルの
認定プレート

低炭素建築物
認定を取得した
賃貸住宅

「xevoΣ」外観

家事お手伝いサービス

■ 今後について
2015年10月、大和ハウスグループの総合力を発揮したまちづくりを推進していく組織として、「未来まちづくり

推進委員会」を社内で立ち上げました。「まちの価値を、未来へ」をビジョンに掲げ、グループ間の情報共有や新し
い案件での協力体制構築などの活動を行っています。

現在取り組んでいるスマートタウンの「セキュレア豊田柿本」（愛知県豊田市）では、街のなかで電力を融通する取
り組みをグループ会社と連携して行い、環境性や事業性、お客さまのメリットなどの検証を重ね、発電した電力に加
えて節電した電力の取引も可能になる「ネガワット取引」などのエネルギー事業の拡大に向けた検討を行っています。

今後は、当社の事業領域とグループ会社が持つ様々なソリューションを融合し、他社には真似できない多様な価
値を持った新しいまちづくりを推進していきます。

山尾 利広
大阪都市開発部長

一般的な住宅
（H4省エネ基準） ZEH仕様・太陽光発電

南面5kW搭載

xevoΣ

（　　　　　　　　　）
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※1 「断熱性能の向上」「一次エネルギー消費量削減（省エネ法基準10%以上）」「その他の低炭素化に資する措置」を施した建物を認定する制度
※2 設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量（家電・OA機器等分を除く）

※ 一次エネルギー消費量の対象は、暖冷房、換気、給湯、照明とする

※1.ビルエネルギー管理システム。　※2.エネルギー消費が差引ゼロ。当施設のエネルギー削減率は、平成26年度ネット・ゼロ・
エネルギー・ビル実証事業の規定に準じたものです。

※ホーム・エネルギー・マネジメント・システム
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支社では、2012年に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）」に基づ
く、「低炭素建築物認定制度※1」に着目。2014年9月より、当制度を利用して新築賃貸住宅
の低炭素化を図るとともに、オリジナルの低炭素建築物認定プレートを作成し、入居者さま
にも環境性能を積極的にお伝えしています。その結果、2015年度は名古屋支社で177棟の
低炭素建築物認定賃貸住宅を建設することができました。

今後は取り組みを全社に広げるとともに、低炭素建築物認定取得に加え、BELS評価☆☆
☆☆☆（BEI ※2 ≦ 0.8）の取得にも積極的に取り組んでいきます。
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大和ハウス工業では2014年1月、高い断熱性能でZEHに対応可能な商品として戸建住宅
商品「xevoΣ（ジーヴォシグマ）」を発売しました。この商品の特長の一つは、高い断熱性能を
実現するために当社独自の技術として開発した外張り断熱通気外壁で、最大184mmもの断
熱材を充填することができます。xevoΣには地域の気候に応じて、大きく4つの断熱グレー
ドがあり、また外壁・天井・床・開口部など、部位ごとに断熱仕様を調整することも可能で
す。また、一般的な住宅（H4省エネ基準）と比べxevoΣ（ZEH仕様・太陽光発電南面5kW搭
載の場合）は約141％ものCO2排出量が削減されます※。

さらに、xevoΣでは構造躯体の耐用年数が75年以上となり、親子3代が住み継げるほど
の長期にわたり、光熱費とCO2排出量の削減ができます。

事例 高い断熱性能を持つ戸建住宅商品「xevoΣ」を発売

2016年4月にオープンしたロイヤルホームセンター津島店（愛知県津島市）は、当社グルー
プ初となるZEBを実現できる日本最大の商業施設です。

店内には、自然採光や自然換気を行うための越屋根を設けるとともに、光ダクトや採光窓
フィルムを活用した自然採光システムを導入し、明るく快適で最大限に照明エネルギーを削
減できる工夫をしています。また、最新の高効率空調機を採用し、人の活動領域付近に設置
した温度センサーを活用した最適制御をBEMS※1で行い、最大限の省エネを実施していま
す。さらに、屋根には約1.2MWの太陽光発電システムを設置しています。これらの取り組みに
より、一次エネルギー削減率100.6%を達成、ネット・ゼロ・エネルギーで運用可能な建築物を
実現しました※2。

また、同店で採用した自然採光システムは、当社としては初めて製品部門の省エネ大賞を
受賞するとともに、愛知県建築物総合環境性能評価システム「CASBEEあいち」でSランク

（自己評価）となりました。

事例 大和ハウスグループ初のZEBを実現する商業施設（愛知県）

当社グループでは、「創エネ」「省エネ」「蓄エネ」「電力小売」「発電事業」を中心とした環境
エネルギーソリューション事業を展開しています。発電事業では、グループの強みである建築
技術や運営ノウハウを活用し、建設から運営・管理までをワンストップで手掛ける太陽光発
電事業「DREAM Solar」を展開しています。

2016年2月には、和歌山市加太の関西空港土砂採取跡地（約358,000㎡）において、グ
ループ最大級の総出力約21MWのメガソーラー「DREAM Solar 和歌山市」の運営を開始し
ました。当施設で発電した電力を全量売電し、売電金額の3％は和歌山市内の公園・緑地整
備や地球温暖化対策を始めとした公共施設の整備に活用しています。また、発電所内に見学
スペースを設け、小中学生向けの環境学習等にも役立てています。

今後も「風と太陽と水」の再生可能エネルギー資源の有効活用を推進し、2018年までに総
計約200MWの発電事業を目指していきます。

事例 大和ハウスグループ最大級のメガソーラー
「DREAM Solar 和歌山市」が完成（和歌山県）

事例 賃貸住宅事業での低炭素建築物認定取得の推進

2015年7月にまちびらきした「スマ・エコ タウン 陽だまりの丘」は、環境への配慮と生活
サービスの提供を融合して、新たなまちの価値を創出し、未来へとつないでいく街です。

66戸の戸建住宅とオーナーさま全員で共有する「まちの太陽光発電所」があり、戸建住宅に
は全戸に太陽光発電システム・リチウムイオン蓄電池・HEMS※を設置し、ネット・ゼロ・エネル
ギー・タウンを実現しています。また、HEMSの活用の幅を広げるために、自宅のテレビでも街の
太陽光発電所の発電状況や自邸の省エネランキングなどの情報を閲覧できるようにしています。
「まちの太陽光発電所」は団地管理組合で管理し、一括して当社グループの大和エネルギー

に賃貸借します。団地管理組合は賃料を収入として得て、管理費ゼロでまちの管理・運営を
行うとともに、オーナーさまには住まいのメンテナンスサービスとして、家事のお手伝いサー
ビスやメンテナンスキットの送付などで収益を還元しています。また、各家庭の省エネ貢献
度をランキングし、上位の方にはメンテナンスサービスに活用できるポイントを付与、さらな
る省エネ意識の向上を図っています。

加えて、停電時には街の太陽光発電所で発電した電気を近隣に供給し、周辺住民の方も含
めた地域の安全安心にも貢献します。

事例 日本初、街の太陽光発電所の収益を住宅のメンテナンスに活用
（三重県）

まちの太陽光発電所

ロイヤルホームセンター津島店 外観

越窓からの自然採光が差し込む店内

「DREAM Solar 和歌山市」

オリジナルの
認定プレート

低炭素建築物
認定を取得した
賃貸住宅

「xevoΣ」外観

家事お手伝いサービス

■ 今後について
2015年10月、大和ハウスグループの総合力を発揮したまちづくりを推進していく組織として、「未来まちづくり

推進委員会」を社内で立ち上げました。「まちの価値を、未来へ」をビジョンに掲げ、グループ間の情報共有や新し
い案件での協力体制構築などの活動を行っています。

現在取り組んでいるスマートタウンの「セキュレア豊田柿本」（愛知県豊田市）では、街のなかで電力を融通する取
り組みをグループ会社と連携して行い、環境性や事業性、お客さまのメリットなどの検証を重ね、発電した電力に加
えて節電した電力の取引も可能になる「ネガワット取引」などのエネルギー事業の拡大に向けた検討を行っています。

今後は、当社の事業領域とグループ会社が持つ様々なソリューションを融合し、他社には真似できない多様な価
値を持った新しいまちづくりを推進していきます。

山尾 利広
大阪都市開発部長

一般的な住宅
（H4省エネ基準） ZEH仕様・太陽光発電

南面5kW搭載

xevoΣ
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当社グループでは、ライフサイクルにおける「環境負荷ゼロ」を目
指し、バリューチェーン全体のCO2排出量の「見える化」に取り組ん
でいます。2012年度からは当社単体のスコープ1、2、3排出量を全
カテゴリーにわたり算定・報告し、継続して環境省「グリーン・バ
リューチェーンプラットフォーム」に取り組みを公開しています。

2015年度における当社のバリューチェーンCO2排出量は、前年
度比13.8%減となる1091.2（万t-CO2）※となりました。その内訳
は、スコープ3排出量（自社以外の間接排出）の割合が全体の98.9%
を占め、なかでも「販売した製品の使用」が62.8%と最も多く、「購入
した製品・サービス」21.8%、「販売した製品の修繕・廃棄」12.2%を

当社では、資材調達先である「トリリオン会」と協力し、会員各社のオフィスや工場を中心に、
当社グループの省エネソリューションを提案。省エネ診断から省エネ改修、運用改善のサポート
を行っています。また、施工協力会社からなる「協力会連合会」では、当社の「住宅・建築施工部
会」と連携し、施工現場の3R活動や省CO2施工に関する取り組みを協働。コンテストや会員誌
等を通じて、省施工や工期短縮、環境負荷低減につながる改善事例を共有し、優れた取り組み
の水平展開を図っています。設備機器調達先である「設和会」では、会員各社の環境配慮技術
に関する情報交換を図るとともに、技術展示会やセミナー等を共催し、環境配慮技術の普及を
進めています。今後は、これらのサプライチェーンネットワークとの連携をさらに強化し、上下流
の環境負荷低減にも積極的にリーダーシップを発揮していきます。

※2015年度のCO2排出量算出にあたり、算出に使用する各種原単位の見直しを行っています。

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

重 点
テーマ 1 バリューチェーンにおけるCO2削減

■ 調達段階におけるCO2排出量削減に向けた今後の取り組み

TOPICS

近年、地球温暖化の影響により猛暑日が増加しており、熱中症リスクが急激に高まっています。
特に屋外で作業を行う施工現場では、気候変動への適応策として熱中症対策が非常に重要です。

そこで当社と協力会連合会では、施工現場内に日射を避けられる休憩場所の設置や水分・
塩分・保冷材の常備、熱中症予防教育の実施などの熱中症対策を行っています。

2015年度、設和会では商品技術展示会を当社東京本社・大阪本社・名古屋支社・福岡支社
の4会場で開催。会員企業156社（重複を含む）がブースを出展し、約4,300名の来場者があり
ました。当展示会では、できるだけ多くのブースを来場者に見てもらえるようスタンプラリーを開
催するとともに、大阪会場では会場出口で来場者が良かったブースを選ぶ「いいね」コンテスト
を実施。来場者数の増加と、展示内容の充実を図っています。また、会員向けに当社の先進的な
住宅やマンションのバス見学会を行うとともに、当社事業所で設備担当の社員向けに会員各社
の新しい技術や製品の説明会を行っていただいています。

今後も継続して、会員の方々と環境などの新しい技術や商品に関する情報交換を行うととも
に、展示会等を通じて普及を進めていきます。

事例 施工現場における熱中症対策の実施(協力会連合会)

事例 技術展示会やセミナー等を定期開催し、環境配慮商品・
技術等の普及を推進（設和会）

既存樹木を活かし、省エネにも配慮した工場食堂棟の建設
（設和会・河村電器産業株式会社さま）

■ マネジメント
気候変動に関する「CSR調達ガイドライン」の運用

当社グループのスコープ3排出量のうち、「購入した製品・サービ
ス」に伴うCO2排出量は約2割を占めており、「販売した製品の使
用」に伴うCO2排出量に次いで排出量が多く、非常に重要なカテゴ
リーと位置づけています。

そこで、当社は2015年7月に「CSR調達ガイドライン」を策定、
お取引先に対して「気候変動への対応」について、当社と共に取り
組みを進めていただくよう働きかけています。

今後、当社では調達する設備や建材の生産工場等を訪問し、製
造段階におけるエネルギー使用量や省エネルギー活動の実施状
況について情報共有を行い、互いに省エネルギー活動のレベル
アップを図ります。また、住宅や建築物における居住段階のCO2

排出量削減に向けて、省エネルギー性能・断熱性能の高い設備や
建材を優先的に採用するよう調達基準の見直し等にも取り組んで
いきます。

加えた3カテゴリーの排出量が全体の96.8%を占めました。
また、昨年度よりバリューチェーンのCO2排出量の算定結果を改

善活動に活かしていくため、最も割合の多い「販売した製品の使
用」について、第三者保証を受け、集計精度の向上を図っています。

今後は、グループ全体での算定に向けた準備を進めるとともに、
改善活動の管理指標としての活用を見据え、継続して集計精度の
向上に取り組みます。また、この結果をふまえ、これまで重視して
きた製品使用時の対策に加え、資材の購入や廃棄時の対策にも、
より一層注力していきます。

● お取引先の生産工場見学
● 環境マネジメント体制の確認
● エネルギー使用量、CO2排出量の確認
● 環境活動の計画、進捗状況の確認
● 環境法令の遵守状況確認
● 環境関連情報の共有

熱中症対策の休憩場所を設置

当社社員向け製品説明会の様子

河村電器産業株式会社 本地工場食堂棟

お取引先の生産工場見学
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スコープ1（自社の直接排出）　　 スコープ2（自社のエネルギー使用による間接排出）　　 スコープ3（自社以外の間接排出）
購入した製品・サービス　　 その他（上流）　　 販売した製品の使用　　 販売した製品の修繕・廃棄　　 その他（下流）

（年度）

地球温暖化防止
（エネルギー・気候変動）

P161　資料・データ編、バリューチェーンのCO2排出量関連ページ

P118　CSR調達ガイドライン関連ページ
P118　事業全体におけるサプライチェーンマネジメント関連ページ

協力会
連合会

4,572社

トリリオン会 設和会

■ サプライヤーさまの声

愛知県瀬戸市にある当社本地（ほんぢ）工場の食堂棟を新築するにあたり、大和ハウス工
業に「既存樹木を活かした食堂棟」を依頼、「工場と樹木をつなぐ建物」をコンセプトとしてご
提案いただきました。

まず、環境配慮設計として傾斜地を活用することで既存樹木をできる限り残し、建物内から
桜・紅葉・常緑樹・落葉樹など四季折々の樹木の様子を見ることができるようにしました。ま
た、2階の全面開口による開放的な空間と1階の地窓により、上下階で異なる景色の楽しみ方
も演出するとともに、光を室内に取り込む工夫を行っています。また建物構造体はＲＣ造とし、
外壁や屋根に発泡ウレタンを吹き付けることで断熱性を高め、LED照明や人感センサーによ
る消費電力の削減を実現。また、全熱交換機の導入により空調負荷も軽減しています。2階は
明るい食堂空間、1階は落ち着きのある癒しの空間（リラックススペース）と、従業員に安らぎ
の時間を与えてくれる食堂棟となりました。今後も省エネを維持するための定期メンテナンス
を行うとともに、自然環境への配慮に努めていきます。 壁谷 昌泰様

河村電器産業株式会社
営業推進部 部長

2014年度比

13.8％
削減

238社 142社
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に関する情報交換を図るとともに、技術展示会やセミナー等を共催し、環境配慮技術の普及を
進めています。今後は、これらのサプライチェーンネットワークとの連携をさらに強化し、上下流
の環境負荷低減にも積極的にリーダーシップを発揮していきます。

※2015年度のCO2排出量算出にあたり、算出に使用する各種原単位の見直しを行っています。
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■ 調達段階におけるCO2排出量削減に向けた今後の取り組み

TOPICS

近年、地球温暖化の影響により猛暑日が増加しており、熱中症リスクが急激に高まっています。
特に屋外で作業を行う施工現場では、気候変動への適応策として熱中症対策が非常に重要です。

そこで当社と協力会連合会では、施工現場内に日射を避けられる休憩場所の設置や水分・
塩分・保冷材の常備、熱中症予防教育の実施などの熱中症対策を行っています。

2015年度、設和会では商品技術展示会を当社東京本社・大阪本社・名古屋支社・福岡支社
の4会場で開催。会員企業156社（重複を含む）がブースを出展し、約4,300名の来場者があり
ました。当展示会では、できるだけ多くのブースを来場者に見てもらえるようスタンプラリーを開
催するとともに、大阪会場では会場出口で来場者が良かったブースを選ぶ「いいね」コンテスト
を実施。来場者数の増加と、展示内容の充実を図っています。また、会員向けに当社の先進的な
住宅やマンションのバス見学会を行うとともに、当社事業所で設備担当の社員向けに会員各社
の新しい技術や製品の説明会を行っていただいています。

今後も継続して、会員の方々と環境などの新しい技術や商品に関する情報交換を行うととも
に、展示会等を通じて普及を進めていきます。

事例 施工現場における熱中症対策の実施(協力会連合会)

事例 技術展示会やセミナー等を定期開催し、環境配慮商品・
技術等の普及を推進（設和会）

既存樹木を活かし、省エネにも配慮した工場食堂棟の建設
（設和会・河村電器産業株式会社さま）

■ マネジメント
気候変動に関する「CSR調達ガイドライン」の運用

当社グループのスコープ3排出量のうち、「購入した製品・サービ
ス」に伴うCO2排出量は約2割を占めており、「販売した製品の使
用」に伴うCO2排出量に次いで排出量が多く、非常に重要なカテゴ
リーと位置づけています。

そこで、当社は2015年7月に「CSR調達ガイドライン」を策定、
お取引先に対して「気候変動への対応」について、当社と共に取り
組みを進めていただくよう働きかけています。

今後、当社では調達する設備や建材の生産工場等を訪問し、製
造段階におけるエネルギー使用量や省エネルギー活動の実施状
況について情報共有を行い、互いに省エネルギー活動のレベル
アップを図ります。また、住宅や建築物における居住段階のCO2

排出量削減に向けて、省エネルギー性能・断熱性能の高い設備や
建材を優先的に採用するよう調達基準の見直し等にも取り組んで
いきます。

加えた3カテゴリーの排出量が全体の96.8%を占めました。
また、昨年度よりバリューチェーンのCO2排出量の算定結果を改

善活動に活かしていくため、最も割合の多い「販売した製品の使
用」について、第三者保証を受け、集計精度の向上を図っています。

今後は、グループ全体での算定に向けた準備を進めるとともに、
改善活動の管理指標としての活用を見据え、継続して集計精度の
向上に取り組みます。また、この結果をふまえ、これまで重視して
きた製品使用時の対策に加え、資材の購入や廃棄時の対策にも、
より一層注力していきます。

● お取引先の生産工場見学
● 環境マネジメント体制の確認
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98.9%

（万t-CO2）

1,229.7

1,091.2

2014
20.6%

2.0%

64.5% 12.0%

0.04%

0.6%
0.3%

99.1%
1,265.8

スコープ1（自社の直接排出）　　 スコープ2（自社のエネルギー使用による間接排出）　　 スコープ3（自社以外の間接排出）
購入した製品・サービス　　 その他（上流）　　 販売した製品の使用　　 販売した製品の修繕・廃棄　　 その他（下流）

（年度）

地球温暖化防止
（エネルギー・気候変動）

P161　資料・データ編、バリューチェーンのCO2排出量関連ページ

P118　CSR調達ガイドライン関連ページ
P118　事業全体におけるサプライチェーンマネジメント関連ページ

協力会
連合会

4,572社

トリリオン会 設和会

■ サプライヤーさまの声

愛知県瀬戸市にある当社本地（ほんぢ）工場の食堂棟を新築するにあたり、大和ハウス工
業に「既存樹木を活かした食堂棟」を依頼、「工場と樹木をつなぐ建物」をコンセプトとしてご
提案いただきました。

まず、環境配慮設計として傾斜地を活用することで既存樹木をできる限り残し、建物内から
桜・紅葉・常緑樹・落葉樹など四季折々の樹木の様子を見ることができるようにしました。ま
た、2階の全面開口による開放的な空間と1階の地窓により、上下階で異なる景色の楽しみ方
も演出するとともに、光を室内に取り込む工夫を行っています。また建物構造体はＲＣ造とし、
外壁や屋根に発泡ウレタンを吹き付けることで断熱性を高め、LED照明や人感センサーによ
る消費電力の削減を実現。また、全熱交換機の導入により空調負荷も軽減しています。2階は
明るい食堂空間、1階は落ち着きのある癒しの空間（リラックススペース）と、従業員に安らぎ
の時間を与えてくれる食堂棟となりました。今後も省エネを維持するための定期メンテナンス
を行うとともに、自然環境への配慮に努めていきます。 壁谷 昌泰様

河村電器産業株式会社
営業推進部 部長

2014年度比

13.8％
削減

238社 142社

環境との共創共生
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長期 ● 合法性・持続可能性に配慮した木材の
　需要拡大による調達価格の高騰

● 開発事業に伴う、生態系の損失等による
　事業機会の損失や回復費用の負担

長期 ● 都市緑化へのニーズの高まりによる
　環境緑化事業の拡大

短期

短期

● 分譲・請負事業において、自然と調和した
　住宅・建築・街づくりニーズの高まり

リスク

機会

ステークホルダーからの期待

持続可能な生物資源
の利用

国産木材の積極的な
活用（林業活性化）

地域生態系保全に
配慮した土地利用

緑豊かな都市景観の
創出

大和ハウスグループにおけるリスクと機会

当社グループは、自然資本の保全・向上に向け、材料
調達による森林破壊ゼロの実現と、緑あふれる街づく
りによる緑のノー・ネット・ロスを目指します。

開発に伴う自然資本の損失を最小限に抑えるとと
もに、お客さまと協働して、住宅･建築･街づくりにお
ける緑の量と質の向上を図り、緑のノー･ネット･ロス
を目指します。

住宅・建築物における建材において、2030年まで
に森林破壊につながる木材調達をゼロ、2055年に
は全事業において材料調達に伴う森林破壊ゼロを目
指します。

緑被面積は、東京ドーム15個分となる724千m2となり、
目標（850千m2）は未達成

開発・
街づくり

Action1

2010年に開催されたCOP10（生物多様性条約第10回締約国
会議）では、「生物多様性条約戦略計画2011-2020」（通称、愛知目
標）が採択されました。しかし、その取り組みは海外・日本ともに十
分な状況にはなく、2015年に環境省が発表した中間報告書では、
生物多様性に関する事業者の認識や実践が不十分であることな
ど、多くの課題が指摘されているとともに、7割超の事業者は「活
動を重要視していない」と回答しています。

私たちの暮らしは、自然資本とそれらが生み出す生態系サービ
スに支えられています。こうした考えに基づき、当社グループは「緑
が、街を変えていく。」をキーワードに、自然資本をサステナブルに
利用する開発・街づくりにより、喪失する緑の面積以上に事業を通
じて新しい緑を創出する“緑のノー・ネット・ロス”と、木材の調達
において持続可能な森林から100％調達する“森林破壊ゼロ”に取
り組んでいます。こうした取り組みを通じ、豊かな自然環境を将来
世代に継承するとともに、新しい価値を社会、暮らしへ付加してい
きたいと考えています。

2015年度は、昨年まで
の大幅な伸びの反動もあ
り、前年度比4.9％削減の
724千m2となりました。

2018年度は、2015年
度比約25％増となる910
千m2を目指すとともに、
緑の質の向上にも取り組
んでいきます。

認証木材・再生木材などSランク評価の
木材利用が約85％に木材調達

Action2

2015年度は、「CSR調達ガイドライン」を策定、その一部に「生物多様性ガイド
ライン【木材調達編】」を組み込み、お取引先と調達基準の共有を行いました。

こうした取り組みの結果、2015年度はSランク評価木材が81.5％から87.6％
へ増加し、Cランク木材は7.3％から4.7％に減少しました。今後も改善活動を進
め、2018年度にはCランク木材０％の実現を目指します。

重 点
テーマ 

自然環境との調和
（生物多様性保全）

方針・考え方 2015年度の総括
（長期ビジョンに対する主な取り組み）

環境長期ビジョン
“Challenge ZERO 2055”

「緑が、街を変えていく。」をキーワードに、持続　　　　　　　 可能な森林からの100％木材調達を行うことはもとより、
生物多様性に配慮した街づくりを行いながら　　　　　　　 社会へ新しい暮らしの付加価値を提供し続けていきます。

社会的課題 大和ハウスグループの目指す姿

2

生物多様性宣言
～人と自然が『共創共生』する社会へ～

■ 基本理念

1. 人と自然が共生する事業活動の推進
2. 人と自然が共創する街づくりの提案
3. 生態系に配慮した資源の利用
4. 研究開発による貢献
5. ステークホルダーとの連携と対話

【愛知目標1、4】
【愛知目標4、15】
【愛知目標4、5】
【愛知目標19】
【愛知目標1、18】

私たちは、グローバル社会の一員として、生物多様性が生み
出す自然の恵みを認識し、生態系に配慮した事業活動に努め、人
と自然が『共創共生』する社会の持続可能な発展に貢献します。

2010年に住宅メーカー初となる「生物多様性宣言」を策
定し、より包括的な取り組みをスタートさせました。

■ 行動指針

COP10で愛知目標が採択されたものの、生物多様性への
認識や実践が不十分、森林伐採は増加傾向など、課題は多い

「緑が、街を変えていく。」をキーワードに、豊かな自然環境を
将来世代に継承できる社会を実現

200

0
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600

800

1,000

緑のノーネットロス
（緑の喪失≦緑の創出）Action1

森林破壊ゼロ
（持続可能な森林からの木材調達）Action2

■ 緑被面積の推移

※環境省「生物多様性分野における事業者による取組の実態調査（H25.1.10 ～1.31）」結果より

■ 事業活動と生物多様性の
関係及び事業活動における
生物多様性の重要性

■ 事業と生物多様性の
関係の把握

事業活動と
関係があり、
重要視している
27.3%

全般を
定量的に
把握
7.2%

一部定量的に
把握
26.9%

一部定性的に
把握
45.4%

無回答
1.3%

全般を
定性的に
把握
19.2%

事業活動との
関係を把握
していない
29.8%

無回答 0.5%

■ 調達木材の評価ランク ■ 使用木材の評価結果（2015年度）

※合法性、持続可能性の各項目に評点を設け、
　総合点をもとにランク付け

S（推奨）
（90 ～110点）

A（標準）
（80 ～ 85点）

B（購入可）
（70 ～75点）

C（早急な改善）
（65点以下）

Aランク 5.6%

44.5%

当社推奨木材
20.1%

Bランク 2.2%

Cランク 4.7%

Sランク 87.6%

再生木材
23.0%

認証木材

開発に伴う
緑の喪失面積

住宅・建築・
街づくりでの
緑の創出面積

2020 2030（年度）2015

リスク

森林破壊
ゼロの
木材調達

20152014

761

2013

504

724

事業活動と
関係はあるが、
それほど重要視
していない
17.1%

事業活動との
関係は小さく、
重要視していない
25.3%

「生物多様性を
重要視してい
ない」が7割超

（千m2）

（年度）

環境との共創共生
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長期 ● 合法性・持続可能性に配慮した木材の
　需要拡大による調達価格の高騰

● 開発事業に伴う、生態系の損失等による
　事業機会の損失や回復費用の負担

長期 ● 都市緑化へのニーズの高まりによる
　環境緑化事業の拡大

短期

短期

● 分譲・請負事業において、自然と調和した
　住宅・建築・街づくりニーズの高まり

リスク

機会

ステークホルダーからの期待

持続可能な生物資源
の利用

国産木材の積極的な
活用（林業活性化）

地域生態系保全に
配慮した土地利用

緑豊かな都市景観の
創出

大和ハウスグループにおけるリスクと機会

当社グループは、自然資本の保全・向上に向け、材料
調達による森林破壊ゼロの実現と、緑あふれる街づく
りによる緑のノー・ネット・ロスを目指します。

開発に伴う自然資本の損失を最小限に抑えるとと
もに、お客さまと協働して、住宅･建築･街づくりにお
ける緑の量と質の向上を図り、緑のノー･ネット･ロス
を目指します。

住宅・建築物における建材において、2030年まで
に森林破壊につながる木材調達をゼロ、2055年に
は全事業において材料調達に伴う森林破壊ゼロを目
指します。

緑被面積は、東京ドーム15個分となる724千m2となり、
目標（850千m2）は未達成

開発・
街づくり

Action1

2010年に開催されたCOP10（生物多様性条約第10回締約国
会議）では、「生物多様性条約戦略計画2011-2020」（通称、愛知目
標）が採択されました。しかし、その取り組みは海外・日本ともに十
分な状況にはなく、2015年に環境省が発表した中間報告書では、
生物多様性に関する事業者の認識や実践が不十分であることな
ど、多くの課題が指摘されているとともに、7割超の事業者は「活
動を重要視していない」と回答しています。

私たちの暮らしは、自然資本とそれらが生み出す生態系サービ
スに支えられています。こうした考えに基づき、当社グループは「緑
が、街を変えていく。」をキーワードに、自然資本をサステナブルに
利用する開発・街づくりにより、喪失する緑の面積以上に事業を通
じて新しい緑を創出する“緑のノー・ネット・ロス”と、木材の調達
において持続可能な森林から100％調達する“森林破壊ゼロ”に取
り組んでいます。こうした取り組みを通じ、豊かな自然環境を将来
世代に継承するとともに、新しい価値を社会、暮らしへ付加してい
きたいと考えています。

2015年度は、昨年まで
の大幅な伸びの反動もあ
り、前年度比4.9％削減の
724千m2となりました。

2018年度は、2015年
度比約25％増となる910
千m2を目指すとともに、
緑の質の向上にも取り組
んでいきます。

認証木材・再生木材などSランク評価の
木材利用が約85％に木材調達

Action2

2015年度は、「CSR調達ガイドライン」を策定、その一部に「生物多様性ガイド
ライン【木材調達編】」を組み込み、お取引先と調達基準の共有を行いました。

こうした取り組みの結果、2015年度はSランク評価木材が81.5％から87.6％
へ増加し、Cランク木材は7.3％から4.7％に減少しました。今後も改善活動を進
め、2018年度にはCランク木材０％の実現を目指します。

重 点
テーマ 

自然環境との調和
（生物多様性保全）

方針・考え方 2015年度の総括
（長期ビジョンに対する主な取り組み）

環境長期ビジョン
“Challenge ZERO 2055”

「緑が、街を変えていく。」をキーワードに、持続　　　　　　　 可能な森林からの100％木材調達を行うことはもとより、
生物多様性に配慮した街づくりを行いながら　　　　　　　 社会へ新しい暮らしの付加価値を提供し続けていきます。

社会的課題 大和ハウスグループの目指す姿

2

生物多様性宣言
～人と自然が『共創共生』する社会へ～

■ 基本理念

1. 人と自然が共生する事業活動の推進
2. 人と自然が共創する街づくりの提案
3. 生態系に配慮した資源の利用
4. 研究開発による貢献
5. ステークホルダーとの連携と対話

【愛知目標1、4】
【愛知目標4、15】
【愛知目標4、5】
【愛知目標19】
【愛知目標1、18】

私たちは、グローバル社会の一員として、生物多様性が生み
出す自然の恵みを認識し、生態系に配慮した事業活動に努め、人
と自然が『共創共生』する社会の持続可能な発展に貢献します。

2010年に住宅メーカー初となる「生物多様性宣言」を策
定し、より包括的な取り組みをスタートさせました。

■ 行動指針

COP10で愛知目標が採択されたものの、生物多様性への
認識や実践が不十分、森林伐採は増加傾向など、課題は多い

「緑が、街を変えていく。」をキーワードに、豊かな自然環境を
将来世代に継承できる社会を実現
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緑のノーネットロス
（緑の喪失≦緑の創出）Action1

森林破壊ゼロ
（持続可能な森林からの木材調達）Action2

■ 緑被面積の推移

※環境省「生物多様性分野における事業者による取組の実態調査（H25.1.10 ～1.31）」結果より

■ 事業活動と生物多様性の
関係及び事業活動における
生物多様性の重要性

■ 事業と生物多様性の
関係の把握

事業活動と
関係があり、
重要視している
27.3%

全般を
定量的に
把握
7.2%

一部定量的に
把握
26.9%

一部定性的に
把握
45.4%

無回答
1.3%

全般を
定性的に
把握
19.2%

事業活動との
関係を把握
していない
29.8%

無回答 0.5%

■ 調達木材の評価ランク ■ 使用木材の評価結果（2015年度）

※合法性、持続可能性の各項目に評点を設け、
　総合点をもとにランク付け

S（推奨）
（90 ～110点）

A（標準）
（80 ～ 85点）

B（購入可）
（70 ～75点）

C（早急な改善）
（65点以下）

Aランク 5.6%

44.5%

当社推奨木材
20.1%

Bランク 2.2%

Cランク 4.7%

Sランク 87.6%

再生木材
23.0%

認証木材

開発に伴う
緑の喪失面積

住宅・建築・
街づくりでの
緑の創出面積

2020 2030（年度）2015

リスク

森林破壊
ゼロの
木材調達

20152014

761

2013

504

724

事業活動と
関係はあるが、
それほど重要視
していない
17.1%

事業活動との
関係は小さく、
重要視していない
25.3%

「生物多様性を
重要視してい
ない」が7割超

（千m2）

（年度）

環境との共創共生

096DaiwaHouseGroup CSR Report 2016

株
主

従
業
員

取
引
先

ガ
バ
ナ
ン
ス

お
客
さ
ま

地
域
市
民

環
境



当社では、 生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】にもとづ
き、分譲住宅や賃貸住宅、マンション、一定規模以上の請負工事に
ついては、6つの配慮項目に関して具体的に取り組むべき事項をま
とめた独自のチェックリストを作成。物件ごとに提案内容を定量的
に評価し、自主基準への適合に努めています。また、同チェックリ
ストによる評価が一定以上の物件を自主基準適合案件とし、事例
紹介などを通じて水平展開を図っています。開発部門における
2015年度の適合案件は、14件（敷地面積：247,707㎡）、自主基準
適合率は昨年に引き続き、100％となりました。

また街づくり部門では、緑被面積の拡大を管理指標に取り組み
を推進。住宅・街づくり部門だけでなくマンションを含む賃貸住
宅、商業・事業施設部門、グループ会社など、グループ全体で緑の
保全・創出に注力した結果、2015年度の緑被面積は723,667m2

となりました。引き続き、開発
案件での自主基準適合を維
持・継続するとともに、2016
年度は、緑に関する情報を紹
介するWebサイトの公開を
計画しています。

大和ハウスグループでは、緑豊かな街づくりの創出を通じて
自然資本とそれらが生み出す生態系サービスの保全・回復に努
めるとともに、そこでの人々の暮らし方や仕事のスタイルを自然
と共生するものに変えていくことを目指しています。こうした考
えのもと、緑の喪失面積以上に緑の創出面積を増やす“緑の
ノー・ネット・ロス”を実現し、事業を通じて自然環境との調
和、さらには日本・世界における生物多様性の主流化（社会へ
の浸透）に貢献していきたいと考えています。

大和ハウス工業では、大規模な団地開発や市街地での住宅・建
築物の建設において、生物多様性への影響を最小限としつつ、豊
かな生態系ネットワークの創出に貢献することが重要と考え、６つ
の配慮項目をガイドラインとして定め、取り組みを推進しています。
　

当社グループの大和リースでは、商業施設の運営に際して
NGO/NPOや有識者と連携し、緑豊かな商業施設を起点としたコ
ミュニティを形成、買い物の利便性に加え、地域の方々と新しい関
係を築き、地域の活性化に貢献しています。

■ 基本的な考え方
人と自然が共創する街づくりの提案

「ひばりが丘フィールズ1番街」中庭

「GREEN Ｌｉｆｅ」をコンセプトに、緑に囲まれた、ひとが集う、地域の交流拠点と
なっている商業施設「フレスポ稲毛」

商業施設「BRANCH神戸学園都市」 「BRANCH神戸学園都市」森のトイレ

「BRANCH神戸学園都市」JHEP認定証 商業施設「BiVi千里山」

東京都「セキュレアガーデン高尾サクラシティ」

当社では、「自然と調和した街づくり」を進めるにあたり、その進
捗を測る指標として、「環境共生住宅認定制度※」を活用していま
す。2015年度は、分譲・請負住宅において、想定外構面積の40％
以上の緑地確保や郷土種の採用などに取り組み、認定取得を推進
した結果、認定戸数は733戸となり、2003年度からの累積認定戸
数は14,156戸となりました。（8年連続建設実績総合1位：2016年
6月現在）

環境共生住宅の認定率向上

※詳細はＰ67参照

重点戦略 ❷

生物多様性ガイドライン
【開発・街づくり編】の運用重点戦略 ❶

環境緑化事業の推進重点戦略 ❸

■ マネジメント
生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】の策定

NGO/NPOや有識者との連携

生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】
1. 自然環境のポテンシャルの把握
2. 緑の保全・創出
3. 野生小動物の生息・生育環境への配慮
4. 生態系ネットワーク形成のための配慮
5. 工事中の影響の低減
6. 維持管理面における配慮

【街づくり部門】
緑被面積の内訳（2015年度）

戸建住宅事業
12.0%

賃貸住宅事業
11.0%

都市開発事業
0.3%

商業・
事業施設部門
76.0% マンション事業

1.0%

㎡
723,667
（2015年度）

※一般財団法人建築環境・省エネルギー機構による

※公益財団法人日本生態系協会が生物多様性の保全とその見える化を目的として
　行っている評価認証制度
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当社グループの大和リースでは、「緑が、街を変えていく。」をテー
マに、独自の環境緑化事業「ECOLOGREEN（エコログリーン）」を
展開しており、「壁面緑化」「屋上緑化」「外構緑化」「室内緑化」など
の総合的な緑化をご提案しています。また、人が多く集まる施設

（自社グループの商業施設など）を中心に緑化を拡大、緑のある暮
らし、緑豊かな空間の創出に努めています。こうした取り組みの
結果、大和リースの緑被面積は前年度7％増の28.6千㎡となりま
した。

さらに、2015年7月に「BRANCH神戸学園都市」においてJHEP
認証※でＡＡを取得、緑の質の向上にも積極的に取り組んでい
ます。

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

重 点
テーマ 2 自然環境との調和

（生物多様性保全） 商品・サービスにおける生物多様性保全

豊かな自然環境を将来世代に継承するため、
人と自然が共創する街づくりを全国に展開

緑被面積の拡大

重点戦略

❶ 生物多様性ガイドライン【開発･街づくり編】の運用

❷ 環境共生住宅の認定率向上
❸ 環境緑化事業の推進

自己評価2014年度
実績

2015年度
目標

2015年度
実績対象範囲管理指標

（KPI）

　生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】にもとづく取り組みでは、自主基準適合率が昨年に続き、100％となり、当社グループ
を含む全事業での緑の保全・創出について取り組み拡大を目標に掲げましたが、緑被面積は723,667㎡（2014年度比4.9％削減）と
なりました。また、壁面・屋上などを有効利用する特殊緑化は28,648㎡（2014年度比7％増）となっています。さらに住宅事業におけ
る環境共生住宅認定戸数は、8年連続建設実績総合1位（2016年6月現在）を達成、さらなる拡大を目指しています。今後は、緑の量
だけでなく質の向上（地域種の採用、生態系への配慮など）に向け、取り組みを加速させていきます。

: 2015年度目標達成 　　: 2015年度目標未達成（前年度より改善） 　　: 2015年度目標未達成（前年度より悪化）主な目標と実績チェック&アクション

詳細データはP163-165参照

（街づくり）
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環境との共創共生
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宅、商業・事業施設部門、グループ会社など、グループ全体で緑の
保全・創出に注力した結果、2015年度の緑被面積は723,667m2

となりました。引き続き、開発
案件での自主基準適合を維
持・継続するとともに、2016
年度は、緑に関する情報を紹
介するWebサイトの公開を
計画しています。
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自然資本とそれらが生み出す生態系サービスの保全・回復に努
めるとともに、そこでの人々の暮らし方や仕事のスタイルを自然
と共生するものに変えていくことを目指しています。こうした考
えのもと、緑の喪失面積以上に緑の創出面積を増やす“緑の
ノー・ネット・ロス”を実現し、事業を通じて自然環境との調
和、さらには日本・世界における生物多様性の主流化（社会へ
の浸透）に貢献していきたいと考えています。

大和ハウス工業では、大規模な団地開発や市街地での住宅・建
築物の建設において、生物多様性への影響を最小限としつつ、豊
かな生態系ネットワークの創出に貢献することが重要と考え、６つ
の配慮項目をガイドラインとして定め、取り組みを推進しています。
　

当社グループの大和リースでは、商業施設の運営に際して
NGO/NPOや有識者と連携し、緑豊かな商業施設を起点としたコ
ミュニティを形成、買い物の利便性に加え、地域の方々と新しい関
係を築き、地域の活性化に貢献しています。

■ 基本的な考え方
人と自然が共創する街づくりの提案

「ひばりが丘フィールズ1番街」中庭

「GREEN Ｌｉｆｅ」をコンセプトに、緑に囲まれた、ひとが集う、地域の交流拠点と
なっている商業施設「フレスポ稲毛」

商業施設「BRANCH神戸学園都市」 「BRANCH神戸学園都市」森のトイレ

「BRANCH神戸学園都市」JHEP認定証 商業施設「BiVi千里山」

東京都「セキュレアガーデン高尾サクラシティ」

当社では、「自然と調和した街づくり」を進めるにあたり、その進
捗を測る指標として、「環境共生住宅認定制度※」を活用していま
す。2015年度は、分譲・請負住宅において、想定外構面積の40％
以上の緑地確保や郷土種の採用などに取り組み、認定取得を推進
した結果、認定戸数は733戸となり、2003年度からの累積認定戸
数は14,156戸となりました。（8年連続建設実績総合1位：2016年
6月現在）

環境共生住宅の認定率向上

※詳細はＰ67参照
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生物多様性ガイドライン
【開発・街づくり編】の運用重点戦略 ❶
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■ マネジメント
生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】の策定

NGO/NPOや有識者との連携

生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】
1. 自然環境のポテンシャルの把握
2. 緑の保全・創出
3. 野生小動物の生息・生育環境への配慮
4. 生態系ネットワーク形成のための配慮
5. 工事中の影響の低減
6. 維持管理面における配慮
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当社グループの大和リースでは、「緑が、街を変えていく。」をテー
マに、独自の環境緑化事業「ECOLOGREEN（エコログリーン）」を
展開しており、「壁面緑化」「屋上緑化」「外構緑化」「室内緑化」など
の総合的な緑化をご提案しています。また、人が多く集まる施設

（自社グループの商業施設など）を中心に緑化を拡大、緑のある暮
らし、緑豊かな空間の創出に努めています。こうした取り組みの
結果、大和リースの緑被面積は前年度7％増の28.6千㎡となりま
した。

さらに、2015年7月に「BRANCH神戸学園都市」においてJHEP
認証※でＡＡを取得、緑の質の向上にも積極的に取り組んでい
ます。

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告
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テーマ 2 自然環境との調和

（生物多様性保全） 商品・サービスにおける生物多様性保全

豊かな自然環境を将来世代に継承するため、
人と自然が共創する街づくりを全国に展開

緑被面積の拡大

重点戦略

❶ 生物多様性ガイドライン【開発･街づくり編】の運用

❷ 環境共生住宅の認定率向上
❸ 環境緑化事業の推進
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　生物多様性ガイドライン【開発・街づくり編】にもとづく取り組みでは、自主基準適合率が昨年に続き、100％となり、当社グループ
を含む全事業での緑の保全・創出について取り組み拡大を目標に掲げましたが、緑被面積は723,667㎡（2014年度比4.9％削減）と
なりました。また、壁面・屋上などを有効利用する特殊緑化は28,648㎡（2014年度比7％増）となっています。さらに住宅事業におけ
る環境共生住宅認定戸数は、8年連続建設実績総合1位（2016年6月現在）を達成、さらなる拡大を目指しています。今後は、緑の量
だけでなく質の向上（地域種の採用、生態系への配慮など）に向け、取り組みを加速させていきます。
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住宅・建築物における建材の多くは自然資本に依存してお
り、調達活動を通じて世界各地の自然環境、生物多様性に大き
な影響を与えています。当社グループが特に影響を与えている
自然資本は木材です。そこで木材を調達する際には、伐採地の
状況をふまえて合法性・持続可能性に配慮した調達活動を行う
必要があると認識し、“森林破壊ゼロ”を目指し、生物多様性ガ
イドライン【木材調達編】の運用拡大と、認証木材・再生木材の
採用推進に取り組んでいます。

2010年、「生物多様性ガイドライン【木材調達編】」の制定を機に
当社グループの購買・開発・施工・CSR・環境部門などによる部門
横断型のCSR調達部会を発足。各社で事業所の購買・施工担当者
とCSR調達の実施について連携する体制を構築し、ガイドラインに
則った調達を推進し、PDCAサイクルを回しています。

「生物多様性ガイドライン【木材調達編】」の運用にあたり、2011
年より年一回、木材調達調査を実施。これは、お取引先に対して前
年度に調達した木材の合法性・持続可能性についての調査を要請
するもので、調査結果をもとにS・A・B・Cの4段階で評価を行い、
Cランク木材の供給元であるお取引先に改善を要請しています。調
査結果については、社外へ公開するとともに、環境NGO等のス
テークホルダーへ報告を行い、専門的な見地から指導・助言をい
ただいています。

評価基準を策定した当時（2010年10月）と比べ、一部の木材原
産国で「自然保護区の原生林破壊や先住民への人権侵害」といった
課題が顕在化するなど、リスクエリアの特定を見直す必要が出て
きました。また森林認証機関についても、国内外のさまざまな機関
が独自の認証を行っており、認証の厳格さや信頼性に違いがあり
ます。そこで、2014年度調査より一部評価方法を変更し、2015年
度調査からは当社グループ共通の評価基準として改定しました。

今後は、改定後の評価基準をもとに評価を実施していきます。
なお、改定にあたっては環境NGO等の専門家と意見交換を行う
とともに、世界で最も信頼性の高い森林認証機関といわれるFSC
が運営するリスク評価ツール「Global Forest Registry」を活用
し、各国のリスク（法令遵守・生物多様性・人権等）状況を把握して
います。

■ 基本的な考え方
生態系に配慮した資源の利用

豊かな自然環境を将来世代に継承するため、
生態系に配慮した資源の利用

取引先に対するＣＳＲ調達ガイドラインに則った
調達活動の要請・運用

P118  CSR調達ガイドライン関連ページ

「生物多様性ガイドライン【木材調達編】」に則り、戸建・賃貸住
宅、分譲マンション、商業施設等の各事業で使用する木質建材に
ついて、持続可能な木材利用に努めています。2013年度からは、
一部のグループ会社で調達している木材の実態調査にも着手。
2014年度から結果を公開するとともに、実施会社の拡大を図って
います。

また、事務所で使用する紙については、2008年度より用紙購入
基準「森林育成紙TM」※を導入、持続可能な調達に努めています。

当社グループでは、2010年度より木材調達に関する調査を定期
的に実施しています。その結果をもとに、認証木材・再生木材・当
社推奨木材の3種類に分類し、これらのうち一定基準（110満点中
90点以上）を満たす木材をＳランクと評価しています。また、当社
推奨木材のうち一定基準以下（65点以下）の木材をＣランクと評価
し、改善を進めています。

2015年度の調査では前年度と同様、当社グループの住宅・賃貸

「生物多様性ガイドライン【木材調達編】」
の運用拡大

※調査対象木材：桟木、下地面材、床材（全社共通）、構造材（一部の部門のみ） ※FSC：森林管理協議会、PEFC：PEFC森林認証プログラム、SGEC：「緑の循環」認証会議

「木材調達調査」実施会社の拡大

2010 ～2013年度

2014年度
（2015年4月実施）

2015年度
（2016年4月実施）

1社
大和ハウス工業
3社
大和ハウス工業、ロイヤルホームセンター、
デザインアーク
6社
大和ハウス工業、ロイヤルホームセンター、
デザインアーク、大和リース、フジタ、
コスモスイニシア（サンプル調査のみ）

「木材調達評価基準」の主な改訂項目

１） 国内外の高リスク・低リスクエリア及び樹種の設定。
 高リスクエリア3カ所、低リスクエリア25カ所を設定。
 評価の要素に追加。

２） 森林認証機関の厳格化
 3機関（FSC･PEFC･SGEC※）の認証のみＳランク評価

重点戦略 ❶

認証木材・再生木材の採用推進重点戦略 ❷

❶ 生物多様性ガイドライン［木材調達編］の
運用拡大

❷ 認証木材・再生木材の採用推進

■ マネジメント
「生物多様性ガイドライン」をもとにした
ＣＳＲ調達部会の運営

お取引先を対象とした木材調達調査の実施

木材調達評価基準の改定

※森林認証制度の認証を受けた紙など、当社独自で策定した環境基準をクリアした紙の総称

生物多様性ガイドライン【木材調達編】（抜粋）
①認証木材
　各種機関から認証を受けた木材を調達します
②再生木材
　建設廃材のリサイクル木材を調達します
③当社推奨木材

認証木材、再生木材に該当しない木材のうち、合法性
（3項目）と持続可能性（8項目）を確認し、一定レベル
以上と判断された木材を調達します。

住宅商品（集中購買品）や一般建築物（分散購買品）で使用した、主
要な部位に使用される木材（構造材・桟木材・下地面材合板等）に
ついて調査を行いました。

その結果、2015年度はSランク評価の木材比率が全体の87.6％
（前年度比6.1ポイント増）となりました。この要因は、再生材の調達
が多かったことや、木材調達評価基準の改定により「低リスクエリ
ア」原産の木材が、高い評価を得たことが挙げられます。木材調達
評価基準の改定では、リスクエリアや認証機関をより厳格に評価す
るとともに、合法性や持続可能性（生物多様性・人権等）についてよ
り実態に近い評価を目指した結果、先進国を中心とした「低リスク
エリア」原産の木材は、Ｓランク評価になるなど、より実態に近い評
価ができるようになりました。また、お取引先に対する持続可能な
木材調達についての働きかけを継続的に行ったことにより、改善が
進んだことも挙げられます。こうした取り組みにより、Cランク評価
の木材は4.7％（前年度比2.6％ポイント減）となりました。

今年度から、新たに３つのグループ会社のお取引先へ調査範囲を
拡大したものの、グループ各社によってランクの評価結果が異なる
等の課題もあります。こうした課題を解決するため、今後はグループ
会社横断のＣＳＲ調達部会で結果や課題を共有し、評価基準の統
一やＣランク木材の供給先へのヒアリングなど、改善に向けた取り
組みを実施していきます。

重点戦略
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■ 使用木材の評価結果
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20.7%

再生木材
23.0%
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43.9%

※2014年度の対象範囲は、当社グループの3社でしたが、2015年度は同6社となっています。
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重 点
テーマ 2 自然環境との調和

（生物多様性保全） 事業活動プロセスにおける生物多様性保全

自己評価2014年度
実績

2015年度
目標

2015年度
実績対象範囲管理指標

（KPI）

　木材調達評価基準の改定及び、生物多様性ガイドライン【木材調達編】を主要グループ会社に展開したことで、より実態に近く広範
囲での木材調達状況の把握が可能となりました。課題であるＣランク木材の調達について、調査結果をもとにＰＤＣＡを回し、改善を
進めていきます。
　2016年5月に「合法伐採木材利用促進法」が成立し、また東京オリンピックに向けて持続可能な調達基準が示されるなど、「持続可
能な木材調達」について、社会からの関心が高まっています。今後は、建設業界のリーディングカンパニーとして、グローバルな視点を
持ち「森林破壊ゼロ」への取り組みを継続していきます。

: 2015年度目標達成 　　: 2015年度目標未達成（前年度より改善） 　　: 2015年度目標未達成（前年度より悪化）主な目標と実績チェック&アクション

詳細データはP163-165参照

国産木材比率
（木造住宅）

使用木材評価Aランク
以上の比率

生物多様性ガイドライン
【木材調達編】の展開 3社

90%

3社

90%

6社

91%

88.9% ─ 93.2%

大和ハウス工業

グループ

グループ

環境との共創共生
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住宅・建築物における建材の多くは自然資本に依存してお
り、調達活動を通じて世界各地の自然環境、生物多様性に大き
な影響を与えています。当社グループが特に影響を与えている
自然資本は木材です。そこで木材を調達する際には、伐採地の
状況をふまえて合法性・持続可能性に配慮した調達活動を行う
必要があると認識し、“森林破壊ゼロ”を目指し、生物多様性ガ
イドライン【木材調達編】の運用拡大と、認証木材・再生木材の
採用推進に取り組んでいます。

2010年、「生物多様性ガイドライン【木材調達編】」の制定を機に
当社グループの購買・開発・施工・CSR・環境部門などによる部門
横断型のCSR調達部会を発足。各社で事業所の購買・施工担当者
とCSR調達の実施について連携する体制を構築し、ガイドラインに
則った調達を推進し、PDCAサイクルを回しています。

「生物多様性ガイドライン【木材調達編】」の運用にあたり、2011
年より年一回、木材調達調査を実施。これは、お取引先に対して前
年度に調達した木材の合法性・持続可能性についての調査を要請
するもので、調査結果をもとにS・A・B・Cの4段階で評価を行い、
Cランク木材の供給元であるお取引先に改善を要請しています。調
査結果については、社外へ公開するとともに、環境NGO等のス
テークホルダーへ報告を行い、専門的な見地から指導・助言をい
ただいています。

評価基準を策定した当時（2010年10月）と比べ、一部の木材原
産国で「自然保護区の原生林破壊や先住民への人権侵害」といった
課題が顕在化するなど、リスクエリアの特定を見直す必要が出て
きました。また森林認証機関についても、国内外のさまざまな機関
が独自の認証を行っており、認証の厳格さや信頼性に違いがあり
ます。そこで、2014年度調査より一部評価方法を変更し、2015年
度調査からは当社グループ共通の評価基準として改定しました。

今後は、改定後の評価基準をもとに評価を実施していきます。
なお、改定にあたっては環境NGO等の専門家と意見交換を行う
とともに、世界で最も信頼性の高い森林認証機関といわれるFSC
が運営するリスク評価ツール「Global Forest Registry」を活用
し、各国のリスク（法令遵守・生物多様性・人権等）状況を把握して
います。

■ 基本的な考え方
生態系に配慮した資源の利用

豊かな自然環境を将来世代に継承するため、
生態系に配慮した資源の利用

取引先に対するＣＳＲ調達ガイドラインに則った
調達活動の要請・運用

P118  CSR調達ガイドライン関連ページ

「生物多様性ガイドライン【木材調達編】」に則り、戸建・賃貸住
宅、分譲マンション、商業施設等の各事業で使用する木質建材に
ついて、持続可能な木材利用に努めています。2013年度からは、
一部のグループ会社で調達している木材の実態調査にも着手。
2014年度から結果を公開するとともに、実施会社の拡大を図って
います。

また、事務所で使用する紙については、2008年度より用紙購入
基準「森林育成紙TM」※を導入、持続可能な調達に努めています。

当社グループでは、2010年度より木材調達に関する調査を定期
的に実施しています。その結果をもとに、認証木材・再生木材・当
社推奨木材の3種類に分類し、これらのうち一定基準（110満点中
90点以上）を満たす木材をＳランクと評価しています。また、当社
推奨木材のうち一定基準以下（65点以下）の木材をＣランクと評価
し、改善を進めています。

2015年度の調査では前年度と同様、当社グループの住宅・賃貸

「生物多様性ガイドライン【木材調達編】」
の運用拡大

※調査対象木材：桟木、下地面材、床材（全社共通）、構造材（一部の部門のみ） ※FSC：森林管理協議会、PEFC：PEFC森林認証プログラム、SGEC：「緑の循環」認証会議

「木材調達調査」実施会社の拡大

2010 ～2013年度

2014年度
（2015年4月実施）

2015年度
（2016年4月実施）

1社
大和ハウス工業
3社
大和ハウス工業、ロイヤルホームセンター、
デザインアーク
6社
大和ハウス工業、ロイヤルホームセンター、
デザインアーク、大和リース、フジタ、
コスモスイニシア（サンプル調査のみ）

「木材調達評価基準」の主な改訂項目

１） 国内外の高リスク・低リスクエリア及び樹種の設定。
 高リスクエリア3カ所、低リスクエリア25カ所を設定。
 評価の要素に追加。

２） 森林認証機関の厳格化
 3機関（FSC･PEFC･SGEC※）の認証のみＳランク評価

重点戦略 ❶

認証木材・再生木材の採用推進重点戦略 ❷

❶ 生物多様性ガイドライン［木材調達編］の
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❷ 認証木材・再生木材の採用推進
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ＣＳＲ調達部会の運営

お取引先を対象とした木材調達調査の実施

木材調達評価基準の改定

※森林認証制度の認証を受けた紙など、当社独自で策定した環境基準をクリアした紙の総称

生物多様性ガイドライン【木材調達編】（抜粋）
①認証木材
　各種機関から認証を受けた木材を調達します
②再生木材
　建設廃材のリサイクル木材を調達します
③当社推奨木材

認証木材、再生木材に該当しない木材のうち、合法性
（3項目）と持続可能性（8項目）を確認し、一定レベル
以上と判断された木材を調達します。

住宅商品（集中購買品）や一般建築物（分散購買品）で使用した、主
要な部位に使用される木材（構造材・桟木材・下地面材合板等）に
ついて調査を行いました。

その結果、2015年度はSランク評価の木材比率が全体の87.6％
（前年度比6.1ポイント増）となりました。この要因は、再生材の調達
が多かったことや、木材調達評価基準の改定により「低リスクエリ
ア」原産の木材が、高い評価を得たことが挙げられます。木材調達
評価基準の改定では、リスクエリアや認証機関をより厳格に評価す
るとともに、合法性や持続可能性（生物多様性・人権等）についてよ
り実態に近い評価を目指した結果、先進国を中心とした「低リスク
エリア」原産の木材は、Ｓランク評価になるなど、より実態に近い評
価ができるようになりました。また、お取引先に対する持続可能な
木材調達についての働きかけを継続的に行ったことにより、改善が
進んだことも挙げられます。こうした取り組みにより、Cランク評価
の木材は4.7％（前年度比2.6％ポイント減）となりました。

今年度から、新たに３つのグループ会社のお取引先へ調査範囲を
拡大したものの、グループ各社によってランクの評価結果が異なる
等の課題もあります。こうした課題を解決するため、今後はグループ
会社横断のＣＳＲ調達部会で結果や課題を共有し、評価基準の統
一やＣランク木材の供給先へのヒアリングなど、改善に向けた取り
組みを実施していきます。
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　木材調達評価基準の改定及び、生物多様性ガイドライン【木材調達編】を主要グループ会社に展開したことで、より実態に近く広範
囲での木材調達状況の把握が可能となりました。課題であるＣランク木材の調達について、調査結果をもとにＰＤＣＡを回し、改善を
進めていきます。
　2016年5月に「合法伐採木材利用促進法」が成立し、また東京オリンピックに向けて持続可能な調達基準が示されるなど、「持続可
能な木材調達」について、社会からの関心が高まっています。今後は、建設業界のリーディングカンパニーとして、グローバルな視点を
持ち「森林破壊ゼロ」への取り組みを継続していきます。
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当社では、50年以上の歴史を持つ「ひばりが丘団地」の建て替え案件として、豊かな緑と街なみ
を継承する外構・植栽をポイントに、マンション開発を行いました。具体的には、当団地の街路樹と
して多く植えられていた高さ12m以上のケヤキと同等の木をシンボルツリーとし、武蔵野台地の
在来種であるコナラやクヌギを中心に、中・高木約800本、低木約11,000本もの植栽で、四季を
感じる街なみを創出。全住戸が緑に面するよう中庭を設け、一階の共用廊下を中庭と一体化させる
とともに、中庭の通路を透水性仕上げとするなどクールスポット（自然の涼を得られる場所）の機能
も持たせました。また各戸では、バルコニーの軒天にグリーンカーテン用のフックを設置し、緑と共
に暮らす快適な住空間を提供しています。他にも、食育やコミュニティ形成の場として家庭菜園を
設けたり、小鳥用のバードバスや巣箱を設けるなど、人と自然が共生する環境づくりを行っていま
す。今後も、このような緑豊かな街なみを全国に展開していきます。

自然環境との調和（生物多様性保全）

TOPICS

2016年1月、東京都八王子市で９年前から始まった宅地開発・造成工事が、全街区竣工し、681区
画の新しい街が生まれました。ここでは、街の周辺に昔から受け継がれてきた里山環境が、今なお豊
かな生態系を保持しており、近年では少なくなった貴重な動植物なども保全されています。こうした
自然環境への配慮として、当社では動物たちが街を通り抜けて周辺の里山緑地へ移動できる回廊型
の緑道（アニマル・コリドー）の設置や、樹齢200年の大木を保全した公園の整備、街全体で100本以
上の既存樹木を移植して残すなど、既存の自然環境と住まい手が、共存・共生できる工夫を行ってい
ます。2015年度は里山の管理や菜園の運営など、住まい手主体の里山を維持管理する活動が始まり、
緑をきっかけとしたコミュニティの成長にもつながっています。

事例 環境共生型の街「東京森都心 多摩ニュータウン東山」（東京都）

当社グループの大和リースが設計・施工し、2015年4月にオープンした「ＢｉＶｉ千里山」
は、大阪千里山再開発の商業ゾーンに位置しています。駅前広場に面する壁面には、独自の
技術を活用した彩りとボリューム感のある壁面緑化を設置。建物内中央の吹き抜けには、3
階まで貫く高さ13ｍもの先進的な柱状緑化を配置し、施設を訪れる人々に大きなインパクト
を与えています。加えて、その周囲に休憩スペースを設けるなど、緑を暮らしの一部にする工
夫を行っています。さらに、施設3階には日本庭園風の屋上庭園を設け、コミュニティセン
ターの和室等からも眺められます。

また、 この商業施設「ＢｉＶｉ千里山」は市民が緑を見て楽しめる工夫が数多くなされてい
ると高く評価され、2015年12月大阪府の第9回「おおさか優良緑化賞」において奨励賞を受
賞しました。

事例 緑豊かな商業施設「BiVi千里山」（大阪府）

当社は、「生物多様性ガイドライン」を策定した2010年より、環境NGOのWWFジャパン
と持続可能な木材調達について協働しています。例えば、当社における木材調達調査の問題
点や改善点に対するアドバイスに加え、「原産地の現地政府の汚職による保護価値の高い森
林伐採」といった最新の社会・環境課題への対応について、議論を重ねてきました。

2015年度は、木材調達評価基準の改定に着手。当社の調達体制をふまえ、国内外におけ
る高リスク・低リスクのエリアや樹種を独自に設定するなどリスクの実態に即した基準にし
ました。

今後もWWFジャパンとの協働を継続して持続可能な木材調達へのPDCAを回し、Cラン
ク木材の改善を図ります。

事例 木材調達評価基準の改定に関するWWFジャパンとの協働

事例 マンション開発における豊かな緑と街なみの継承
「ひばりが丘フィールズ１番街」（東京都）

当社厚木支社は、藤沢市が誘致する湘南の産業拠点「新産業の森」に、アシストＶ株式会社の本
社工場新築の設計・施工を行いました。

この地域は、近隣に絶滅危惧種であるオオタカが生息しており、神奈川県オオタカ保護指導指針
及び、オオタカの専門家との協議に基づき、オオタカとの共生を目指した工場計画を進めました。
具体的には、オオタカの保護及び自然環境の保全を緑地計画を通じて行い、建物の提案初期段階
からお客さまへ緑地提案を行うことで、敷地の25％の緑地を計画しました。また、オオタカの休憩
場所や採餌場を敷地内に設けるため、営巣木の方角にオオタカのエサとなる小鳥が好む着果性の
樹種を植樹し、15年後の樹種構造がどのように変化していくかのシミュレーションを実施。さら
に、オオタカの繁殖活動の妨げにならないよう、繁殖期を避けた工期としました。今後も、生態系
ネットワークへの配慮や地域適合種を取り入れるなど、「生物多様性ガイドライン」に沿った建築計
画を行っていきます。

事例 オオタカとの共生を目指した緑あふれる工場（神奈川県）

駅前広場に面する壁面緑化

吹き抜け部分の柱上緑化

街なみ

住まい手による里山管理の様子

緑豊かなマンション「ひばりが丘フィールズ１番街」外観

「ひばりが丘フィールズ1番街」内観

外観パース

■ 協働しているNGOさまの声（WWFジャパンさま）
木材調達の方針やその評価基準は、原産地の森林における環境・社会課題の状況、自

社の取り組みの進捗などを踏まえ、時宜に適った改定が行われるべきものです。今回、大
和ハウス工業は原産国のリスクをFSCなどの客観的な情報を利用して見直し、森林認証
制度や各種証明制度の再評価も実施しました。これにより森林の状況やそれを評価する
制度の信頼性なども加味した、より実態に即した評価を得られることは、本取り組みの目
的である「生態系に配慮した資源の利用」を促進するものといえます。

新評価基準に基づく2015年度の調査結果は、対象範囲のグループ会社を拡大しつつ
も、着実な改善が見られます。一方で、木材調達量が相対的に多い業種ですので、4.7%を
占めるCランク木材は少量とは言えません。

今後もCランク木材の改善に取り組むことになりますが、今回の評価基準の改定によっ
て高リスクとされた地域に由来する木材から対応を検討するなど、取り組み全体の一貫性
を保ちつつ優先順位を付けて取り組むことが期待されます。 橋本 務太様

WWFジャパン
自然保護室
森林グループ長

P99　生物多様性ガイドライン関連ページ
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持続可能な木材調達に関する
新たな課題
・原産地の現地政府の汚職による

保護価値の高い森林伐採
・原産地政府が発行する「合法性」

証明書の信頼性
・森林認証機関（制度）の認証内容

や信頼性に違いがある
・多くのサプライヤーが木材のト

レースに慣れておらず、正確な調
査結果を得にくい

■ 経年変化シミュレーション

環境との共創共生
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商業・事業施設事業で
は、廃棄物の発生を抑制す
る資源循環型商品の普及を
推進したものの、2015年度
は「D‘ｓオプト」が前年度
比40％減、「ダイワフレス
ト」が同27.9％減となりま
した。今後は、重点用途に
対象をしぼり、採用率向上
を図っていきます。

長期 ● 処分場の枯渇による廃棄物処理コストの増大
● 主要な金属や化石燃料等の枯渇、水資源不足に
　よる建設資材調達の不安定化、価格高騰

短期 ● 廃棄物の不適正処理（不法投棄等）による
　追加費用負担
● 環境規制の強化によるリスク管理コストの増大
● 住宅・建築物の長寿命化によるお客さまの
　ライフサイクルコスト低減
● 住宅・建築物の長寿命化を図るための
　「ストックビジネス」の成長

短期 ● 廃棄物排出量の削減、リサイクル率向上による
　建設原価の低減
● 建設資材効率利用による資源投入量削減と
　原価低減

リスク

長期機会

ステークホルダーからの期待

住宅・建築物の
高耐久・長寿命化

分別解体しやすい
住宅・建築デザイン

建設廃棄物の削減
リサイクルの推進

サプライチェーンを
通じた水使用量の削減

大和ハウスグループにおけるリスクと機会

長期優良住宅の認定率は89.9％となり、高水準を維持住 宅

Action1

住宅事業では、長期優
良住宅促進法に基づく長
期優良住宅認定を推進し
ていま す。2015年 度 は、
89.9％と継続して高い水
準となりました。今後も継
続して推進していきます。

建設・解体廃棄物のリサイクル率は、生産・土木・
解体部門で目標を達成事業活動

Action2

生産や新築だけでなく、既築の改修や解体でもリサイクルルートを確立するな
ど、リサイクルを推進しています。その結果、2015年度も高いリサイクル率を維
持しました。今後も、この取り組みを推進していきます。

資源循環型商品（システム建築）の採用率は18.5％となり、
目標（25％）は未達成建 築

当社グループでは、資源循環型社会の実現に
向け、住宅・建築物の長寿命化と廃棄物のゼロ
エミッションを通じて資源の持続可能な利用を
目指します。

新築住宅・建築物の長寿命化や可変性の向上を図
るとともに、良質で安心な住宅・建築物が適正に評価
され、流通する市場の形成を目指します。

2030年までにサプライチェーンを含む、住宅・
建築物のライフサイクルにおける廃棄物のゼロエ
ミッション（循環利用）を実現し、2055年にはその
他全事業において廃棄物のゼロエミッションを目
指します。

世界の天然資源の利用量は著しく増加しており、資源の枯渇と
廃棄物による環境へのダメージが深刻化しています。一方、国内で
は建設分野が廃棄物の約2割を排出している状況で、日本の住宅
の寿命は平均30年前後と、欧米に比べ短寿命です。

また水資源においては、海外で生産・調達している企業の多くが
サプライチェーンを通じて水不足や洪水等によるリスクに直面して
います。国内でも、2014年7月に「水循環基本法」が施行され、「水
は人類共通の財産である」という認識のもと、水循環に関する基本
的な計画（水循環計画）を策定し、水の適正かつ有効な利用等を促
進することが求められています。

住宅や建築物は長期にわたり使用されるとともに、数多くの資
源を利用して建築されています。そのため当社グループでは、住宅
や建築物のスケルトン（骨組みや構造体）の寿命を延ばすとともに、
家族構成や生活スタイルの変化など多様な住まい方に対応できる
インフィル（内部の設備や内装部分）の可変性向上やメンテナンス
の充実に取り組んでいます。

また持続的に資源を活用するため、商品のライフサイクルにおけ
る省資源化や資源の循環利用による廃棄物ゼロや水資源保護を
推進しています。

さらに今後は、資源の調達量や調達先の把握及びリスク評価を
行い、その結果をもとに建材の代替化や調達ルートの変更等を検
討していきます。また、中古住宅の流通を促進するシステムの構築
にも取り組み、資源循環型社会の実現に貢献します。

重 点
テーマ 

資源保護
（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護）

方針・考え方 2015年度の総括
（長期ビジョンに対する主な取り組み）

環境長期ビジョン
“Challenge ZERO 2055”

資源循環型社会の実現を目指し、住宅・建築物　　　　　　　の省資源・長寿命化と、廃棄物のゼロエミッションを進めています。

社会的課題 大和ハウスグループの目指す姿
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住宅・建築物の長寿命化や廃棄物ゼロの実現、
水の循環利用により、資源の持続可能な利用を目指します
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商業・事業施設事業で
は、廃棄物の発生を抑制す
る資源循環型商品の普及を
推進したものの、2015年度
は「D‘ｓオプト」が前年度
比40％減、「ダイワフレス
ト」が同27.9％減となりま
した。今後は、重点用途に
対象をしぼり、採用率向上
を図っていきます。

長期 ● 処分場の枯渇による廃棄物処理コストの増大
● 主要な金属や化石燃料等の枯渇、水資源不足に
　よる建設資材調達の不安定化、価格高騰

短期 ● 廃棄物の不適正処理（不法投棄等）による
　追加費用負担
● 環境規制の強化によるリスク管理コストの増大
● 住宅・建築物の長寿命化によるお客さまの
　ライフサイクルコスト低減
● 住宅・建築物の長寿命化を図るための
　「ストックビジネス」の成長

短期 ● 廃棄物排出量の削減、リサイクル率向上による
　建設原価の低減
● 建設資材効率利用による資源投入量削減と
　原価低減

リスク

長期機会

ステークホルダーからの期待

住宅・建築物の
高耐久・長寿命化

分別解体しやすい
住宅・建築デザイン

建設廃棄物の削減
リサイクルの推進

サプライチェーンを
通じた水使用量の削減

大和ハウスグループにおけるリスクと機会

長期優良住宅の認定率は89.9％となり、高水準を維持住 宅

Action1

住宅事業では、長期優
良住宅促進法に基づく長
期優良住宅認定を推進し
ていま す。2015年 度 は、
89.9％と継続して高い水
準となりました。今後も継
続して推進していきます。

建設・解体廃棄物のリサイクル率は、生産・土木・
解体部門で目標を達成事業活動

Action2

生産や新築だけでなく、既築の改修や解体でもリサイクルルートを確立するな
ど、リサイクルを推進しています。その結果、2015年度も高いリサイクル率を維
持しました。今後も、この取り組みを推進していきます。

資源循環型商品（システム建築）の採用率は18.5％となり、
目標（25％）は未達成建 築

当社グループでは、資源循環型社会の実現に
向け、住宅・建築物の長寿命化と廃棄物のゼロ
エミッションを通じて資源の持続可能な利用を
目指します。

新築住宅・建築物の長寿命化や可変性の向上を図
るとともに、良質で安心な住宅・建築物が適正に評価
され、流通する市場の形成を目指します。

2030年までにサプライチェーンを含む、住宅・
建築物のライフサイクルにおける廃棄物のゼロエ
ミッション（循環利用）を実現し、2055年にはその
他全事業において廃棄物のゼロエミッションを目
指します。

世界の天然資源の利用量は著しく増加しており、資源の枯渇と
廃棄物による環境へのダメージが深刻化しています。一方、国内で
は建設分野が廃棄物の約2割を排出している状況で、日本の住宅
の寿命は平均30年前後と、欧米に比べ短寿命です。

また水資源においては、海外で生産・調達している企業の多くが
サプライチェーンを通じて水不足や洪水等によるリスクに直面して
います。国内でも、2014年7月に「水循環基本法」が施行され、「水
は人類共通の財産である」という認識のもと、水循環に関する基本
的な計画（水循環計画）を策定し、水の適正かつ有効な利用等を促
進することが求められています。

住宅や建築物は長期にわたり使用されるとともに、数多くの資
源を利用して建築されています。そのため当社グループでは、住宅
や建築物のスケルトン（骨組みや構造体）の寿命を延ばすとともに、
家族構成や生活スタイルの変化など多様な住まい方に対応できる
インフィル（内部の設備や内装部分）の可変性向上やメンテナンス
の充実に取り組んでいます。

また持続的に資源を活用するため、商品のライフサイクルにおけ
る省資源化や資源の循環利用による廃棄物ゼロや水資源保護を
推進しています。

さらに今後は、資源の調達量や調達先の把握及びリスク評価を
行い、その結果をもとに建材の代替化や調達ルートの変更等を検
討していきます。また、中古住宅の流通を促進するシステムの構築
にも取り組み、資源循環型社会の実現に貢献します。
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長期にわたり使用される住宅や建築物では、その寿命を延ばすこ
とが最大の資源保護対策といえます。また、資源循環に配慮した住
宅・建築物の普及には、開発・設計段階で、省資源・再生材の活用を図
るほか、分別解体しやすいデザインを心がけるとともに、生産・施工段
階では端材などの廃棄物を抑制、リサイクルすることが重要です。

大和ハウス工業では、「建築の工業化」を創業理念に、すべての住
宅・システム建築商品を自社工場で生産。必要な寸法に加工された
部材を施工現場で組み立てることで、施工現場での廃棄物発生を抑
制するとともに、解体時に分別しやすい工法を基本としています。

のしやすさ、街なみにも配慮し、住み継ぎのできる住まいづくりを
行っています。例えば耐久性については、主要な構造体に電着塗装
を施し、75年以上の耐用年数※を実現しています。2015年度は、長
期優良住宅認定率89.9％（前年度比1.1ポイント増）となりました。
今後も、継続して住宅の長寿命化を推進していきます。

当社では、規模や仕様の似た用途ごとに外壁・構造躯体を規格
化したシステム建築商品を開発、事務所・倉庫・店舗・中規模工場
などを中心に普及を進めています。これらシステム建築商品は、鉄
骨躯体の徹底した合理化による省資源に加え、設計寸法に合わせ
て自社工場で主
要部材の加工・
生産を行い、施
工現場での廃棄
物の発生を抑制
しています。

■ 基本的な考え方
建築物の長寿命化により循環型社会を実現

環境配慮型商品・サービスの普及による原材料・
廃棄物の削減

住宅新築現場では、全面塗装された「S瓦（隅棟瓦）」を採用して
カット後の端材を上下反転し別の箇所に使用し、廃棄物の削減を
図っています。建築施工現場では、定尺の石膏ボードを有効活用でき
る設計基準とするなど、設計段階の工
夫により廃棄物の削減を図っています。

その結果、2015年度は新築部門の
建設廃棄物排出量が15.2kg/m2（前年
度比5.6％減）となりました。今後も継
続して廃棄物の削減を推進します。

生産・新築・土木・改修・解体すべてのプロセスにおいてグルー
プ間でのリサイクルルートの共有化等を推進、さらなるリサイクル
率向上を図っています。ゼロエミッション活動の拡大と、「工場デ
ポ」により2015年度も工場・住宅新築現場でのゼロエミッション
を維持・継続しました。今後は、グループ内での再生材の開発な
ど、資源循環システムの拡大を目指します。

※日本住宅性能表示基準では、構造躯体が3世代（75～90年間）もつレベルの対策が講じ
　られている場合、最高等級で評価

■EGP2015の目標と実績についてはP166をご覧ください ■ EGP2015の目標と実績についてはP167-168、170をご覧ください

住宅の長寿命化の推進重点戦略 ❶

店舗・事務所用途での資源循環型商品
(システム建築)の普及重点戦略 ❷

住宅・建築現場における建設廃棄物
排出量の削減重点戦略 ❶

全プロセスにおけるゼロエミッション
活動の拡大重点戦略 ❷

商品の開発・設計段階では、新規建材の採用時に再生材も積極
的に導入するとともに、住宅事業では全物件でプラスターボードの
プレカット図面を作成するなど、端材が少なく分別解体しやすいデ
ザインに取り組んでいます。また生産・施工段階では、端材活用可
能な工法（S瓦）の採用など、端材等の廃棄物の発生を抑制すると
ともに、施工現場で排出された廃棄物は分別を徹底、再利用・再資
源化などのリサイクルを推進しています。

また商業・事業施設事業では、再生建材活用の一環として、
2008年に制定した「グリーン調達品目（30品目）」の採用を進め、
30品目中10品目以上採用できた物件を「グリーン調達現場」とし
て展開を図っています。

当社では、住まいの耐久性・耐震性・省エネなどの基本性能に加
え、将来の家族構成の変化に対応する可変性や維持･メンテナンス

住宅・建築物のライフサイクルを通じて資源循環に取り組む
とともに、発生する廃棄物についてはリデュース（発生抑制）、リ
ユース(再使用)、リサイクル（再資源化）という３Ｒ活動を推進し、
資源循環型の社会の実現を目指しています。

■ 基本的な考え方

当社の住宅新築現場では、新築工事における建設副産物のリサ
イクル推進を目的として、「工場デポ」というシステムを構築、運用し
ています。これは工場から施工現場に部材を搬入したトラックに
よって、施工現場からの建設副産物を工場に回収し、二次分別・圧
縮減容処理を行うことでリサイクル率の向上を図っています。

生産・施工現場で発生する建設廃棄物については、建設業に携
わる当社グループ各社で削減目標とリサイクル目標を設定し、廃棄
物排出量の削減を推進しています。

また、工場デポの運用状況及び、プラスターボードの排出量、
瓦・カラーベストのプレカット実施状況などを評価する「工場デポ
評価」や「リサイクル率」は、「あな
たの事業所のECO診断」の評価
項目になっています。そのため、
評価が低い場合は、各事業所で
要因を分析して改善活動に取り
組んでいます。

Ｐ166　グリーン調達品目30品目関連ページ

Ｐ117　事業所の環境活動実績を業績評価に反映関連ページ

■ マネジメント
省資源、資源循環に配慮した設計・施工

■ マネジメント
「工場デポ」によるリサイクル率向上

工場デポ評価やリサイクル率の実績を業績評価に反映
建設廃棄物排出量の削減を推進

ECO診断の評価書

※共同住宅（寄棟）、屋根面積:158m2

S瓦採用現場の廃棄物排出量実績値
削減効果従来工法 S瓦採用

13%削減
79%削減

屋根材使用量
廃棄物排出量

1,016枚/棟
249kg/棟

888枚/ 棟
53kg/ 棟

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

重 点
テーマ 3 資源保護

（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護） 住宅・建築物における資源循環への取り組み

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

重 点
テーマ 3 資源保護

（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護） 生産・施工現場の廃棄物削減とゼロエミッション

ダイワコンフォルト（当社竜ヶ崎工場事務所棟）
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15.2

重点戦略

❶ 住宅の長寿命化の推進

❷ 店舗・事務所用途での資源循環型商品
(システム建築)の普及

重点戦略

廃棄物ゼロにより循環型社会を実現

全プロセスにおける建設廃棄物の削減とリサイクル推進

❶ 住宅・建築現場における建設廃棄物の削減

❷ 全プロセスにおけるゼロエミッション活動の拡大

環境との共創共生

工場デポの仕組み

リサイクル

新築現場

❻リサイクル材を再び新築現場に ❸部材納入の帰り便等で
　自社工場へ回収

❷きめ細かい分別

❶余分な材料を納入しない（プレカット化）
　過剰包装をなくす（梱包レス化）

❺工場のリサイクル
　ルートを活用

❹回収した建設副産物の二次分別、圧縮減容処理
自社工場

リサイクル
工場

部材納入
部材納入

搬出

運搬住宅・建築物における資源循環フロー

端材等

埋立処分

天然資源

再生材

発生抑制

再利用

再資源化

極小化
生
　産

設
　計

施
　工

解
　体

開発・設計段階

・再生材の積極活用
・端材の少ないデザイン
・分別解体が容易なデザイン

生産・施工段階

・端材等の廃棄物削減
・建設廃棄物のリサイクル推進

同一隅棟での端材利用が可能
で作業効率も向上

「長期優良住宅」の認定基準への対応
設定の基準（概要） xevoの性能

数世代に渡り長く住むことが可能な家であること 標準で対応

標準で対応

標準で対応

標準で対応

標準で対応

標準で対応

標準で対応

対象は
共同住宅のみ

対象は
共同住宅のみ

地震に強い家であること

メンテナンスが容易であること

省エネに配慮した家であること

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び
向上に配慮されたものであること。

良好な居住水準を確保するために必要な基準規模を有すること。

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する
計画が策定されていること。

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な
措置が講じられていること（共同住宅）

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要な
スペースが確保されていること（共同住宅）

性能項目

劣化対策

耐震性

維持管理・更新の容易性

省エネルギー性

居住環境

住戸面積

可変性

バリアフリー性

維持保全計画
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長期にわたり使用される住宅や建築物では、その寿命を延ばすこ
とが最大の資源保護対策といえます。また、資源循環に配慮した住
宅・建築物の普及には、開発・設計段階で、省資源・再生材の活用を図
るほか、分別解体しやすいデザインを心がけるとともに、生産・施工段
階では端材などの廃棄物を抑制、リサイクルすることが重要です。

大和ハウス工業では、「建築の工業化」を創業理念に、すべての住
宅・システム建築商品を自社工場で生産。必要な寸法に加工された
部材を施工現場で組み立てることで、施工現場での廃棄物発生を抑
制するとともに、解体時に分別しやすい工法を基本としています。

のしやすさ、街なみにも配慮し、住み継ぎのできる住まいづくりを
行っています。例えば耐久性については、主要な構造体に電着塗装
を施し、75年以上の耐用年数※を実現しています。2015年度は、長
期優良住宅認定率89.9％（前年度比1.1ポイント増）となりました。
今後も、継続して住宅の長寿命化を推進していきます。

当社では、規模や仕様の似た用途ごとに外壁・構造躯体を規格
化したシステム建築商品を開発、事務所・倉庫・店舗・中規模工場
などを中心に普及を進めています。これらシステム建築商品は、鉄
骨躯体の徹底した合理化による省資源に加え、設計寸法に合わせ
て自社工場で主
要部材の加工・
生産を行い、施
工現場での廃棄
物の発生を抑制
しています。

■ 基本的な考え方
建築物の長寿命化により循環型社会を実現

環境配慮型商品・サービスの普及による原材料・
廃棄物の削減

住宅新築現場では、全面塗装された「S瓦（隅棟瓦）」を採用して
カット後の端材を上下反転し別の箇所に使用し、廃棄物の削減を
図っています。建築施工現場では、定尺の石膏ボードを有効活用でき
る設計基準とするなど、設計段階の工
夫により廃棄物の削減を図っています。

その結果、2015年度は新築部門の
建設廃棄物排出量が15.2kg/m2（前年
度比5.6％減）となりました。今後も継
続して廃棄物の削減を推進します。

生産・新築・土木・改修・解体すべてのプロセスにおいてグルー
プ間でのリサイクルルートの共有化等を推進、さらなるリサイクル
率向上を図っています。ゼロエミッション活動の拡大と、「工場デ
ポ」により2015年度も工場・住宅新築現場でのゼロエミッション
を維持・継続しました。今後は、グループ内での再生材の開発な
ど、資源循環システムの拡大を目指します。

※日本住宅性能表示基準では、構造躯体が3世代（75～90年間）もつレベルの対策が講じ
　られている場合、最高等級で評価

■EGP2015の目標と実績についてはP166をご覧ください ■ EGP2015の目標と実績についてはP167-168、170をご覧ください

住宅の長寿命化の推進重点戦略 ❶

店舗・事務所用途での資源循環型商品
(システム建築)の普及重点戦略 ❷

住宅・建築現場における建設廃棄物
排出量の削減重点戦略 ❶

全プロセスにおけるゼロエミッション
活動の拡大重点戦略 ❷

商品の開発・設計段階では、新規建材の採用時に再生材も積極
的に導入するとともに、住宅事業では全物件でプラスターボードの
プレカット図面を作成するなど、端材が少なく分別解体しやすいデ
ザインに取り組んでいます。また生産・施工段階では、端材活用可
能な工法（S瓦）の採用など、端材等の廃棄物の発生を抑制すると
ともに、施工現場で排出された廃棄物は分別を徹底、再利用・再資
源化などのリサイクルを推進しています。

また商業・事業施設事業では、再生建材活用の一環として、
2008年に制定した「グリーン調達品目（30品目）」の採用を進め、
30品目中10品目以上採用できた物件を「グリーン調達現場」とし
て展開を図っています。

当社では、住まいの耐久性・耐震性・省エネなどの基本性能に加
え、将来の家族構成の変化に対応する可変性や維持･メンテナンス

住宅・建築物のライフサイクルを通じて資源循環に取り組む
とともに、発生する廃棄物についてはリデュース（発生抑制）、リ
ユース(再使用)、リサイクル（再資源化）という３Ｒ活動を推進し、
資源循環型の社会の実現を目指しています。

■ 基本的な考え方

当社の住宅新築現場では、新築工事における建設副産物のリサ
イクル推進を目的として、「工場デポ」というシステムを構築、運用し
ています。これは工場から施工現場に部材を搬入したトラックに
よって、施工現場からの建設副産物を工場に回収し、二次分別・圧
縮減容処理を行うことでリサイクル率の向上を図っています。

生産・施工現場で発生する建設廃棄物については、建設業に携
わる当社グループ各社で削減目標とリサイクル目標を設定し、廃棄
物排出量の削減を推進しています。

また、工場デポの運用状況及び、プラスターボードの排出量、
瓦・カラーベストのプレカット実施状況などを評価する「工場デポ
評価」や「リサイクル率」は、「あな
たの事業所のECO診断」の評価
項目になっています。そのため、
評価が低い場合は、各事業所で
要因を分析して改善活動に取り
組んでいます。

Ｐ166　グリーン調達品目30品目関連ページ

Ｐ117　事業所の環境活動実績を業績評価に反映関連ページ

■ マネジメント
省資源、資源循環に配慮した設計・施工

■ マネジメント
「工場デポ」によるリサイクル率向上

工場デポ評価やリサイクル率の実績を業績評価に反映
建設廃棄物排出量の削減を推進

ECO診断の評価書

※共同住宅（寄棟）、屋根面積:158m2

S瓦採用現場の廃棄物排出量実績値
削減効果従来工法 S瓦採用

13%削減
79%削減

屋根材使用量
廃棄物排出量

1,016枚/棟
249kg/棟

888枚/ 棟
53kg/ 棟

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告
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（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護） 住宅・建築物における資源循環への取り組み

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

重 点
テーマ 3 資源保護

（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護） 生産・施工現場の廃棄物削減とゼロエミッション

ダイワコンフォルト（当社竜ヶ崎工場事務所棟）
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❶ 住宅の長寿命化の推進

❷ 店舗・事務所用途での資源循環型商品
(システム建築)の普及

重点戦略

廃棄物ゼロにより循環型社会を実現

全プロセスにおける建設廃棄物の削減とリサイクル推進

❶ 住宅・建築現場における建設廃棄物の削減

❷ 全プロセスにおけるゼロエミッション活動の拡大

環境との共創共生

工場デポの仕組み

リサイクル

新築現場

❻リサイクル材を再び新築現場に ❸部材納入の帰り便等で
　自社工場へ回収

❷きめ細かい分別

❶余分な材料を納入しない（プレカット化）
　過剰包装をなくす（梱包レス化）

❺工場のリサイクル
　ルートを活用

❹回収した建設副産物の二次分別、圧縮減容処理
自社工場

リサイクル
工場

部材納入
部材納入

搬出

運搬住宅・建築物における資源循環フロー
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・再生材の積極活用
・端材の少ないデザイン
・分別解体が容易なデザイン

生産・施工段階

・端材等の廃棄物削減
・建設廃棄物のリサイクル推進

同一隅棟での端材利用が可能
で作業効率も向上

「長期優良住宅」の認定基準への対応
設定の基準（概要） xevoの性能

数世代に渡り長く住むことが可能な家であること 標準で対応

標準で対応

標準で対応

標準で対応

標準で対応

標準で対応

標準で対応

対象は
共同住宅のみ

対象は
共同住宅のみ

地震に強い家であること

メンテナンスが容易であること

省エネに配慮した家であること

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び
向上に配慮されたものであること。

良好な居住水準を確保するために必要な基準規模を有すること。

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する
計画が策定されていること。

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な
措置が講じられていること（共同住宅）

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要な
スペースが確保されていること（共同住宅）

性能項目

劣化対策

耐震性

維持管理・更新の容易性

省エネルギー性

居住環境

住戸面積

可変性

バリアフリー性

維持保全計画
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水を持続的に利用するには、使う量に加えて使用する場所や
時期などを考慮することが大切です。また、近年はサプライ
チェーンにおける水リスクも高まっています。そこで、当社グ
ループでは全プロセスにおける水使用量の削減及び、循環利用
を進めるとともに、水使用量の多い施設を持つグループ会社で
は削減目標を設定し、水使用量削減に努めています。また、サ
プライチェーンにおける水リスクについても現状把握から着手
していきます。

■ 基本的な考え方

※大和リゾート、ダイワロイヤル、スポーツクラブNAS

水使用量の多い施設における節水対策
の推進重点戦略 ❶

水の使用量は、その業態によって大きく異なり、当社グループで
は、大浴場とプールを有するリゾート・スポーツ施設、ユニットバス
等を有するホテル・介護施設の2部門で、グループ全体の約7割を
占めます。

そこで、当該部門での水資源保護に重点を置き、削減目標を設
定、節水対策を推進しています。

水使用量の多いグループ３社※において利用客あたりの水使用
量の目標及び重点実施事項を定め、節水器具の設置を推進、水使
用量の削減に取り組んでいます。

2015年度は、節水コマや節水型シャワーヘッド等の設置に取り
組んだ結果、売上高あたりの水使用量が前年度比11.4％削減でき
ました。

■ マネジメント
リゾート・スポーツクラブの節水対策を推進

資源保護（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護）

TOPICS

大和ハウス工業の建築系事業の商品であるシステム建築では、独自の構造設計
により鉄骨やコンクリートなどの資源使用量を抑制するとともに、工場生産化率
を向上させることで現場廃棄物の削減に取り組んできました。

2015年度は、平屋建ての中規模から大規模店舗向け商品「D’s ALGO（ディー
ズアルゴ）」、３階建てのサービス付き高齢者向け住宅商品「D-saju-LC（ディー
サージュエルシー）」、２階建ての事務所・店舗向け商品「D’s READ（ディーズリー
ド）Ⅱ」を開発するなど、事業ニーズに応じた多様な用途・規模の建物に対応した
商品を取りそろえることで、資源保護への取り組みを推進しています。
「D’s ALGO」は、ブレース併用ラーメン架構の構造とすることで、鉄骨重量の低

減を図るとともに、耐震性と内部レイアウトの自由度等を確保した商品となってい
ます。「D-saju-LC」では、金属系外壁材やALC床材の採用などにより建物を軽量
化、架構形式や各部の仕様を見直し、コスト及び鉄骨重量を低減しました。また

「D’s READⅡ」では、外壁パネルを柱にボルト接合することで建物を構成してい
るほか、外壁パネル同士の垂直方向の接合部を乾式化しているため、容易に分別
解体できるので再利用することができます。

今後も、このような資源保護に配慮した商品の開発・普及を積極的に進めてい
きます。

事例 システム建築の新商品開発

TOPICS

当社ホテルでは2005～2010年に、シャワーや厨房等の
数多くの箇所に節水器具を設置しましたが、経年による劣
化・破損により、取り外された箇所が増えてきました。

そこで2015年度は、これらの器具を更新するにあたり、
より節水を図るため、玄海ロイヤルホテルにて定流量弁付
節水器具を試験設置し、流量測定等の効果確認を行いまし
た。この器具を選んだ理由は、当社ホテルの多くが中高層
の建物で、水使用量の多い浴場や厨房は水圧が高い低層
階に位置しているため、必要以上の吐水を防ぐ「定流量弁
付節水器具」の効果が高いと考えたからです。玄海ロイヤ
ルホテルでは、設置前と比
較し建物全体で約7％の
水使用量削減となったた
め、今後、他ホテルへの展
開を進め、水使用量削減
を図ります。

節水器具の定流量仕様器具への更新
(大和リゾート）

必要なときに、必要な分だけ使う。そして、使い終わったらこれらを再生し、また
必要な人のところへ届ける。こうしたリース事業のビジネスモデルは、資源を大切に
繰り返し使い続ける資源循環ビジネスそのものといえます。

当社グループの大和リースでは、仮設事務所や学校、車などのリース事業を行って
います。また、仮設建築物の基礎に施工・解体時の廃棄物を大幅に削減できる資源
循環型の「リユース基礎」※を独自開発。これは、H型鋼と自社生産の基礎ベース部を
着脱可能なボルトで結合するだけの簡単な構造の基礎で、施工現場での廃棄物の
発生抑制と工期短縮を実現します。

2015年度は、昨年度に引き続き従来商品のリースに加え、創エネ・省エネ機器の
リース提案を推進しました。しかし、プレハブ建築物のリースから販売へ事業方針
をシフトしたこと等により、リース事業の売上高は前年度比9.3％減となる474億円
となりました。販売事業の売上高は前年度比17％増の524億円、リース事業と合わ
せた売上高は前年度比2.9％増加の999億円となりました。

今後は、基礎を含めた仮設建築物の100％リユース化（システム建築化）物件を増
やしていきます。

中規模から大規模店舗向け商品「D’s ALGO」

サービス付き高齢者向け住宅商品「D-saju-LC」

事務所・店舗向け商品「D’s READⅡ」

流量センサーによる測定状況

仮設校舎

※特許第3612065号

千m3

7,162
（2015年度）

生産・物流・配送センター
4.9%

施工
8.9%

商業施設・店舗
8.3%

オフィス
3.6%
ホテル・介護施設 
14.8%

リゾート・スポーツ施設  
59.5%

水使用量の部門別内訳

■ 今後について
水使用量については、今後より一層、節水器具等の設置を推

進することにより、リゾート・スポーツ施設の水使用量削減に
取り組んでいきます。また、雨水や地下水を利用した水循環シ
ステムの開発にも取り組み、水資源の保護に努めていきます。

さらに水リスクについては、現状では顕在化していません
が、世界資源研究所※が運営する水リスクに関する評価ツール
等を活用し、サプライチェーンを通じて当社グループの事業へ
の将来的な影響の把握を進めます。
※地球の環境と開発の問題に関する政策研究や技術的支援を行う独立した機関。
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重 点
テーマ 3 資源保護

（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護） 水資源保護

水資源保護により持続可能な資源の利用を実現

水使用量の多い施設における節水対策及び循環利用の推進

全プロセスにおける水使用量の把握と循環利用の推進

リユース基礎

仮設事務所や学校、車に加え、省・創エネ設備のリース
提案を強化（大和リース）事例

重点戦略
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水を持続的に利用するには、使う量に加えて使用する場所や
時期などを考慮することが大切です。また、近年はサプライ
チェーンにおける水リスクも高まっています。そこで、当社グ
ループでは全プロセスにおける水使用量の削減及び、循環利用
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化、架構形式や各部の仕様を見直し、コスト及び鉄骨重量を低減しました。また

「D’s READⅡ」では、外壁パネルを柱にボルト接合することで建物を構成してい
るほか、外壁パネル同士の垂直方向の接合部を乾式化しているため、容易に分別
解体できるので再利用することができます。

今後も、このような資源保護に配慮した商品の開発・普及を積極的に進めてい
きます。
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を図ります。

節水器具の定流量仕様器具への更新
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必要なときに、必要な分だけ使う。そして、使い終わったらこれらを再生し、また
必要な人のところへ届ける。こうしたリース事業のビジネスモデルは、資源を大切に
繰り返し使い続ける資源循環ビジネスそのものといえます。
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循環型の「リユース基礎」※を独自開発。これは、H型鋼と自社生産の基礎ベース部を
着脱可能なボルトで結合するだけの簡単な構造の基礎で、施工現場での廃棄物の
発生抑制と工期短縮を実現します。

2015年度は、昨年度に引き続き従来商品のリースに加え、創エネ・省エネ機器の
リース提案を推進しました。しかし、プレハブ建築物のリースから販売へ事業方針
をシフトしたこと等により、リース事業の売上高は前年度比9.3％減となる474億円
となりました。販売事業の売上高は前年度比17％増の524億円、リース事業と合わ
せた売上高は前年度比2.9％増加の999億円となりました。

今後は、基礎を含めた仮設建築物の100％リユース化（システム建築化）物件を増
やしていきます。
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■ 今後について
水使用量については、今後より一層、節水器具等の設置を推

進することにより、リゾート・スポーツ施設の水使用量削減に
取り組んでいきます。また、雨水や地下水を利用した水循環シ
ステムの開発にも取り組み、水資源の保護に努めていきます。

さらに水リスクについては、現状では顕在化していません
が、世界資源研究所※が運営する水リスクに関する評価ツール
等を活用し、サプライチェーンを通じて当社グループの事業へ
の将来的な影響の把握を進めます。
※地球の環境と開発の問題に関する政策研究や技術的支援を行う独立した機関。
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長期 ● 新たな化学物質規制が追加された場合、
　調査や代替品への切り替えコストが増加

短期 ● 有害な化学物質を使用した建材により、
　シックハウスなどの健康被害がお客さまに発生
● 土壌汚染リスクの高い土地を分譲・開発する
　ことにより、土壌・地下水汚染による健康被害
　が発生
● 上記健康被害への対応コストの増加や
　ブランドイメージの低下

長期 ● 住宅・建築物の健康配慮に関するニーズが
　高まった場合、それらにいち早く対応すること
　でお客さまに安心安全な商品を提供

短期 ● 土壌汚染リスクを懸念するお客さまに、より安全な
　土地を提供

リスク

機会

ステークホルダーからの期待

シックハウス・
シックビル問題の撲滅
健康に配慮した住宅の提供

生産拠点における
環境リスクアセスメント

サプライチェーンを通じた
化学物質管理の徹底 土壌汚染の拡散防止

大和ハウスグループにおけるリスクと機会

当社グループでは、住宅･建築物のライフサイクル
を通じた化学物質の適正管理に取り組み、人や生態
系に著しい悪影響を及ぼすリスクの最小化（ゼロ）を
図ります。

住宅･建築物のライフサイクルにおける化学物質リ
スクの把握に努め、予防的観点から有害化学物質の
削減・代替・適正管理を進め、リスクの最小化（ゼロ）
に取り組み続けます。

自社保有地はもとより、土地取引から建設工事な
どのプロセスにおいても、地歴調査・土壌調査・汚染
対策を含む土壌汚染リスクの厳格な管理により、二
次汚染防止など、リスクの最小化（ゼロ）に取り組み
続けます。

2002年、ヨハネスブルグ環境サミットで、「2020年までに化学
物質による悪影響の最小化」が合意されたことを契機に、アメリカ
/TSCA※1、EU/REACH規則※2、RoHS指令※3など、欧米で化学物
質の規制が強化されました。国内では、建築基準法の改正によるシッ
クハウス対策や、各種化学物質管理の規制が強化されています。

土壌汚染問題についても、2003年に土壌汚染対策法が施行さ
れ、その後も規制対象が拡大するなど、工場等の廃止時や大規模
開発を契機とした土壌汚染の拡散防止が社会課題となっています。

調達段階での化学物質に関するチェック体制を構築し、削減・
代替・適正管理することにより、建材や土地における化学物質汚染
を最小化する取り組みを続けています。

今後も引き続き、 商品に含まれる有害化学物質の削減、代替、
及び適正管理、さらに土壌汚染管理を推進することにより、化学物
質による人の健康と環境への著しい悪影響の最小化（ゼロ）を図る
ことで、化学物質などによる悪影響を受けることのない社会の実
現を目指します。

（商品・サービス）
「CSR調達ガイドライン」を制定し、建材に含まれる化学物質に関するリ

スクの管理体制を構築しました。また、室内空気質に関係する内装材等に
対しては、より精度の高い試験方法を導入し改善を進めています。

（事業活動）
社内およびグループでの合同ワーキンググループを通じて、有害化学物

質削減に関する取り組みを継続して実施しています。

  ● 錆止め塗料・シンナーの弱溶剤化によるPRTR対象化学物質排出・移動
量の削減など

（自社保有地）
4工場（奈良・竜ケ崎・栃木二宮・旧四国）の増改築等に伴い、土壌調査・

汚染対策をその全てで実施。

（土地取引）
販売用土地購入物件は、原則として全件で地歴調査を行い、土壌汚染リ

スクを把握。地歴調査の結果、必要と判断された場合には土壌調査や汚染
対策等によるリスク低減措置を行いました。

（建設工事）
建設工事時の土壌の搬入出土は、土壌汚染拡散防止の観点から、法及

び地方条例の規制に加えて自主ルールに基づいた管理を継続して実施。

  ● 搬入土は出所、搬出土は現況等の情報を確認、汚染リスクがあると判断
された場合は、土壌汚染対策法の特定有害物質25項目（または自然由
来8項目）を分析し、搬入土の品質管理及び搬出土の適正管理を実施。

重 点
テーマ 

化学物質による
汚染の防止

方針・考え方 2015年度の総括
（長期ビジョンに対する主な取り組み）

環境長期ビジョン
“Challenge ZERO 2055”

化学物質管理の体制構築や強化により、顕在　　　　　　　化している問題や潜在的な化学物質リスクを低減。
今後、より広範囲で化学物質による汚染の防止　　　　　　　を推進、人や生態系に悪影響を及ぼすリスクの最小化を図ります。

社会的課題 大和ハウスグループの目指す姿

4

※1 TSCA（Toxic Substances Control Atc）：1977年にアメリカで発効した有害物質規制法 
※2 REACH（Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals）：
　　2007年6月に欧州委員会が施行した新化学物質規制
※3 RoHS（Restriction on Hazardous Substances）：電気電子機器に含まれる危険物質を
　　規定し、物質の使用を禁止する旨の欧州連合（EU）指令の一つ

化学物質によるリスクの最小化

Action1

土壌汚染リスクの最小化

Action2

リスク
最小化

（ゼロ）
代替

削減

適正管理

土壌汚染リスク管理
リスクの
最小化
（ゼロ）

自社
保有地
（工場等）

土地
取引

建設
工事

「2020年までに化学物質による著しい悪影響の最小化」が
国際的に合意。国内外で化学物質管理規制が強化

人や生態系が化学物質などによる悪影響を
受けることのない社会を実現

化学物質リスクの
最小化（ゼロ）Action1

土壌汚染リスクの
最小化（ゼロ）Action2

環境との共創共生
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長期 ● 新たな化学物質規制が追加された場合、
　調査や代替品への切り替えコストが増加

短期 ● 有害な化学物質を使用した建材により、
　シックハウスなどの健康被害がお客さまに発生
● 土壌汚染リスクの高い土地を分譲・開発する
　ことにより、土壌・地下水汚染による健康被害
　が発生
● 上記健康被害への対応コストの増加や
　ブランドイメージの低下

長期 ● 住宅・建築物の健康配慮に関するニーズが
　高まった場合、それらにいち早く対応すること
　でお客さまに安心安全な商品を提供

短期 ● 土壌汚染リスクを懸念するお客さまに、より安全な
　土地を提供

リスク

機会

ステークホルダーからの期待

シックハウス・
シックビル問題の撲滅
健康に配慮した住宅の提供

生産拠点における
環境リスクアセスメント

サプライチェーンを通じた
化学物質管理の徹底 土壌汚染の拡散防止

大和ハウスグループにおけるリスクと機会

当社グループでは、住宅･建築物のライフサイクル
を通じた化学物質の適正管理に取り組み、人や生態
系に著しい悪影響を及ぼすリスクの最小化（ゼロ）を
図ります。

住宅･建築物のライフサイクルにおける化学物質リ
スクの把握に努め、予防的観点から有害化学物質の
削減・代替・適正管理を進め、リスクの最小化（ゼロ）
に取り組み続けます。

自社保有地はもとより、土地取引から建設工事な
どのプロセスにおいても、地歴調査・土壌調査・汚染
対策を含む土壌汚染リスクの厳格な管理により、二
次汚染防止など、リスクの最小化（ゼロ）に取り組み
続けます。

2002年、ヨハネスブルグ環境サミットで、「2020年までに化学
物質による悪影響の最小化」が合意されたことを契機に、アメリカ
/TSCA※1、EU/REACH規則※2、RoHS指令※3など、欧米で化学物
質の規制が強化されました。国内では、建築基準法の改正によるシッ
クハウス対策や、各種化学物質管理の規制が強化されています。

土壌汚染問題についても、2003年に土壌汚染対策法が施行さ
れ、その後も規制対象が拡大するなど、工場等の廃止時や大規模
開発を契機とした土壌汚染の拡散防止が社会課題となっています。

調達段階での化学物質に関するチェック体制を構築し、削減・
代替・適正管理することにより、建材や土地における化学物質汚染
を最小化する取り組みを続けています。

今後も引き続き、 商品に含まれる有害化学物質の削減、代替、
及び適正管理、さらに土壌汚染管理を推進することにより、化学物
質による人の健康と環境への著しい悪影響の最小化（ゼロ）を図る
ことで、化学物質などによる悪影響を受けることのない社会の実
現を目指します。

（商品・サービス）
「CSR調達ガイドライン」を制定し、建材に含まれる化学物質に関するリ

スクの管理体制を構築しました。また、室内空気質に関係する内装材等に
対しては、より精度の高い試験方法を導入し改善を進めています。

（事業活動）
社内およびグループでの合同ワーキンググループを通じて、有害化学物

質削減に関する取り組みを継続して実施しています。

  ● 錆止め塗料・シンナーの弱溶剤化によるPRTR対象化学物質排出・移動
量の削減など

（自社保有地）
4工場（奈良・竜ケ崎・栃木二宮・旧四国）の増改築等に伴い、土壌調査・

汚染対策をその全てで実施。

（土地取引）
販売用土地購入物件は、原則として全件で地歴調査を行い、土壌汚染リ

スクを把握。地歴調査の結果、必要と判断された場合には土壌調査や汚染
対策等によるリスク低減措置を行いました。

（建設工事）
建設工事時の土壌の搬入出土は、土壌汚染拡散防止の観点から、法及

び地方条例の規制に加えて自主ルールに基づいた管理を継続して実施。

  ● 搬入土は出所、搬出土は現況等の情報を確認、汚染リスクがあると判断
された場合は、土壌汚染対策法の特定有害物質25項目（または自然由
来8項目）を分析し、搬入土の品質管理及び搬出土の適正管理を実施。

重 点
テーマ 

化学物質による
汚染の防止

方針・考え方 2015年度の総括
（長期ビジョンに対する主な取り組み）

環境長期ビジョン
“Challenge ZERO 2055”

化学物質管理の体制構築や強化により、顕在　　　　　　　化している問題や潜在的な化学物質リスクを低減。
今後、より広範囲で化学物質による汚染の防止　　　　　　　を推進、人や生態系に悪影響を及ぼすリスクの最小化を図ります。

社会的課題 大和ハウスグループの目指す姿

4

※1 TSCA（Toxic Substances Control Atc）：1977年にアメリカで発効した有害物質規制法 
※2 REACH（Registration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals）：
　　2007年6月に欧州委員会が施行した新化学物質規制
※3 RoHS（Restriction on Hazardous Substances）：電気電子機器に含まれる危険物質を
　　規定し、物質の使用を禁止する旨の欧州連合（EU）指令の一つ

化学物質によるリスクの最小化

Action1

土壌汚染リスクの最小化

Action2

リスク
最小化

（ゼロ）
代替

削減

適正管理

土壌汚染リスク管理
リスクの
最小化
（ゼロ）

自社
保有地
（工場等）

土地
取引

建設
工事

「2020年までに化学物質による著しい悪影響の最小化」が
国際的に合意。国内外で化学物質管理規制が強化

人や生態系が化学物質などによる悪影響を
受けることのない社会を実現

化学物質リスクの
最小化（ゼロ）Action1

土壌汚染リスクの
最小化（ゼロ）Action2

環境との共創共生
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化学物質におけるリスクの最小化（ゼロ）には、住宅や建築物
の開発・設計段階で、有害化学物質の削減・代替を行うととも
に、施工後、室内空気質に問題がないか確認することが重要で
す。大和ハウス工業では、シックハウス問題に対し業界に先駆
けた建材対策の実施や、VOCに配慮した健康住宅仕様を標準
仕様とするなど、居住系施設における室内空気質の改善に取り
組んでいます。

■ 基本的な考え方
居住系施設における室内空気質の改善

※1 住宅の品質確保の促進等に関する法律
※2 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

※ 内装仕上げへの使用制限を受けない、最も放散量の少ないランク

低VOC建材の標準化重点戦略 ❶

居住系施設を数多く提供する当社及び、当社グループの大和
リースでは、よりよい室内空気環境を実現するため、内装仕上げに
は、すべてホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆※の建材を使
用、内装下地材についてもホルムアルデヒドを含まないグラスウー
ルやロックウールなどを積極的に採用しています。

また当社の住宅商品（戸建・低層賃貸）では、毎年一定数の物
件において、竣工時の室内空気質濃度の測定を実施しています。
対象範囲は分譲住宅や賃貸マンション、利用者さまの滞在時間が
長期にわたる介護施設などの居住系の建物、さらに2014年から
はホテルや病院などの建物にも広げ、測定・評価・改善を進めて
います。

今後も建物の用途ごとに、地域や季節などによる変化を踏まえ
一定量の物件において調査を実施し、要因分析のうえ、室内空気
環境の改善を進めていきます。

当社では、2015年度から主な木質系建材について、その建材か
ら放散されるホルムアルデヒドなどの化学物質の放散量を、より現
実に即した方法で測定できるチャンバー試験※の結果を確認・評価
することで、よりホルムアルデヒド等の放散が少ない建材への切り
替えを進めています。

健康配慮仕様の開発・普及重点戦略 ❷

当社では、よりよい室内空気環境を実現するため、品確法※1で特
定測定物質に指定されている5物質※2について、国が定める指針
値を上回る目標を設定しています。毎年一定数の物件において竣
工時の室内空気質測定を実施し、評価・改善を推進しています。

当社では、化学物質管理を強化するため、2010年に「化学物質
管理ガイドライン」を策定し、主に住宅商品（戸建・低層賃貸住宅）
を対象に運用してきました。2015年に「CSR調達ガイドライン」を
制定するにあたり、製品に使用される化学物質の情報を取引先と
共有し、リスクの高い物質の使用を抑制することで、ステークホル
ダーの健康及び自然環境への影響の少ない製品を提供することを
目的として、「化学物質管理ガイドライン」を「CSR調達ガイドライ
ン」のひとつと位置づけ、使用禁止物質や使用制限物質について
は、全ての購買品に対象範囲を拡大し運用しています。

このガイドラインでは、約280種類の管理物質を指定し、それぞ
れについて【使用禁止】、【管理・使用制限】、【監視】といった3段階
の管理レベルを設定しています。

また、本ガイドラインの運用によって、建材に使用されている化
学物質を把握し、使用禁止物質の有無や使用制限物質の含有量・
放散量をチェックすることで、化学物質によるリスクを最小限に抑
えています。

■ マネジメント
品確法の特定測定物質について自主基準を設定

「化学物質管理ガイドライン」の制定

小型チャンバー法による
VOC放散測定状況

室内空気質濃度の測定風景

P118　CSR調達ガイドライン
P172　化学物質管理ガイドライン

関連ページ

※微小粒子状物質のうち粒子の大きさが2.5μm以下のもの

TOPICS

近年、室内の空気質に対する関心が高まっています。屋
外から侵入する花粉やPM2.5※などの微粒子、室内で発生
するハウスダストなど、室内の空気にはさまざまな汚染物
質が含まれています。

当社では、これらを低減すべく、2005年に天井埋込型
空気清浄機「換気浄化ef」を開発しました。2015年度には、
さらに空間全体の汚染物質の除去効率を高め、新たに「空
気浄化ef」としてリニューアルしました。

空気清浄機「空気浄化ef
（イーエフ：Excellent Fresh）」の開発

対象管理レベル

すべての購買品

住宅商品
（戸建・低層賃貸住宅）

レベル1〈使用禁止〉
すべての製品について使用を禁止
する物質および群。
レベル2〈管理・使用制限〉
主要な建材について使用状況を
把握する物質および群（一部建材
については使用制限あり）。
レベル3〈監視〉
主要な建材について使用状況を
把握する物質および群。

「化学物質管理ガイドライン」による管理区分

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

重 点
テーマ 4 化学物質による

汚染の防止 商品・サービスにおける有害化学物質削減

重点戦略

❶ 低VOC建材の標準化
❷ 健康配慮仕様の開発・普及

化学物質におけるリスクの最小化（ゼロ）

○ 住宅･建築物のライフサイクルにおける
　 化学物質リスクの把握
○ 有害化学物質の削減・代替・適正管理の推進

「CSR調達ガイドライン」での「化学物質ガイドライン」の位置づけ

■ 今後に向けて
2015年度は、新規に採用する建材について「化学物質管理ガイドライン」に沿って、化学物質の含有量・放散量を確認し、必要なもの

については評価を行いました。
今後は、化学物質管理で先行するEU等の海外での化学物質管理規制について動向を把握するとともに、労働安全衛生法で新たに導

入されたリスクアセスメントを有効活用するなどして、商品のライフサイクルにおける潜在的なリスクの除去を継続的に実施していきま
す。また、建材改善にあたってはサプライヤーと情報を共有し、連携して取り組んでいきます。

※小型チャンバーを用いて建材から放散される
　化学物質の速度、濃度を測定する方法

さらに戸建住宅においては、室
内空気環境に重点を置いた健康
配慮仕様の設定を行い、より空気
環境に配慮した住宅をご提案して
います。

環境との共創共生

（１）取引先行動規範
（２）企業活動ガイドライン

（３）物品ガイドライン

生物多様性ガイドライン【木材調達編】

CSR調達ガイドライン（2015年7月制定）

化学物質管理ガイドライン
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化学物質におけるリスクの最小化（ゼロ）には、住宅や建築物
の開発・設計段階で、有害化学物質の削減・代替を行うととも
に、施工後、室内空気質に問題がないか確認することが重要で
す。大和ハウス工業では、シックハウス問題に対し業界に先駆
けた建材対策の実施や、VOCに配慮した健康住宅仕様を標準
仕様とするなど、居住系施設における室内空気質の改善に取り
組んでいます。

■ 基本的な考え方
居住系施設における室内空気質の改善

※1 住宅の品質確保の促進等に関する法律
※2 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン

※ 内装仕上げへの使用制限を受けない、最も放散量の少ないランク

低VOC建材の標準化重点戦略 ❶

居住系施設を数多く提供する当社及び、当社グループの大和
リースでは、よりよい室内空気環境を実現するため、内装仕上げに
は、すべてホルムアルデヒド放散等級がF☆☆☆☆※の建材を使
用、内装下地材についてもホルムアルデヒドを含まないグラスウー
ルやロックウールなどを積極的に採用しています。

また当社の住宅商品（戸建・低層賃貸）では、毎年一定数の物
件において、竣工時の室内空気質濃度の測定を実施しています。
対象範囲は分譲住宅や賃貸マンション、利用者さまの滞在時間が
長期にわたる介護施設などの居住系の建物、さらに2014年から
はホテルや病院などの建物にも広げ、測定・評価・改善を進めて
います。

今後も建物の用途ごとに、地域や季節などによる変化を踏まえ
一定量の物件において調査を実施し、要因分析のうえ、室内空気
環境の改善を進めていきます。

当社では、2015年度から主な木質系建材について、その建材か
ら放散されるホルムアルデヒドなどの化学物質の放散量を、より現
実に即した方法で測定できるチャンバー試験※の結果を確認・評価
することで、よりホルムアルデヒド等の放散が少ない建材への切り
替えを進めています。

健康配慮仕様の開発・普及重点戦略 ❷

当社では、よりよい室内空気環境を実現するため、品確法※1で特
定測定物質に指定されている5物質※2について、国が定める指針
値を上回る目標を設定しています。毎年一定数の物件において竣
工時の室内空気質測定を実施し、評価・改善を推進しています。

当社では、化学物質管理を強化するため、2010年に「化学物質
管理ガイドライン」を策定し、主に住宅商品（戸建・低層賃貸住宅）
を対象に運用してきました。2015年に「CSR調達ガイドライン」を
制定するにあたり、製品に使用される化学物質の情報を取引先と
共有し、リスクの高い物質の使用を抑制することで、ステークホル
ダーの健康及び自然環境への影響の少ない製品を提供することを
目的として、「化学物質管理ガイドライン」を「CSR調達ガイドライ
ン」のひとつと位置づけ、使用禁止物質や使用制限物質について
は、全ての購買品に対象範囲を拡大し運用しています。

このガイドラインでは、約280種類の管理物質を指定し、それぞ
れについて【使用禁止】、【管理・使用制限】、【監視】といった3段階
の管理レベルを設定しています。

また、本ガイドラインの運用によって、建材に使用されている化
学物質を把握し、使用禁止物質の有無や使用制限物質の含有量・
放散量をチェックすることで、化学物質によるリスクを最小限に抑
えています。

■ マネジメント
品確法の特定測定物質について自主基準を設定

「化学物質管理ガイドライン」の制定

小型チャンバー法による
VOC放散測定状況

室内空気質濃度の測定風景

P118　CSR調達ガイドライン
P172　化学物質管理ガイドライン

関連ページ

※微小粒子状物質のうち粒子の大きさが2.5μm以下のもの

TOPICS

近年、室内の空気質に対する関心が高まっています。屋
外から侵入する花粉やPM2.5※などの微粒子、室内で発生
するハウスダストなど、室内の空気にはさまざまな汚染物
質が含まれています。

当社では、これらを低減すべく、2005年に天井埋込型
空気清浄機「換気浄化ef」を開発しました。2015年度には、
さらに空間全体の汚染物質の除去効率を高め、新たに「空
気浄化ef」としてリニューアルしました。

空気清浄機「空気浄化ef
（イーエフ：Excellent Fresh）」の開発

対象管理レベル

すべての購買品

住宅商品
（戸建・低層賃貸住宅）

レベル1〈使用禁止〉
すべての製品について使用を禁止
する物質および群。
レベル2〈管理・使用制限〉
主要な建材について使用状況を
把握する物質および群（一部建材
については使用制限あり）。
レベル3〈監視〉
主要な建材について使用状況を
把握する物質および群。

「化学物質管理ガイドライン」による管理区分

「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

重 点
テーマ 4 化学物質による

汚染の防止 商品・サービスにおける有害化学物質削減

重点戦略

❶ 低VOC建材の標準化
❷ 健康配慮仕様の開発・普及

化学物質におけるリスクの最小化（ゼロ）

○ 住宅･建築物のライフサイクルにおける
　 化学物質リスクの把握
○ 有害化学物質の削減・代替・適正管理の推進

「CSR調達ガイドライン」での「化学物質ガイドライン」の位置づけ

■ 今後に向けて
2015年度は、新規に採用する建材について「化学物質管理ガイドライン」に沿って、化学物質の含有量・放散量を確認し、必要なもの

については評価を行いました。
今後は、化学物質管理で先行するEU等の海外での化学物質管理規制について動向を把握するとともに、労働安全衛生法で新たに導

入されたリスクアセスメントを有効活用するなどして、商品のライフサイクルにおける潜在的なリスクの除去を継続的に実施していきま
す。また、建材改善にあたってはサプライヤーと情報を共有し、連携して取り組んでいきます。

※小型チャンバーを用いて建材から放散される
　化学物質の速度、濃度を測定する方法

さらに戸建住宅においては、室
内空気環境に重点を置いた健康
配慮仕様の設定を行い、より空気
環境に配慮した住宅をご提案して
います。

環境との共創共生

（１）取引先行動規範
（２）企業活動ガイドライン

（３）物品ガイドライン

生物多様性ガイドライン【木材調達編】

CSR調達ガイドライン（2015年7月制定）

化学物質管理ガイドライン
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工場での化学物質リスクを最小化するため、PRTR※対象物質
を中心に、発がん性・生殖毒性・変異原性など、特に有害性が
高い化学物質に重点を置き、 削減を推進しています。さらに、
大気汚染防止の観点から、塗料に含まれるVOCの削減にも取
り組んでいます。また土壌汚染対策として、工場や建設現場で
の土壌調査・対策を徹底し、適正管理を行っています。

当社グループではPRTR対象物質の削減を推進、さらに当社では
VOCの削減にも取り組んでいます。

2015年度は、戸建住宅・賃貸住宅部門で一部商品の面材につい
て、従来のねじ固定から金具による裏面固定を開発・展開を図りま
した。これに伴い、外壁面材の補修をなくすことで、塗料を削減。
PRTR対象物質及び、VOC排出量の削減を推進しました。

また、当社商業・事業施設部門及び、当社グループの大和リース
においても錆止め塗料やシンナーの弱溶剤化を進めました。

工場で取り扱う有害化学物質の削減を推進するため、開発部門、
及び生産部門を含めた部門横断型の合同ワーキンググループを定
期的に開催し、取り組みを進めています。

開発部門では、新規材料の設定段階において有害性が低い材料
の選定を行うとともに、工場で使用している化学物質の使用状況
の報告をもとに、より有害性の少ない材料への代替を検討し、継
続的な改善につなげています。また、当社グループ会社において
も、合同ワーキングを実施することで情報を共有し、改善活動を推
進しています。

■ 基本的な考え方
開発・設計、生産プロセスにおける有害化学物質の
削減及び、土壌汚染リスクの最小化

当社では、2007年度より各工場で大気汚染防止法・水質汚濁防
止法に基づく測定や点検などを実施し未然防止に努めるととも
に、管理体制を強化、ばい煙や排水などの排出基準を継続して遵
守しています｡

当社奈良工場では、2015年度に新規導入したカチオン電着塗
装設備において蓄熱燃焼排ガス処理装置を導入、塗料焼付け乾燥
炉から排出されるガス（VOC）濃度を98％以上削減することがで
きました｡さらに省エネルギー化を図るため、排熱を再利用できる
機能も設け、熱交換効率94.5%を達成しました。

また、排水については公共用水域（海域・河川）への主な放流源
となる、電着塗装装置の排水処理設備からの排水について監視、
設備メンテナンスを継続的に実施。なかでも、九州工場・奈良工場・
竜ヶ崎工場では「D’s FEMS

（ディーズ・フェムス）」※を導
入し、排水施設の異常監視
を行っています。今後も継
続して、大気汚染・水質汚
濁の防止に向けた取り組み
を進めていきます。

土壌汚染リスク最小化のため、自社保有地の適正管理や土地取
引時の地歴確認、建設工事時の汚染拡散防止に継続して取り組ん
でいます。

土壌汚染対策法の遵守及び、リスクマネジメントの一環として、
当社工場の土壌調査を計画的に実施しています。2015年度は、4工
場（奈良・竜ヶ崎・栃木二宮・旧四国工場）の増改築工事等が、土壌
汚染対策法4条「3,000㎡以上の土地の形質変更」に該当したた
め、ボーリングによる深度調査など、土壌汚染に関する調査を実施
しました。その結果、敷地の一部で土壌汚染が確認されたため、そ
の内容について管轄行政へ報告、対策を実施しました。今後、その
他の工場についても順次、実施していく予定です。

当社では販売用土地の購入にあたって、原則すべての物件で購入
前に地歴調査を実施しています。地歴調査で土壌汚染のおそれがあ
ると判断した場合には土壌調査を実施し、土壌汚染がある場合には
汚染対策を行ったうえで販売しています。また、建設工事時に土壌の
搬出入がある場合は、搬入土は産地確認や品質検査を行い、搬出土
に汚染リスクがある現場では土壌調査の結果をふまえた適正な処分
先を選択し、二次汚染※を起こさないように取り組んでいます。

※当社独自の工場エネルギー・
　マネジメント・システム

※汚染のない範囲に汚染土壌が拡散してしまうこと

※2014年度のPRTR対象物質排出・移動量及び、VOC排出量の売上高あたりの原単位に
　ついて、環境報告書2015に掲載した数値を訂正します。

※ PRTR：化学物質の排出量・移動量を事業者が年に1回国に届出し、国が集計し、公表
　 する制度

大気汚染、水質汚濁の防止重点戦略 ❷

PRTR対象物質及びVOC削減の推進重点戦略 ❶

土壌汚染対策への取り組み重点戦略 ❸

材料や工法の変更による有害化学物質の削減

部門横断型ワーキンググループの運営

自社保有地（当社工場）における土壌汚染対策

土地取引・建設工事に伴う土壌汚染の拡散防止

蓄熱燃料排ガス処理装置

汚染土壌の掘削除去工事の様子（奈良工場、栃木二宮工場）

土地取引に伴う土壌リスク防止フロー
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「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

重 点
テーマ 4 化学物質による

汚染の防止 事業活動における有害化学物質削減

重点戦略

化学物質、土壌汚染リスクの最小化（ゼロ）

○ 有害化学物質の確認・削減・適正管理の推進
○ 土壌汚染調査・対策の徹底

❶ PRTR対象物質及びVOC削減の推進

❷ 大気汚染、水質汚濁の防止

❸ 土壌汚染対策への取り組み

売上高あたりのVOC
（揮発性有機化合物）排出量 大和ハウス工業

自己評価2014年度
実績

2015年度
目標

2015年度
実績対象範囲管理指標

（KPI）
売上高あたりのPRTR

対象化学物質の排出・移動量 グループ

　2015年度、当社戸建住宅・賃貸住宅部門や当社グループの大和リースにおいて、塗料使用量の削減や塗料・シンナーの弱溶剤化が
進み、当社グループにおける売上高あたりのPRTR対象化学物質の排出・移動量は、 2012年度比39.8％減となり目標を達成しまし
た。また、当社における売上高あたりのVOC排出量も、2012年度比10.1％減となり目標を達成しました。
　今後も塗料・シンナーの弱溶剤化や水性化を進め、PRTR対象物質やVOCの削減を推進します。

: 2015年度目標達成 　　: 2015年度目標未達成（前年度より改善） 　　: 2015年度目標未達成（前年度より悪化）主な目標と実績チェック&アクション

詳細データはP171-172参照

2012年度比改善 39.8％削減
（12年度比）

2012年度比改善 10.1％削減
（12年度比）

32.7％削減
（12年度比）

2.3％削減
（12年度比）

環境との共創共生

※ Safety Date Sheet（安全データシート）事業者が化学物質や製品を他の事業者に譲渡・
　 提供する際、相手方に対してその化学物質に関する特性や取り扱いについての情報を提供す
　 るための資料。

化学物質リスクの管理

開発部門 生産部門

改善計画作成

新規採用時
有害化学物質を確認・評価

PRTR・VOCに
関する改善

PRTR・VOCの
実績報告書

SDS※管理・
化学物質集計

データベースの運用

PRTR・VOCワーキンググループ
（大和ハウス工業・大和リース・デザインアーク）

（t）

（t）

（kg/百万円）

200

100

0

0.6

0.4

0.2

0（年度）2014 201520132012

185.2

0.631 0.467
0.425

147.1 139.1

0.380

129.1129.1

　 排出・移動量合計
売上高あたりの排出・移動量

PRTR対象化学物質排出・移動量の推移

（kg/百万円）
500

400

300

200

100

0

2.0

1.9

1.8

1.7

1.6

0（年度）2014 201520132012

340.7 365.5

1.959

1.941

2012年度比

10.1%

VOC排出量の推移

382.0

1.987

1.786

360.8360.8

　 排出量合計
売上高あたりの排出量

2012年度比

39.8%
削減

削減
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工場での化学物質リスクを最小化するため、PRTR※対象物質
を中心に、発がん性・生殖毒性・変異原性など、特に有害性が
高い化学物質に重点を置き、 削減を推進しています。さらに、
大気汚染防止の観点から、塗料に含まれるVOCの削減にも取
り組んでいます。また土壌汚染対策として、工場や建設現場で
の土壌調査・対策を徹底し、適正管理を行っています。

当社グループではPRTR対象物質の削減を推進、さらに当社では
VOCの削減にも取り組んでいます。

2015年度は、戸建住宅・賃貸住宅部門で一部商品の面材につい
て、従来のねじ固定から金具による裏面固定を開発・展開を図りま
した。これに伴い、外壁面材の補修をなくすことで、塗料を削減。
PRTR対象物質及び、VOC排出量の削減を推進しました。

また、当社商業・事業施設部門及び、当社グループの大和リース
においても錆止め塗料やシンナーの弱溶剤化を進めました。

工場で取り扱う有害化学物質の削減を推進するため、開発部門、
及び生産部門を含めた部門横断型の合同ワーキンググループを定
期的に開催し、取り組みを進めています。

開発部門では、新規材料の設定段階において有害性が低い材料
の選定を行うとともに、工場で使用している化学物質の使用状況
の報告をもとに、より有害性の少ない材料への代替を検討し、継
続的な改善につなげています。また、当社グループ会社において
も、合同ワーキングを実施することで情報を共有し、改善活動を推
進しています。

■ 基本的な考え方
開発・設計、生産プロセスにおける有害化学物質の
削減及び、土壌汚染リスクの最小化

当社では、2007年度より各工場で大気汚染防止法・水質汚濁防
止法に基づく測定や点検などを実施し未然防止に努めるととも
に、管理体制を強化、ばい煙や排水などの排出基準を継続して遵
守しています｡

当社奈良工場では、2015年度に新規導入したカチオン電着塗
装設備において蓄熱燃焼排ガス処理装置を導入、塗料焼付け乾燥
炉から排出されるガス（VOC）濃度を98％以上削減することがで
きました｡さらに省エネルギー化を図るため、排熱を再利用できる
機能も設け、熱交換効率94.5%を達成しました。

また、排水については公共用水域（海域・河川）への主な放流源
となる、電着塗装装置の排水処理設備からの排水について監視、
設備メンテナンスを継続的に実施。なかでも、九州工場・奈良工場・
竜ヶ崎工場では「D’s FEMS

（ディーズ・フェムス）」※を導
入し、排水施設の異常監視
を行っています。今後も継
続して、大気汚染・水質汚
濁の防止に向けた取り組み
を進めていきます。

土壌汚染リスク最小化のため、自社保有地の適正管理や土地取
引時の地歴確認、建設工事時の汚染拡散防止に継続して取り組ん
でいます。

土壌汚染対策法の遵守及び、リスクマネジメントの一環として、
当社工場の土壌調査を計画的に実施しています。2015年度は、4工
場（奈良・竜ヶ崎・栃木二宮・旧四国工場）の増改築工事等が、土壌
汚染対策法4条「3,000㎡以上の土地の形質変更」に該当したた
め、ボーリングによる深度調査など、土壌汚染に関する調査を実施
しました。その結果、敷地の一部で土壌汚染が確認されたため、そ
の内容について管轄行政へ報告、対策を実施しました。今後、その
他の工場についても順次、実施していく予定です。

当社では販売用土地の購入にあたって、原則すべての物件で購入
前に地歴調査を実施しています。地歴調査で土壌汚染のおそれがあ
ると判断した場合には土壌調査を実施し、土壌汚染がある場合には
汚染対策を行ったうえで販売しています。また、建設工事時に土壌の
搬出入がある場合は、搬入土は産地確認や品質検査を行い、搬出土
に汚染リスクがある現場では土壌調査の結果をふまえた適正な処分
先を選択し、二次汚染※を起こさないように取り組んでいます。

※当社独自の工場エネルギー・
　マネジメント・システム

※汚染のない範囲に汚染土壌が拡散してしまうこと

※2014年度のPRTR対象物質排出・移動量及び、VOC排出量の売上高あたりの原単位に
　ついて、環境報告書2015に掲載した数値を訂正します。

※ PRTR：化学物質の排出量・移動量を事業者が年に1回国に届出し、国が集計し、公表
　 する制度

大気汚染、水質汚濁の防止重点戦略 ❷

PRTR対象物質及びVOC削減の推進重点戦略 ❶

土壌汚染対策への取り組み重点戦略 ❸

材料や工法の変更による有害化学物質の削減

部門横断型ワーキンググループの運営

自社保有地（当社工場）における土壌汚染対策

土地取引・建設工事に伴う土壌汚染の拡散防止

蓄熱燃料排ガス処理装置

汚染土壌の掘削除去工事の様子（奈良工場、栃木二宮工場）

土地取引に伴う土壌リスク防止フロー
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「エンドレス グリーン プログラム 2015」実践報告

重 点
テーマ 4 化学物質による

汚染の防止 事業活動における有害化学物質削減

重点戦略

化学物質、土壌汚染リスクの最小化（ゼロ）

○ 有害化学物質の確認・削減・適正管理の推進
○ 土壌汚染調査・対策の徹底

❶ PRTR対象物質及びVOC削減の推進

❷ 大気汚染、水質汚濁の防止

❸ 土壌汚染対策への取り組み

売上高あたりのVOC
（揮発性有機化合物）排出量 大和ハウス工業

自己評価2014年度
実績

2015年度
目標

2015年度
実績対象範囲管理指標

（KPI）
売上高あたりのPRTR

対象化学物質の排出・移動量 グループ

　2015年度、当社戸建住宅・賃貸住宅部門や当社グループの大和リースにおいて、塗料使用量の削減や塗料・シンナーの弱溶剤化が
進み、当社グループにおける売上高あたりのPRTR対象化学物質の排出・移動量は、 2012年度比39.8％減となり目標を達成しまし
た。また、当社における売上高あたりのVOC排出量も、2012年度比10.1％減となり目標を達成しました。
　今後も塗料・シンナーの弱溶剤化や水性化を進め、PRTR対象物質やVOCの削減を推進します。

: 2015年度目標達成 　　: 2015年度目標未達成（前年度より改善） 　　: 2015年度目標未達成（前年度より悪化）主な目標と実績チェック&アクション

詳細データはP171-172参照

2012年度比改善 39.8％削減
（12年度比）

2012年度比改善 10.1％削減
（12年度比）

32.7％削減
（12年度比）

2.3％削減
（12年度比）

環境との共創共生

※ Safety Date Sheet（安全データシート）事業者が化学物質や製品を他の事業者に譲渡・
　 提供する際、相手方に対してその化学物質に関する特性や取り扱いについての情報を提供す
　 るための資料。

化学物質リスクの管理

開発部門 生産部門

改善計画作成

新規採用時
有害化学物質を確認・評価

PRTR・VOCに
関する改善

PRTR・VOCの
実績報告書

SDS※管理・
化学物質集計

データベースの運用

PRTR・VOCワーキンググループ
（大和ハウス工業・大和リース・デザインアーク）

（t）

（t）

（kg/百万円）

200

100

0

0.6

0.4

0.2

0（年度）2014 201520132012

185.2

0.631 0.467
0.425

147.1 139.1

0.380

129.1129.1

　 排出・移動量合計
売上高あたりの排出・移動量

PRTR対象化学物質排出・移動量の推移

（kg/百万円）
500

400

300

200

100

0

2.0

1.9

1.8

1.7

1.6

0（年度）2014 201520132012

340.7 365.5

1.959

1.941

2012年度比

10.1%

VOC排出量の推移

382.0

1.987

1.786

360.8360.8

　 排出量合計
売上高あたりの排出量

2012年度比

39.8%
削減

削減

検出物質 単位 基準値 最高濃度 対応状況
奈良工場（第3工場）
鉛（含有量） mg/kg 150 540 増改築工事に併せて

掘削除去工事を完了六価クロム（溶出量） mg/L 0.05 0.18
竜ヶ崎工場（第4区）
※土壌汚染調査の結果、汚染は確認されませんでした。
旧四国工場（Cゾーン）
鉛（含有量） mg/kg 150 1,200 増改築工事に併せて

掘削除去工事を完了鉛（溶出量） mg/L 0.01 0.32
砒素（溶出量） mg/L 0.01 0.04
フッ素（溶出量） mg/L 0.8 3.3 自然的原因によるものとして

行政に報告フッ素（地下水） mg/L 0.8 4.3
栃木二宮工場（2区周辺）
鉛（含有量） mg/kg 150 24,000 廃棄物除去に併せて

掘削除去工事を完了鉛（溶出量） mg/L 0.01 0.025
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環境マネジメント

大和ハウスグループは、「環境ビジョン」を全グループ会社で共有
し、予防的アプローチの考え方にもとづき、事業活動のあらゆる
側面において環境活動を推進しています。推進にあたっては、統括
責任者を大和ハウス工業代表取締役社長（COO）、委員長を同環
境担当役員とする「全社環境推進委員会」を設置。年2回実施する
当委員会は、当社グループが取り組むべき環境活動の基本的事項
について審議・決定し、全グループの環境活動を統括しています。

また委員会の下部組織として、各担当役員をトップとした10の
専門部会を設置し、3ヵ月に一度の部会レビューを実施するなど、
部門横断型の小単位での部会活動の充実により、きめ細かな改
善活動を進めています。

2015年度は、省エネルギーや環境配慮設計などグループ横断の
共通テーマについて、環境推進責任者等による合同ワーキンググ
ループを通じて、優良事例の水平展開などに取り組んだ結果、18
社中8社が最高位のAランク評価となり、Cランク評価の会社は3
社となりました。2016年度は、評価項目、基準を見直し、継続して
グループ会社のレベルアップを推進します。

当社では、独自の環境情報システム「ei-system」を構築し、事業
所の環境データを収集・集計、活動実施状況を月次で把握・管理し
ています。また、対象となるグループ会社には、独自に開発した目
標管理システム「ECO管！」を通じて、エネルギー使用量・CO2排
出量・廃棄物排出量などの環境データを四半期ごとに集計し、進
捗を管理しています。

2016年度からは、今まで個別に管理していた各社の詳細データ
を1つの環境システムに集約し、データの収集・集計・目標管理の精
度向上・効率化を進める新システムを導入、目標達成度などの見える
化や分析力の向上によりさらなる改善活動に取り組んでいきます。

当社グループでは、環境マネジメントシステム（国際規格 ISO 
14001）の認証を取得、維持・更新しています。また、各社で定める
マニュアルにもとづいて担当部門が定期的に環境監査を実施し、環
境マネジメントシステムの運用状況および環境パフォーマンス、汚
染の予防、リスク回避の状況等について確認・指導を行っています。
なお、監査の結果はマネジメントレビューの情報として経営層に報
告し、継続的改善に活用しています。

当社グループでは、事業活動により生じた産業廃棄物や有害物
質による大気・水質・土壌などへの環境汚染が、人の健康や生態系
に影響を及ぼす可能性を「環境リスク」と捉え、法定基準を上回る
自主基準の設定や廃棄物処理業者の選定評価など、管理体制の
強化を通じ、未然防止と影響の低減に努めています（狭義の環境リ
スクマネジメント）。

一方、気候変動や生物多様性の損失といった環境問題とそれに
伴う社会の変化によって、規制強化や物理的変化を通じて、当社グ
ループの事業活動が負の影響を受ける可能性を「環境関連の事業
リスク」と認識し、定期的なリスク評価を行い、予防的取り組みを
進めています（広義の環境リスクマネジメント）。

当社では、環境に関する法令について、本社部門が主管となり、
法改正情報や対応策を発信し、各部門・各事業所における法令・
ルールの遵守・徹底を図っています。2015年度は、特に「省エネ
法・建築物省エネ法」や「フロン排出抑制法」への対応を進めま
した。

また、関連する法令が多岐にわたる生産部門では、本社で一元
管理を行うとともに、各工場では条例なども含めた法規制への対
応を行い、リスクの未然防止を図っています。さらに、万が一法令
違反や環境に関する事故・苦情などがあった場合の対応方法につ
いても手順を定め、定期的に教育訓練を行い、手順のレビューを実
施するなど、適切に対処できる体制の維持・継続に努めています。
なお、全社のリスク管理については、経営管理本部長を委員長に、
本社関連部門長を委員とする「リスク管理委員会」を月1回開催し、
管理体制の継続的な改善を図っています。

今後は、グループ一体となり環境リスク管理体制の構築に取り
組んでいきます。

2015年度は環境関連法に関して重大な違反・訴訟問題はあり
ませんでした。

当社グループでは、全員参加型の環境活動を進めるため、様々
な面から環境教育を実施しています。

当社では部門別の専門教育として、主要な環境リスクである廃棄
物や土壌汚染に重点をおき、一般教育では環境問題の動向や全社
方針、優秀事例の紹介などを中心に教育を進めています。2015年
度は、各事業所に配置したECOサポーターへの研修を行うととも
に、事業所内での参加型研修（年2回）を継続的に実施し、自事業所
における環境活動の課題・対策等を共有、改善を図っています。

今後は、グループ会社も含めた従業員の環境関連資格の取得促
進と環境知識向上を図るとともに、取引先への環境情報発信を強
化し、サプライチェーンを含めた環境経営への参画意識の向上を図
ります。

当社では、2008年度から各事業所で取り組む環境活動を顕彰
する「Challenge! We Build ECOコンテスト」（環境優秀事例社長
表彰）を実施しています。ECOプロダクツ、ECOプロセス、ECOテ
クノロジー、ECOコミュニケーションの各部門ごとに優れた事例を
表彰し、最も顕著な成果を上げた事例を社長賞として表彰してい
ます。これらの優秀事例は、社内イントラや社内報で紹介し、水平
展開を進めています。

■ 基本的な考え方・推進体制

グループ会社の環境経営実績を業績評価に反映

環境統括責任者（社長）

全社環境推進委員会（委員長：環境担当役員）

大和ハウス工業　専門部会
ECOプロダクツ

（商品・サービス）

事業所／工場

環境部（事務局）

環境統括
責任者

（支店長・　
工場長）

環境推進
責任者

（総務経理責任者・
品質環境管理責任者） 各課 各課 各課

ECOプロセス
（事業活動） グループ

各社

グループ全体の
マネジメント

部門別の
マネジメント

事業所・工場別の
マネジメント

ECOサポーター

5部会：戸建住宅、集合住宅、
マンション、流通店舗、
建築

5部会：オフィス、住宅施工、
建築施工、ファクト
リー、物流

環境マネジメント体制

当社グループでは、「グループ企業倫理綱領」において「環境と共
に」を基本方針の一つに掲げ、グループ全体で環境経営の展開を
進めています。

大和ハウス工業では2012年度より、全社の重点管理項目にもと
づき、事業所ごとに改善状況を定量評価して点数化した「あなたの
事業所のECO診断」を実施しています。診断結果を年2回社内で
公開し、年間を通じて最高ランクとなった事業所を「優秀ECO事業
所」として表彰。さらに2014年度からは、この診断結果を事業所の
業績評価に反映させる仕組みを構築しています。同制度の導入に
あたり、各事業所に環境推進責任者を補佐するECOサポーター

（95名）を配置・育成し、環境活動のボトムアップを図っています。
2015年度は、ECOサポーターの働きかけによる環境改善活動

の定着が進み、最高位のSランク事業所が21事業所（前年度比6事
業所増）へと大幅に増加する一方、Dランク評価の事業所は2事業
所となりました。2016年度は、評価基準を見直し、さらなるレベル
アップを図ります。

2013年度からは、環境マネジメントの対象範囲を資本関係の密
接な主要連結子会社へ拡大し、2015年度は33社で数値目標を設
定、取り組みを推進しています。なかでも、環境負荷の大きい主要
グループ会社18社については、業績評価に「環境経営」の項目を組
み込み、グループ会社の環境活動の進捗を評価しています。

■ 環境経営の推進

事業所の環境活動実績を業績評価に反映

Sランク
Aランク
Bランク
Cランク
Dランク

※工場は別評価のため除く

34％

2％

2015年度
83※事業所

25％

25％

13％

34％

0％

2014年度
83※事業所

18％

46％

2％

「あなたの事業所のECO診断」の評価結果

■ 環境監査
ISO14001の認証取得、環境監査の実施

■ 環境リスクマネジメント

■ 環境教育・意識啓発

環境法令を遵守する仕組み

環境関連の事故・苦情（2015年度）

環境教育～サポーターの育成と参加型研修の充実～

社内表彰制度～社長表彰の実施と水平展開～

グループ会社（本社）

……

……

大和ハウス工業（本社）

大和ハウス工業（環境部）大和ハウス工業（事務所・工場など）

目標管理システム「ECO管！」
四半期報告(Web)

月次報告(Web)

集計・分析

各社・各事業所へ
フィードバック

環境情報システム
「ei-system」 業績評価への活用

CSRレポートでの
開示

各種アンケート
への回答

環境パフォーマンスデータ管理の仕組み

P89　フロン排出抑制法への対応
P117　グループ・グローバルにおける環境リスク管理体制の構築

関連ページ

P117　グループ会社への研修の実施関連ページ

ISO14001認証取得状況
社名

大和ハウス工業
大和リース

大和物流

フジタ

認証取得範囲
生産購買本部（購買部除く）および全10工場
全社
安全品質推進部・三重支店・奈良支店・
大阪南支店(旧関西配送センター )
全社(国際支社の海外拠点除く)

（2016年3月末現在）

環境との共創共生

環境教育実施状況（2015年度）
分類 形態内容

廃棄物管理
土壌汚染対策
環境配慮設計
ECOサポーター
グループ会社研修会
事業所参加型研修
新入社員総括研修

専門
教育

監査
研修
研修
研修
研修
研修
研修

一般
教育

人数等

各事業所年2回（延べ234回）
413名
125名
年2回（190名）
53名
各事業所年2回
319名

環境関連資格の取得状況（大和ハウス工業）
人数資格名

177
328
277
921
29
19

ｅｃｏ検定
CASBEE戸建評価員
CASBEE建築評価員
健康住宅アドバイザー
エネルギー管理士
家庭の省エネエキスパート

（2016年4月末現在）

環境パフォーマンスデータの管理

Aランク
Bランク
Cランク

72％

28％

0％

2014年度
18社

グループ環境業績評価の結果

44％39％

17％

2015年度
18社

115 DaiwaHouseGroup CSR Report 2016



環境マネジメント

大和ハウスグループは、「環境ビジョン」を全グループ会社で共有
し、予防的アプローチの考え方にもとづき、事業活動のあらゆる
側面において環境活動を推進しています。推進にあたっては、統括
責任者を大和ハウス工業代表取締役社長（COO）、委員長を同環
境担当役員とする「全社環境推進委員会」を設置。年2回実施する
当委員会は、当社グループが取り組むべき環境活動の基本的事項
について審議・決定し、全グループの環境活動を統括しています。

また委員会の下部組織として、各担当役員をトップとした10の
専門部会を設置し、3ヵ月に一度の部会レビューを実施するなど、
部門横断型の小単位での部会活動の充実により、きめ細かな改
善活動を進めています。

2015年度は、省エネルギーや環境配慮設計などグループ横断の
共通テーマについて、環境推進責任者等による合同ワーキンググ
ループを通じて、優良事例の水平展開などに取り組んだ結果、18
社中8社が最高位のAランク評価となり、Cランク評価の会社は3
社となりました。2016年度は、評価項目、基準を見直し、継続して
グループ会社のレベルアップを推進します。

当社では、独自の環境情報システム「ei-system」を構築し、事業
所の環境データを収集・集計、活動実施状況を月次で把握・管理し
ています。また、対象となるグループ会社には、独自に開発した目
標管理システム「ECO管！」を通じて、エネルギー使用量・CO2排
出量・廃棄物排出量などの環境データを四半期ごとに集計し、進
捗を管理しています。

2016年度からは、今まで個別に管理していた各社の詳細データ
を1つの環境システムに集約し、データの収集・集計・目標管理の精
度向上・効率化を進める新システムを導入、目標達成度などの見える
化や分析力の向上によりさらなる改善活動に取り組んでいきます。

当社グループでは、環境マネジメントシステム（国際規格 ISO 
14001）の認証を取得、維持・更新しています。また、各社で定める
マニュアルにもとづいて担当部門が定期的に環境監査を実施し、環
境マネジメントシステムの運用状況および環境パフォーマンス、汚
染の予防、リスク回避の状況等について確認・指導を行っています。
なお、監査の結果はマネジメントレビューの情報として経営層に報
告し、継続的改善に活用しています。

当社グループでは、事業活動により生じた産業廃棄物や有害物
質による大気・水質・土壌などへの環境汚染が、人の健康や生態系
に影響を及ぼす可能性を「環境リスク」と捉え、法定基準を上回る
自主基準の設定や廃棄物処理業者の選定評価など、管理体制の
強化を通じ、未然防止と影響の低減に努めています（狭義の環境リ
スクマネジメント）。

一方、気候変動や生物多様性の損失といった環境問題とそれに
伴う社会の変化によって、規制強化や物理的変化を通じて、当社グ
ループの事業活動が負の影響を受ける可能性を「環境関連の事業
リスク」と認識し、定期的なリスク評価を行い、予防的取り組みを
進めています（広義の環境リスクマネジメント）。

当社では、環境に関する法令について、本社部門が主管となり、
法改正情報や対応策を発信し、各部門・各事業所における法令・
ルールの遵守・徹底を図っています。2015年度は、特に「省エネ
法・建築物省エネ法」や「フロン排出抑制法」への対応を進めま
した。

また、関連する法令が多岐にわたる生産部門では、本社で一元
管理を行うとともに、各工場では条例なども含めた法規制への対
応を行い、リスクの未然防止を図っています。さらに、万が一法令
違反や環境に関する事故・苦情などがあった場合の対応方法につ
いても手順を定め、定期的に教育訓練を行い、手順のレビューを実
施するなど、適切に対処できる体制の維持・継続に努めています。
なお、全社のリスク管理については、経営管理本部長を委員長に、
本社関連部門長を委員とする「リスク管理委員会」を月1回開催し、
管理体制の継続的な改善を図っています。

今後は、グループ一体となり環境リスク管理体制の構築に取り
組んでいきます。

2015年度は環境関連法に関して重大な違反・訴訟問題はあり
ませんでした。

当社グループでは、全員参加型の環境活動を進めるため、様々
な面から環境教育を実施しています。

当社では部門別の専門教育として、主要な環境リスクである廃棄
物や土壌汚染に重点をおき、一般教育では環境問題の動向や全社
方針、優秀事例の紹介などを中心に教育を進めています。2015年
度は、各事業所に配置したECOサポーターへの研修を行うととも
に、事業所内での参加型研修（年2回）を継続的に実施し、自事業所
における環境活動の課題・対策等を共有、改善を図っています。

今後は、グループ会社も含めた従業員の環境関連資格の取得促
進と環境知識向上を図るとともに、取引先への環境情報発信を強
化し、サプライチェーンを含めた環境経営への参画意識の向上を図
ります。

当社では、2008年度から各事業所で取り組む環境活動を顕彰
する「Challenge! We Build ECOコンテスト」（環境優秀事例社長
表彰）を実施しています。ECOプロダクツ、ECOプロセス、ECOテ
クノロジー、ECOコミュニケーションの各部門ごとに優れた事例を
表彰し、最も顕著な成果を上げた事例を社長賞として表彰してい
ます。これらの優秀事例は、社内イントラや社内報で紹介し、水平
展開を進めています。

■ 基本的な考え方・推進体制

グループ会社の環境経営実績を業績評価に反映

環境統括責任者（社長）

全社環境推進委員会（委員長：環境担当役員）

大和ハウス工業　専門部会
ECOプロダクツ

（商品・サービス）

事業所／工場

環境部（事務局）

環境統括
責任者

（支店長・　
工場長）

環境推進
責任者

（総務経理責任者・
品質環境管理責任者） 各課 各課 各課

ECOプロセス
（事業活動） グループ

各社

グループ全体の
マネジメント

部門別の
マネジメント

事業所・工場別の
マネジメント

ECOサポーター

5部会：戸建住宅、集合住宅、
マンション、流通店舗、
建築

5部会：オフィス、住宅施工、
建築施工、ファクト
リー、物流

環境マネジメント体制

当社グループでは、「グループ企業倫理綱領」において「環境と共
に」を基本方針の一つに掲げ、グループ全体で環境経営の展開を
進めています。

大和ハウス工業では2012年度より、全社の重点管理項目にもと
づき、事業所ごとに改善状況を定量評価して点数化した「あなたの
事業所のECO診断」を実施しています。診断結果を年2回社内で
公開し、年間を通じて最高ランクとなった事業所を「優秀ECO事業
所」として表彰。さらに2014年度からは、この診断結果を事業所の
業績評価に反映させる仕組みを構築しています。同制度の導入に
あたり、各事業所に環境推進責任者を補佐するECOサポーター

（95名）を配置・育成し、環境活動のボトムアップを図っています。
2015年度は、ECOサポーターの働きかけによる環境改善活動

の定着が進み、最高位のSランク事業所が21事業所（前年度比6事
業所増）へと大幅に増加する一方、Dランク評価の事業所は2事業
所となりました。2016年度は、評価基準を見直し、さらなるレベル
アップを図ります。

2013年度からは、環境マネジメントの対象範囲を資本関係の密
接な主要連結子会社へ拡大し、2015年度は33社で数値目標を設
定、取り組みを推進しています。なかでも、環境負荷の大きい主要
グループ会社18社については、業績評価に「環境経営」の項目を組
み込み、グループ会社の環境活動の進捗を評価しています。

■ 環境経営の推進

事業所の環境活動実績を業績評価に反映

Sランク
Aランク
Bランク
Cランク
Dランク

※工場は別評価のため除く

34％

2％

2015年度
83※事業所

25％

25％

13％

34％

0％

2014年度
83※事業所

18％

46％

2％

「あなたの事業所のECO診断」の評価結果

■ 環境監査
ISO14001の認証取得、環境監査の実施

■ 環境リスクマネジメント

■ 環境教育・意識啓発

環境法令を遵守する仕組み

環境関連の事故・苦情（2015年度）

環境教育～サポーターの育成と参加型研修の充実～

社内表彰制度～社長表彰の実施と水平展開～

グループ会社（本社）

……

……

大和ハウス工業（本社）

大和ハウス工業（環境部）大和ハウス工業（事務所・工場など）

目標管理システム「ECO管！」
四半期報告(Web)

月次報告(Web)

集計・分析

各社・各事業所へ
フィードバック

環境情報システム
「ei-system」 業績評価への活用

CSRレポートでの
開示

各種アンケート
への回答

環境パフォーマンスデータ管理の仕組み

P89　フロン排出抑制法への対応
P117　グループ・グローバルにおける環境リスク管理体制の構築

関連ページ

P117　グループ会社への研修の実施関連ページ

ISO14001認証取得状況
社名

大和ハウス工業
大和リース

大和物流

フジタ

認証取得範囲
生産購買本部（購買部除く）および全10工場
全社
安全品質推進部・三重支店・奈良支店・
大阪南支店(旧関西配送センター )
全社(国際支社の海外拠点除く)

（2016年3月末現在）

環境との共創共生

環境教育実施状況（2015年度）
分類 形態内容

廃棄物管理
土壌汚染対策
環境配慮設計
ECOサポーター
グループ会社研修会
事業所参加型研修
新入社員総括研修

専門
教育

監査
研修
研修
研修
研修
研修
研修

一般
教育

人数等

各事業所年2回（延べ234回）
413名
125名
年2回（190名）
53名
各事業所年2回
319名

環境関連資格の取得状況（大和ハウス工業）
人数資格名

177
328
277
921
29
19

ｅｃｏ検定
CASBEE戸建評価員
CASBEE建築評価員
健康住宅アドバイザー
エネルギー管理士
家庭の省エネエキスパート

（2016年4月末現在）

環境パフォーマンスデータの管理

Aランク
Bランク
Cランク

72％

28％

0％

2014年度
18社

グループ環境業績評価の結果

44％39％

17％

2015年度
18社
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以前から取り組んでいる太陽光発電や高効
率給湯器などの環境アイテムや環境配慮商品
の提案を継続して推進するとともに、点数の低
かった住宅系の工場デポ評価を改善する等、各
部門が課題を共有して改善を図ったことが、３
年連続Ｓランク評価につながったと思います。
今後も事業を通じて環境というキーワードで
地域に貢献できる佐賀支店にしていきます。

前年のＥＣＯ診断結果をふまえ、各部門
ごとに取り組むべき環境課題を部門責任
者と情報共有し、支店の弱点を一つ一つ
地道に対応・克服してきました。

今後も、エコドライブやライトダウンの
推進、デマンド監視による電力使用量削減
といった支店一人一人の“凡事徹底”の積み
重ねによる環境活動を推進していきます。

３年連続　優秀ECO事業所　佐賀支店

森川 恭治
支店長

濱 貴志
ECOサポーター

当社では、CSR調達ガイドラインの「(1)取引先行動規範」に
おいて環境保全の取り組みに関する基本原則を定め、資材調
達先である「トリリオン会」、生産・施工協力会社である「協力
会連合会」、設備機器調達先である「設和会」という3つのサプ
ライチェーンネットワークを通じて、環境への取り組みに関して
協働しています。

今後は、各サプライヤーにおいて「CSR調達ガイドライン」に則
り、環境に配慮した企業活動・製品供給を実施していただくため、
具体的な基準を明確にしていくとともに、「CSR調達ガイドライン」
の遵守状況をセルフチェックしていただく制度の構築を図っていき
ます。また、当社グループとサプライヤー間の相互監査や情報共有
の場を設けることにより、活動レベルの向上を図ります。

各サプライヤーにおいては、当社事務局とともに年度ごとの重点
テーマとプロジェクトを選定し、環境の取り組みを進めています。

■ 基本的な考え方・推進体制

サプライチェーンを通じた環境活動

当社は、2006年より施工会社（協力会連合会会員会社）に対し
て、人権・法令・環境を基本原則とした「取引先会社行動規範」を
制定、2010年には「化学物質管理ガイドライン」「生物多様性ガイ
ドライン」を制定し、運用を進めてきました。そして2015年7月に
は、「調達基本方針」「CSR調達ガイドライン」を制定。「調達基本方
針」は当社グループ従業員がQCD（品質・コスト・納期）と社会性・
環境性について、考慮しながら調達を進めるための方針です。ま
た、「CSR調達ガイドライン」は全ての一次サプライヤーを対象と
し、人権・労働安全・環境保全など、サプライヤーに求める社会
性・環境性の包括的な基準です。特に、化学物質管理と木材調達
に関しては、具体的なガイドラインや評価基準を定めて、継続的な
モニタリングを行っています。

2015年度は、各サプライヤーに対して「CSR調達ガイドライン」
の説明会を実施し、調達段階における環境負荷低減および環境リ
スク低減の重要性についてご理解いただき、「CSR調達ガイドライ
ン」に対する同意書を受領しました。

Ｐ93　バリューチェーンにおけるCO2削減
P99　生物多様性ガイドライン
P111　マネジメント

関連ページ

Ｐ94  バリューチェーンにおけるCO2削減、TOPICS関連ページ

P99　生物多様性ガイドライン　P111　マネジメント関連ページ

事業全体におけるサプライチェーンマネジメント

サプライヤーにおける環境方針の浸透

TOPICS

大和ハウス工業では、「あなたの事業所のＥＣＯ診断」を年2回実施しています。Ｓランクの優秀ＥＣＯ事業所の特長は、他の事業所
に比べて“凡事徹底”ができている点です。具体的には、環境活動を特別なことと考えず身近な取り組みとしていることや、事業所内の
コミュニケーションが活発で意思疎通が円滑に図られていることです。また、事業所で環
境活動を推進するために重要な役割を担っているのが「ＥＣＯサポーター」です。彼らが中
心となり、各事業所に合った活動を推進しています。同診断を導入した当初（2012年）は、
Ｓランク事業所は1事業所のみでしたが、「ＥＣＯサポーター制度」を導入した2014年以降
は大幅に増加。環境活動のボトムアップ及び、本社と事業所のコミュニケーション強化につ
ながっています。

このＥＣＯサポーター制度を中心とした取り組みが評価され、2016年5月に「環境 人づく
り企業大賞2015」（主催：環境省、環境人材育成コンソーシアム）で優秀賞を受賞しました。

事例 事業所での環境マネジメント活動の浸透によるＳランク事業所の増加

■ 今後に向けて
当社グループでは、複数のグループ会社が同一の環境法令の適用を受けている場合があるため、業務の効率化とレベルのバ

ラツキをなくすことを目的に、グループ各社が共通に運用できる「グループ環境法令管理システム」の構築を進めています。この
システムは、各種環境法令の改正内容などをWeb上でタイムリーに確認し、事業所ごとに遵守状況をチェック・報告できる機能
を備えており、専門性の高い法管理業務を確実かつ効率的に実施することができます。また、グループ会社間で法管理に必要な
手順書や様式等を共有でき法管理レベルの底上げにもつながります。今後、2016年度中に当システムの構築を完了させ、さら
なる環境リスクの低減とコンプライアンスの徹底に努めていきます。

加えて、拡大する海外事業のリスク管理体制の構築に向け、継続して海外の環境関連法規制についての情報収集を行うとと
もに、関連部門との情報共有を進めていきます。 

グループ・グローバルにおける環境リスク管理体制の構築

当社のグループ会社では、各社に環境推進責任者を配置し、彼らがグループ全体の環境
方針や目標をもとに自社の目標を設定、改善活動を展開しています。

環境推進責任者がスムーズに環境活動を展開できるよう、年に一度研修会を開催。
2015年度は、当社環境部から優秀事例の紹介や、CO2情報等に関する第三者保証とその
対応について説明した後、グループの環境推進責任者から自社の環境マネジメント体制、事
例の共有を行いました。研修会では、環境活動の推進に役立つ情報を共有していますが、
各社の業種や規模が多様で、取り組むべき環境活動のポイントも異なるため、研修会実施
後にアンケートを取るなど、参加者の意見や要望を取り入れ、内容の充実を図っています。
今後、より一層グループ各社がグループ全体の環境方針や目標を理解し展開できるよう、
取り組んでいきます。

事例 グループ会社向け環境研修会を定期的に実施

グループ研修会の様子

各事務所のECOサポーター

協力会
連合会

トリリオン会 設和会サプライチェーン
ネットワーク

4,572社

238社 142社

環境マネジメント

環境との共創共生

会員数サプライヤー（組織名）
資材調達先

（トリリオン会）

生産・施工協力会社
（協力会連合会）

設備機器調達先
（設和会）

238社

4,572社

142社

調達

生産

施工

主な取り組み
工場省エネ診断、設備更新、
協働省エネプロジェクト
生産・施工現場での
改善プロジェクト、
優秀事例表彰
環境配慮技術の共同開発、
技術展示会・セミナーの開催

（2016年3月末現在）

「CSR調達ガイドライン」の策定・見直し

当社調達担当者およびサプライヤーへの説明

サプライヤーから同意書の受領

取引基本契約書・発注書への反映

「CSR調達ガイドライン」のセルフチェック実施

課題・改善策の検討・実施

2015年までに実施 2016年以降実施予定
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CSR調達ガイドラインの策定・運用
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以前から取り組んでいる太陽光発電や高効
率給湯器などの環境アイテムや環境配慮商品
の提案を継続して推進するとともに、点数の低
かった住宅系の工場デポ評価を改善する等、各
部門が課題を共有して改善を図ったことが、３
年連続Ｓランク評価につながったと思います。
今後も事業を通じて環境というキーワードで
地域に貢献できる佐賀支店にしていきます。

前年のＥＣＯ診断結果をふまえ、各部門
ごとに取り組むべき環境課題を部門責任
者と情報共有し、支店の弱点を一つ一つ
地道に対応・克服してきました。

今後も、エコドライブやライトダウンの
推進、デマンド監視による電力使用量削減
といった支店一人一人の“凡事徹底”の積み
重ねによる環境活動を推進していきます。

３年連続　優秀ECO事業所　佐賀支店

森川 恭治
支店長

濱 貴志
ECOサポーター

当社では、CSR調達ガイドラインの「(1)取引先行動規範」に
おいて環境保全の取り組みに関する基本原則を定め、資材調
達先である「トリリオン会」、生産・施工協力会社である「協力
会連合会」、設備機器調達先である「設和会」という3つのサプ
ライチェーンネットワークを通じて、環境への取り組みに関して
協働しています。

今後は、各サプライヤーにおいて「CSR調達ガイドライン」に則
り、環境に配慮した企業活動・製品供給を実施していただくため、
具体的な基準を明確にしていくとともに、「CSR調達ガイドライン」
の遵守状況をセルフチェックしていただく制度の構築を図っていき
ます。また、当社グループとサプライヤー間の相互監査や情報共有
の場を設けることにより、活動レベルの向上を図ります。

各サプライヤーにおいては、当社事務局とともに年度ごとの重点
テーマとプロジェクトを選定し、環境の取り組みを進めています。

■ 基本的な考え方・推進体制

サプライチェーンを通じた環境活動

当社は、2006年より施工会社（協力会連合会会員会社）に対し
て、人権・法令・環境を基本原則とした「取引先会社行動規範」を
制定、2010年には「化学物質管理ガイドライン」「生物多様性ガイ
ドライン」を制定し、運用を進めてきました。そして2015年7月に
は、「調達基本方針」「CSR調達ガイドライン」を制定。「調達基本方
針」は当社グループ従業員がQCD（品質・コスト・納期）と社会性・
環境性について、考慮しながら調達を進めるための方針です。ま
た、「CSR調達ガイドライン」は全ての一次サプライヤーを対象と
し、人権・労働安全・環境保全など、サプライヤーに求める社会
性・環境性の包括的な基準です。特に、化学物質管理と木材調達
に関しては、具体的なガイドラインや評価基準を定めて、継続的な
モニタリングを行っています。

2015年度は、各サプライヤーに対して「CSR調達ガイドライン」
の説明会を実施し、調達段階における環境負荷低減および環境リ
スク低減の重要性についてご理解いただき、「CSR調達ガイドライ
ン」に対する同意書を受領しました。

Ｐ93　バリューチェーンにおけるCO2削減
P99　生物多様性ガイドライン
P111　マネジメント

関連ページ

Ｐ94  バリューチェーンにおけるCO2削減、TOPICS関連ページ

P99　生物多様性ガイドライン　P111　マネジメント関連ページ

事業全体におけるサプライチェーンマネジメント

サプライヤーにおける環境方針の浸透

TOPICS

大和ハウス工業では、「あなたの事業所のＥＣＯ診断」を年2回実施しています。Ｓランクの優秀ＥＣＯ事業所の特長は、他の事業所
に比べて“凡事徹底”ができている点です。具体的には、環境活動を特別なことと考えず身近な取り組みとしていることや、事業所内の
コミュニケーションが活発で意思疎通が円滑に図られていることです。また、事業所で環
境活動を推進するために重要な役割を担っているのが「ＥＣＯサポーター」です。彼らが中
心となり、各事業所に合った活動を推進しています。同診断を導入した当初（2012年）は、
Ｓランク事業所は1事業所のみでしたが、「ＥＣＯサポーター制度」を導入した2014年以降
は大幅に増加。環境活動のボトムアップ及び、本社と事業所のコミュニケーション強化につ
ながっています。

このＥＣＯサポーター制度を中心とした取り組みが評価され、2016年5月に「環境 人づく
り企業大賞2015」（主催：環境省、環境人材育成コンソーシアム）で優秀賞を受賞しました。

事例 事業所での環境マネジメント活動の浸透によるＳランク事業所の増加

■ 今後に向けて
当社グループでは、複数のグループ会社が同一の環境法令の適用を受けている場合があるため、業務の効率化とレベルのバ

ラツキをなくすことを目的に、グループ各社が共通に運用できる「グループ環境法令管理システム」の構築を進めています。この
システムは、各種環境法令の改正内容などをWeb上でタイムリーに確認し、事業所ごとに遵守状況をチェック・報告できる機能
を備えており、専門性の高い法管理業務を確実かつ効率的に実施することができます。また、グループ会社間で法管理に必要な
手順書や様式等を共有でき法管理レベルの底上げにもつながります。今後、2016年度中に当システムの構築を完了させ、さら
なる環境リスクの低減とコンプライアンスの徹底に努めていきます。

加えて、拡大する海外事業のリスク管理体制の構築に向け、継続して海外の環境関連法規制についての情報収集を行うとと
もに、関連部門との情報共有を進めていきます。 

グループ・グローバルにおける環境リスク管理体制の構築

当社のグループ会社では、各社に環境推進責任者を配置し、彼らがグループ全体の環境
方針や目標をもとに自社の目標を設定、改善活動を展開しています。

環境推進責任者がスムーズに環境活動を展開できるよう、年に一度研修会を開催。
2015年度は、当社環境部から優秀事例の紹介や、CO2情報等に関する第三者保証とその
対応について説明した後、グループの環境推進責任者から自社の環境マネジメント体制、事
例の共有を行いました。研修会では、環境活動の推進に役立つ情報を共有していますが、
各社の業種や規模が多様で、取り組むべき環境活動のポイントも異なるため、研修会実施
後にアンケートを取るなど、参加者の意見や要望を取り入れ、内容の充実を図っています。
今後、より一層グループ各社がグループ全体の環境方針や目標を理解し展開できるよう、
取り組んでいきます。

事例 グループ会社向け環境研修会を定期的に実施

グループ研修会の様子

各事務所のECOサポーター

協力会
連合会

トリリオン会 設和会サプライチェーン
ネットワーク

4,572社

238社 142社

環境マネジメント

環境との共創共生

会員数サプライヤー（組織名）
資材調達先

（トリリオン会）

生産・施工協力会社
（協力会連合会）

設備機器調達先
（設和会）

238社

4,572社

142社

調達

生産

施工

主な取り組み
工場省エネ診断、設備更新、
協働省エネプロジェクト
生産・施工現場での
改善プロジェクト、
優秀事例表彰
環境配慮技術の共同開発、
技術展示会・セミナーの開催

（2016年3月末現在）

「CSR調達ガイドライン」の策定・見直し

当社調達担当者およびサプライヤーへの説明

サプライヤーから同意書の受領

取引基本契約書・発注書への反映

「CSR調達ガイドライン」のセルフチェック実施

課題・改善策の検討・実施

2015年までに実施 2016年以降実施予定
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CSR調達ガイドラインの策定・運用
（1）取引先行動規範

5）環境の保全
環境と共生し人が心豊かに生きる暮らしと社会の実現を目
指し、「事業活動プロセス」および「商品・サービス」の両
面において環境負荷の低減に努める。

（3）物質ガイドライン
①化学物質管理ガイドライン

②生物多様性ガイドライン【木材調達編】

（2）企業活動ガイドライン

5-1
環境関連法令の遵守
と社会からの要請へ
の対応

国内外の環境関連法令を遵守するとともに、国際
社会やステークホルダーからの要請に応えること
で、環境への負荷低減と貢献に努める。

5-2 気候変動への対応
商品・サービスおよび事業活動プロセス（調達・
加工等）において省エネルギーを推進するとともに、
自然エネルギーの活用に努める。

5-3 省資源化の推進
「リデュース・リユース・リサイクル」を推進すると
ともに、商品のライフサイクル（生産・使用・廃棄
等）に配慮して「省資源・長寿命化・資源循環」
に努める。

5-4 化学物質の管理
製品に使用される化学物質の情報を取引先と共有
し、かつリスクの高い物質の使用を抑制することに
より、ステークホルダーの健康および自然環境へ
の影響の少ない製品の提供を図る。

5-5 生物多様性への配慮
持続可能な木材調達を通じた森林保護を推進する
とともに、周辺環境との調和に配慮した街づくりや
緑化に努める。
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当社では、2005年から次代を担うこどもたちに地球環境の大切
さを伝え理解してもらうことを目的に、親子で一緒に環境問題に
ついて「考え・つくり・発見する」家模型づくりワークショップを実
施しています。2015年度は366名にご参加いただき、累計参加者
は5,713名（2016年3月末現在）となりました。

今後もワークショップを通じて、こどもたちに環境について学ぶ
機会を設け、地域社会と連携した環境コミュニケーション活動を
継続して実施します。

当社では、企業・行政に向けた講演会を通じて環境に対する考
え方や取り組みを紹介しています。

2015年度は、「日経BP環境経営フォーラム」「宇部コンビナート
省エネ・温室効果ガス削減研究協議会セミナー」「福岡県企業向け
省エネ・節電講座」などで講演を行い、当社の環境経営や省エネ・
節電への取り組みをご紹介するとともに、参加された企業・行政の
方向けに情報提供を行いました。

今後は、こうした取り組みをさらに積極的に行うため、当社環境
Webサイトでの受付も実施していきます。

当社グループでは、一般生活者の方を対象に冊子「SUSTAINABLE 
JOURNEY」を年2回発行しています。この冊子では、世界のスマー
トシティやサステナブルな暮らし方のご提案、当社グループの環境
事例などを雑誌風にご紹介。読者からいただいたご意見を次回の
誌面づくりに反映させています。また、Facebookでも環境に関す
る情報を発信し、コメントを通じて双方向コミュニケーションを
行っています。

ステークホルダーとの対話では、ステークホルダーミーティング
を2016年1月に開催。有識者ダイアログを2015年5月・2016年2
月と2回実施。いただいたご意見を当社の環境活動に活かしてい
ます。今後も、継続して情報発信の強化
とステークホルダーとの対話を推進し
ていきます。

当社グループでは、環境社内報「We Build ECO Press」の発行
（隔月）や、社内イントラネットの活用により、グループ内の環境先

導事例や従業員のエコ活動などを紹介、優秀事例や先導事例の水
平展開を図っています。

また2015年度は、6月の 環 境 月間イベントとして「Fun to 
Share2015 大喜利写真コンクール」を実施。当社グループ全体で
297件の応募がありました。こうしたイベン
トの開催を通じて、従業員の環境意識啓発
を行っています。

今後も、さらに
内容を充実させ
て従業員の環境
意識向上と環境
行動の実践を推
進していきます。

大和ハウスグループでは、環境に対する考え方や取り組みを社内外にわかりやすくお伝えするとともに、ステークホルダーとの対話
を行い、環境活動の改善につなげていくことが大切だと考えています。また、従業員が日々接するステークホルダーの方と交わすコ
ミュニケーションも重要と考え、社内報やイントラネットなどを通じて、従業員の環境意識や知識の向上、実践の推進に努めています。

■ 基本的な考え方

環境Webサイトを軸とした情報発信の強化

企業・行政に向けた講演会の実施

大和ハウス工業では、Webサイトや環境報告書、一般生活者向
け冊子、展示会などを通じて、当社の環境に関する情報を発信して
います。なかでもWebサイトは、さまざまなステークホルダーに見
ていただける媒体として重要と考え、内容の充実を図っています。

2015年度は、当社グループの環境Webサイト「環境への取り組み」
を、よりわかりやすく親しみやすいページへとリニューアルしました。

新しいWebサイトには、環境ビジョンや環境行動計画の動画に
加え、当社の環境への考えを１分にまとめたアニメーションを追
加。Facebook等で周知を図るとともに、展示会や講演会でも活用
しています。また、当社の環境先導事例を紹介する「スペシャルエ
コレポート」や、地域特性に適応した世界の住宅を紹介する「世界
の環境共生住宅」などの人気コンテンツに新しい記事を随時追加
し、さらなる充実を図りました。

加えて近年、海外のステークホルダーからの問い合わせも増えて
いるため、2015年度は環境情報のグローバル対応として、英語サ
イトの拡充も行いました。

今後も継続して、動画の作成やコンテンツの充実を図り、環境
Webサイトを軸とした情報発信の強化と双方向コミュニケーショ
ンの充実を図ります。

各種媒体を使った双方向コミュニケーション

地域社会と連携した環境コミュニケーション活動の
展開（こどもエコ・ワークショップ）

こどもエコ・ワークショップの様子 こどもたちが作った家模型

エコプロダクツ2015 SUSTAINABLE JOURNEY

環境社内報
「We Build ECO press」

大喜利写真コンクール
最優秀作品「ふーっ力発電」

福岡県企業向け省エネ・節電講座の様子

P81　有識者ダイアログ関連ページ

■ ステークホルダーとともにコミュニケーションを展開
  （社外コミュニケーション）

先導事例を紹介した「スペシャルエコレポート」

英語サイト

環境社内報やイントラを活用した先導事例等の
水平展開

■ 全役職員の環境意識向上と環境行動の実践
  （社内コミュニケーション）

TOPICS

当社三重工場では、工場の敷地内にある調整池（約
6,000㎡）に準絶滅危惧種であるイシガイの生息が確認さ
れたため、この保護を目的とした生物多様性保全活動に
2012年から地域一体となり取り組んでいます。これまでに

「池干し」の実施や「魚道」の設置、工場感謝祭での活動紹
介ブースの設置などを行いました。

2015年度は、前年度にNPOや有識者と協力して行った
生態調査の結果を「生物多様性調査報告書」としてまとめ、
行政や近隣の小中学校、工場見学者の方に配布。地域の
方々に当社の環境への取り組みを理解していただくコミュ
ニケーションツールとして積極的に活用しています。

こうした取り組みにより、行政や外部環境団体、個人と
のネットワークを拡充するとともに、多くの方々と一緒にこ
の活動を継続しています。これは従業員の環境意識向上に
もつながっており、今後も取り組みを推進していきます。

「生物多様性調査報告書」の発行と
情報発信ツールとしての活用（三重県）

■ 今後に向けて
2015年度は、Webサイトのリニューアルをはじめ、各種コンテ

ンツの充実を図りました。今後は、ステークホルダーとの対話を
より一層重視して対話の機会を設けるとともに、Webサイトをス
テークホルダーと交流できるプラットフォームの場としても活用
するなどWebサイトと実際の活動を連動させ、より多くの方々と
の接点を増やし、双方向コミュニケーションを進めていきます。

環境コミュニケーション

環境との共創共生

2015年度の主な実績
施策 活動内容

SUSTAINABLE JOURNEYの発行

環境関連の展示会
への出展

環境Webサイトの充実、
Facebookでの情報発信
CSRレポート、環境報告書の発行
SAKURA PROJECTの実施

地域での環境活動（葉山、六甲山）

ステークホルダーミーティング・
有識者ダイアログの実施

こどもエコワークショップの実施

情
報
発
信
の
強
化

対
話
・
連
携
の
推
進

2015 年度実績
２回（5.4万部/回）

リニューアル
月１回以上

（Webサイト）
（Facebook）

１回（7月）
48カ所・13,737人・133本
366名（累計5,713名）
六甲：3回（32人）
１回（2016年1月）、
2回（2015年5月・
2016年2月）に実施

エコプロダクツ2015、
第6回エコハウス＆
エコビルディングEXPO

SAKURAPROJECT植樹の様子 和（なごみ）の森  活動風景
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当社では、2005年から次代を担うこどもたちに地球環境の大切
さを伝え理解してもらうことを目的に、親子で一緒に環境問題に
ついて「考え・つくり・発見する」家模型づくりワークショップを実
施しています。2015年度は366名にご参加いただき、累計参加者
は5,713名（2016年3月末現在）となりました。

今後もワークショップを通じて、こどもたちに環境について学ぶ
機会を設け、地域社会と連携した環境コミュニケーション活動を
継続して実施します。

当社では、企業・行政に向けた講演会を通じて環境に対する考
え方や取り組みを紹介しています。

2015年度は、「日経BP環境経営フォーラム」「宇部コンビナート
省エネ・温室効果ガス削減研究協議会セミナー」「福岡県企業向け
省エネ・節電講座」などで講演を行い、当社の環境経営や省エネ・
節電への取り組みをご紹介するとともに、参加された企業・行政の
方向けに情報提供を行いました。

今後は、こうした取り組みをさらに積極的に行うため、当社環境
Webサイトでの受付も実施していきます。

当社グループでは、一般生活者の方を対象に冊子「SUSTAINABLE 
JOURNEY」を年2回発行しています。この冊子では、世界のスマー
トシティやサステナブルな暮らし方のご提案、当社グループの環境
事例などを雑誌風にご紹介。読者からいただいたご意見を次回の
誌面づくりに反映させています。また、Facebookでも環境に関す
る情報を発信し、コメントを通じて双方向コミュニケーションを
行っています。

ステークホルダーとの対話では、ステークホルダーミーティング
を2016年1月に開催。有識者ダイアログを2015年5月・2016年2
月と2回実施。いただいたご意見を当社の環境活動に活かしてい
ます。今後も、継続して情報発信の強化
とステークホルダーとの対話を推進し
ていきます。

当社グループでは、環境社内報「We Build ECO Press」の発行
（隔月）や、社内イントラネットの活用により、グループ内の環境先

導事例や従業員のエコ活動などを紹介、優秀事例や先導事例の水
平展開を図っています。

また2015年度は、6月の 環 境 月間イベントとして「Fun to 
Share2015 大喜利写真コンクール」を実施。当社グループ全体で
297件の応募がありました。こうしたイベン
トの開催を通じて、従業員の環境意識啓発
を行っています。

今後も、さらに
内容を充実させ
て従業員の環境
意識向上と環境
行動の実践を推
進していきます。

大和ハウスグループでは、環境に対する考え方や取り組みを社内外にわかりやすくお伝えするとともに、ステークホルダーとの対話
を行い、環境活動の改善につなげていくことが大切だと考えています。また、従業員が日々接するステークホルダーの方と交わすコ
ミュニケーションも重要と考え、社内報やイントラネットなどを通じて、従業員の環境意識や知識の向上、実践の推進に努めています。

■ 基本的な考え方

環境Webサイトを軸とした情報発信の強化

企業・行政に向けた講演会の実施

大和ハウス工業では、Webサイトや環境報告書、一般生活者向
け冊子、展示会などを通じて、当社の環境に関する情報を発信して
います。なかでもWebサイトは、さまざまなステークホルダーに見
ていただける媒体として重要と考え、内容の充実を図っています。

2015年度は、当社グループの環境Webサイト「環境への取り組み」
を、よりわかりやすく親しみやすいページへとリニューアルしました。

新しいWebサイトには、環境ビジョンや環境行動計画の動画に
加え、当社の環境への考えを１分にまとめたアニメーションを追
加。Facebook等で周知を図るとともに、展示会や講演会でも活用
しています。また、当社の環境先導事例を紹介する「スペシャルエ
コレポート」や、地域特性に適応した世界の住宅を紹介する「世界
の環境共生住宅」などの人気コンテンツに新しい記事を随時追加
し、さらなる充実を図りました。

加えて近年、海外のステークホルダーからの問い合わせも増えて
いるため、2015年度は環境情報のグローバル対応として、英語サ
イトの拡充も行いました。

今後も継続して、動画の作成やコンテンツの充実を図り、環境
Webサイトを軸とした情報発信の強化と双方向コミュニケーショ
ンの充実を図ります。

各種媒体を使った双方向コミュニケーション

地域社会と連携した環境コミュニケーション活動の
展開（こどもエコ・ワークショップ）

こどもエコ・ワークショップの様子 こどもたちが作った家模型

エコプロダクツ2015 SUSTAINABLE JOURNEY

環境社内報
「We Build ECO press」

大喜利写真コンクール
最優秀作品「ふーっ力発電」

福岡県企業向け省エネ・節電講座の様子

P81　有識者ダイアログ関連ページ

■ ステークホルダーとともにコミュニケーションを展開
  （社外コミュニケーション）

先導事例を紹介した「スペシャルエコレポート」

英語サイト

環境社内報やイントラを活用した先導事例等の
水平展開

■ 全役職員の環境意識向上と環境行動の実践
  （社内コミュニケーション）

TOPICS

当社三重工場では、工場の敷地内にある調整池（約
6,000㎡）に準絶滅危惧種であるイシガイの生息が確認さ
れたため、この保護を目的とした生物多様性保全活動に
2012年から地域一体となり取り組んでいます。これまでに

「池干し」の実施や「魚道」の設置、工場感謝祭での活動紹
介ブースの設置などを行いました。

2015年度は、前年度にNPOや有識者と協力して行った
生態調査の結果を「生物多様性調査報告書」としてまとめ、
行政や近隣の小中学校、工場見学者の方に配布。地域の
方々に当社の環境への取り組みを理解していただくコミュ
ニケーションツールとして積極的に活用しています。

こうした取り組みにより、行政や外部環境団体、個人と
のネットワークを拡充するとともに、多くの方々と一緒にこ
の活動を継続しています。これは従業員の環境意識向上に
もつながっており、今後も取り組みを推進していきます。

「生物多様性調査報告書」の発行と
情報発信ツールとしての活用（三重県）

■ 今後に向けて
2015年度は、Webサイトのリニューアルをはじめ、各種コンテ

ンツの充実を図りました。今後は、ステークホルダーとの対話を
より一層重視して対話の機会を設けるとともに、Webサイトをス
テークホルダーと交流できるプラットフォームの場としても活用
するなどWebサイトと実際の活動を連動させ、より多くの方々と
の接点を増やし、双方向コミュニケーションを進めていきます。

環境コミュニケーション

環境との共創共生

2015年度の主な実績
施策 活動内容

SUSTAINABLE JOURNEYの発行

環境関連の展示会
への出展

環境Webサイトの充実、
Facebookでの情報発信
CSRレポート、環境報告書の発行
SAKURA PROJECTの実施

地域での環境活動（葉山、六甲山）

ステークホルダーミーティング・
有識者ダイアログの実施

こどもエコワークショップの実施

情
報
発
信
の
強
化

対
話
・
連
携
の
推
進

2015 年度実績
２回（5.4万部/回）

リニューアル
月１回以上

（Webサイト）
（Facebook）

１回（7月）
48カ所・13,737人・133本
366名（累計5,713名）
六甲：3回（32人）
１回（2016年1月）、
2回（2015年5月・
2016年2月）に実施

エコプロダクツ2015、
第6回エコハウス＆
エコビルディングEXPO
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大和ハウスグループでは、社内外への情報発信に加え、各種団体との協働も重要なECOコミュニケーションと考え、国や行政の
実施する実証事業への積極的な参画、業界団体における環境活動の推進、環境政策等への提言、各種団体とのパートナーシップ
などを通じて、より環境に配慮した持続可能な社会の実現にリーダーシップを発揮しています。

当社では、業界団体を通じた渉外活動だけでなく、行政やその
関連団体における各種委員会、研究会へ積極的に参画し、環境問
題に関する政策議論や、民間団体の取り組み内容の情報共有、意
見交換等を通じて、事業リスクの回避とビジネス機会の創出に向
けた対話と協働を進めています。

当社では、環境に関する情報や知識、先進的な実践事例を数多
く有するNPO・NGOとのパートナーシップを築き、互いの知見を
補完しあいながら協働し、環境活動の推進を図っています。

当社は、株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」）の「DBJ環境格付」※において、最高ランクを取得、
その評価に基づく融資を受けました。なかでも、高く評価いただいたのは、①事業戦略と一体的な環境
行動計画を策定し、「スマート&エコ商品」の普及を促進している点、②住宅ストック事業や環境緑化事
業など環境貢献型事業の拡大を図っている点、③木材調達や化学物質管理に関する独自ガイドライン
や包括的なCSR調達ガイドラインを策定し、環境・CSRに配慮したサプライチェーン構築に努めている
点、④ステークホルダーミーティングを活用して重点課題を特定、設定したKPIにより目標および成果
を継続的に開示している点の4点です。

今後も継続して最高ランクを取得できるよう、環境経営をより一層推進します。

当社開発の自然採光システムが、平成27年度省エネ大賞（製品・ビジネスモデル部門）において、「省
エネルギーセンター会長賞」を受賞しました。このシステムは、自然光を活用して照明電力を削減する
照明システムで、天井や壁面で光を拡散反射させるフィルムや、窓面で光を屈折させ天井に誘導する
フィルム、建物の外側から室内の奥に光を誘導する光ダクトを組み合わせています。自然を活かすパッ
シブなシステムで省エネを実現している点や、太陽光から紫外線や近赤外線等の害光を除き、均衡の
とれた質の良い拡散光を室内に取り入れることで快適性を実現している点が評価されました。

今後も、省エネルギーに関する技術や製品の開発を積極的に推進していきます。

当社グループの環境報告書「大和ハウスグループ環境報告書2015」が、「第19回環境コミュニケー
ション大賞」において、環境報告書部門「環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）」を受
賞しました。これは、当社グループが環境中期ビジョンを定め、それに基づく活動を全社の全事業にお
いて展開、環境ビジョンや環境中期計画を明確にして、それを検証するための独自指標の設定を行い、
活動を実施している点、環境に関するサプライチェーンマネジメントやリスクマネジメントを明確に開
示し、バリューチェーンにおけるCO2排出量の開示をしている点などが評価されました。

今後も、継続して特長のある環境活動を推進し、環境報告書をステークホルダーとの対話ツールと
して積極的に活用していきます。

※一部、直近の内容も掲載しています。

国等の実施する実証事業への積極的な参画

業界団体でのリーダーシップと政策提言

行政との対話と協働

NGO・NPOなど地域・市民団体との協働

大和ハウス工業では、国等の実施するZEHやZEB等の実証事業
やキャンペーンに積極的に参画し、国の政策立案に対するフィード
バックや環境活動の普及において協働しています。2013年度から
継続して、環境省が実施する「環境情報開示基盤整備事業」に参
加。企業の公表する環境情報を投資家等に積極的に利用されるた
めの情報開示基盤の構築について、積極的にフィードバックを重ね
ています。

当社では、住宅生産団体連合会やプレハブ建築協会等の加盟業
界団体において、環境関連の各種委員会に参画。業界団体が一丸
となって、気候変動や資源保護、自然環境の調和、化学物質による
汚染の防止など取り組むべき環境活動方針の立案や推進にリー
ダーシップを発揮するとともに、政策立案のための情報提供や、販
売・開発の立場から政策への提言を実施しています。

ＤＢＪ環境格付において「最高ランク」を取得

省エネ大賞で「省エネルギーセンター会長賞」を受賞

2年連続「環境コミュニケーション大賞」受賞 

P97　商品・サービスにおける生物多様性保全
P99　事業活動プロセスにおける生物多様性保全

関連ページ

行政・外部団体等との協働 外部からの評価（2015年度実績※）

※DBJが開発したスクリーニングシステム（格付システム）により、企業の環境経営度を評価、優れた企業を選定し、その評価に応じて融資条
件を設定する「環境格付」の専門手法を導入した世界初の融資メニュー

Ｐ93　バリューチェーンにおけるCO2削減関連ページ

環境との共創共生

2015年度の主な外部評価
表彰対象 顕彰名

ダウ・ジョーンズ・
サスティナビリティ・アジア・
パシフィック・インデックス
ジャパン・レジリエンス・
アワード（強靭化大賞）2016

「最優秀レジリエンス賞」
平成27年度「省エネ大賞

（製品・ビジネスモデル部門）」
「省エネルギーセンター会長賞」

環境経営

ECO
プロダクツ

実施団体 受賞対象
日本政策投資銀行
日本経済新聞社

ＤＢＪ環境格付　「最高ランク」
環境経営度調査　建設業1位

レジリエンスジャパン
推進協議会

省エネルギーセンター

ダウ・ジョーンズ社

環境経営度
環境対策と経営効率

SMA×ECO TOWN
（スマ・エコ タウン）晴美台

自然採光システムによる省エネ照明と
快適性向上

経済・環境・社会（トリプルボトムライン）に
関する活動全般

大和ハウス工業
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウスグループ

第19回環境コミュニケーション
大賞環境報告優秀賞
環境人づくり企業大賞2015

「優秀賞」
第４回いきものにぎわい企業活動
コンテスト「審査委員特別賞」

ECO
コミュニ
ケーション

環境省、
地球・人間環境フォーラム
環境省、環境人材育成
コンソーシアム（EcoLeaD）
いきものにぎわい企業活動
コンテスト実行委員会

大和ハウスグループ環境報告書２０１５
ECOサポーターによる事業所での環境
活動の推進
吉野山の桜保全活動

大和ハウス工業
大和ハウス工業株式会社、
吉野山保勝会

大和ハウスグループ

表彰式の様子

表彰式の様子 

DBJ環境ロゴマーク

主な参画プログラム
主催

経済産業省
国土交通省

環境省

参画プログラム

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業
住宅・建築物省CO2先導事業
・ サプライチェーン排出量の算定支援事業
・ グリーン・バリューチェーンプラットフォーム
・ 平成27年度環境情報開示基盤整備事業
・ 気候変動キャンペーン「Fun to Share」

主な協働団体
協働団体

市民団体

地域団体

協働の内容
木材調達ガイドラインの運用、
リスク地域の情報共有など

世界自然保護基金ジャパン
(WWF ジャパン)

ゼロエミッション活動の
普及・啓発

吉野山の桜保全活動
六甲山の保全活動

健康住宅に関する研究や
健やかな住まい方の普及・啓発
新たな林業システム・
産業化の実現、
地域活性化の提案など
グリーン購入の普及

ゼリジャパン

吉野山保勝会
日本森林ボランティア協会

日本健康住宅協会

日本プロジェクト
産業協議会（JAPIC）
森林再生事業化研究会
グリーン購入ネットワーク

主な加盟団体と当社の活動状況
業界団体

住宅生産団体
連合会

プレハブ建築協会

委員会等

・ 建築規制合理化委員会
・ 住宅性能向上委員会
・ 地球温暖化対策委員会
・ まちなみ環境委員会
・ 環境管理分科会

・ 住宅部会/ 環境分科会
・ 住宅部会/ 技術分科会/ 省エネWG
・ 住生活向上プラン推進委員会

日本化学工業会 ケミカルリスクフォーラム

主な活動状況
主催

経済産業省

建築環境・省エネルギー機構

日本サステナブル
建築協会

環境共生住宅推進協議会

委員会等

・ 環境評価手法研究委員会
・ CASBEE 研究開発委員会
・ スマートウェルネス住宅研究開発委員会

・ スマートコミュニティ・アライアンス
・ 長期使用住宅部材標準化推進協議会
住宅省エネ性能検討委員会

調査研究部会、推進部会　ほか
スマートウェルネス
コミュニティ協議会

ヘルス＆ICTリテラシー向上プロジェクト
ほか

P102　木材調達評価基準の改定に関するWWFとの協働関連ページ

「第9回おおさか優良緑化賞」
「奨励賞」
JHEP認証 「評価ランクAA」
SEGES（社会・環境貢献緑地評価
システム）：都市のオアシス　認定

大阪府

日本生態系協会

都市緑化機構

商業施設「ＢｉＶｉ千里山」

ブランチ神戸学園都市における環境改善
「ウェルカムガーデン新大阪：大阪花屏風」、
商業施設「フレスポ稲毛」

大和リース

大和リース

大和リース
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大和ハウスグループでは、社内外への情報発信に加え、各種団体との協働も重要なECOコミュニケーションと考え、国や行政の
実施する実証事業への積極的な参画、業界団体における環境活動の推進、環境政策等への提言、各種団体とのパートナーシップ
などを通じて、より環境に配慮した持続可能な社会の実現にリーダーシップを発揮しています。

当社では、業界団体を通じた渉外活動だけでなく、行政やその
関連団体における各種委員会、研究会へ積極的に参画し、環境問
題に関する政策議論や、民間団体の取り組み内容の情報共有、意
見交換等を通じて、事業リスクの回避とビジネス機会の創出に向
けた対話と協働を進めています。

当社では、環境に関する情報や知識、先進的な実践事例を数多
く有するNPO・NGOとのパートナーシップを築き、互いの知見を
補完しあいながら協働し、環境活動の推進を図っています。

当社は、株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」）の「DBJ環境格付」※において、最高ランクを取得、
その評価に基づく融資を受けました。なかでも、高く評価いただいたのは、①事業戦略と一体的な環境
行動計画を策定し、「スマート&エコ商品」の普及を促進している点、②住宅ストック事業や環境緑化事
業など環境貢献型事業の拡大を図っている点、③木材調達や化学物質管理に関する独自ガイドライン
や包括的なCSR調達ガイドラインを策定し、環境・CSRに配慮したサプライチェーン構築に努めている
点、④ステークホルダーミーティングを活用して重点課題を特定、設定したKPIにより目標および成果
を継続的に開示している点の4点です。

今後も継続して最高ランクを取得できるよう、環境経営をより一層推進します。

当社開発の自然採光システムが、平成27年度省エネ大賞（製品・ビジネスモデル部門）において、「省
エネルギーセンター会長賞」を受賞しました。このシステムは、自然光を活用して照明電力を削減する
照明システムで、天井や壁面で光を拡散反射させるフィルムや、窓面で光を屈折させ天井に誘導する
フィルム、建物の外側から室内の奥に光を誘導する光ダクトを組み合わせています。自然を活かすパッ
シブなシステムで省エネを実現している点や、太陽光から紫外線や近赤外線等の害光を除き、均衡の
とれた質の良い拡散光を室内に取り入れることで快適性を実現している点が評価されました。

今後も、省エネルギーに関する技術や製品の開発を積極的に推進していきます。

当社グループの環境報告書「大和ハウスグループ環境報告書2015」が、「第19回環境コミュニケー
ション大賞」において、環境報告書部門「環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）」を受
賞しました。これは、当社グループが環境中期ビジョンを定め、それに基づく活動を全社の全事業にお
いて展開、環境ビジョンや環境中期計画を明確にして、それを検証するための独自指標の設定を行い、
活動を実施している点、環境に関するサプライチェーンマネジメントやリスクマネジメントを明確に開
示し、バリューチェーンにおけるCO2排出量の開示をしている点などが評価されました。

今後も、継続して特長のある環境活動を推進し、環境報告書をステークホルダーとの対話ツールと
して積極的に活用していきます。

※一部、直近の内容も掲載しています。

国等の実施する実証事業への積極的な参画

業界団体でのリーダーシップと政策提言

行政との対話と協働

NGO・NPOなど地域・市民団体との協働

大和ハウス工業では、国等の実施するZEHやZEB等の実証事業
やキャンペーンに積極的に参画し、国の政策立案に対するフィード
バックや環境活動の普及において協働しています。2013年度から
継続して、環境省が実施する「環境情報開示基盤整備事業」に参
加。企業の公表する環境情報を投資家等に積極的に利用されるた
めの情報開示基盤の構築について、積極的にフィードバックを重ね
ています。

当社では、住宅生産団体連合会やプレハブ建築協会等の加盟業
界団体において、環境関連の各種委員会に参画。業界団体が一丸
となって、気候変動や資源保護、自然環境の調和、化学物質による
汚染の防止など取り組むべき環境活動方針の立案や推進にリー
ダーシップを発揮するとともに、政策立案のための情報提供や、販
売・開発の立場から政策への提言を実施しています。

ＤＢＪ環境格付において「最高ランク」を取得

省エネ大賞で「省エネルギーセンター会長賞」を受賞

2年連続「環境コミュニケーション大賞」受賞 

P97　商品・サービスにおける生物多様性保全
P99　事業活動プロセスにおける生物多様性保全

関連ページ

行政・外部団体等との協働 外部からの評価（2015年度実績※）

※DBJが開発したスクリーニングシステム（格付システム）により、企業の環境経営度を評価、優れた企業を選定し、その評価に応じて融資条
件を設定する「環境格付」の専門手法を導入した世界初の融資メニュー

Ｐ93　バリューチェーンにおけるCO2削減関連ページ

環境との共創共生

2015年度の主な外部評価
表彰対象 顕彰名

ダウ・ジョーンズ・
サスティナビリティ・アジア・
パシフィック・インデックス
ジャパン・レジリエンス・
アワード（強靭化大賞）2016

「最優秀レジリエンス賞」
平成27年度「省エネ大賞

（製品・ビジネスモデル部門）」
「省エネルギーセンター会長賞」

環境経営

ECO
プロダクツ

実施団体 受賞対象
日本政策投資銀行
日本経済新聞社

ＤＢＪ環境格付　「最高ランク」
環境経営度調査　建設業1位

レジリエンスジャパン
推進協議会

省エネルギーセンター

ダウ・ジョーンズ社

環境経営度
環境対策と経営効率

SMA×ECO TOWN
（スマ・エコ タウン）晴美台

自然採光システムによる省エネ照明と
快適性向上

経済・環境・社会（トリプルボトムライン）に
関する活動全般

大和ハウス工業
大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウス工業

大和ハウスグループ

第19回環境コミュニケーション
大賞環境報告優秀賞
環境人づくり企業大賞2015

「優秀賞」
第４回いきものにぎわい企業活動
コンテスト「審査委員特別賞」

ECO
コミュニ
ケーション

環境省、
地球・人間環境フォーラム
環境省、環境人材育成
コンソーシアム（EcoLeaD）
いきものにぎわい企業活動
コンテスト実行委員会

大和ハウスグループ環境報告書２０１５
ECOサポーターによる事業所での環境
活動の推進
吉野山の桜保全活動

大和ハウス工業
大和ハウス工業株式会社、
吉野山保勝会

大和ハウスグループ

表彰式の様子

表彰式の様子 

DBJ環境ロゴマーク

主な参画プログラム
主催

経済産業省
国土交通省

環境省

参画プログラム

ネット・ゼロ・エネルギー・ビル実証事業
住宅・建築物省CO2先導事業
・ サプライチェーン排出量の算定支援事業
・ グリーン・バリューチェーンプラットフォーム
・ 平成27年度環境情報開示基盤整備事業
・ 気候変動キャンペーン「Fun to Share」

主な協働団体
協働団体

市民団体

地域団体

協働の内容
木材調達ガイドラインの運用、
リスク地域の情報共有など

世界自然保護基金ジャパン
(WWF ジャパン)

ゼロエミッション活動の
普及・啓発

吉野山の桜保全活動
六甲山の保全活動

健康住宅に関する研究や
健やかな住まい方の普及・啓発
新たな林業システム・
産業化の実現、
地域活性化の提案など
グリーン購入の普及

ゼリジャパン

吉野山保勝会
日本森林ボランティア協会

日本健康住宅協会

日本プロジェクト
産業協議会（JAPIC）
森林再生事業化研究会
グリーン購入ネットワーク

主な加盟団体と当社の活動状況
業界団体

住宅生産団体
連合会

プレハブ建築協会

委員会等

・ 建築規制合理化委員会
・ 住宅性能向上委員会
・ 地球温暖化対策委員会
・ まちなみ環境委員会
・ 環境管理分科会

・ 住宅部会/ 環境分科会
・ 住宅部会/ 技術分科会/ 省エネWG
・ 住生活向上プラン推進委員会

日本化学工業会 ケミカルリスクフォーラム

主な活動状況
主催

経済産業省

建築環境・省エネルギー機構

日本サステナブル
建築協会

環境共生住宅推進協議会

委員会等

・ 環境評価手法研究委員会
・ CASBEE 研究開発委員会
・ スマートウェルネス住宅研究開発委員会

・ スマートコミュニティ・アライアンス
・ 長期使用住宅部材標準化推進協議会
住宅省エネ性能検討委員会

調査研究部会、推進部会　ほか
スマートウェルネス
コミュニティ協議会

ヘルス＆ICTリテラシー向上プロジェクト
ほか

P102　木材調達評価基準の改定に関するWWFとの協働関連ページ

「第9回おおさか優良緑化賞」
「奨励賞」
JHEP認証 「評価ランクAA」
SEGES（社会・環境貢献緑地評価
システム）：都市のオアシス　認定

大阪府

日本生態系協会

都市緑化機構

商業施設「ＢｉＶｉ千里山」

ブランチ神戸学園都市における環境改善
「ウェルカムガーデン新大阪：大阪花屏風」、
商業施設「フレスポ稲毛」

大和リース

大和リース

大和リース
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担当役員メッセージ

コーポレート・ガバナンス（企業統治）

リスクマネジメント・コンプライアンス

公正な競争と取引

人権マネジメント

知的財産の管理

CSRマネジメント
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ガバナンス
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390.2

420.0

244.5
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目標 実績
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91.088.0

8.5

90.0

地球温暖化防止

：2015年度目標達成
：2015年度目標未達成（前年度より改善）
：2015年度目標未達成（前年度より悪化）

環境行動計画「エンドレス グリーン プログラム ２０１５」
主な実績と自己評価

全事業で省エネ型商品の提案力を強化し
たものの、再生可能エネルギーの固定価格
買取制度の価格引き下げ等で、太陽光発電
の設置が減少、目標は未達成でした。

自社・グループ施設の新築工事で省ＣＯ２

先導プロジェクトを創出。既存施設では運
用改善や省エネ設備の導入等を推進。エネ
ルギー使用量が減少し目標を達成しました。

グループ全体で取り組むメガソーラー事
業が順調に推進。継続的な省エネや節電
活動により当社グループの電力購入量は
微増にとどまり、目標を達成しました。

緑被面積拡大の目標を掲げて全事業で取
り組みを推進しましたが、グループ会社の実
績が大幅に減ったため、昨年を下回る結果と
なり、目標の達成にはいたりませんでした。

部材の納入寸法・梱包仕様の見直しや
端材の有効活用、処理ルート見直しによる
有価物化などの取り組みを推進した結果、
目標を達成しました。

外壁面材裏面固定技術の拡充による補
修塗料の削減や、塗料・シンナーの弱溶剤
化の推進により、前年度より改善しました。

国産木材の活用は、国内における森林
の多面的機能の活性化につながると考え、
安定調達が可能な範囲で国産木材の調達
を進めた結果、前年度より改善しました。

施工部門だけではなく、設計部門とも協
力して削減活動に取り組むことによって、
目標を達成しました。

外壁面材補修塗料の削減や、塗料の水
性化を推進し、前年度より改善しました。

■ CO2削減貢献量の推移

自然環境との調和 資源保護 化学物質による汚染の防止
■ 【街づくり】 緑被面積の推移 ■ 【生産】廃棄物排出量と原単位の推移 ■ PRTR対象化学物質排出・移動量と

　 原単位の推移

■ 国産木材比率の推移（木造住宅のみ） ■ 【新築】廃棄物排出量と原単位の推移 ■ VOC排出量と原単位の推移

実績目標（万t-ＣＯ2）

■ ＣＯ2排出量と原単位の推移 ■ 購入電力に対する再生可能
　 エネルギー発電割合の推移
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当レポートに掲載している環境パートは、「環境報告書2016」を基に作成しており、「環境報告書2016」のCO2情報等については第三者機関
による保証を受けています。（検証対象に    を記載、第三者保証報告書は「環境報告書2016」P83に掲載）
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