
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
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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
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「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
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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

P48　CSR調達ガイドライン
P74　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。

（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

P48　CSR調達ガイドライン
P74　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。

（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P73-74参照

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）※ 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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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P73-74参照

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）※ 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）
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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）
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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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