
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
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◆企業の持続的成長の視点
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イメージ向上
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◆持続可能な社会への貢献の視点

環境と企業収益
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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
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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
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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、P15

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、P25

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、P33

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、P39

重点テーマ4

化学物質による
汚染の防止

関連ページ P55-56　環境行動計画（EGP2015）の実績と自己評価
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豊かな自然環境を次代に継承

詳しくは、P25

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、P33

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、P39

重点テーマ4

化学物質による
汚染の防止

関連ページ P55-56　環境行動計画（EGP2015）の実績と自己評価

環境行動計画（エンドレス グリーン プログラム 2015）

14環境報告書 2016


	環境行動計画（EGP2015）



