
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

3

出典
イギリス：Housing and Construction

Statistics（1996年、2001年）
アメリカ：American Survey
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日　　本：住宅・土地統計調査
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■ 国別、住宅の平均寿命の比較

世界の天然資源の利用量が増加し、資源の枯渇が深刻化。
国内では建設分野が廃棄物の２割を排出、住宅の寿命も短い

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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■ 長期優良住宅認定率の推移
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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

3
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■ 国別、住宅の平均寿命の比較

世界の天然資源の利用量が増加し、資源の枯渇が深刻化。
国内では建設分野が廃棄物の２割を排出、住宅の寿命も短い

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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■ 長期優良住宅認定率の推移
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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P68をご覧ください ■ EGP2015の目標と実績についてはP69-70、72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。

Ｐ68　グリーン調達品目30品目関連ページ

Ｐ47　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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建設廃棄物排出量の推移
（生産部門） （新築部門）

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

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P68をご覧ください ■ EGP2015の目標と実績についてはP69-70、72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。

Ｐ68　グリーン調達品目30品目関連ページ

Ｐ47　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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建設廃棄物排出量の推移
（生産部門） （新築部門）

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

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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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
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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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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