
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）

25 環境報告書 2016



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）
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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

環境共生住宅の累計認定戸数
（戸）
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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P65-67参照

（街づくり）
 緑被面積

（分譲住宅）
 環境共生住宅認定率

（開発）
 自主基準適合率

グループ

大和ハウス工業

100％

48.5%

95％以上

850千m2761千m2

80％

100%

724千m2

35.3%

大和ハウス工業
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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

環境共生住宅の累計認定戸数
（戸）
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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P65-67参照

（街づくり）
 緑被面積

（分譲住宅）
 環境共生住宅認定率

（開発）
 自主基準適合率

グループ

大和ハウス工業

100％

48.5%

95％以上

850千m2761千m2

80％

100%

724千m2

35.3%

大和ハウス工業
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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

P48  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

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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再生木材
7.9%
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3.8%

Cランク 7.3%
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認証木材
66.7%
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Bランク

2015年度

2.2%

Cランク4.7%
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87.6%

■ 使用木材の評価結果

当社推奨木材
20.7%

再生木材
23.0%

認証木材
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。

■ 木材調達のフロー

目
標
決
定
・

周
知

実
施

木
材
調
達

調
査

現
状

ヒ
ア
リ
ン
グ

対
策
検
討

効
果
確
認

改
善
計
画
書

作
成

改
善

効
果
確
認
・

評
価

（
N
G
O
等
の

専
門
家
と
も

意
見
交
換
）

対
策
立
案

レ
ビ
ュ
ー

（
役
員
・

関
連
部
門
長
）

Cランクの場合

Bランク以上になるまで改善

該
当

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー

「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） 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P65-67参照

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

認証木材・再生木材の採用推進
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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

P48  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

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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23.0%

認証木材
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。

■ 木材調達のフロー
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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 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P65-67参照

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

認証木材・再生木材の採用推進
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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

P29　生物多様性ガイドライン関連ページ
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将来的に樹木が建物と同じ高さとなるよう樹種を選定。
鳥類の移動を妨げないよう配慮しています。
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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
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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
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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）
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