環境との共創共生
経営の考え方と全体像

重 点
テーマ

化学物質による
汚染の防止

4

Challenge ZERO 2055
住宅・建築物のライフサイクルを通じた

CSR経営の基盤

環境長期ビジョン達成のロードマップ
環境長期ビジョン“Challenge ZERO 2055”
2055年
（究極のゴール）

2030年
（マイルストーン）

エンドレス グリーン プログラム 2018
管理指標

2018年度目標

売上高 あ たりPRTR 対象化学物質排出・移動量
〈2012年度比〉

▲40％

売上高あたりVOC 排出量〈2013年度比〉

お客さま

化学物質リスク の最小化
（ゼロ）
土壌汚染リスクの最小化
（ゼロ）

居住系施設における室内空気質自主基準達成率

▲10％
100％以上

土地購入時における土壌汚染重大リスク

ゼロ

方針・考え方
従業員

適切な情報提供などにより、リスクの低減を図っています。

社会的課題

また、年間数万件に及ぶ施工現場では掘削を伴わない工事はほ

2002年、ヨハネスブルグ環境サミットで、
「2020年までに化学

とんどなく、常に土壌汚染の拡散リスクに直面しています。そこで、

物質による悪影響を最小化する」
との合意がなされたことを契機に、

土地利用の履歴確認や残土の適正処理の徹底などにより、リスク

アメリカの TSCA ※1、EU の REACH

の極小化に努めています。加えて、適正かつ確実な土壌汚染対策

規則※2、RoHS

指令※3など、

取引先

欧米を中心に化学物質の規制強化が進められてきました。国内に

のソリューションを提供し、ブラウンフィールドの事業化を支援する

おいても、
「 化管法※4「
」化審法※5」の改正など各種化学物質管理

ことで土地の高度利用を進め、放置汚染の解消や新たな汚染拡散

の規制が強化され、2016年には労働安全衛生の観点から化学物

の防止に貢献しています。

質のリスクアセスメントも義務化されました。さらに住宅や建築物
においては、シックハウス・シックビルの問題が指摘され、規制の

当社グループのリスク・機会とその対応

地域市民

導入により一定の成果が上がりつつあるものの、2018年度には

大和ハウス工業の提供した住宅や建築物で、有害な化学物質を

一部の厚生労働省室内濃度指針値が厳しく改定されるなど、建築・

放散する建材が原因となり、シックハウス症候群などの健康被害が

医学両面からのさらなる横断的アプローチが期待されています。
また、土壌汚染問題についても、健康被害や汚染の拡散防止の

生じた場合、お客さまからの信頼の失墜や、その対応コストの負担、
ブランドイメージ低下のリスクがあります。そこで当社では、化学

観点から、より高い管理レベルが求められるとともに、汚染土壌の

物質管理ガイドラインを制定、サプライヤーと共有し、ガイドライン

存在もしくは存在する可能性により売却や再利用ができず遊休化

に定めた使用制限物質の含有量や放散量を確認しています。また、

株主

した、いわゆるブラウンフィールドの増加も社会課題となっています。

室内空気質についても国が定める指針値を上回る自主基準を設定

※1 TSCA：1977年にアメリカで発効した有害物質規制法
※2 REACH：2007年6月に欧州委員会が施行した新化学物質規制
※3 RoHS：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
※4 PRTR 制度とSDS 制度を柱として、事業者による化学物質の自主的な改善を促進し、環境
保全上の支障を未然に防止することを目的とした法律
※5 新規化学物質の事前審査、化学物質の性状に応じた規制を実施し、環境汚染を防止する
ことを目的とした法律

し、毎年一定数以上の物件で測定・評価し、改善につなげています。

環境

当社グループが社会や環境に与える影響

さらに、住宅や建築物の健康配慮に関するニーズに対応することで
競争力の向上、シェア拡大が見込めます。そこで当社では、サプラ
イヤーと協働で低 VOC 建材の標準化を推進。より室内空気環境
に重点を置いた健康配慮仕様の開発・普及を進めています。
一方、土壌汚染については関連法規の遵守に加え、土地購入後
に土壌汚染が発覚し事業化が困難になるリスクや開発・販売後に
土壌汚染が原因で資産価値が大幅に低下するリスクなどがありま

大和ハウスグループの工場や施工現場では、さまざまな化学物

す。そこで当社では、事業用地を購入する際は、原則すべての物件

外部評価・データ集

質が使用され大気や水域への排出を通じて周辺環境へ影響を与

で購入前に地歴調査を実施。土壌汚染の恐れがある場合は土壌調

えています。そのため、化学物質の使用状況もふまえた適正管理

査を行い、汚染がある場合は適切な汚染対策を行っています。ま

を徹底するとともに、予防的観点から有害化学物質の削減・代替

た近年、空き地となった工場跡地やガソリンスタンド跡地などの土

を進めることで、その影響を最小化しています。

地活用ニーズが高まっており、こうしたニーズへの対応力が競争

また引渡し後の住宅・建築物では、建材から放散されるVOC
（揮

優位性となり、受注が拡大しています。加えて、調査・対策会社と

発性有機化合物）
による健康への影響が懸念されるなか、サプラ

の強固なネットワークの構築と、独自の対策技術の開発により、複

イヤーとの協働による低 VOC 建材の開発や普及、お客さまへの

雑な土壌汚染案件への対応力を強化しています。
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3.9
3.d

SDGs への貢献

12.4

11.6

経営の考え方と全体像

化学物質の適正管理に取り組み、人や生態系に悪影響を及ぼすリスクの最小化
（ゼロ）
を図ります

：2018年度目標達成

：2018年度目標未達成
（前年度より改善）

CSR経営の基盤

「エンドレス グリーン プログラム 2018」主な目標、実績・自己評価
：2018年度目標未達成
（前年度より悪化）

工法の変更や塗料の弱溶剤化で化学物質を削減し、
目標を達成

組んでいます。
2018年度は、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 が、2012年度比49.9％減となり目
標を達成しました。また、当社グループにおける売上高あたりの
VOC 排出量も、2012年度比20.4％減となり目標を達成しました。

0.721kg/百万円
0.539

0.488

▲49.9%

0.436 0.428 0.416

0.433

0.361

185t

▲41.8%

2012

147

139

129

134

126

108

2013

2014

2015

2016

2017

2018 （年度）

弱溶剤化、当社建築工場においてさび止め塗料の弱溶剤化、一部
商品の鉄骨塗料・シンナーの弱溶剤化を実施しました。加えて、当

VOC 排出量

社グループの大和リースでは、パネル補修塗料の水性化、デザイ

用量を削減しました。
今後もグループ全社で、さび止め塗料・シンナーの弱溶剤化や
塗装方法の見直しによる塗料使用量の削減を推進します。
※ VOC（Volatile Organic Compounds ）
：揮発性有機化合物

総量（実績）

▲20.4%
1.941

2.157kg/百万円
2.039

1.854

1.852

1.857

1.717
▲13.0%

589t

582

548

580

560

512

2013

2014

2015

2016

2017

2018（年度）

当社グループでは、居住系施設において国が定める指針値より
も厳しい目標を設定し、毎年一定数の室内空気質測定を実施して
います。

居住系施設における室内空気質自主基準達成率

2018年度は、すべての部門において自主基準を達成しました。
を推進、住宅系以外においては施工時の換気を徹底するなどの取

目標
（%）
100

り組みを実施しました。今後も、維持・継続していきます。

実績（住宅系）

100

100

96

95

門部署を設置して、土壌汚染リスクの審査・支援等を行っています。

100

100

2017

2018（年度）

100

2013

2014

2015

2016

環境

当社では土壌汚染対応に関する基本方針を定めるとともに、専

0

100

68

50

土壌汚染重大リスクのゼロを継続し、目標を達成

実績（住宅系以外）

100

株主

住宅系部門においては低ホルムアルデヒド放散建材への切り替え

地域市民

国が定める指針値を上回る目標を達成

原単位（目標）
原単位（実績）

取引先

型部材をエアー吹付塗装から静電塗装への切替を推進し、塗料使

（売上高あたり） （総量）

ンアークでは、ウレタン発泡ノズルの洗浄剤の弱溶剤化、および大

従業員

2018年度は、当社住宅工場において塗装機洗浄用シンナーの

総量（実績）

原単位（目標）
原単位（実績）

お客さま

VOC ※排出量削減に向けて、塗装工程に重点をおいて改善に取り

（売上高あたり） （総量）

当社グ ル ー プでは PRTR 対象化学物質排出・移動量 および、

PRTR 対象化学物質排出・移動量

土地購入時における土壌汚染重大リスク

2018年度は、販売用土地購入時の土壌汚染重大リスク0件を
原則すべての物件で購入前に地歴調査を実施することとしており、

2016年度
実績

2017年度
実績

2018年度
実績

ゼロ

ゼロ

ゼロ

外部評価・データ集

維持・継続し、目標を達成しました。なお、土地購入にあたっては、
汚染のおそれがあると判断した場合には土壌調査や汚染対策を行っ
たうえで、お客さまに販売しています。

DaiwaHouseGroup Sustainability Report 2019

178

環境との共創共生
経営の考え方と全体像

「エンドレス グリーン プログラム 2018」実践報告

重 点
テーマ

4

化学物質による
汚染の防止

調達・自社活動における
有害化学物質削減

CSR経営の基盤

基本方針

調達建材における化学物質管理の強化と、
生産段階における有害化学物質の削減
大和ハウスグループでは、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

たは近隣の水利組合等とそれぞれ結んでいます。そして、水質の
監視状況などを定期的にご報告するなど、地域とのコミュニケー
ションを図っています。
※当社独自の工場エネルギー・マネジメント・システム

土地取引・建設工事に伴う土壌汚染の拡散防止

お客さま

毒性・変異原性など、有害性が高い化学物質に重点を置き、

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

削減を推進しています。さらに、大気汚染防止の観点から、

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

塗料に含まれるVOC の削減にも取り組んでいます。

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

※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・公
表する制度。

従業員

土地購入時の土壌汚染リスク管理の強化
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。

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。
※工事などにより汚染のない範囲に汚染土壌が拡散してしまうこと

■ 土地取引に伴う土壌汚染リスク防止フロー
掘削除去等の
措置を実施
着工

地域市民

進するため、開発部門および生産部門を含めた部門横断型の合同
ワーキングを定期的に開催し、取り組みを進めています。開発部

汚染なし

土壌汚染の
おそれなし

大和ハウス工業では、工場で取り扱う有害化学物質の削減を推

汚染あり

部門横断型ワーキンググループによる推進体制

土壌調査を実施

土壌汚染の
おそれあり

地歴調査

取引先

マネジメント

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。

主な取り組み

塗装方法の変更による塗料使用量の削減

株主

当社グループのデザインアークでは、一部製品の大型部材につ

水質汚濁、大気汚染の防止
当社では、各工場で水質汚濁防止法・大気汚染防止法に基づく
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
環境

強化、排水やばい煙などの排出基準を継続して遵守しています ｡
特に、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の

いて、塗装方法をエアー吹き付け塗装から静電塗装に変更しまし
た。これにより、塗着効率が向上し、塗料使用量を約16％削減す
ることができました。
塗料使用量を削減したことにより、PRTR 対象化学物質の取扱
量を削減することができ、さらには塗膜の安定化による品質向上、
コスト削減、および塗装ブース内の塗料飛散の低減による作業環
境の向上につながりました。

監視を強化、設備メンテナンスを継続的に実施しています。なか
外部評価・データ集

でも、九州工場・奈良工場・竜ヶ崎工場では
「D’
s FEMS
（ ディー
※を導入し、排水施設の異常監視を行っています。
ズ・フェムス）
」

今後も継続して、水質汚濁・大気汚染の防止に向けた取り組みを
進めていきます。
また、地域に密着した水質保全活動として、東北工場・新潟工
場・岡山工場では国が定める排水基準よりも厳しい協定を、市ま
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静電塗装ガン

静電装置

経営の考え方と全体像

「エンドレス グリーン プログラム 2018」実践報告

重 点
テーマ

化学物質による
汚染の防止

4

商品・サービスにおける
有害化学物質削減

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。

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

共有し、リスクの高い物質の使用を抑制することで、お客さ
まや取引先の健康およ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、2010年に
「化学物質管理ガイド
ライン」
を策定し、主に住宅系商品
（戸建・低層賃貸住宅）
を
対象に運用してきました。2016年度からは、同ガイドライン
置づけ、使用禁止物質や使用制限物質については、すべて
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480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

気質測定指針を制定し、指針に沿った測定を実施することで室内
空気環境のさらなる向上を図っています。
※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

主な取り組み

低 VOC 建材の積極採用と室内空気質濃度の改善
居住系施設や学校施設を数多く提供する当社および、当社グループ
の大和リース・フジタ・コスモスイニシアでは、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。

■「化学物質管理ガイドライン」
による管理区分
対象

P199〜200 CSR 調達ガイドライン
P153 サプライチェーンマネジメント

「化学物質管理ガイドライン」
の運用

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、保育所な
どの建物にも拡大しています。
今後も建物の用途ごとに、地域や季節
などによる変化をふまえた調査を継続し、
要因分析のうえ、室内空気環境の改善を
進めていきます。
※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

室内空気質濃度の測定風景

環境

マネジメント

測定を実施し、評価・改善を進めています。対象範囲は分譲住宅や

株主

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。
すべての購買品
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〉
住宅商品
主要な建材について使用状況を把握する物質
（戸建・低層賃貸住宅）
および群。

また、室内空気質測定指針に沿って、竣工時の室内空気質濃度の

地域市民

管理レベルを設定しています。

す。また、2018年度には、厚生労働省指針値改定を機に、室内空

取引先

を
「CSR 調達ガイドライン」の物品に関するものの一つと位

が定める指針値よりも厳しい目標を自主基準として設定していま
従業員

当社では、製品に使用される化学物質の情報を取引先と

関連ページ

品確法の特定測定物質について自主基準を設定
当社グループでは、よりよい室内空気環境を実現するため、品

［ 化学物質管理ガイドライン ］

管理レベル

リスクが高い建材に
ついては改善要求

お客さま

要です。当社では、シックハウス問題に対し業界に先駆けた

採用

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

主要な建材

化学物質
含有量・
放散量を
チェック

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

サプライヤー
からの建材提案

化学物質におけるリスクの最小化
（ゼロ）
には、住宅や建築

ＣＳＲ調達ガイド
ラインによる管理

居住系施設における室内空気質のさらなる改善

サプライヤーへ
要求性能を提示

基本方針

CSR経営の基盤

■ 化学物質ガイドライン運用フロー

健康配慮仕様の開発・普及
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放散量を、より現実に即した方法

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。

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

また本ガイドラインは、2016年度よりCSR 調達ガイドラインの一部と

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。

して、当社に加え、大和リース・デザインアーク・フジタ・コスモスイニ

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

シア、2018年度には大和ハウスリフォームにも展開しています。

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。
※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
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本ガイドラインの運用によって、主要な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

