
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
2005年度環境目標の実績に対して自己評価を行い、達成・未達成とその理由を明らか
にしています。これらを受けて2006年度の目標を策定しました。

 
環境目標と実績

 

 

 
住宅のライフサイクル全体を通しての環境負荷低減を図っています。オフィスではクール
ビズを実施しました。

 
環境マネジメント

 

 

 
事業活動全体の環境負荷を把握するために、住宅の開発・設計、生産、輸送、施工、解
体・処理のライフサイクルの各段階における資源投入量と排出量、エネルギー消費量、
CO2排出量を算出しています。

 
環境負荷マテリアルバランス

 

 
  2005年度の生産部門の環境会計データとコメントを掲載しています。

 
環境保全活動の環境会計データ・環境保全効果

 

 
 

 
エネルギー消費量やCO2排出量などのデータを掲載しています。またアクションプラン20
達成のためにさまざまな取り組みを行っています。

 
住宅のエネルギー消費

 
生産時のCO2排出削減の取り組み

 

119



 

 
 
 

 

 
 
 

 

輸送時のCO2排出削減の取り組み
 

居住時のCO2排出削減の取り組み1
 

居住時のCO2排出削減の取り組み2
 

 

 
住宅1棟当たりの資源循環や、生産部門、新築現場における廃棄物発生量のデータを掲
載。2005年度には新築現場ゼロエミッションを達成。今後は廃棄物の減量に注力しま
す。

 
資源の利用

 
工場ゼロ工ミッション

 
新築現場における廃棄物削減

 
その他の廃棄物削減の取り組み

 
水資源

 
事務所における取り組み

 
国家プロジェクトへの参画

 

 

 
PRTRデータを掲載。社会的な問題であるアスベスト問題に対しても誠実に対応していま
す。

 
化学物質の管理

 
化学物質削減取り組み事例

 
 

 

 

 

 

 
日本の豊かな自然を未来に引き継ぐために、地域に自生する植物を植栽に取り入れる
“「5本の樹」計画”を推進しています。年間植栽実績も掲載。

 
原材料調達時の配慮

 
緑化の取り組み

 
環境共生住宅

 

 

 
全国6工場におけるエネルギー・資源使用量、排出物発生量、大気分析結果、水質分析
結果などについての環境関連データを掲載しています。
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東北工場／関東工場

 
静岡工場／滋賀工場

 
兵庫工場／山口工場
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自己評価の基準について  ◎…最終目標を前倒しで達成 ○…当期（数値）目標を達成 
△…達成できなかったが目標に近づいた ×…目標に向けた改善ができなかった 

総括と展望 
 2005年度は、大きな目標である｢新築現場ゼロエミッション｣を予定より3
カ月前倒しで達成することができました。従業員や協力工事店が一体とな
って協力し、現場や自社の資源循環センターで徹底した分別を行った後、
信頼あるリサイクルルートに引き渡すという透明性とトレーサビリティの高
いしくみで困難な課題を実現できたことを大変誇りに感じています。 
 
 また、2005年4月発表の｢サステナブル宣言｣に基づいた｢アクションプラ
ン20｣においても、太陽光発電の提案強化策が下期から開始したにも関
わらず、倍近い出荷を達成し、期末には過去最高を記録するなど順調で
す。 
 個々の取り組みについては、満足のいくレベルばかりではありません
が、今後はサプライチェーンとの協働といった大きな視野での環境戦略が
鍵になると考えており、一層取り組みの質を高めてまいります。 
 

  環境担当
取締役・

専務執行役
員

森本 彰

エネルギー

環境技術部会

  評価 

2005年度目標・実
績：

太陽光発電システム出荷容量 
目標：2,000kW 実績：2,690kW

実績に対するコメン
ト：

2005年度は地球温暖化防止を推進する「アクションプラ
ン20」を実施した結果、2004年度の1,453.6kWを大幅に
上回る2,690kWの出荷実績を達成することができまし
た。

2006年度目標： 太陽光発電システム出荷容量8,000kW

2005年度目標・実
績：

高効率給湯器の普及率 
目標：30％ 実績：26％

実績に対するコメン
ト：

｢アクションプラン20」で、潜熱回収型給湯器の標準化や
ヒートポンプ式給湯器の推奨に取り組み、高効率給湯
器全体では2004年度採用率12％を大きく上回りました。
下期取り組みのため目標値には達しませんでしたが、
これからも採用率を高めていきます。

2006年度目標： 高効率給湯器の採用率70％

2005年度目標・実
績：

コージェネレーションシステムの採用率 
目標：6％ 実績：7％

実績に対するコメント： ｢アクションプラン20」により、採用率が2004年度の3％
から7％へと増加し、目標である採用率6％を達成する
ことができました。今後も給湯エネルギーの削減を進め
ていきます。

2006年度目標： コージェネレーションシステムの採用率20％

2005年度目標・実 既存住宅に関する断熱改修の推進 
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績： 実績：10,355m2

実績に対するコメント： 開口部交換面積は10,355m2となり、下期前年比は5.3倍
と大幅な伸びを達成することができました。

2005年度目標・実
績：

家庭用燃料電池の導入 
目標：50台 実績：6台

実績に対するコメント： 2005年度の実績は導入決定の物件も含めて16台とな
り、目標には達しませんでした。普及期に向けた取り組
みはもう少し先になると考え、当面は導入物件の実デ
ータの収集や分析に注力し、燃料電池を活かせる住ま
いを考えていきたいと思います。

2005年度目標・実
績：

オリジナル省エネナビゲーションの開発

実績に対するコメント： オリジナル省エネナビゲーションを試作し、研究モデル
棟に試験導入、効果検証を実施しました。

 

環境生産部会

  評価 

2005年度目標・実
績：

生産によるCO2排出量を1997年度比8.0％削減
（CO2/m2） 

実績に対するコメント： 照明器具・設備等の省エネ化、排熱利用の効率化を図
りましたが、新規設備（浅井工場他）の導入により出荷
面積当たりのCO2排出量は増加しました。2006年度以
降の目標値はISO認証との目標とあわせ、1999年度の
数値を基準とします。2006年度は、バイオマス発電装
置稼動および灯油のLNG化などの省エネ推進により、
基準値比8.0％削減をめざします。

2006年度目標： 生産によるCO2排出量を1999年度比8.0％削減（CO2/m2）

2005年度目標・実
績：

輸送によるCO2排出量を1997年度比5.0％削減
（CO2/m2） 

実績に対するコメント： 分納による出荷台数および新築現場ゼロエミの回収便
増加に対し、積載効率の改善が及ばず、目標達成にい
たりませんでした。2006年度以降の目標値はISO認証
との目標とあわせ、1999年度の数値を基準とします。
2006年度は改正省エネ法への対応を含め、出荷、回
収、排出物処理にいたるまでの積載効率改善等、きめ
細かな監視により、基準値比5.0％削減を目標としま
す。

2006年度目標： 輸送によるCO2排出量を1999年度比5.0％削減（CO2/m2）

 

環境施工部会

  評価 

2005年度目標・実
績：

新築施工現場の効率的な廃棄物回収 
目標：新築廃棄物の回収管理システム（ぐるっとメー
ル）の全国運用 
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実績：ぐるっとメールの全国・全事業所対応体制の構
築。運用実施

実績に対するコメント： 新築廃棄物の回収管理システム（ぐるっとメール）を、
全国・全事業所で使用できる体制を整え、運用を開始
しました。広域認定の取得とあいまって、さらに効率的
な廃棄物の収集運搬を行っています。

2006年度目標： 2006年7月までに、ぐるっとメールシステムの全国運用

 

環境行動部会

  評価 

2005年度目標・実
績：

 
「環境共生住宅」認定制度活用の推進                    

実績に対するコメント： 全国で87棟が認定を取得しました。                     

2006年度目標：
2006年度建売「まちなみ参観日」物件はすべて「環境共生住
宅」と「5本の樹」計画を実施。2,500棟を目標

2005年度目標・実
績：

事業所環境負荷削減に向けたデータ収集

実績に対するコメント： 32モデル事業所を対象とした基準値を策定しました。            

2005年度目標・実
績：

クールビズの推進 
実績：本・支社クールビズ実施、7月～10月空調28℃実
施。本社ビル冬季22℃実験的に実施

実績に対するコメント： 設定温度1℃変更により1割の省エネ効果（空調冷水流
量）を確認しました。

2006年度目標：
クールビズの範囲拡大、継続的に実施。ウォームビズ、ドレスコ
ード検討で空調設定温度3℃変更検討

 
 

 
 

化学物質

環境技術部会

  評価 

2005年度目標・実
績：

取り組み優先化学物質の選定 
優先的に対策を検討する化学物質の選定を行い、ガイ
ドラインとして公表

実績に対するコメント： 化学物質の使用量調査の結果、監視物質を選定する
ことができましたが、代替設計の可能性まで考慮したガ
イドライン制定にはいたりませんでした。

2006年度目標：
監視物質を中心に代替設計の可能性まで考慮したガイドライン
を策定するとともに一部の物質については具体的な設計変更を
検討

2005年度目標・実
績：

外壁パネル裏面接着剤の無鉛化： 
接着剤の溶剤中に含まれるトルエン・キシレン等の化
学物質を削減するために外壁基材と裏面鉄板との接
着剤を溶剤系から無溶剤系へ変更検討

実績に対するコメント： 2005年度はさまざまな角度から技術的な検証を行いま
した。2006年度は部位ごとに量産検証を実施し、順次、
使用量を低減していく予定です。
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資源

環境技術部会

  評価 

2005年度目標・実
績：

設計地盤高さの最適化による排出土・客土の削減

実績に対するコメント： 効果的に排出土の削減量を削減できる設計地盤高さ
算出するシステムを開発。導入に向けた社内研修を実
施しました。

2005年度目標・実
績：

廃ガラス利用建材の普及：経済産業省のプロジェクトと
して開発された廃ガラス利用建材の商品化

実績に対するコメント： 研究段階を終え、量産化に向けた意匠・性能・製造技
術等の検討を行いました。2006年度も引きつづき検討
を進めます。

2005年度目標・実
績：

リモデル住宅の普及促進：買上げを行わない大規模リ
フォームを請負型リモデルとして位置付け、事業展開を
検討

実績に対するコメント： 展開エリアを広げることで、請負型リモデルの普及を推
進します。

2006年度目標： 木材調達に関するガイドラインを策定

 

環境生産部会

  評価 

2005年度目標・実
績：

出荷延べ床面積当たりの工場内廃棄物（専ら物含む）
および、新築施工現場排出物を含む総排出物量を
2004年度を基準として20.0％削減。 
実績：削減率3.09％

実績に対するコメント： 2004年度の基準値18.43kg/m2に対し、2005年度は
17.86kg/m2で3.09％の削減にとどまりました。ゼロエミ
ッション活動により廃棄物の総量を監視する体制がで
きたので、工場排出物の汚泥削減、出荷部材のプレカ
ット推進・オーダー見直し等の活動を継続します。

2006年度目標： 総排出物量を2004年度を基準値として20％削減

2005年度目標・実
績：

再資源化率（マテリアルリサイクル率） 
目標：90％ 実績：78.7％

実績に対するコメント： 2005年度は新築施工現場廃棄物のサーマルリサイク
ル量が増加したため、基準値を下回ってしまいました。
2006年度は、指標としては再資源化率そのものではな
く、CO2削減に有効な再資源化率の見極めが必要との
判断から、マテリアルフローを作成し、CO2削減量の評
価手法を確立していきます。

2006年度目標： CO2削減の評価に有効な手法の確立

2005年度目標・実
績：

新築施工時の廃棄物 
2006年度末までに新築施工時の廃棄物をすべての事
業所でゼロエミッション化 
実績：７月に全社新築ゼロエミッションを達成

実績に対するコメント： 全国の新築施工現場から発生する廃棄物をすべて「資
源循環センター」に回収、リサイクルし、埋め立て・焼却
しないゼロエミッションを当初目標よりも早い、7月に達
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成しました。

2006年度目標：
カスタマーズセンターの業務で発生する廃棄物のゼロエミッショ
ン化（解体廃棄物を除く） 
リフォーム工事廃棄物の広域認定取得

 

環境施工部会

  評価 

2005年度目標・実
績：

新築施工時の廃棄物を2005年度末までに800kg/棟に
削減 

実績に対するコメント： プレカットや梱包見直し等、さまざまな取り組みにより廃
棄物量は減りましたが、1棟当たりの廃棄物量は
1,884kgと、基準値からの削減目標比は48％にとどまり
ました。

2006年度目標：
新築施工時の廃棄物削減体制を強化し、2006年7月までに新た
な削減目標1,200kg/棟となる対策を実施

2005年度目標・実
績：

目標：現場調達設備の梱包材削減 
実績：一部実施

実績に対するコメント： 梱包材のリターナブル化を一部で実施し、部分的な取
り組みを行いました。

2006年度目標： 梱包材削減対象範囲の拡大、削減仕様の標準化

2005年度目標・実
績：

目標：石膏ボード端材削減工法の全国展開 
実績：内装下地工法を標準化

実績に対するコメント： 従来よりも端材の少ない内装下地工法の標準化を行
いました。       

2006年度目標： 石膏ボード端材削減のための板取効率化

2005年度目標・実
績：

目標：瓦端材の自社リサイクル製品開発 
実績：シェルシャットスラブの開発

実績に対するコメント： 瓦工事で出た瓦の端材を破砕して、遮音性能を高めた
床下地に用いるなど、有効な利用法を開発し、実施し
ています。

2006年度目標： 木製品端材削減対象品目の拡大

2005年度目標・実
績：

目標：瓦のプレカット 
実績：SH平瓦のプレカット実施

実績に対するコメント： SH平瓦をプレカットすることで、現場から出る瓦端材の
量を約1/3に削減しました。

2006年度目標： 返品材・未利用材削減体制の構築

 

環境行動部会

  評価 

2005年度目標・実
績：

全社文具類グリーン購入率 
目標：60％ 
実績：57％
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■ISO14001認証取得状況 

 

 当社は、環境経営の重要性の観点から、2005年度より環境経営のための推進体制をさらに強化しました。

当社では「全社環境会議」において全社の環境推進を統括しています。2005年度からは、社長を直接のメン

バーとしてより迅速かつ強力な意思決定を図れるよう改組しました。また、これに応じて、全社環境会議のも

とで全社横断的に事業への展開を進める4つの部会についても、所属各部署のトップをメンバーとして配置

し、迅速な意思決定と責任の明確化を図るようにしました。今後、新たな環境推進体制のもとで個々の取り組

みをさらにレベルアップし、経営施策に直接反映することによ持続可能な社会づくりの重要性を社内に浸透さ

せていきます。

■推進体制

 当社6工場すべてにおいて、2001年度中にISO14001の認証取得を完了しました。2005年度の内部監査で

は、環境マネジメントシステムが適切に運営されており、特筆すべき問題点はありませんでした。

工場名 認証取得年月日

東北工場 2001.3.26

関東工場 2001.1.29

静岡工場 2000.7.31
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■事務用品の平均グリーン購入率 

 

 

 

 

 

滋賀工場 2000.12.25

兵庫工場 2001.2.26

山口工場 2000.11.29

 事業所で使用する文具などの物品について、環境に配慮したものを優先的に購入する「グリーン購入」の取

り組みを進めています。2005年4月には、全国各事業所の環境担当であるエコリーダー222名を選出。7月に

は全国モデル事業所・展示場32カ所のエコリーダーと本社で、モデル事業所調査説明会および取り組み目標

数値の検討を行いました。各事業所は進捗状況を電子メールを通じて毎月本社に報告し、これを環境行動部

会が集計することにより全社的な取り組みを進めています。 

 

 また、関係会社の積水ハウス梅田オペレーション株式会社と協力して、インターネットによる文具販売

「ecoecoねっと」を運用し、グリーン購入がより進めやすい体制をつくっています。その結果、2005年度のグリ

ーン購入率の平均は57％と、2004年度より11％向上しました。2006年度はグリーン購入率60％をめざしてい

ます。

 住宅のライフサイクルを通じ環境負荷を削減するためには、部材や商品の開発時にも環境配慮の視点を盛

り込むことが重要であると認識し、当社では「グリーン設計シート」を導入しています。これを用いて「エネルギ

ーの消費削減」「自然・未利用エネルギーの活用」「廃棄物の削減」「資源の有効利用」「有害物質の使用削

減」「住まいの長寿命化」の6つのカテゴリーについて部材・商品の開発時にチェックをし、環境配慮設計を促

しています。また、こうした取り組みは開発担当者の環境意識向上にも寄与すると考えています。

輸送効率を考えた軒樋 
輸送効率を高めるために樋の形状を検討しました。開発
した樋は積み重ねが可能な形状となっており、従来品と
比較して2倍の積載効率を実現することができました。
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 アルミハニカム内部 
 
薄型玄関庇 
シャープな意匠の玄関庇はアルミの単一素材で構成さ
れているため、再資源化も容易です。また、使用するア
ルミを少なくするためにハニカム構造を採用しており、省
資源にも貢献します。

光触媒エコサイディング 
酸化チタンでコーティングされたサイディングは光触媒の
効果で外壁表面の汚れを分解、雨による自浄作用で建
物の長寿命化に貢献します。また大気中のNOxを分解
する効果もあるため、大気浄化にも貢献します。140m2

の住宅に使われる外壁でポプラやケヤキの樹16本分の
浄化作用が期待できます。

シャモット(瓦の端材粉) 

瓦の端材を活用した高遮音床 
シェルシャットスラブは床下地に使用される中空押し出し
成形セメント板の空隙に砕いた瓦端粉を充填した製品で
す。重量衝撃音・軽量衝撃音遮断性能はともに通常低
層住宅で使われるALC床のL-65に対してL-60という値
を達成し、性能表示遮音等級で1等級上位の遮音性能
になります。また、使用する瓦端粉は当社新築現場ゼロ
エミッションで回収された現場の瓦端粉で、資源循環と
いう環境価値と高遮音という住まい手価値を両立させる
製品です。年間で1,296トンの瓦端材を活用することが目
標で、達成できれば当社で発生する瓦端粉の約4分の1
をリサイクルすることになります。

 

 本社がある梅田スカイビルでは、22ブロックで環境推進委員に温度計を支給し、体感温度ではなく客観的

に室温の状態を把握しています。2003年度は、空調設定温を2℃上げ26℃に設定し、空調の冷水流量削減

による省エネ効果を確認しました。 

 

 2005年度はクールビズを本社、支社で7～9月の間実施し、室温28℃設定および服装コード（ノーネクタイ）

変更を行いました。また、クールビズ実施のポスター、ステッカーを作成し、活動を推進しました。本社では、
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帰宅時のブラインドの閉鎖も併せて実施し、就業前の朝の日光による温度上昇を防ぐなどの工夫を行いまし

た。

 

本社や一部事業所でポスターを掲示して実施
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 私たちは事業活動全体の環境負荷を把握し、効果的な削減の取り組みを進めていくた
め、住宅の生産・輸送・施工・居住・解体のライフサイクルの各段階における環境負荷をグ
ループ会社や協力会社と共同で算出しています。

■マテリアルフロー図 
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■各データの算出について 

 

報告対象範囲である2005年2月～2006年1月の実績をもとに算出。CO2排出量=各エ
ネルギー消費量×社団法人プレハブ建築協会採用のCO2排出原単位。「施工時のエ
ネルギーおよび解体時のエネルギー廃棄物」は、報告対象外期間の実績も含みま
す。

開発・設計 
（営業・管理部門も含む）

エネルギー 
2005年度における事業所の光熱費データから電気、
ガス、ガソリンの消費量を算出 
廃棄物 
本社ビル廃棄物実回収データおよび全国32モデル事
業所のサンプル調査に基づき全社排出量を算出

工場生産

資材 
投入資源量=（各型式の単位面積当たり資材使用量
※2×2005年度の各型式の出荷面積）+工場廃棄物総
量 
※2 戸建実物件10棟の調査結果による自社工場・メー
カー工場を含む 
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排出物およびエネルギー 
2005年度における自社6工場の調査データ 
2004年度のLPG使用量に誤りがありました。 
（誤）3,032千m3 → （正）3,032t

輸送

エネルギー 
軽油消費量=自社6工場から建設現場までの車種ごと
配車台数×走行距離÷車種ごと燃費（2005年度調査
データ）

施工

エネルギー 
ガソリン消費量=総職人数※3×1人当たりの年間平均
実働日数※4×1人1日当たりの消費量 
電力消費量=1日当たりの仮設電力使用量×1棟あた
りの工期日数※5×出荷棟数※6 
軽油消費量=1棟当たりの重機使用による消費量×出
荷棟数※6 
※3 2005年1月現在 
※4 2003年度調査データ 
※5 2005年8月～2006年1月調査データ 
※6 2005年度調査データ 
廃棄物 
新築現場から回収された廃棄物の量

解体・処理

エネルギー 
（解体重機の燃料消費量+廃棄物輸送トラックの燃料
消費量+廃棄物処理、処分場の燃料および電力消費
量）×2005年度の解体工事受注棟数 
廃棄物 
解体工事1棟当たりの廃棄物量×2005年度の解体工
事受注棟数
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■2005年度環境保全活動に関わる環境会計データ（単位：百万円） 

 

 

 当社ではこれまで生産部門において環境会計を導入し、環境保全活動を推進してきまし
た。しかし、新築施工現場のゼロエミッションや居住時のCO2排出削減などにも積極的に
取り組んでいることから、開発・設計から施工までを含めた全社にて環境会計を集計・開
示する必要があると考え、2005年度より対象範囲を拡大しました。今後、より効率的・効果
的な環境保全活動を展開し、持続可能な社会の構築に寄与していきます。

環境保
全活動

環境保全 
コスト 

（投資額）

環境保全コスト（費用額）

経済 
効果※1

経済 
収支※

2

環境保全 
効果

環境保
全減価
償却費

廃棄物処
分・リサイク
ル委託費

その他
の費用

額

廃棄物
削減・ リ
サイクル

82 106 1,317 1,653 3,025 △51
リサイクル量 

80.3千t

資源の
有効活
用

14 20 0 0 210 190

水系塗料削減 
158t 

 
用紙使用量 

削減

エネルギ
ーの有
効活用

27 25 0 713 50 △688
生産部門 

CO2削減量 
1.7千t

有害物
質削減

4 42 5 111 38 △119
水質汚濁の防止

など

研究開
発

0 0 0 307 0 △307
サステナブルな住

まいの実現

環境マネ
ジメント

8 6 0 82 0 △88
事業所の緑化、騒

音防止 

合計 135 199 1,322 2,888 3,323 △1,063  

うち生産
部門

53 112 206 231 384 △164  

※1 「経済効果」は、原則として、環境対策を実施した場合に、実施しなかった場合と比較
して節減される費用などを確実な根拠にもとづいて算定しています。環境保全活動を
推進することによる、利益寄与の推定的効果は含んでいません。

※2 経済収支:経済効果について、その本質は環境保全コストの一部回収であると位置付
け、その回収部分を考慮した上での財務パフォーマンスを経済収支としています。こ
れは、経済効果額から環境保全コストの費用額を差し引くことで算出します。

 2005年度は、投資額135百万円、費用額の合計は4,387百万円、経済効果は3,323百万
円となっています。 
 
 費用額のうち、大きな割合を占めるのは、廃棄物削減・リサイクル活動に関わるもので
す。資源循環センターなどの設備や建物に関わる減価償却費が106百万円、リサイクル委
託費が1,317百万円、運搬費や集荷拠点運営費などその他の費用が1,653百万円発生して
います。一方で、独自の回収システムをもとにした質の高いリサイクルを行うことによって
廃棄物処分費が節減され、売却収入が発生したため、経済効果が3,025百万円となりまし
た。 
 
 エネルギーの有効活用に関わるその他の費用713百万円には、太陽光発電システムお
よび高効率給湯器のコストアップ分を当社が負担した679百万円が含まれています。これ
は、サステナブル宣言で掲げた目標「2010年までに当社の住宅から排出されるCO2を20％
削減する」を達成するためのコストです。生産部門においては、省エネ機器の導入などに
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よりCO2削減に取り組んだ結果として、エネルギー節減額50百万円が経済効果として計上
されています。今後も、住宅のライフサイクルを通したCO2削減に注力していきます。

 

  

  

■排出物重量分布

■「廃棄物削減・リサイクル」活動に関わるリサイクル委託費の内訳
 

  
※傷がついたり、使わなかったりすることで新築現場において副産物となっていた建具や
ガラス、ボルト、ナット等の部材については、ゼロエミッション達成前からすでにリサイクル
システムを構築していました。  それらのリサイクル委託費は、2004年度まで生産に関わ
るリサイクル委託費に含めていましたが、2005年度は、施工に関わるリサイクル委託費に
含めています。

 

 

【集計対象期間】

2005年2月1日から2006年1月31日まで

【集計対象範囲】

積水ハウス株式会社

【認識のしかた】

（1） 環境保全活動 
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積水ハウスで運用されている環境マネジメントシステムにおいて目的・目標を
達成するための活動を「環境保全活動」と称しています。

（2） 環境保全コスト 
 環境保全コストの投資額は、固定資産台帳に記載されている償却資産のう
ち当該環境保全活動に関わるものを抽出し、これの当期取得価額をもって認
識しています。環境保全コストの費用額は、当該環境保全活動を実施するに
当たって発生する費用または損失（環境保全設備の減価償却費を含む）をも
って認識しています。ただし人件費は含めていません。これは、人件費に関し
ては環境会計による管理よりもむしろ全社的な管理のもとにおくのが、現時点
ではより現実的で望ましいと判断しているためです。 

（3） 環境保全効果 
 個々の環境保全活動ごとに、当該環境保全活動を行った場合の環境負荷
の大きさとそれを行わなかったと仮定した場合の環境負荷の大きさを比較し、
その差をもって環境保全効果と認識しています。基準年度（あるいは前年度）
と当年度との環境負荷発生量の差ではありません。

（4） 経済効果 
 個々の環境保全活動ごとに、当該環境保全活動の実施に伴って、費用の節
減が見られた、あるいは不用な排出物の売却による収益が得られた、という
場合は、費用の節減額や売却収益の大きさをもって経済効果と認識していま
す。「費用節減」は基準年度（あるいは前年度）と当年度との費用の差ではあ
りません。

【把握のしかた】

（1） 環境保全コスト 
 投資額ならびに費用額のうちの減価償却費部分は、環境割合で按分して算
出しました。費用額のうちの減価償却費部分以外の部分は差額を求めて算
出しました。ただし、このように算出した結果が負の値となった場合は、これを
環境保全コストと認識するのではなく、その絶対値をもって経済効果（費用節
減）と認識・把握しました。

（2） 環境保全効果 
 環境マネジメントシステムで管理対象とする環境負荷項目あるいは環境負
荷抑制項目ごとに、環境保全活動を行った場合に発生した環境負荷の量とそ
れを行わなかったと仮定した場合に想定される環境負荷の発生量とを絶対量
で比較し、両者の差を当該環境負荷項目の計量単位（t、klなど）で表しまし
た。

（3） 経済効果 
 費用節減額の把握については、上述した通り環境保全コストを差額により
算出しようとした際に負の値が算出された場合に、その絶対値をもって経済
効果の費用節減額と認識・把握します。 
 売却収益額は、当該環境保全活動の実施に伴って不用な排出物の売却に
より計上された財務会計上の収益の大きさをもって把握します。
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■住宅1棟当たりの30年間のライフサイクルCO2  

 

 
■LCAデータ収集の対象範囲 

 世界各国が協力して地球温暖化を抑制するための約束事項を定めた京都議定書が
2005年2月に発効しました。これにより、日本は2008～2012年の温室効果ガス排出量を
1990年比で6％削減することが義務付けられました。温室効果ガスの大半を占めるCO2の
削減が急務となっています。 
 
 当社では、住宅の一生を通したCO2排出量を把握することが重要と考え、生産から解体
にいたるまでの各段階における排出量を算出しました。その結果、居住段階のCO2排出量
が約70％と最も大きいことがわかりました。居住段階での環境負荷削減が、最も重要かつ
効果的であると認識し、技術や製品の開発に力を入れています。 
 
※ 製品に関わる資源の採取から生産・輸送・使用・廃棄までの各段階において、環境に
与える影響を定量的に評価する方法。

ライフサイクル 調査対象 調査データ 調査時期

原材料
主な協力メーカー・ 
当社工場

原材料使用量など 2000年

工場生産
主な協力メーカー エネルギー消費量など 2001.2～2001.10

当社工場 エネルギー消費量など 2005年度

輸送
主な協力メーカー エネルギー消費量など 2001.2～2001.10

運送会社 配車実績 2005年度

施工 積和建設 施工実績 2005年度(一部2004年度)

居住 当社住宅オーナー エネルギー消費量など 2000.10～2001.9

修繕・更新   参考データ  

解体 積和建設 エネルギー消費量など 2002年

処理 一般処理業者 エネルギー消費量など 2002年

企業活動 各事業所 光熱費など 2005年度
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 2005年度は、2004年度と同じ傾向で、売上高の増加により、ほとんどすべてのエネルギー消費量が増加

し、それに伴ってCO2排出量・1次エネルギー消費量も増加しました。しかし、CO2排出量・1次エネルギー消費

量の売上高原単位は、わずかではありますが、減少傾向にあります。 これは、出荷実績の増加による、生産

効率の向上がひとつの要因であると考えられます。

■CO2排出量（当社全6工場） ■1次エネルギー消費量（当社全6工場）

■電力消費量（当社全6工場） ■ガス使用量（当社全6工場） 

 

■重油・灯油使用量（当社全6工場）  

 当社では2004年度、NEDO(独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の共同研究事業「バイ

オマス等未活用エネルギー実証試験事業調査」に参画し、木質廃材を有効利用する目的でバイオマス発電

の導入効果を検討してきました。この結果本件の諸条件が理想的であり、実証価値があると内外より評価さ

れました。そこで2005年度、実際に実証設備を設置・運転する同実証試験事業に応募したところ、2005年6月

30日に採択され、11月より3月にかけて設置工事を行い、滋賀工場管轄の浅井工場（集成材製造工場、滋賀
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県長浜市）敷地内に実証設備を完成させました。現在試運転を行いながら検証を行っています。 

 

 当木質バイオマス・ガス化発電は、化石燃料に依存しない小規模分散型発電方式として期待されているも

のですが、まだ実証段階のために商用化されておらず、世界でも数機しか実稼動していません。 浅井工場の

実証設備は製材残材から可燃性ガスを抽出しガスエンジンを回すものでコージェネレーション（電熱併給）シ

ステムとして稼動させ、同工場で消費する電力と熱の約3割を賄うことによって大幅なCO2削減を図る予定で

す。 

浅井工場に設置した実証試験設備
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■増トン車利用台数 

 

 

 

 自社工場で生産された住宅部材は、年間で延べ約20万台のトラックで全国の建築現場に輸送されます。住

宅では多くの資源を使うため、輸送に伴うエネルギー消費量を削減することも重要になります。このために

は、必要な資材をいかに効率的に運搬するかが大きな課題です。当社では、積載量の多いトラックの導入推

進や、鉄道輸送との組み合わせ検討など、輸送時のCO2削減にもつとめています。2005年度の輸送に伴う

CO2排出量は40,625t-CO2となっています。

 輸送時のエネルギー消費量削減方法のひとつとして、当社では1999年より増トン車の導入を進めていま

す。増トン車とは、4トン車と同じサイズで7トンまで積載することが可能なトラックで、4トン車（燃費5.5km/ℓ）2

台分を増トン車（燃費4.8km/ℓ）に置き換えることで、軽油の消費量や排ガスに含まれるNOxやSOxの排出量

も削減することができます。また、これまでは建築現場に入る前に大型トレーラーから小型トラックに積み替え

る必要があったのを、コンパクトな増トン車を利用することにより積み替え作業を軽減することもでき、物流全

体の効率化にも寄与しています。 

 

 2005年度は、延べ33,323台の増トン車を導入しました。これにより、輸送時のCO2排出量を年間で約3,227t-

CO2削減したことになります。

 輸送時の環境負荷削減の手段のひとつとしてモーダルシフト※1が注目されています。当社でも東北工場か

ら札幌へ運ばれる住宅部材の輸送手段を従来のトラックとRORO船※2の組み合わせから、専用の20フィート

の着脱ボディ式コンテナ※3を用いたトラックと鉄道の組み合わせに変更しました。2004年度には、住宅部材

の輸送を委託しているセンコー株式会社などと協力し、国が実施する実証実験※4にも参加しました。 

 

 2005年度は実際の業務の中で、現実的な効果検証を行いました。その結果、コンテナの形状により輸送で

きる部材が限定されるため、定常的な輸送では「トラックとRORO船の組み合わせ」の方が、積載量が少ない

特別便では「トラックと鉄道の組み合わせ」の方が効率が良いことがわかりました。鉄道を利用した輸送は、

月に10便程度で札幌向け総輸送量の5％にあたります。また、これにより削減されるCO2排出量は年間

8,760kg-CO2となります。今後も鉄道輸送のメリットがより発揮できるよう、輸送システムの検討を継続してい

きます。 

 
※1 貨物の輸送転換を図ること。トラック輸送によっているものを鉄道や船舶による輸送に代替することを指す場合が多い。

※2 Roll On Roll Off Ship（ロールオンロールオフ船）の略で、「乗り込んで、降りる」と言う意味を持ち、船の中にトレーラーが自

走して乗り込むことが可能な構造となっており、クレーンを使わずに直接貨物の積み降ろしができる船のこと。

※3
トラックのボディ（荷台）が脱着式になっており、ボディをそのまま鉄道貨車に積み替えたり、別のトラックに積み替えたりで
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きる。

※4 国土交通省から認定を受けた「環境負荷の小さい物流体系の構築を目指す実証実験」のこと。

スワップボディ式20フィートコンテナを 

積載したトラック
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■一般的な住宅と「省エネ・防災住宅」のCO2排出量の比較 

 

 

 

 住宅1棟のライフサイクルCO2排出量のうち、約7割が居住時に排出されます。居住時のエネルギー消費量

削減は、地球温暖化防止のために欠かせないことであると同時に、お客様の暮らしに直接影響を与えること

から、当社はこれまで断熱性能向上や太陽光発電システムの開発、省エネルギー機器の導入などを通じて、

この課題に重点的に取り組んできました。2005年度は、｢アクションプラン20｣として自主目標を掲げ、より取り

組みを強化しています。今後も、豊かで快適な暮らしを保ちながら、地球環境への負荷を削減するために、暮

らしとエネルギーの関係を考えていきます。 

 太陽光発電システムや蓄電池、免震装置、雨水タンクなどのさまざまな技術を組み合わせることによって、

普段は省エネ・節水、被災時には水やエネルギーを確保し、自立した生活を可能にしたのが「省エネ・防災住

宅」です。高い省エネ性能に加え、省エネの意義を防災の観点から見直したことが省エネの価値を高めたと

評価され、2004年度省エネ大賞「省エネルギーセンター会長賞」を受賞しました。年間のCO2排出量は従来住

宅の3,981kg‐CO2に対して、「省エネ・防災住宅」では2,167kg‐CO2となり、46％の削減が可能です。これから

も具体的な住まいづくりを通じて、省エネ・防災技術の普及につとめていきます。

 居住時のCO2排出量のうち、約3割が冷暖房によるもので、これらを削減するためには住宅の高断熱化が

重要です。また、住宅の高断熱化は冬暖かく、夏涼しい室内環境を実現するためにも大切な基本性能でもあ

ります。 

 

 当社では、住まいの断熱性能向上に取り組んでおり、 2003年8月にはすべての新築戸建住宅で、住宅品質

確保促進法（品確法）の定める断熱性能の最上等級をクリアする「次世代省エネルギー仕様」を標準採用し

ました。これにより、年間で16,341t-CO2の排出量削減ができ、現在取り組んでいる「アクションプラン20」のな

かでも重要な対策となっています。

 約70万戸にもおよぶ当社既築住宅の断熱性能向上に関する取り組みを進めています。特に住宅から失わ

れる熱量の約1/3を占める開口部の断熱性能向上が効果的であることから開口部交換に注力しています。
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■開口部の断熱改修の実績 

 

 

 

  

■定風量制御のしくみ 

2005年度は「アクションプラン20」を推進することで、今まで以上に取り組みが進みました。交換した開口部は

面積にして10,354.9m2、2004年度の3.3倍となっています。 

 また、2004年度同様、NEDO（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）の助成制度を活用し

た規模の大きい断熱改修についても2004年度の約2倍になる78棟で実施しました。

 

 シックハウス対策として建築基準法では適正な換気量が常時確保できる換気システムの設置が義務付け

られています。換気システムは常時運転しているため、省エネに配慮した設計が必要です。当社では室内外

の温度差を利用した「自然換気」と「機械換気」を組み合わせたハイブリッド換気システムをメーカーと共同開

発し、その採用を進めています。 

 

 2005年度には「ハイブリッド換気システムIII」を11,289台出荷しました。これにより一般的な換気システムと比

較して年間約832t-CO2のCO2排出量を削減したことになります。「ハイブリッド換気システムIII」は、優れた省

エネ性能が評価され、2003年度に省エネルギー大賞「省エネルギーセンター会長賞」を受賞しています。
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室内外の温度差の大きい冬季や風の強いときは、自然の換気力をダンパー制御により抑制し、夏季など自然換気量が不足す

る場合は、ファンの回転数を高めるなど、細かなファン制御により必要な換気量を確保します。

■ハイブリッド換気システム出荷台数 
 

■省エネ効果の比較 
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 当社は、化石燃料に依存しないエネルギー利用の実現に向けて、太陽光発電システムの採用率向上を進

めてきました。2005年度は「アクションプラン20」の施策により、販売価格の大幅ダウンや提案ツールの開発、

太陽光発電システムを標準搭載した商品の発売など、太陽光発電システムの普及に注力しました。 

 

 その結果、年間出荷容量2,690kWと2004年度を大幅に上回り、もっとも多くの出荷実績を達成することがで

きました。これにより、削減できたCO2排出量は949t-CO2にも上ります。今後はより高い普及率をめざして、さ

らなるコストダウンや設計適用範囲の拡大、既築物件に対する販売強化などに取り組んでいきます。

■太陽光システム設置容量 

 居住時のCO2排出量の約3割を占める給湯に伴うCO2排出量を削減するため、当社では高効率給湯器の

普及を進めています。「アクションプラン20」における重要施策のひとつとして、高効率給湯器エコジョーズを

標準化しました。高効率給湯器には、従来のガス給湯器では利用されていなかった排熱を活用することでエ

ネルギー利用効率を高めた「エコジョーズ」と、エアコンで採用されている技術を応用してエネルギー効率を高

めた電気を利用する「エコキュート」の2種類があります。 

 

  2005年度の「エコジョーズ」の採用率は8％（1,630台）、「エコキュート」の採用率は18％（3,726台）、高効率

給湯器全体では26％と2004年度の12％を大きく上回り、年間で3,840t-CO2の排出量削減に寄与しました。こ

れは「アクションプラン20」が年度途中からの活動だったこと、寒冷地などガス給湯器の設置率が低い地域が

あるためです。目標数値である30％には届きませんでしたが、これからも採用率を高めていきます。
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「エコジョーズ」(潜熱回収型ガス給湯器)のしくみ 
 

「エコキュート」(自然冷媒ヒートポンプ給湯器)のしくみ

 ガスコージェネレーションシステムは、ガスを用いて発電し、そのときの排熱を給湯や暖房に利用すること

で、家庭におけるエネルギー消費量を削減するシステムです。電気と熱を合わせたエネルギー効率は85％と

高く、その結果、CO2排出量の削減にも寄与します。 

 

 2005年度はアクションプラン20を開始したこともあり、採用率が2004年度の3％から7％へと増加しました。出

荷台数は1,321台で、2004年度と比較すると385台の増加となります。CO2排出量は年間で約420t-,CO2を削

減したことになります。今後も引き続き採用率の向上をめざします。

■ガスコージェネレーションシステム  

 
ガスコージェネレーションシステム 
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 燃料電池は水素と酸素の化学反応で発電し、その際に発生する熱も利用するシステムです。水素という新

しいエネルギーの活用、エネルギー効率の高さ、発電時の排ガスもクリーンで、運転音も静かなことから研究

が急速に進み、自動車用や大規模施設向けの燃料電池に続いて、家庭用についても実用化の段階に入りま

した。 

 

 当社では、一般戸建住宅において世界で初めて定置型燃料電池システム※を導入しました。2005年度の採

用台数は16台（東京都武蔵野市、八王子市）、導入された燃料電池の運転データはシステムを検証するため

の貴重なデータとして活用されます。 

 

 普及に向けた一歩を踏み出した燃料電池ですが、現時点では、コスト面、耐久性、燃料電池の発電・発熱

量と家庭での消費量とのバランスなど、いくつかの課題があります。当社では長期的な視点で水素社会への

移行を考え、今後も燃料電池を導入した住まいの提案に取り組んでいきます。 

 

※商用製品としての一般戸建住宅における定置型燃料電池(都市ガス仕様)の導入

 

 当社では、快適性を維持しながら居住時のエネルギー消費量を削減し、それに伴うCO2排出量を削減する

家庭用冷暖房・給湯システムの普及、研究を進めています。 

 

 技術研究所では、年間を通じてほぼ一定の温度を保つ地熱に着目。この熱を地下水を介して回収し、冷暖

房・給湯に利用するシステムについて研究開発を行っています。 

 

 現在、一般に市販されているエアコンや外気を熱源とするヒートポンプでは、冷媒の圧縮に要するエネルギ

ーが必要ですが、地下水を熱源として利用することで、エアコンならば2～3割の省エネルギーが可能です。一

般のエアコンの使用が難しい寒冷地でも安定して運転できることや、不快な冷房廃熱を外気に放出しないた

め、都市部におけるヒートアイランド現象の原因になりにくいなどの特徴があります。 

 

 現在までにシステムの試作、効果の確認及び、地下水の取得可能地域がわかる「全国エリアマップ」や現

地での簡易調査などを利用した「適用可能判断基準」、「システム導入フロー」を作成し、実用化に向けて更

に検討を進めています。実証機は、総合住宅研究所やサステナブルデザインハウス(東京都国立市)などに

設置し、検証中です。
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地下水利用ヒートポンプシステムの模式図（暖房時）

地下水利用冷暖房システム(室外機)   従来型エアコンとの比較
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 住宅１棟には、約100トンもの資源が使用されています。これらは鉱物や土石や森林などから得られるもの

です。そのため、資源の枯渇やその土地の荒廃にも配慮しなければなりません。当社では、住宅が建てられ

てから解体されるまで、住宅のライフサイクルのすべての段階において資源がどれだけ投入され、廃棄物が

排出されるのかを調査しており、資源の循環利用を促進するために活用しています。

■住宅1棟あたりの資源循環

 近年、海外における違法伐採など森林利用についての関心が高まっています。年間40万m3の木質材料を

使用する当社でも、木材調達は重要なテーマです。 

 

 当社では、1975年からコンクリートで打設するための型枠を、繰り返し利用できる鋼鉄製に変更することに

よって、熱帯林木材の利用をなくすなどの取り組みを進めてきました。ただ、従来当社が使用する木材のほと

んどは、海外で伐採された輸入材で国産材の使用率は0.1％以下でした。2005年度に合板の芯材部分を国

産材へと変更した結果、国産材の使用は年間1.8万m3、使用率にして4.4％と大幅に向上しました。 

 

 再生可能資源としての木質系材料の重要性にかんがみ、輸入材および国産材の調達をどう位置付けるか

について、概ね以下の方向をベースに2006年度に向けて木材に関するより具体的な調達指針の策定を開始

します。 
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・木材の調達に際しては、合法性、持続可能性が証明された木材の積極的な利用を検討する。 

・国産材のさらなる活用可能性を検討する。 
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 2002年に達成した、全工場での排出物のゼロエミッション化によって、廃棄物の埋立・単純焼却がゼロとな

り、工場内で発生する廃棄物はすべてリサイクルされるようになりました。当社では、達成後もこれをただ維

持するのではなく、さらに発生量そのものの抑制（リデュース）に取り組んでいます。 

 

 新築現場のゼロエミッション化により工場が廃棄物を回収することになったため、工場排出物量と新築廃棄

物を合計した数値が削減対象となっています。 2005年度の出荷延床面積当たりの廃棄物排出量は

17.86kg/m2でした。新築廃棄物の占める割合が大きいのですが、工場から排出されるものの中では各工場と

も脱水処理汚泥が多く、引き続き削減努力を行います。

■単位床面積当たりの廃棄物排出量（工場生産・建築現場含む）

 当社では、生産過程や施工現場から回収される廃棄物をリサイクルして自社で効率よく利用するための組

織「プロフィットセンター」を設置し、自社リサイクルを推進しています。工場では、梱包資材等を回収して得ら

れた樹脂で瓦桟や窓額縁等の住宅部材を生産したり、瓦の端材を破砕して外構用のブロックを製造していま

す。瓦桟は2005年度1年間で500万本生産し、250トンの樹脂を自社リサイクルしました。今後も自社リサイク

ル部材を増やしていきます。

廃プラスチックをリサイクルした建具の型枠   廃瓦をリサイクルした外構用ブロック
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廃プラスチック、木粉をリサイクルした瓦桟    

153



 

 

 

 

 新築現場では部材を加工した際の端材や梱包材、養生材は廃棄物となっていました。このような廃棄物を

削減するため、部材をあらかじめ工場でカットするプレカットや、梱包材を回収して何度も使用するリターナブ

ル梱包などをモデル事業所で展開し、これらの取り組みで効果のあったものは水平展開しています。 

 

 2005年度の1棟当たりの廃棄物排出量は1,884kg/棟でした。2005年7月に新築現場ゼロエミッションを達成

し、これらはすべてリサイクルされるようになりました。今後は発生量そのものを減らすための組織横断的な

取り組み「リデュース（発生量抑制）プロジェクト」を発足させ、削減していきます。

■新築現場１棟当たりの廃棄物排出量 

 住宅の基礎は、一般的には木製の型枠を使ってコンクリートを流し込んで成型する手法が取られて大量の

コンクリート型枠が廃棄されます。当社では、繰り返し使用可能な鋼製型枠「メタルフォーム」や、再生樹脂を

100％使用した「エコカルフォーム」を採用しています。 さらには基礎を貫通する配管用の穴（スリーブ）を形

成するための型材（ボイド）に、従来は紙製で使い捨てのものを使用していましたが、これも繰り返し使用可

能な「メカスリーブ」を採用し、廃棄物発生を抑える取り組みを行っています。

メカスリーブ 何度も繰り返し使えます   配管用スリーブ

 

   

154



 

 

 

 

従来品    

 新築現場に運び入れる設備機器などは、住宅に設置されるまでに傷つかないよう、段ボールや緩衝材で梱

包されています。これらの梱包材は使用後、新築現場からの廃棄物となります。新築現場ゼロエミッション達

成後、現場での廃棄物発生量の削減が重要であると考え、繰り返し使用できるリターナブル梱包の導入を積

極的に展開しています。 

 

 2005年度は、給湯器および一部キッチンセットについては、リターナブル梱包を全国で実施。加熱機器類、

レンジフード等の設備機器についても順次リターナブル梱包を進めています。 リターナブル梱包の導入によ

り、キッチンセットはセット当たり約40kgの段ボールが、給湯器はセット当たり約4kgの段ボールと緩衝材が削

減可能となります。

リターナブル梱包 何度も繰り返し使用できます。

 工業化住宅では、住宅部材が工場で加工される割合が高いため、新築現場で部材の加工によって発生す

る加工端材は比較的少ないのですが、部材によっては現場で割付や細かな切り欠き加工を行っています。こ

のなかで、あらかじめ工場で加工することによる端材削減効果が高いと見込めるものについてプレカット化を

検討してきました。 

 

 これまでにプレカット対象部材として設定したのは、床パネルや床下地板、内壁枠などで、これによって新

築現場から発生する木材の廃棄物が削減できました。また、屋根の隅棟部分で斜めにカットすることが必要

な瓦についてもプレカットすることで、重量の大きな窯業系の廃棄物も削減しています。今後もプレカットの導

入範囲を広げていきます。
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NS-II工法による施工  

 

2階床下地のパーティクルボード 

出入隅部分にも対応したプレカット  
床パネルのプレカット 

柱部分の切り欠き部分にも対応 

屋根瓦のプレカット 隅棟部分に対応したプレカット    

 新築現場で最も大量に発生するのは石膏ボードの端材で、全社排出量は年間約18000トン。これは、2000

年度調査時の約3分の2です。削減できた要因のとして内装の下地工法を根本的に見直したことがあげられ

ます。従来は間仕切壁の石膏ボードを施工した後に天井の石膏ボードを張っていましたが、天井の石膏ボー

ドを先に施工することで、従来工法に比べ石膏ボードをカットする部分が少なくてすみ、端材の発生量が削減

されます。また、作業スペースが広く確保できるなど作業効率面でのメリットもあります。当社ではこの新たな

工法を「NS-II 工法」と名付け、採用拡大に努めています。 

 また、端材をなるべく出さないように納入された材料を効率的に使用するための施工手順の工夫なども検

討中です。
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 「浄化槽付きディスポーザー」とは、シンクに設置されたディスポーザーで生ゴミを粉砕し、敷地内の浄化槽

で排水を浄化した後、下水道に排水するシステムです。これを取り付けることにより、処理の負荷を軽減する

だけでなく、生ゴミの保管スペースや生ゴミ臭などの問題の解決にも寄与することができます。 

 

 当社では特に設置スペースや設置コストの面からスケールメリットの高い集合住宅での採用に注力してい

ます。2005年度は特に都市圏のマンションを中心に採用が進み、着工物件2,685戸中1,624戸に導入、採用率

60.5％でした。

浄化槽付きディスポーザー（ディスポーザー部）

 低層住宅解体の現状は、パワーショベルに代表される建設重機を用いた能率優先の工事が行われるのが

一般的です。このため分別が困難な混合廃棄物を多量に排出することになり、解体材のリサイクルを推進す

る上で大きな妨げとなっています。 

 

 しかし近年、建設リサイクル法の要請にもあるように、解体時に木や瓦といった品目ごとに分別しながら解

体する「分別解体」を行うことが必須となっています。ただ、分別解体は従来の工法と比較すると手間がかか

りコストが高くなってしまうため、当社では作業の軽減と分別精度を高めるための新たな解体工法を研究して

います。 

 

 分別解体では、人の手による作業が増えるため、それを安全に施工するための技術や、人の手では分別し

にくいものを分離する取り外し技術、あるいは分別したものを簡便に搬出する分別搬出技術などを開発して

一部の事業所ではすでに実用化しています。今後、解体条件の多様性に合わせて標準化することをめざし、

処理段階でのリサイクル率を高めようとしています。

屋根上で安全に作業できる「墜転落防止自動巻き取り安全

帯」 
 

器用に分別できる「解体重機用多機能アタッチメント」 
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まとめて屋外へ搬送する「コンテナパッケージ」  
バラバラになりやすい廃石膏を包む「石膏ボード用パッケー

ジシート」

狭小地でも使用できる小型ながら2階まで届くロングアーム

で、部位ごとに掴んで取る分別解体を促進する重機「ミニモ

ク」
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 工場では、外壁の塗装工程などで、上水、工業用水のほか、井戸を用いて汲み上げた
地下水も使用しています。水資源に関わる環境負荷低減の取り組みとして、使用後の排
水の水質管理に加え、使用量そのものの削減を進める必要があると考え、パレット洗浄排
水の再利用などの取り組みを行っています。今後も、工場内における水の循環などによる
使用量の削減につとめます。 
 
■工場における水の使用量 

 
 水資源を活用するため、雨水利用タンクを商品化しました。タンクには最大200リットルの
雨水をためておくことができ、普段は庭の散水などの生活用水として、被災時にはトイレ用
の水として使用することが可能です。タンク内には災害時を想定して常に100リットルの雨
水が残るような設計にしています。エコロジー&セーフティという「省エネ・防災住宅」のコン
セプトに基づいて開発された商品です。 
 
 環境価値をコンセプトにした製品は以前にもありましたが、防災という価値を新たに追加
することで出荷実績も徐々に増加しています。今後はより手軽に雨水利用に取り組むこと
ができるよう雨水利用システムのラインナップも整備していく予定です。
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■雨水利用タンクの累積出荷台数 
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 2005年7月に本社においてオフィスの環境負荷についての調査説明会を行いました。モデル営業所32ｶ所

および展示場の代表者が参加し、全国の古紙再生ルートの紹介や本社での分別実施内容や個人ゴミ箱廃

止によるメリットについて実例の紹介をした後、各事業所で働く人のオフィスにおける環境意識向上を目的と

した意見交換を行いました。紙の分別は約9割の事業所が実施し、古紙再生紙（古紙100％）の購入割合は

85％となっています。 2006年度は古紙再生紙率100％をめざします。

 2005年4月より施工現場における工務系従業員のユニフォームの仕様を統一しました。統一ユニフォーム

の素材は、ケミカルリサイクル※を前提に作られています。従来、ユニフォーム類は、廃棄後は燃料として焼

却されるサーマルリサイクルや繊維くずにして使用するマテリアルリサイクルが行われていましたが、ケミカ

ルリサイクルシステムでは化学処理により完全に繊維の原料まで戻すことができます。当社では年間約8トン

ものユニフォームが廃棄物となりますが、今後もケミカルリサイクルを推進していきます。 

 
※廃棄物を化学的に処理して、製品の化学原料として再利用する最も優れたリサイクルシステム

ケミカルリサイクル原料で作られた防寒着
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 経済産業省による、将来の住宅像を確立するための技術開発プロジェクト「資源循環型住宅技術開発プロ

ジェクト」が2000年4月から５ヵ年計画で進められ、2005年3月に終了しました。当社はこのプロジェクトにおい

て実施を委託された４つの主幹会社のうちのひとつで、次のようなテーマに取り組んできました。現在、このプ

ロジェクトの研究成果を活かした商品・システム開発を行っています。

当社が実施した研究開発テーマ 
・ 低層住宅の解体分別・取り外し技術に関する研究開発 

・ 長期耐用住宅の在り方とシステム開発 

・ 住宅主要部材の耐久性評価方法およびメンテナンス工法の確立 

・ 建設廃棄物のリサイクル指標研究 

・ 廃ガラスの多孔質軽量建材への転換技術の開発 

・ 住宅履歴情報管理システムの研究 

・ 燃料電池コージェネレーションと二次側機器との最適組み合わせ技術の開発 

・ 地下水利用型地熱冷暖房・給湯システムの研究開発 

・ 資源循環型住宅評価システムの開発

 
■廃ガラスの多孔質軽量建材への転換技術の開発 

内装使用例   外装使用例
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■当社が過去に使用していたアスベストを含む主な建材  

 

 
 化学物質は耐久性の向上などに役立つ反面、自然界に通常存在しないものであるため
に、蓄積していくことで環境や生物に影響をおよぼすおそれのあるものもあります。当社で
は、住まいづくりのすべての段階でそうした化学物質を段階的に削減・排除していこうとし
ています。 
 
 2002年度には、工場での電着塗装用鉛フリー塗料への切替え完了をもって、全工場で
の鉛フリー化を達成し、内装造作材用化粧シートおよび化粧板の脱トルエン・キシレン仕
様への切り替えも実施しました。

 アスベストは蛇紋岩などの天然鉱石を加工して作る綿状の繊維です。安定した性質と高
い断熱性、耐熱性を持つことから建材をはじめブレーキパッドや化粧品にいたるまで広範
囲に使用されていました。その反面、肺に吸い込まれると石綿肺、肺がん、中皮腫などを
引き起こす危険性があり、順次使用が規制されてきました。 
 
 アスベスト製品は、大別して吹き付け材などの「飛散性アスベスト製品」とアスベスト含有
成型板などの「非飛散性アスベスト製品」に分けられます。非飛散性アスベスト製品はアス
ベストが建材中に固定されているため、通常の使用における飛散の危険性は極めて低く、
日常生活で建材由来のアスベストを吸い込むことはありません。 
 
 当社では法規制に先駆けて非飛散性アスベスト含有建材のノンアスベスト化を進め、
2001年11月以降は大半の建材をノンアスベスト化しました。現在ではアスベスト含有建材
は使用しておりませんが、お客様に安心してお住まいいただけるよう、過去に使用したアス
ベスト含有建材の情報をホームページ上で公開するとともに、お客様にお届けしている住
まいの情報誌「きずな」に情報を掲載し、全国のカスタマーズセンターで積極的な対応を行
っています。 
 
 なお、石綿障害予防規則および建設リサイクル法に則した解体方法を徹底し、住宅解体
時のアスベスト飛散の抑制につとめています。また、アスベスト飛散の気中濃度測定も自
主的に行い、大気汚染防止法に定める敷地境界での基準（10本／1リットル）および石綿
障害予防規則で定められた作業者の個人暴露基準（0.15本／立方センチメートル）を超え
ないことを確認しています。 

部位 建材名 主な用途 石綿含有製造時期

内装 アスベール キッチン・バスコアの壁 ‘94年9月以前

外装

Ｆパネル 外壁材 ‘00年1月以前

SG12パネル 外壁材 ‘95年7月以前

サイディング類 外壁材 ‘89年2月以前

アスロック アパート廊下、階段 ‘99年4月以前

軒裏石綿板・サイディング 軒天仕上げ材 ‘88年12月以前

屋根
カラーベスト・フルベスト 屋根葺き材 ‘01年10月以前

かわらＵ、かわらCITY 屋根葺き材 ‘90年7月以前
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■PRTRデータ（対象期間：2004.4～2005.3 単位：kg/年） 

 

 
 

 
 近年ヨーロッパを中心に化学物質への規制が厳しくなってきたことをきっかけに、日本国
内でも化学物質に対する関心が高まりつつあります。当社は1997年度より（社）日本経済
団体連合会主催のPRTR調査に参加し、全工場の化学物質の移動量と排出量を報告して
います。 
 
 PRTR法（特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する
法律）の対象となる物質のうち、当社工場で使用し、報告義務のある9物質について報告し
ています。

対象化学物質 CAS番号 取扱量

排出量

大気
公共 

用水域
下水道 土壌

亜鉛化合物 NONE 13,833 0.0 15.0 3.0 0.0

キシレン類 NONE 40,777 38,028 0.0 0.0 0.0

トルエン 108-88-3 808,640 642,310 0.0 0.0 0.0

鉛化合物 NONE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ニッケル化合物 NONE 1,796 0.0 39 4.0 0.0

フタル酸ビス‐2- 
エチルヘキシル

117-81-7 475 0.0 0.0 0.0 0.0

マンガン化合物 NONE 14,298 294 20 0.0 0.0

エチルベンゼン 100-41-4 3,897 3,897 0.0 0.0 0.0

有機スズ化合物 NONE 1,167 335 0.0 0.0 0.0

対象化学物質 消費量 除去処理量 移動量 リサイクル量

亜鉛化合物 10,536 0.0 11,210 3,752

キシレン類 14,642 0.0 2,720 20.0

トルエン 391,064 0.0 18,023 9,323

鉛化合物 0.0 0.0 0.0 0.0

ニッケル化合物 1,292 0.0 1,100 530

フタル酸ビス‐2- 
エチルヘキシル

475 0.0 0.0 0.0

マンガン化合物 11,526 0.0 6,977 2,787

エチルベンゼン 445 0.0 0.0 0.0

有機スズ化合物 217 0.0 0.0 685

 当社はこれまで、法規制の遵守や国や自治体、業界団体等で制定されたガイドラインへ
の対応を通じて化学物質問題に積極的に取り組んできました。しかし、化学物質の管理を
リスク管理の視点から捉えると現状以上の取り組みが求められます。 
 
 2004年度には、化学物質に関する実態調査を行いましたが、その後法規制の改正等も
あったため、調査対象物質を見直し、主要取引先225社に対して102物質の使用実態を調
査しました。その結果、調査対象物質の中で60物質が現在使用されていることがわかりま
した。 
 
 2006年度には、化学物質に関するガイドラインを策定するため、これら60種類の化学物
質を監視物質とし、監視物質を中心に使用実態の詳細を調査していきます。また、瓦や外
壁パネルなど具体的な部材については監視物質を積極的に削減していきます。
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■取り組み化学物質の選定手順  
 

 
 

13万物質のデータベースから環境関連法規やガイドラインで規制対象とな
っている物質を選定。各法規制やガイドラインに独自の重み付けを行い、
化学物質ごとにハザード（危険性）点を設定

ハザード点の設定に用いた法規制・ガイドライン

労安法／厚労省シックハウス指針／有害物質を含有する家庭用品の規制に関
する法律／毒劇法／化審法／EU指令／PRTR法／土壌汚染対策法／ダイオキ
シン類対策特別措置法／水質汚濁防止法／大気汚染防止法／オゾン層保護法
／地球温暖化対策の推進に関する法律／バーゼル条約／WEEE／RoHS／ELV
／廃掃法／IARC／SPEED'98／POP's／TRI・PBT

ハザード点の高いものから102物質を選定し、主要取引先（月取引額1,000
万円以上+塗料・接着剤等メーカー、225社）の協力により、当社住宅部材
における使用実態を調査

調査対象物質から実際に使用している監視物質60物質を特定 

 2003年2月、土壌汚染対策法の施行に伴う「土地の購入・販売代理」の契約に先立ち、土
壌・地下水汚染に関する事前審査制度のしくみを構築、運用しています。さらに、リスクマ
ネジメントシステムを充実するため、継続的な改善を図っています。 
 
 社内研修の実施や分譲地購入の際のリスク分析、そしてお客様へのアドバイスができる
システムを構築し、対策を進めています。2005年度は分譲地購入の際、汚染の恐れがあ
ると判断された11物件につき、指定調査機関を交えた分析を行い、うち1物件の取引を中
止しました。 
 
 また、当社6工場のISO14015に基づく用地の環境アセスメントの結果をベンチマークと位
置付けて、土壌汚染リスクレベルに応じた対策と情報のデータベース化を目的とした「土
壌・地下水環境への取り組みアクションプラン」を作成し、運用を開始しました。
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 住宅の断熱性向上とともに、気密性も高くなっています。そのため建材や家具、日用品などから発散された

揮発性有機化合物（VOC）が、住まい手の健康に害を与える「シックハウス症候群」が社会問題となっていま

す。 

 

 当社はシックハウス問題への対策として、建築基準法が規制対象とする2物質にとどまらず、厚生労働省が

室内濃度指針値を定める13物質すべてを対象に取り組みを進めています。また、壁・天井の壁紙接着剤へ

のホルムアルデヒド使用を業界に先駆けて廃止したり、快適性と省エネ性能に配慮した計画換気システムを

戸建住宅に標準化したりするなど、建材と換気システムの両面から室内空気環境の改善に積極的に取り組

んできました。 

 

 2004年度より改正建築基準法の規制対象外である手すり、幅木、下地などについても、最もホルムアルデ

ヒドの発散量が少ない「F☆☆☆☆」ランクの部材に切り替えています。今後も換気システムと化学物質の使

用の両面から、室内環境の向上に取り組んでいきます。

 安全性に配慮し、塩素や可塑剤を含まない、水性樹脂や自然素材を原料としたオリジナル壁紙を開発しま

した。2002年8月より戸建住宅の標準仕様としています。当社が推奨するオリジナルインテリアコーディネート

システム（SHIC）においては、2003年度より採用率100％を維持しています。 

 

 2005年度には、自然素材をセレクトした「ナチュラルライフ」カタログを発行し、珪藻土塗り壁や和紙壁紙を

パネル状に貼った壁など自然素材の壁材を積極的に紹介しています。

和紙壁紙をパネル状に貼った壁 

直線的な室内デザインの中に和紙の柔らかさが生きています。

 シロアリ被害防止のために散布する土壌処理剤についても、周辺環境や人体の健康に配慮しています。例

えば、被害度の高いイエシロアリが生息しない地域※の鉄骨系住宅では、粒状防蟻剤への切り替えを進めて

います。この薬剤は従来の液状のものより揮発性有機化合物（VOC）が放散しにくく、居住空間への影響が

少ないという特長があります。また、薬剤が水に溶出しにくいため周辺の地下水への汚染が少ない点や、薬

剤を飛散させずに散布できるため近隣に異臭がほとんどしないといったメリットもあります。 

 

※本州の一部、九州、四国を除く地域 
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■瓦無鉛化率  

 

 

 

 鉛は人体に吸収、蓄積されると健康上さまざまな障害を引き起こす可能性が指摘されている物質です。瓦

を焼成する際、通常は発色を安定させる目的で釉薬に鉛が添加されますが、当社では人体への配慮から無

鉛釉薬を用いた瓦や釉薬を用いないオリジナルいぶし瓦を採用することで釉薬に含まれる鉛の使用量削減

に取り組んでいます。1996年から無鉛化に取り組み、2005年度には瓦総出荷枚数の31.6％で無鉛化を実現

しました。2006年度は、さらに監視物質として釉薬の無鉛化に、より積極的に取り組んでいきます。

 フロン類は強力なオゾン層破壊物質であるとともに温室効果ガスです。先進国では、フロン（CFC類）につい

ては1995年末までに生産・消費が全廃され、現在は代替フロン（HCFC類とHFC類）の使用撤廃に向けて取り

組みが進んでいます。 

 

 当社で使用している住宅部材にも製造過程で代替フロンが用いられている可能性があるため、使用実態を

把握し、使用している場合はノンフロン化を進めてきました。2004年度は主要部材の代替フロンの不使用を

確認しました。 

 

 今後も使用されている可能性のある部材の洗い出し作業を続け、全部材についてノンフロン化の確認作業

を行います。

 

 
※2004年度の主要部材ノンフロン化達成の記述に誤りがありました。一部メーカーの床パネル用断熱材に代替フロンの使われているものがありました。
2006年5月には該当部材のノンフロンへの切替を予定しています。 

代替フロン不使用を確認した主要部材 
鋼板ユニット防水（発泡ポリスチレン） 

現場吹きウレタン（発泡ウレタン）、浴室断熱材（発泡ウレタン）
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 住宅の基礎部にコンクリートを流し込む際の型枠は、一般には熱帯材などを原料とする木材が使われてき

ました。この木製の型枠は数回使用された後、廃棄されています。 

 

 しかし、当社では、省資源の観点から1975年より、繰り返し使用できる鋼製の型枠「メタルフォーム」を採用

し、現在まですべての住宅建設工事で使用しています。これによって、基礎工事の精度が大幅に向上しただ

けでなく、木材資源の保全にもつながっています。

鋼製型枠「メタルフォーム」
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 植栽は地球温暖化の原因となるCO2の吸収効果があるだけでなく、夏の強い日差しを遮
ったり、風の流れを調整することによる省エネルギー効果や緑に囲まれた潤いある暮らし
の実現に貢献します。2005年度は、新築戸建住宅1棟当たりの植栽本数は38本、年間総
植栽実績は約71万本で、2004年年より1万本増えました。これらの植栽により、吸収される
CO2の量は約4,200t-CO2にものぼります。 
 
 当社は、それぞれの地域に自生する樹木の植栽を用いることを進める「5本の樹」計画や
人工軽量土壌や樹木支持ネットなどの技術を用いた屋上緑化システム「スカイヤード」など
特徴のある取り組みを行っています。今後も住まいの緑化を進めることで、環境保全と暮
らしの両立に取り組んでいきます。 
 
※植栽によるCO2年間固定量を(財)日本造園学会｢ランドスケープ研究｣により1月当たり
0.488kg-CO2/本で算出

■年間植栽実績 

 
 当社分譲マンション「グランドメゾン」では、5つのスタンダードデザインという視点に基づ
いて住まいづくりを行っています。スタンダードデザインのひとつ「ストリートデザイン」で
は、街の財産としての風景をつくるというコンセプトのもと、すべての物件で豊かな植栽帯
を確保するようにしています。2005年度の着工物件では、目標である緑化率15％を大きく
上回る25.2％という実績を達成することができました。

 

グランドメゾン石神井公園パークフロント（東京都練
馬区） 
 
グランドメゾン石神井公園パークフロントでは、緑豊
かな石神井公園を借景として活かすだけでなく、敷
地内の緑化にも積極的に取り組んでいます。またこ
の場所に受け継がれてきた豊かな緑を伝えていくこ
とも考え、コナラ、サクラ、モッコクなど、15種27本の
既存樹を残した計画となっています。
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玉川上水センタースクエア（東京都東大和市） 
 
武蔵野の杜を再生するために、この地に育まれてき
た高さ約20mのヒマラヤスギをはじめ、サクラ、コナ
ラ、クヌギなど31本の既存の樹木を残しました。ま
た、新たに植樹する樹木も、できるだけこの地に多く
見られる樹木と同種のものを選定。これらの豊富な
緑を暮らしの中に溶け込ませるために、ヒューマン
スケールで緑とも触れ合うこともできる遊歩道、自然
な景観を実現するための無電柱化、緑とのコーディ
ネートを考えた色調のタイルや自然石の使用などの
工夫を随所に盛り込んでいます。

 
 当社は、エクステリア事業に携わる従業員の技術や感性、意欲向上や設計ノウハウの
共有化をめざし、実物件を対象としたエクステリアコンペを実施しています。第6回目となる
2005年度は、全国から約900件の応募があり、そのうち17件が入選しました。 
 
 優秀賞のひとつに選ばれた「人・自然とのコネクション」は当社の賃貸住宅「シャーメゾ
ン」の建物と周辺環境、入居者と近隣住民がどのように融合できるかをテーマとしていま
す。敷地内を貫通するエントランス「緑のトンネル」は、隣接する河川敷公園とつながってお
り、季節を感じさせるよう、さまざまな植栽がなされています。このような住まう人々と周辺
環境のつながりを提案した工夫が評価されました。入賞作品は社内のイントラネットに掲
載したり、作品集を発行したりすることで、全社的な外構設計力の向上にも役立てていま
す。
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優秀賞「人・自然とのコネクション」   ふれあいスペース

 
 当社は2001年度より、気候風土に根差したその土地本来の生態系を取り戻そうという目
的で、住まいの庭に在来種である地域の樹を植える「5本の樹」計画を進めています。当社
独自のこの取り組みは、「3本は鳥のために、2本は蝶のために」という思いをこめて選択し
た「5本の樹」を植栽することで、近くの山や森に住んでいる蝶や鳥を庭に招くことができる
と同時に、日本国内の生物多様性保全にも寄与します。 
 
 当社の造園緑化に伴う植栽実績は年間71万本で、2004年より1万本増えました。そのう
ち中高木に関しては「5本の樹」の樹種が約3割となっています。2006年度は、当社イベント
「まちなみ参観日」の建売物件すべてに「5本の樹」を採用するなど、長期的な観点を持っ
て取り組んでいく考えです。 
 

 

（左）デザインバイブル 
（右）庭木セレクトブック

 
 奈良県の市街地内にあるN邸は、2005年度の当社の全国エクステリアコンぺ最優秀賞に
選ばれました。N邸には、既存の土手部分を石積みとし、溶岩石を配した築山を中心とした
コート感のある庭がつくられています。また、植栽も地域の自然木を使い、コケを配した石
積みの隙間空間は多くの生きもののすみかとなっています。
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里山を庭に再現する「5本の樹」計画  庭先から日本の自然を再生します。

 
 環境保護と当社の事業の関わりについて従業員の意識を高めることを目的に、各支店
や営業所から選出されたエコリーダーを対象にフィールド研修を2003年度より行っていま
す。内容は自然環境との共生をめざす当社の「5本の樹」計画に関する自然観察会です。
2005年度までに全国すべての営業本部において実施したことになり、延べ228名が参加し
ています。現在は事業所だけでなく、グリーンテクノや積和建設などのグループ会社にも
拡大しつつあります。
 
 
■2005年度エコリーダーズフィールド研修  
 

 
 

 
 

  研修先 人数

関西第二営業本部 積水ハウス総合住宅研究所（京都） 20名

中部第二営業本部 明治神宮（東京） 20名

本社環境推進委員 梅田スカイビル（大阪） 23名

エコリーダーズフィールド研修
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 環境共生住宅認定制度は、環境共生住宅推進協議会によって制定された基準をクリアする住宅に対して、

（財）建築環境・省エネルギー機構が認定を行う制度です。認定を受けるためには省エネルギー性や耐久

性、立地環境への配慮や健康安全の確保など、さまざまな基準をクリアする必要があります。 

 当社では環境共生住宅の普及につとめています。2005年度は建売団地を中心に認定物件が増加。1年間

で87棟の住宅が認定を受けました。

コモンシティ藤代南（茨城県取手市） 

豊かな緑とタウンセキュリティを融合
 

蒔絵台（高知県高知市） 

南向き斜面の立地環境を活かしたひな壇状の造成

環境共生住宅とは 
人と住まいをとりまく「環境」をより良いものにしていくために 

 

地球にやさしい（ローインパクト） 

まわりの環境と親しむ（ハイコンタクト） 

健康で快適であること（ヘルス＆アメニティ） 

 

という3つの考え方に基づいた住まいづくりのことをいいます。 

（環境共生住宅推進協議会ホームページより 

http://www.kkj.or.jp/top.html）
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■主なエネルギー・資源使用量 

 
 
 
■排出物発生総量および主要品目（単位: t ） 

 
 
 
■大気分析結果（実測値は最大値） 

 
 
 

東北・関東・静岡・滋賀・山口の生産工場で鉄骨部材やパネル部材の製造と木材加工を、
兵庫工場で高性能コンクリート外壁材のダインコンクリートを製造しています。すべての工
場で徹底した生産品質管理体制を整えるとともに、地域環境への影響に配慮し、大気や
水域への排出物などについては法令よりも厳しい自主基準値を定めて、定期的に測定・
管理しています。

 
〒981-4122 
宮城県加美郡色麻町大原8
 
 
設立年月:1997年8月
 
 
工場総面積:121,458m2

ISO14001認証取得2001年3月26日

エネルギー・資源 単位 消費量

電力 kWh 3,154,456.0

灯油 kl 0.6

A重油 kl 562.0

LPG kg 572,791.3

上水使用量 m3 30,050.6

地下水使用量 m3 0.0

排出物 総量 リサイクル量 処分量 リサイクル率

総量 1,562.1 1,562.1 0.0 100％

木くず 72.1 72.1 0.0 100％

廃プラ 140.0 140.0 0.0 100％

金属くず 656.5 656.5 0.0 100％

ガラス・陶磁器くず 110.0 110.0 0.0 100％

排出物 単位 実測値 法規制値 自主基準値

NOx ppm 930 950 950

SOx m3N/h 0.36 2.3 1.15

ばいじん g/m3N 0.024 0.1 0.05
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なお、化学物質、石油および燃料の重大な漏出はありません。
右



 

■水質分析結果（平均値は2004年11月～2005年10月の平均値） 

 
 
 
特に記載のないものは報告対象期間である2005.2～2006.1の調査データです。 
 
 
 

 

排出物 単位
実測値

法規制値 条例等 自主基準値
平均値 最大値

pH  7.1 7.5 5.8～8.6 5.8～8.6 5.8～8.6

全クロム mg/l 0.1未満 0.1未満 2.0 - 1.0

銅 mg/l 0.1未満 0.1未満 3.0 - 1.5

フェノール mg/l 0.1未満 0.1未満 5.0 - 2.5

n-Hex mg/l 0.5未満 1.0 5.0 5.0 3.0

マンガン mg/l 0.2 0.8 10.0 - 5.0

鉄 mg/l 0.1未満 0.1未満 10.0 - 5.0

フッ素 mg/l 0.7 1.3 8.0 - 4.0

リン mg/l 0.3 1.1 8.0 - 4.0

窒素 mg/l 4.5 7.7 60.0 - 30.0

COD mg/l 9.1 17.6 120.0 - 60.0

BOD mg/l 2.2 4.2 120.0 20.0 20.0

SS mg/l 2.1 4.5 150.0 150.0 60.0

大腸菌 個/cm3 145 850 3,000 3,000 1,500

亜鉛 mg/l 0.1未満 0.1未満 5.0 - 2.5

2005年度の主な取り組み 
 取引先業者の皆様と協力し合い、年2回、『ゴミゼロ大作戦』
のネーミングで地域の清掃活動を行っています。 
 
 4月には、当社関係者で270名、(うち当社従業員93名)、取
引先業者の皆様265名、総勢535名の方が参加し、合計で
670kg(可燃物310kg、不燃・リサイクルが360kg ) のゴミを回収
しました。今回で7年目の実施になりますが、参加者は予想以
上のゴミの量に驚いていました。 
 
 10月には、当社関係者で264名、(うち当社従業員89名)、取
引先業者の皆様279名、総勢543名の方が参加し、合計180kg
(可燃物100kg、不燃・リサイクルが80kg ) と今までの中で一
番ゴミが少ないといううれしい結果に終わりました。 
 
今後も取引先業者の皆様と協力しながら、より良い地域づくり
と環境保全を行っていきます。

 

予想以上の量のゴミが集
まりました。

 

 
 

 

 
〒306-0213 
茨城県古河市北利根2
 
 
設立年月:1970年8月
 
 
工場総面積:231,504m2

ISO14001認証取得2001年1月29日
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■主なエネルギー・資源使用量 

 
 
 
■排出物発生総量および主要品目（単位: t ）  

 
 
 
■大気分析結果（実測値は最大値） 

 
 
 
■水質分析結果（平均値は2004年11月～2005年10月の平均値） 

 

エネルギー・資源 単位 消費量

電力 kWh 13,066,983.0

灯油 kl 1,110.4

A重油 kl 0.0

LPG kg 706,600.0

上水使用量 m3 23,316.0

地下水使用量 m3 119,048.0

排出物 総量 リサイクル量 処分量 リサイクル率

総量 4,158.9 4,158.9 0.0 100％

木くず 1,017.5 1,017.5 0.0 100％

廃プラ 129.1 129.1 0.0 100％

金属くず 1,872.6 1,872.6 0.0 100％

ガラス・陶磁器くず 59.7 59.7 0.0 100％

排出物 単位 実測値 法規制値 自主基準値

NOx ppm 67.0 250 150

SOx m3N/h 0.019 1.16 0.58

ばいじん g/m3N 0.003 0.35 0.1

排出物 単位
実測値

法規制値 条例等 自主基準値
平均値 最大値

pH  7.5 7.9 5.8～8.6 5.8～8.6 6.0～8.4

全クロム mg/l 0.1 0.1 1.0 1.0 0.5

銅 mg/l 0.1 0.1 3.0 3.0 1.5

フェノール mg/l 0.1 0.1 1.0 1.0 0.5

n-Hex mg/l 0.5 0.5 5.0 5.0 2.5

マンガン mg/l 0.1 0.3 1.0 1.0 1.0

鉄 mg/l 0.2 0.2 10.0 10.0 5.0

フッ素 mg/l 5.6 6.6 8.0 8.0 6.0

リン mg/l 0.1 0.1 - - -

窒素 mg/l 12.1 16.2 120.0 120.0 90.0

COD mg/l 11.5 36.2 - - -

BOD mg/l 3.6 7.5 25.0 25.0 15.0

SS mg/l 1.3 3.0 40.0 40.0 20.0

大腸菌 個/cm3 462.7 2,300 3,000 3,000 1,000

亜鉛 mg/l 0.2 0.7 5.0 5.0 2.5

ホウ素 mg/l 0.1 0.1 10.0 10.0 10.0

アンモニア化合・硝酸化合物 mg/l 0.8 12.0 100.0 100.0 100.0
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特に記載のないものは報告対象期間である2005.2～2006.1の調査データです。 
 
 
 
2005年度の主な取り組み 
 関東工場では毎年、取引先や地域の皆様をお招きして納
涼祭を催しています。2005年度は、従業員389名、総勢(従業
員家族・取引業者・地域の皆様 他)1,353名でした。大勢での
盆踊りやダンスを行い、会場には一体感が生まれ、また親睦
を深めることもできました。会場ではゴミを細かく分別してお
り、身近な環境保全意識の啓発にも貢献しています。フィナ
ーレは打ち上げ花火で飾り、間近で見る迫力に会場は大きな
歓声に包まれました。 毎年恒例の納涼祭 

地域の皆様にも楽しんで
いただいています。
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■主なエネルギー・資源使用量 

  
■排出物発生総量および主要品目（単位: t ）  

  
■大気分析結果（実測値は最大値） 

  
■水質分析結果（平均値は2004年11月～2005年10月の平均値） 

東北・関東・静岡・滋賀・山口の生産工場で鉄骨部材やパネル部材の製造と木材加工を、
兵庫工場で高性能コンクリート外壁材のダインコンクリートを製造しています。すべての工
場で徹底した生産品質管理体制を整えるとともに、地域環境への影響に配慮し、大気や
水域への排出物などについては法令よりも厳しい自主基準値を定めて、定期的に測定・
管理しています。

 

〒437-1495 
静岡県掛川市中1100

設立年月:1980年8月

工場総面積:246,146m2

ISO14001認証取得2000年7月31日

エネルギー・資源 単位 消費量

電力 kWh 11,070,054.0

灯油 kl 640.3

A重油 kl 565.0

LPG kg 879,497.0

上水使用量 m3 83,409.0

地下水使用量 m3 0.0

排出物 総量 リサイクル量 処分量 リサイクル率

総量 4,673.2 4,673.2 0.0 100％

木くず 820.3 820.3 0.0 100％

廃プラ 582.6 582.6 0.0 100％

金属くず 1,781.1 1,781.1 0.0 100％

ガラス・陶磁器くず 564.2 564.2 0.0 100％

排出物 単位 実測値 法規制値 自主基準値

NOx ppm 19 25 -

SOx m3N/h 0.0058 0.39 -

ばいじん g/m3N 0.05 0.1 -

排出物 単位
実測値

法規制値 条例等 自主基準値
平均値 最大値
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特に記載のないものは報告対象期間である2005.2～2006.1の調査データです。 

 

 
■主なエネルギー・資源使用量 

pH  7.2 7.5 5.8～8.6 5.8～8.6 6.0～8.0

全クロム mg/l 0.0 - 2.0 2.0 -

銅 mg/l 0.0 - 3.0 1.0 -

フェノール mg/l 0.0 - 5.0 5.0 -

n-Hex mg/l 0.2 0.8 5.0 3.0 2.0

マンガン mg/l 0.0 - 10.0 10.0 -

鉄 mg/l 0.2 0.32 10.0 10.0 5.0

フッ素 mg/l 0.0 - 15.0 0.8 -

リン mg/l 0.0 - 16.0 0.1 -

窒素 mg/l 7.2 8.4 120.0 10.0 -

COD mg/l - - 160.0 - -

BOD mg/l 3.0 3.7 160.0 20.0 10.0

SS mg/l 0.6 3.1 200.0 30.0 15.0

大腸菌 個/cm3 0 0 3,000 3,000 100

2005年度の主な取り組み 
 従業員の家族や取引先業者の皆様などと協力して、8月に
約660人で周辺地域の清掃活動を行いました。可燃物、空き
缶・ペットボトルなどの資源物合わせて、1時間弱で約450kgも
のゴミを回収しました。この活動は創立記念日に合わせた社
会貢献活動の一環として毎年開催しています。 
 
 社会貢献活動ではほかにも、学校の総合学習の一環とし
て、体験型施設住まいの夢工場や工場の生産工程を見学の
場として提供しています。2005年度は、小学校2校、中学校9
校、高等学校3校、地域学習講座など3校の来場がありまし
た。見学に訪れた生徒たちは、免震体験、防犯、防災、ユニ
バーサルデザインなど、住まいに関するいろいろなことを真
剣なまなざしで学んでいました。これからも多くの教育機関か
ら積極的な受け入れを行い、幅広く地域社会への貢献活動
を進めていきます。

2005年8月に行われた清
掃活動

 

 

 

〒520-3082 
滋賀県栗東市下鈎333

設立年月:1961年6月

工場総面積:245,296m2

ISO14001認証取得2000年12月25日
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■排出物発生総量および主要品目（単位: t ）  

  
■大気分析結果（実測値は最大値） 

  
■水質分析結果（平均値は2004年11月～2005年10月の平均値） 

 
特に記載のないものは報告対象期間である2005.2～2006.1の調査データです。  

 

エネルギー・資源 単位 消費量

電力 kWh 11,456,990.0

灯油 kl 945.4

A重油 kl 0.0

LPG kg 166,237.8

都市ガス m3 710,339.0

上水使用量 m3 27,863.0

地下水使用量 m3 0.0

工業用水使用量 m3 36,510.0

排出物 総量 リサイクル量 処分量 リサイクル率

総量 5,671.2 5,671.2 0.0 100％

木くず 3,418.0 3,418.0 0.0 100％

廃プラ 109.9 109.9 0.0 100％

金属くず 1,456.1 1,456.1 0.0 100％

ガラス・陶磁器くず 0.4 0.4 0.0 100％

排出物 単位 実測値 法規制値 自主基準値

NOx ppm 119 600 200

SOx m3N/h 0.0072 0.9 -

ばいじん g/m3N 0.023 0.2 0.1

排出物 単位
実測値

法規制値 条例等 自主基準値
平均値 最大値

pH  7.7 7.9 5.8～8.6 6.0～8.0 6.0～8.0

全クロム mg/l － － 2.0 0.1 -

銅 mg/l － － 3.0 1.0 -

フェノール mg/l － － 5.0 1.0 -

n-Hex mg/l 1.0未満 1.0未満 5.0 3.0 2.0

マンガン mg/l － － 10.0 10.0 -

鉄 mg/l － － - - -

フッ素 mg/l － － 8.0 8.0 -

リン mg/l 0.1未満 0.1未満 16.0 0.5 0.4

窒素 mg/l 0.4 1.0 120.0 8.0 5.0

COD kg/日 3.1 7.9 160.0 15.0 10.0

BOD mg/l 2.7 6.4 160.0 15.0 10.0

SS mg/l 1.4 5.0 200.0 20.0 15.0

大腸菌 個/cm3 38.4 110 3,000 1,500 1,000

2005年度の主な取り組み 
 滋賀工場では従来から地域貢献活動として地元のさまざま
な環境美化活動に参加してきました。全員参加で取り組んで
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■主なエネルギー・資源使用量 

  
■排出物発生総量および主要品目（単位: t ）  

  
■大気分析結果（実測値は最大値） 

  
■水質分析結果（平均値は2004年11月～2005年10月の平均値） 

東北・関東・静岡・滋賀・山口の生産工場で鉄骨部材やパネル部材の製造と木材加工を、
兵庫工場で高性能コンクリート外壁材のダインコンクリートを製造しています。すべての工
場で徹底した生産品質管理体制を整えるとともに、地域環境への影響に配慮し、大気や
水域への排出物などについては法令よりも厳しい自主基準値を定めて、定期的に測定・
管理しています。

 

〒673-1314 
兵庫県加東市横谷字石谷798-36

設立年月:1985年7月

工場総面積:59,051m2

ISO14001認証取得2001年2月26日

エネルギー・資源 単位 消費量

電力 kWh 1,747,798.0

灯油 kl 1.5

A重油 kl 845.1

LPG kg 213,489.0

上水使用量 m3 27,508.0

地下水使用量 m3 8,922.0

排出物 総量 リサイクル量 処分量 リサイクル率

総量 647.2 647.2 0.0 100％

木くず 0.6 0.6 0.0 100％

廃プラ 24.3 24.3 0.0 100％

金属くず 56.0 56.0 0.0 100％

ガラス・陶磁器くず 438.5 438.5 0.0 100％

排出物 単位 実測値 法規制値 自主基準値

NOx ppm 87 180 90

SOx m3N/h 0.076 1.5 -

ばいじん g/m3N 0.067 0.30 0.20

排出物 単位
実測値

法規制値 条例等 自主基準値
平均値 最大値
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※工場規模により法規制に該当せず。 
特に記載のないものは報告対象期間である2005.2～2006.1の調査データです。 

 

 
■主なエネルギー・資源使用量 

pH  7.7 8.0 - 5.8～8.6 6.0～8.0

全クロム mg/l - - - 2.0 -

銅 mg/l - - - 3.0 -

フェノール mg/l - - - 5.0 -

n-Hex mg/l 1.0未満 1.0未満 - 5.0 2.0

マンガン mg/l - - - 10.0 -

鉄 mg/l - - - 5.0 -

フッ素 mg/l - - - 15.0 -

リン mg/l - - - - -

窒素 mg/l - - - - -

COD mg/l 19.3 23.0 - 100.0 70.0

BOD mg/l 12.1 20.0 - 100.0 70.0

SS mg/l 4.1 5.8 - 90.0 50.0

大腸菌 個/cm3 505 1,500 - 3,000 1,500

亜鉛 mg/l 0.01未満 0.01未満 - 5.00 2.00

2005年度の主な取り組み 
 2004年4月から従業員が交代制で毎朝、近隣小学生の通
学路の交差点で交通指導を行っています。子どもたちの安全
を守ることが一番の目的ですが、交通指導を通して、周辺地
域にお住まいの皆様とコミュニケーションを図っています。こ
れからも社会貢献の一環として地域密着型の活動をつづけ
ていきたいと考えています。

地域の一員としての取り組
みです。

 

 

〒747-1221 
山口市鋳銭司5000

設立年月:1973年8月

工場総面積:228,667m2

ISO14001認証取得2000年11月29日

エネルギー・資源 単位 消費量

電力 kWh 10,212,942.0

灯油 kl 610.9
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■排出物発生総量および主要品目（単位: t ）  

  
■大気分析結果（実測値は最大値） 

  
■水質分析結果（平均値は2004年11月～2005年10月の平均値） 

 
特に記載のないものは報告対象期間である2005.2～2006.1の調査データです。 

 

A重油 kl 0.0

LPG kg 930,117.5

上水使用量 m3 38,719.0

地下水使用量 m3 18,600.0

排出物 総量 リサイクル量 処分量 リサイクル率

総量 2,710.2 2,710.2 0.0 100％

木くず 747.3 747.3 0.0 100％

廃プラ 34.7 34.7 0.0 100％

金属くず 1,048.6 1,048.6 0.0 100％

ガラス・陶磁器くず 46.2 46.2 0.0 100％

排出物 単位 実測値 法規制値 自主基準値

NOx ppm 5 250 125

SOx m3N/h 0.042 0.83 0.32

ばいじん g/m3N 0.0013 0.30 0.25

排出物 単位
実測値

法規制値 条例等 自主基準値
平均値 最大値

pH  7.1 7.3 5.8～8.6 5.8～8.6 6.0～8.0

全クロム mg/l - - 2.0 2.0 -

銅 mg/l - - 3.0 3.0 -

フェノール mg/l 0.02 0.08 5.0 5.0 2.5

n-Hex mg/l 0.9 1.8 5.0 5.0 2.5

マンガン mg/l 1.9 2.6 10.0 10.0 5.0

鉄 mg/l - - 10.0 10.0 5.0

フッ素 mg/l 1.4 1.9 8.0 8.0 7.5

リン mg/l 0.31 0.43 1.56 - 1.56

窒素 mg/l 2.3 2.9 11.9 - 10.0

COD mg/l 5.6 8.0 10.4 - 10.4

BOD mg/l 19.7 53.0 160.0 160.0 60.0

SS mg/l 7.4 15.0 200.0 200.0 75.0

大腸菌 個/cm3 0 0 3,000 3,000 1,500

2005年度の主な取り組み 
 2005年3月、「山口県エコ・ファクトリー」認定授与式が行わ
れ、高資源化率事業所として認定銘板が授与されました。
「山口県エコ・ファクトリー 」とは、産業廃棄物の発生抑制や
再資源化に取り組み、実績を上げている事業所を認定する
制度として、2005年から創設されたものです。 
 当社の生産部門では2002年に全工場でゼロエミッションを
達成し、現在も維持しながら減量化などにも取り組んでいま
す。教育の徹底、リサイクルのための設備開発・導入、自社リ
サイクルの推進など、協力業者の皆様と力を合わせて進めて 今後もさらに積極的に取り
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