
環境配慮型コンクリート「H-BAコンクリート」の開発

省エネ計算業務支援ツールの開発

環境負荷を低減する技術の開発

　BIM（Building	 Information	Modeling）情報を活用した
省エネ計算BIM連動システムを開発し、省エネ法届け出、断
熱仕様検討等を行っています。
　計算労務の自動化による更なる省力化、計算結果の見える
化を目的にツールを開発し、2020年1月より東西設計部門

で運用開始しました。
　本ツールの運用により、作業時間50％の削減、自動計算
化により入力ミスの低減が可能となりました。これらを活
用して目標省エネ性能に適合した最適設計を推進していき
ます。

　パリ協定を踏まえて閣議決定された「地球温暖化対策計
画」では、廃棄物の焼却で発生・排出される非エネルギー起
源のCO₂排出量削減方法として、“混合セメントの利用拡
大”を掲げています。混合セメントとは、セメントの一部を
高炉スラグやフライアッシュといわれる混和材に代替した
もので、コンクリートの原材料に由来するCO₂排出量を削
減することができます。
　当社では、代表的な混合セメントである高炉セメントB種
を主に建物の杭コンクリートとして年間225,000㎥使用
していますが、さらなる混合セメントの適用を目的として、
長谷工式環境配慮型コンクリート「H-BAコンクリート」を
開発しました。H-BAコンクリートは、一般のコンクリート
と同様の性能を有し、かつ、コンクリート材料に由来する
CO₂排出量を削減可能であり、普通ポルトランドセメント

と高炉セメントB種を混合使用して製造します。1㎥当たり
のCO₂排出量削減効果は小さいものの、地上構造物を含め
た建築物全ての部位に適用可能となるため、一般のコンク
リートの代替として汎用的に使用できることに強みがあり
ます。
　長谷工テクニカルセンター（東京都多摩市,2018年10月
竣工）新築工事では、H-BAコンクリートを外構部のポーチ
デッキに約125㎥適用することで約5,800㎏のCO₂排出量
削減を実現しました。
　今後は、地下構造物を対象としたCO₂排出量削減効果の
高い環境配慮型コンクリートについても開発を行い、H-BA
コンクリートと合わせて適材適所な環境配慮型コンクリー
トの運用体制の構築を目指していきます。

「長谷工の森林（もり）」プロジェクト

「長谷工の森林（もり）」プロジェクトは2017年2月に迎えた80周年記念事業の一環で、“社会貢献”“未来志向”“地域との連携”を
テーマに2017年に長野県茅野市、2018年に和歌山県田辺市で活動が始まりました。これからも地域の皆様とともに、グループ
全体で森林整備活動に積極的に取り組んでいきます。

長野県茅野市「長谷工の森林（もり）」
第5回森林整備活動
　2019年10月5日、長野県茅野市の「長谷工の森林」にて第
５回森林整備活動を実施しました。参加したグループ社員
とその家族86名は、森林内を散策して自然に親しんだ後、
七ヶ耕地財産区をはじめ長野県林務部、長野県諏訪地域振
興局などのご協力のもと、往復約700mの道のりの中で3つ
のエリアに分かれて小木伐採や枯れ木の片づけなどの作業
を行いました。当日は雲一つない快晴で、子どもも大人も一
緒になって作業に取り組み、生い茂っていた木々がすっき
りとしたことを実感できました。

和歌山県田辺市「長谷工の森林（もり）」
第2回森林整備活動
　2019年6月1日、和歌山県田辺市の「長谷工の森林」
にて第２回森林整備活動を実施しました。グループ社
員とその家族73名で苗木500本と、「令和」への改元に
合わせた“令和のサクラ”30本の植樹を行いました。イ
ベント当日は絶好の植樹日和で、地元の方のご指導の
元、活動を行い、参加者と地元の方の交流の場としても
大いに賑わいました。

事業活動における取り組み

H-BAコンクリートの使用による二酸化炭素の排出量削減効果の試算

H-BAコンクリートの種類 H-BAの使用割合100%
（1,739,000㎥）

H-BAの使用割合50%
（869,500㎥）

H-BAの使用割合30%
（521,700㎥）

H-BA10 38,722t（	8.2%） 19,361t（	4.1%） 11,617t（	2.5%）

H-BA20 87,125t（18.5%） 43,563t（	9.3%） 26,138t（	5.6%）

No 開発ツール 開発内容
1 APIシステムの開発 一次エネルギー消費量計算を自動化

2 外皮性能入力機能の開発 構造熱橋部情報自動入力化

3 積木図作成ツールの開発 計算結果を反映した積木図を自動作成

4 RPAによる作業自動化 単純作業をRPAで自動化

・	 H-BAコンクリートは、セメントの混合率により、H-BA10、H-BA15、H-BA20の3種類がある。
・	 当社のコンクリート（総量1,739,000㎥/年）の100，50，30％にH-BAコンクリートを適用し
た場合のCO2削減量

長谷工テクニカルセンターでのH-BAコンクリート施工風景

第8回「いきもの共⽣事業所認証」（ABINC認証）の取得

一般社団法人いきもの共生事業推進協議会（ABINC）では、自然と人の共生を企業活動において促進する
ことを目的とし、企業の施設（工場、オフィスビル、商業施設、集合住宅等）の生物多様性に配慮した緑地づく
りや管理・利用などを「いきもの共生事業所認証（ABINC認証）」として評価・認証しています。2019年度、当
社が設計・施工を手がけた1件で「いきもの共生事業所認証（ABINC認証）」を取得しました。生物多様性配慮
への社会的関心が高まる中、生物多様性に配慮した提案をすることで、都市の自然環境の改善に貢献してい
きます。

⽣物多様性保全活動

生物多様性への配慮
生物多様性に配慮した企業活動を行うことにより、より快適で持続可能な地球環境を目指していきます。

小木伐採の様子

森林内の散策

令和のサクラ植樹

集合写真

大切にしたい風景
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土壌・水質汚染に対する対応

周辺環境配慮

「エアコン付ヒートポンプ床暖房」が環境大臣表彰・省エネ大賞をＷ受賞

「第2回ABINC賞」特別賞受賞

「令和元年度近畿建設リサイクル表彰」会長賞受賞

東京グリーンシップ・アクションへの参加

大阪府堺市「堺第7-3区�共⽣の森」にて森林整備活動を実施

藤前干潟周辺での清掃活動に参加

コロナ・当社で共同企画した「エアコン付ヒートポンプ床暖
房」が、「令和元年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰」（技術
開発・製品化部門）、2019年省エネ大賞「資源エネルギー庁長
官賞」をW受賞しました。
これまで省エネルギー性能の高い技術としてヒートポン
プは注目されてきましたが、集合住宅においては室外ユニッ
トの設置条件等により、普及がそれほど進んできませんでし
た。そこで、ZEH対応と省スペース化を実現する商品化に取
り組み、１台のヒートポンプ室外機によりエアコンと温水床

一般社団法人いきもの共生事業推進協議会（ABINC）が主
催する「第2回ABINC賞」において、当社が事業主として参画
し、設計・施工を担当した「プレミスト湘南辻堂」（建築主：大
和ハウス工業、神奈川中央交通、長谷工コーポレーション）が
特別賞を受賞しました。「ABINC賞」は、ABINC認証を取得し
た施設の中で、特に優れた取り組みを行う施設を表彰するも
のです。
本物件は、生物多様性に貢献する緑地面積を約9,700㎡確

保しており、周辺の自然環境や土地の成り立ちに関する調査
を踏まえ、コアとなる緑地では植栽樹木や草本の半数以上を
在来種で構成するなど、地域の生態系に配慮した緑地計画と
しました。この広大な緑地に、樹林地をはじめ、屋上緑化や家

暖房を連動制御し、エアコンの速暖性と床暖房の快適性を両
立した本製品を開発しました。高い環境性と省エネ性を有し
ており、集合住宅におけるZEHの普及にもつなげていきます。

庭菜園、流水・止水を有するビオトープ池などの多様な環境
を複合的に配置するとともに、生息が期待される動物種に応
じて生息環境や産卵環境を配置するなど、周辺環境との調和
および生物多様性の維持に取り組みました。あわせて、ご入
居者向けの自然観察イベントやモニタリングへの参加など
環境学習プログラムを計画しました。

長谷工グループでは、用地の取得に当たり、過去の利用履
歴を調査し、土壌汚染の疑いのある場合は、専門家による土
壌調査を実施します。土壌汚染が確認された場合、土壌汚染
対策法など関係法令に基づき、汚染物質の撤去・封じ込めな

長谷工グループでは、新築マンション建設工事や既築物
件のリフォーム工事等を行う際、低振動・低騒音の建設車輛・
機械を使用するなどし、周辺環境への配慮を心掛けていま
す。例えば、（仮称）港区芝浦2丁目計画新築工事の建設作業
所では、周辺環境への配慮の一環として、2018年11月の着
工より現在まで、毎日の朝礼前に周辺道路の清掃活動を実施
しています。またその他にも、仮囲いの上への防音シートの
設置や、杭頭処理工事の際の防音対策など、周辺への影響を

ど適切な処置を行っています。
また、同様に水質汚染に関しても、問題が確認された場合、
適切に対応しています。

なるべく抑えるような対策を行い作業をしています。

「（仮称）彦根駅東口計画新築工事（デュオヒルズ彦根）」
が、長谷工グループ初めてとなる「近畿建設リサイクル表彰
会長賞」を受賞しました。同新築工事では、建設廃棄物の「リ
サイクル率80％以上」を目標に掲げ、3R活動を推進してき
ました。工事着工当初より、各廃棄物の分別スペースとして
「リサイクルヤード」を設置。工事の進捗に合わせて移動し
ながら竣工まで分別スペースを確保し、職長会を主体とし
て全職方と当社所員との連携を図るなど、17品目の廃棄物
の分別管理を徹底しました。作業所一丸となり3R活動の推

進に取り組んだ結果、混合廃棄物原単位0.56㎏/㎡、リサイ
クル率98.3％を達成しました。

汚染予防・周辺環境配慮
環境汚染の防止や騒音・振動などに配慮し、緑地造成なども積極的に提案していきます。

東京都が指定する保全地域において、都・NPO法人・企業が
連携して行う自然環境保全活動「東京グリーンシップ・アクショ
ン」に2012年から参加しています。
2019年5月25日、長谷工グループとして7回目となる八王子
滝山里山保全地域での里山環境復元活動を行いました。グ
ループ社員とその家族55名で竹の伐採、下草刈り、倒木処理、
池の整備、樹名札づくり等を行いました。
また、2019年11月16日、長谷工グループとして8回目となる清

2019年11月30日、長谷工グループは大阪府堺市「堺第7-3区
共生の森」にて森林整備活動を実施しました。この活動は多様
な生き物がすむ自然豊かな「共生の森づくり」に取り組むため、
府民・NPO・企業・行政等が協力して植樹を行うものです。
当日はグループ社員とその家族、関西建栄会86名が参加し、

瀬松山緑地保全地域での里山
環境復元活動を行いました。参
加したグループ社員とその家
族58名は、東京都環境局と
NPO法人環境学習研究会、清
瀬の自然を守る会の協力のも
と、自然観察、笹刈り、落枝・落木整理、木柵交換、自然工作等を行い
ました。

苗木276本を植樹しま
した。参加者からは「“育
てる”ことができるのが
魅力に感じる」といった
声が寄せられました。

藤前干潟は、多くの渡り鳥が訪れる国際的に重要な湿地
としてラムサール条約に登録されています。プラスチック
による海洋汚染が世界的な課題として大きな話題となっ
ていますが、藤前干潟周辺でも、大量のプラスチックごみ
の長期残留が深刻な問題となっています。
2019年10月26日、藤前干潟クリーン大作戦実行委員
会主催「秋の藤前干潟クリーン大作戦」にグループ社員と
その家族39名と関西建栄会5名を含む約1,570名の市民

ボランティアが参加し、岸辺に漂着したプラスチック等を
家庭用ごみ袋（45L）約1,500袋分回収しました。

自然観察の様子

そのほかにも、当社グループ設計・施工物件で、以下の賞を受賞しました。
●	「第2回ABINC賞」優秀賞
●	「令和元年度近畿建設リサイクル表彰」発生抑制・搬出抑制部門　奨励賞
●	第11回「彩の国みどりの優秀プラン賞」優秀プラン賞
●	令和元年度「おおさか環境にやさしい建築賞」住宅部門賞
●	第13回「おおさか優良緑化賞」大阪府知事賞・奨励賞

環境活動に対する社会からの評価

表彰式の様子

プレミスト湘南辻堂

リサイクルヤードの設置状況

植樹の様子

集合写真

「（仮称）港区芝浦2丁目計画新築工事」での清掃の様子

大切にしたい風景
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ドレッセ横浜十日市場
�神奈川県横浜市

　「ドレッセ中央林間」は、東急田園都市線中央林間駅から徒歩5分、敷地面積32,032㎡、857戸の集合住宅です。敷地周辺は広域には
中央林間の地名の語源となった雑木林が点在する場所であり、それらの自然と連なる様に敷地内の緑化を行うことで生物多様性の観
点から環境に寄与する計画としました。住棟に囲まれた広大な中庭は住民の交流が図れるプライベートな設えとし、緑豊かな住環境
としました。敷地外周の設道沿いに自主管理歩道と自主管理公園を設け、周辺環境の改善に寄与する計画としました。
　植栽計画では、高木、中木、低木72種約30,000本の樹木を植栽、環境配慮のため在来種を中心とし春夏秋冬の季節感が楽しめる景
観づくりを実施し、緑地面積は敷地面積の25％以上を確保しました。
　中庭に花や実のなる植栽を植えることで生物の給餌場所を提供し、野鳥の巣箱や空石積を設けることで動物の生息場所や移動経路
に対する配慮を行いました。
　また、子どもたちが自然に触れ合える環境を作るためにウッドチップ敷きの広場を設けて、どんぐりを集めたり自然遊びができる空
間を設けました。

　「ドレッセ横浜十日市場」はJR十日市場駅から徒歩7分。横浜市の「持続可能な住宅モデルプロジェクト」の1つである「緑区十日市場
町周辺地域」に位置しています。
　計画地の課題として、住民の高齢化に伴い多世代同⼠コミュニティを形成する仕組みが必要であること、地域資産である「新治の
森」と緑のネットワークを図り、未来に向けて緑を継承していく必要性があることが挙げられます。
　それを実現するため、周辺地域の活性化に寄与するための公開空地を確保しました。多世代で語れる共通のテーマとして「健康」を
掲げ、隣接する新治の森とのつながりを意識した森を形成した他、緑を享受できるウォーキングスペースを計画しました。
　またイベント等の交流や学びを通じ、地域への愛着を育み、地域の魅力や資産価値を高めるためのマネジメント「エリアマネジメ
ント」の運用が予定されています。そのため、公開空地以外にもイベントを想定した緑陰や休息施設、芝生広場を設置。緑を取り入れ
たコミュニティが図れる計画を行っています。

事例 環境と調和する、緑豊かな空間の実現

ドレッセ中央林間
�神奈川県大和市

ローレルスクエア健都ザ・レジデンス
�大阪府摂津市

　「ルネ西宮仁川」は、阪急今津線仁川駅徒歩16分に位置する敷地面積8,921.70㎡、236戸の集合住宅です。「本物の自然に包まれた癒
しの空間の創出」をコンセプトに地域の自然環境とつながるランドスケープを創造しました。
　計画地は、武庫川と仁川の合流点に位置し、川西川にも隣接した自然に恵まれた立地です。川沿いに本来存在していた「本物の森」を
再現し、ムクノキ・エノキ林の構成樹種を参考にエントランスアプローチや沿道の植栽計画を行っています。また、生物多様性を豊かに
する仕掛けとして鳥の巣箱や落ち葉溜め、水鉢や石の棲みか等を設けています。
　さらに、地域の絶滅危惧種を守る試みとして武庫川河川敷でかつて見られたカワラサイコの種を採取し、敷地内で育てています。これ
らの取り組みにより環境認証である「ABINC認証」を西宮市で初めて取得しています。

　「ローレルスクエア健都ザ・レジデンス」は、吹田操車場跡地の新しいまちづくり「北大阪健康医療都市（愛称：健都）」の一角
に位置する敷地面積19,807.66㎡、824戸の集合住宅です。
　健都の中核となる国立循環器病研究センターと連携して居住者の健康づくりを推進していくプロジェクトであり、「どこに
居ても心と体を豊かにする暮らし」をコンセプトにしています。
　敷地を囲む小道は約600ｍのランニングコースとなり、ヨガを行う芝生のグランドパーク、新緑・紅葉が美しいカツラの並
木道、薬草やハーブ類を植樹したハーバルガーデン、涼やかな木立が迎えるヒーリングガーデン、気軽に運動できる健康器具
エリアを巡りながら運動、散策、植物観察などを通して健康に親しめます。また、薬効のある植物を数多く採用しており、樹名
札に名称や効能を記載しながらQRコードで更に詳しく学べる植栽計画としました。

ルネ西宮仁川
�兵庫県西宮市

総CO₂固定量（kg-CO₂/年） ペットボトル500㎖換算（本/年）緑化による
CO₂削減量 CO₂ PB

緑化による
CO₂削減量 4,052.73kg-CO2/年 4,458,003本/年CO₂ PB

緑化による
CO₂削減量 2,917.18kg-CO2/年 3,208,898本/年CO₂ PB 緑化による

CO₂削減量 4,251.69kg-CO2/年 4,676,859本/年CO₂ PB

緑化による
CO₂削減量 482.13kg-CO2/年 530,343本/年CO₂ PB

大切にしたい風景
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