The Introduction of Seto Construction’s Works

セトケンの SDGs

SDGs とは、2015 年 9 月に国連で採択された、17 の目標と 169 の
ターゲットからなる「持続可能な開発目標（SDGs）」のことです。
その中からセトケンが取り組む 10 の目標をご紹介します！
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有志工務店プロジェクト
SDGｓ目標
〜瀬戸建設としてできること〜

ＳＥＴＯＫＥＮ × ＳＤＧｓ

すべての人に健康と福祉を
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瀬戸建設㈱は持続可能な開発目標（SDGs）
を支援しています。

● 新築住宅を高エネルギーな温熱環境性能に優れた住宅で、入浴時等に発生す

調湿により、ダニやカビの発生を防ぐなど空気質を確保し、アレルギーの原因

デザインを大規模改修。
相模湾を一望できる展望デッキを
備えたほか、耐震診断も行い、安心
して長く使える建物になった。

神奈川県建築コンクール 優秀賞受賞
３つの庭や吹き抜けのリビングを持
ち、開放的な空間を実現。

いを作る。
● 新築住宅を、VOC などの発散を防ぐものとして、掃除しやすい工夫と換気、

鈴廣かまぼこ 江の浦店

茅ヶ崎の家

るヒートショックなどから最低限命を守り、０次予防の健康性に寄与する住ま

私たちは持続可能な開発目標（SDGs）
を支援しています

を少なくするものとする。

2020年 ＳＤＧｓ宣言

住み続けられるまちづくりを

瀬戸建設は、
未来に持続可能な都市やコミュニティの実現のため、
地球環境を守り、人にやさしい会社としての在り方を
追求することを宣言します。

メーカーと共同で標準仕様の見直しを計る。
その他：瀬戸建設として取り組みたいこと

私たちは今後、住宅建築や職場環境の整備を通じ、
ＳＤＧｓの達成に

・OB 施主への安心パイプライン構築、家のメンテナンス、地域活動
・新築住宅で、性能を十分に発揮し健康な生活をするための暮らし方の
アドバイスなど

アシステッドリビング浦賀
尽力して参ります。
● 長期優良住宅同等仕様の長く住み続けられる住宅の提案をする

近年、高まり続ける介護、福祉、医療分野へのニーズに応え、私たちはサ
介護付有料老人ホーム
● お施主様が売却しやすいよう、メンテナンス・リフォーム記録を取り、家を
ービス付き高齢者住宅や在宅支援ハウスをはじめ、クリニック、障がい
横須賀市の閑静な住宅
地に竣工。
者福祉施設など、
さまざまな施設の建設を通じ、
ご利用者さまのための
含めた見守り活動を行う
快適な空間づくりを続けています。

セトケン
ニュース

SETOKEN × SDGs
おだわら・もあな保育園
建材からつくり手まで「オール小
田原」の保育園。子どもたちが木
の香りや、小田原の魅力を感じ
ながら過ごせる空間を実現。

また、子育て中の女性が安心して働くことができる環境整備にも取り組
んでいます。弊社には多くの女性社員がおり、設計士や営業担当など、

各現場の最前線でも女性が活躍しています。
アフターメンテナンスの人員体制、システム改正に取り組む。

さらに、外国人の雇用にも力を入れており、現場監督の中には、勤続約
10年の社員も活躍中。2019年にはベトナム人２名を採用し、現在は
いずれも現場監督として建設工事に携わっています。

ジェンダー平等を実現しよう

つくる責任つかう責任
地域の全世帯に向けた多目的・
多世代交流拠点外のウッドデッキ
は演奏やダンスにも使用できる。

含め職場環境の改善ワークショップを実施する。
定期的なワークショップの開催や、男女、年齢、役職問わず不定期で
職場環境を話し合う機会を設ける等
● 育児・介護や家事労働家族全員が分担しやすい住まいを提案するための、設
計研究ミーティング

「すべての人が健康で、住み続けたくなるまちづくり」
に貢献するため、
こ
うした取り組みに、今後一層力を入れて参ります。

ユソーレ相武台

● 男性も女性と一緒に働ける環境を意識するのを確実にするため、協力業者を

瀬 戸建 設㈱
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● 新築およびリフォームで使う資材は廃棄する場合に分別をしやすく、リサイ

プラッシュガーデン ミッテ
防音室を備え、鍵盤・弦・木
管楽器のほか、声楽、
ドラム
演奏にも対応。

クル可能なものにする
今一度現在の建築資材を見直してリサイクル可能なものなのかどうか査定を
する。また今後現場が使用しやすいようリスト化して商品の選定をしやすい
資料を作成する。廃材を生かせるための人のつながりを作っていく。

エネルギーをみんなにそしてクリーンに

気候変動に具体的な対策を

産業と技術革新の基盤をつくろう
陸の豊かさを守ろう

● 台風などの豪雨、爆風などの警報、注意報が発令された際の工事現場対策の
マニュアル化を作成し、その対策を確実なものとする。

● 建築業と林業で手を組んで、日本の緑地の豊かにし、林業を活性化させる為、
新築住宅の構造材を国産のものにしお客様へ国産地の見える化を計っていく。
（在来工法に限る）
● 地域の工務店が共同し、地域材の活用に貢献し低炭素社会に寄与しているの
かを毎年、情報開示を行い目標への達成を相互刺激によって達成を確実なもの
にする為の検討会を開く。

強化を行う。また安全確認の連絡作業を行う
● 新規物件に関しては計画段階でハザードマップを考慮した建築計画を提案す
る。
● 災害後に備えた地域のボランティアの為の役割別のチームを作って災害前か
ら地域に発信していく。（協力業者にも協力を募る）
安全対策のマニュアル化の徹底。見守り活動の構築。

働きがいも経済成長も
● 高齢となると生産性が低下する職種などに、高付加価値な仕事を提供し、高
齢者の雇用機会を増やすとともに、若者の新規就業を促進する為、継続就労を
希望する職種などに可能な限り高付加価値な仕事を提供する

パートナーシップで目標を達成しよう
● すべての会員工務店に SDGｓの必要性とその実績がおかに工務店の持続可

高付加価値な仕事とはどんなことか、現場監督を含めて聞き込み調査を行い、
雇用制度を改める。
地域を巻き込んだ若い人材の育成に取り組む。（例えば地域の中学校、
小学校との職業体験の受け入れなど）

● 見守り活動を行っている OB 客へは気候関連災害や自然災害後の適応能力の

能な発展に資するものであるか追及をしていく
● ライバルである地元工務店とのつながりを大切にしていき共同体制で働きか
けていく。
情報開示（HP や会社概要など）して PR していく

創業明治40年、続けてきました人に優しい家づくり
［本社］神奈川県小田原市久野 2267

☎ 0465-34-7711

［東京支店］ 東京都渋谷区南平台町 15-11-6F

☎ 03-6277-5548

［横浜支店］ 横浜市西区高島 2-11-2-322

☎ 045-620-7108

お気軽に
ご連絡ください。

2020.1.1 発行 [ 発行：瀬戸建設 / 文・編集：瀬戸ひふ美 . 石塚裟智 ]
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鈴廣かまぼこ 江の浦店｜相模湾を一望するドライブイン施設

界 仙石原｜箱根 星野リゾート 温泉旅館

「憩い」と「アート」を融合させた「アトリエ温泉旅
館」。リノベーションと新築を合わせた建築となっていま
す。アトリエに見立てたライブラリースペースや、全16室
すべてがご当地部屋「仙石原アトリエの間」として、客室
には国内外のアーティストが制作した作品を設えておりま
す。また全室に箱根仙石原の雄大な自然を一望できる温泉
露天風呂を備えています。

もともとあった建物をデザインし直し大規模改修したドライブイン施設。1 階は店舗とイート
インスペース、２階はレストランとなっており、2 階の開放的なデッキからは見晴らしの良い相
模湾を一望できる。耐震診断・工事も行い、安心して長く使える建物となりました。
｜小田原市江之浦 108｜午前 9 時―午後 5 時｜年中無休（臨休有）
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ユソーレ相武台｜相武台団地内 多世帯交流センター
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アシステッド リビング 浦賀｜リゾート型介護付有料老人ホーム

相模原市の相武台団地内にある商店街の空き店舗対策の一環としてオープンした「ユソーレ相武台」。
使われていなかった建物をリノベーションし、ミスト岩盤浴を導入した温浴施設スペースや、カフェスペー
ス、キッズスペース、ワークショップスペース、デイサービススペース等を内包し、子育て世代からシニ
ア世代まで幅広い世代が集う、多目的＆多世代の交流拠点となりました。

家庭的な雰囲気で医療・介護を充実させたリゾート型の介護付老人
ホーム。24時間の看護師常駐や近隣の総合病院・診療所と連携した安心
の介護に加え、ギリシャのカリブ海をイメージしたサントリーニ島・ミ
コノス島コンセプトのフロア構成で、理美容室やゆとりあるラウンジな
ども備え、「住む」だけでなく非日常な空間を意識し生活を楽しむ環境
を備えました。
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プラッシュガーデンミッテ｜防音室を備えたワンランク上の賃貸住宅

2020 vol.118

茅ヶ崎の家｜神奈川県建築コンクール 優秀賞受賞

神奈川県建築コンクール
優秀賞受賞作品の、3 つの
庭を持つ家。
袋小路の行き止まりにあ
るクローズドな環境に建つ
ため、暮らしの中心となる
吹き抜けのリビングとそこ
へつながる中庭、周囲の家
と呼応する前庭、裏庭
、開放的な空間を実現。
ライフステージの変化に
グランドピアノやドラムにも対応した防音室のある賃貸住宅。各戸をつなげず外壁を設けたため隣家の音も気にならず、窓の位
置は隣家との目線を気にしない位置に設置し、プライベートの空間に配慮している。吹き抜けを設けたため、狭い空間でもゆとり
を感じることができる。メイン玄関にはオートロック・防犯カメラ・宅配ボックスを設置。居室にも変更できる大型室内ガレージや、
床暖房付き天然大理石張りの床、最先端の肩湯やジャグジーもできる浴室等も完備。

合わせたフレキシビリティ
を備えた建築となっていま
す。
設計：
津野建築設計室 津野恵美子
撮影：
西川公朗
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おだわら もあな保育園 ｜地元小田原の無垢材・古材を利用した保育施設

きさらぎホーム 大井館｜病院が運営する住宅型有料老人ホーム

地域で育てる、森のようちえん をコンセプトに、建材からつくり手ま
で「オール小田原」で作られた保育園。鉄骨ビルの 1 階という環境ながら、
子供達が木の香りやぬくもりを感じて過ごせる「木育」として、地元小田原
の木材と古くから使われて来た建具等を使用して居心地の良い木質化空間を
実現。内装だけではなく遊具やお皿も小田原の木材で制作。また、入り口の
電灯に古い羽釜を使うなど、古道具を再活用し「ものを大切にする気持ち」
を伝える空間となりました。

神奈川県の大井町に誕生した、介護度の高い、医療が必要な方へ向けた住宅型有料老人ホーム。症状に合
わせて居住階が分かれ、3階はご夫婦やご家族で入居が可能な特別階となっている。すぐ近くに建つ佐藤病
院が運営しているため、病院との十分な連携がなされ、重篤な医療の介入が必要とされる方でも入居できる
ような作りとなっています。
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