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社会貢献優良住宅部品（ＢＬ-bs 部品）の見直しを行いました 

 

２０２１年４月１日 

一般財団法人ベターリビング 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人ベターリビング（以下「ベターリビング」という。）が運営する優良住宅部

品認定制度では、社会的要請への対応を先導し「より良い社会の実現に寄与する特長」を

備えた住宅部品を社会貢献優良住宅部品（ＢＬ-bs 部品）として付加基準を定めて認定し

ています。 

近年、新たな社会的課題が広がっており、その課題に対応した住宅部品への取り組みが

増えつつあります。そこで、今般、社会貢献優良住宅部品（ＢＬ-bs 部品）の「社会に貢

献するテーマ」について、「防災・減災」「家事楽」「健康」といった社会的要請を新たに加

えるとともに、国連が提唱する SDGｓの目標を踏まえて再構成しました。 

社会に貢献するテーマは、３つに大きく分類したうえで、そのなかに具体的なテーマと

して、従来からのテーマに加えて「防災・減災」などを新たに追加しました。また、これ

らの具体的なテーマごと及び住宅部品ごとに関連する SDGs の目標を示しました。 

今後、ベターリビングでは、社会貢献優良住宅部品（ＢＬ-bs 部品）の認定、普及を通

して、より良き社会、より良き住まいづくりを進めるとともに、持続可能な開発を経済、

社会及び環境という三つの側面から実現するため、SDGs の目標の達成にも貢献していきま

す。 

 

 

＜ＢＬ-bs 部品が社会に貢献するテーマのイメージ＞ 
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１ 背景と目的 

 ベターリビングが運営する優良住宅部品認定制度（以下「ＢＬ認定制度」という。）に

おいて、環境の保全やストック活用等の社会的要請への対応を先導し「より良い社会の実

現に寄与する特長」を備えた住宅部品を社会貢献優良住宅部品（ＢＬ-bs部品（※））とし

て付加基準を定めて認定しています。2015年に「国連持続可能な開発サミット」でSDGs

（持続可能な開発目標）が採択される以前より、社会的な課題に対して社会貢献優良住宅

部品（ＢＬ-bs部品）の認定を通して積極的に取り組んできています。 

近年、新型コロナウィルスの感染拡大、台風や地震等の甚大な自然災害の増加、働き方

改革など、新たな社会的課題が広がっており、こうした課題に対応した住宅部品への取り

組みが増えつつあります。 

こうした背景のもと、今般、社会貢献優良住宅部品（ＢＬ-bs部品）の「社会に貢献する

テーマ」について、「防災・減災」「家事楽」「健康」といった社会的要請を新たに加え

るとともに、国連が提唱するSDGｓの目標を踏まえて再構成しました。 

今後、ベターリビングでは、社会貢献優良住宅部品（ＢＬ-bs部品）の認定、普及を通し

て、より良き社会、より良き住まいづくりを進めるとともに、持続可能な開発を経済、社

会及び環境という三つの側面から実現するため、SDGsの目標の達成にも貢献することを目

的としています。 

※：ＢＬ-bs：Better Living for better society 

２ ＢＬ-bs部品が社会に貢献するテーマの再構成について 

 ＢＬ-bs部品が社会に貢献するテーマは、ベターリビングミッションを踏まえ、「環境に

やさしい」「安心安全」「新たな社会的要請への対応」の３つに大きく分類しました。

「新たな社会的要請への対応」については、自動浴槽洗浄システム、宅配ボックスなどの

家事負担軽減に寄与する住宅部品のほか、今後期待される新たな価値の創造に寄与する住

宅部品を想定しています。 

大きく分類した３つのテーマのなかに、具体的なテーマとして、従来からのテーマに加

えて「防災・減災」などを新たに加えました。 

《ベターリビングミッション》 

 

 

 

 

 

 

ベターリビングは、 

住宅をはじめとする建築物の設計、施工、部品、材料に関する的確な評価、試験、

登録等の業務や住生活に関する創造的な調査・研究業務等を通じて、より安心安全

で、より環境に優しく、よりサスティナブルな（持続可能な）住まいづくりと暮ら

しの実現に貢献します。 
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■新たなテーマのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■テーマの再構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜従来のＢＬ-bs 部品が社会に貢献するテーマ＞ 

（１）環境の保全に寄与する特長 
（２）社会の資産としての住宅ストックの有効な形成・活用に寄与する特長 
（３）高齢者・障害者を含む誰もが安心して生活を送ることができる社会の実現に寄与する特長 
（４）防犯性の向上に寄与する特長 
（５）その他よりよい社会の実現に資する特長 

＜新たなＢＬ-bs 部品が社会に貢献するテーマ＞  

（１）環境にやさしい生活に寄与する特長 

   ① 環境の保全に寄与する特長 

   ② 優良な住宅ストックの形成・活用に寄与する特長 

（２）安心安全な生活に寄与する特長 

   ③ 高齢者・障害者を含む誰もが安心して生活できる社会の実現に寄与する特長 

     ④ 防犯性の向上に寄与する特長 

   ⑤ 健康的な生活の実現に寄与する特長 

   ⑥ 防災、減災に寄与する特長 

（３）新たな社会的要請への対応に寄与する特長 

   ⑦ 家事及び労働の負担軽減に寄与する特長 

⑧ その他よりよい社会の実現に資する特長 

安心安全 環境にやさしい 新たな社会的 
要請への対応 

サスティナブルな住まいづくりと暮らしの実現 

SDGs（Sustainable Development Goals）への貢献 
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３ SDGsへの対応について 

 ＢＬ認定制度は、「品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品の認定を行い、

普及促進を図り、住生活水準の向上と消費者保護を推進すること」を目的に創設された制

度で、こうした基本的な概念は、SDGsの目標（特に以下の３つの目標）達成に貢献してい

きます。 

 

  目標３：すべての人に健康と福祉を 

  目標11：住み続けられるまちづくりを 

  目標12：つくる責任つかう責任 

 

 

 また、ＢＬ-bs部品は、「より良い社会の実現に寄与する特長」を有するものであり、上

記の目標に加えて、そのテーマごとに以下のとおりSDGsの目標達成に貢献していきます。 

なお、品目ごとのSDGsの対応は、別紙に示します。今後、関連団体等と精査しながら進

めていく予定です。 

 

 

● 環境にやさしい生活に寄与する特長 

① 環境の保全に寄与する特長 

  目標７：エネルギーをみんなに そしてクリーンに 

     ＜品目：ガス給湯機（潜熱回収型）、太陽熱利用システム、 

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム 等＞ 

  目標15：陸の豊かさも守ろう 

     ＜ブルー＆グリーンプロジェクト：ガス給湯機（潜熱回収型）、 

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム＞ 

   目標６：安全な水とトイレを世界中に 

     ＜品目：便器（超節水型）＞ 

目標13：気候変動に具体的な対策を 

   ＜品目：サッシ(断熱型)、断熱改修用内装パネル(壁・天井)ユニット等＞ 

 

② 優良な住宅ストックの形成・活用に寄与する特長 

 目標12：つくる責任つかう責任 

    ＜品目：改修用サッシ、改修用玄関ドア 等＞ 
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● 安心安全な生活に寄与する特長 

③ 高齢者・障害者を含む誰もが安心して生活できる社会の実現に寄与する特長 

 目標10：人や国の不平等をなくそう 

  目標11：住み続けられるまちづくりを 

    ＜品目：ドアクローザ（引き戸用）、住宅用火災警報器 等＞ 

 

④ 防犯性の向上に寄与する特長 

 目標11：住み続けられるまちづくりを 

 目標16：平和と公正をすべての人に 

    ＜品目：玄関ドア、面格子、玄関ドア用錠前 等＞ 

 

⑤ 健康的な生活の実現に寄与する特長 

 目標３：すべての人に健康と福祉を 

    ＜品目：宅配ボックス＞ 

 

⑥ 防災、減災に寄与する特長 

 目標13：気候変動に具体的な対策を 

 目標11：住み続けられるまちづくりを 

    ＜品目：防災安全合わせガラス＞ 

 

 

● 新たな社会的要請への対応に寄与する特長 

⑦ 家事及び労働の負担軽減に寄与する特長 

目標８：働きがいも経済成長も 

   ＜品目：自動浴槽洗浄システム、宅配ボックス＞ 

 

以 上  



■ＢＬ-bs部品のSDGsの対応ついて

●付加基準(ＢＬ-bs)のテーマ

(１)環境にやさしい生活に寄与する特長

　①環境の保全に寄与する特長

　②良質な住宅ストックの形成・活用に寄与する特長

(２)安心安全な生活に寄与する特長

　③高齢者・障害者を含む誰もが安心して生活できる社会の実現に寄与する特長

　④防犯性の向上に寄与する特長

　⑤健康的な生活の実現に寄与する特長

　⑥防災、減災に寄与する特長

(３)新たな社会的要請への対応に寄与する特長

　⑦家事及び労働の負担軽減に寄与する特長

　⑧その他よりよい社会の実現に資する特長

品目名

ガス給湯機（潜熱回収型・屋外用） ① 【目標７】　(7.2)
エネルギーをみんなに そしてクリーンに

【目標15】　（15.1）
陸の豊かさも守ろう

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム ① 【目標７】　(7.2)
エネルギーをみんなに そしてクリーンに

【目標15】　（15.1）
陸の豊かさも守ろう

家庭用ガスコージェネレーションシステム ① 【目標７】　(7.2)
エネルギーをみんなに そしてクリーンに

太陽熱利用システム ① 【目標７】　(7.2)
エネルギーをみんなに そしてクリーンに

暖・冷房システム（熱源機・湯暖） ① 【目標７】　(7.2)
エネルギーをみんなに そしてクリーンに

電気給湯機（ヒートポンプ式） ① 【目標７】　(7.2)
エネルギーをみんなに そしてクリーンに

便器（超節水型） ① 【目標６】　（6.4・6.a）
安全な水とトイレを世界中に

断熱改修用内装パネル（壁・天井）ユニット ① 【目標13】　(13.2)
気候変動に具体的な対策を

内窓 ① 【目標13】　(13.2)
気候変動に具体的な対策を

サッシ（断熱・高齢者対応） ① ③ 【目標13】　(13.2)
気候変動に具体的な対策を

【目標11】　（11.3、11.7）
住み続けられるまちづくりを

【目標10】　（10.2）
人や国の不平等をなくそう

プレスドア専用改修扉 ① ② 【目標12】　（12.5）
つくる責任つかう責任

改修用玄関ドア（扉、ドア） ① ② 【目標12】　（12.5）
つくる責任つかう責任

改修用サッシ（窓・断熱型） ① ② 【目標12】　（12.5）
つくる責任つかう責任

ドアクローザ ③ 【目標11】　（11.3、11.7）
住み続けられるまちづくりを

【目標10】　（10.2）
人や国の不平等をなくそう

サッシ（高齢者対応） ③ 【目標11】　（11.3、11.7）
住み続けられるまちづくりを

【目標10】　（10.2）
人や国の不平等をなくそう

内装ドア ③ 【目標11】　（11.3、11.7）
住み続けられるまちづくりを

【目標10】　（10.2）
人や国の不平等をなくそう

衝撃緩和型畳 ③ 【目標11】　（11.3、11.7）
住み続けられるまちづくりを

【目標10】　（10.2）
人や国の不平等をなくそう

住宅用火災警報器 ③ 【目標11】　（11.3、11.7）
住み続けられるまちづくりを

【目標10】　（10.2）
人や国の不平等をなくそう

面格子（固定型） ④ 【目標11】　（11.1）
住み続けられるまちづくりを

【目標16】　（16.1）
平和と公正をすべての人に

玄関ドア用錠前 ④ 【目標11】　（11.1）
住み続けられるまちづくりを

【目標16】　（16.1）
平和と公正をすべての人に

サッシ（断熱型） ① ④ 【目標11】　（11.1）
住み続けられるまちづくりを

【目標16】　（16.1）
平和と公正をすべての人に

【目標13】　（13.2）
気候変動に具体的な対策を

玄関ドア（開き戸・断熱型・高齢者対応） ① ③ ④ 【目標11】　（11.1、11.3、11.7）
住み続けられるまちづくりを

【目標16】　（16.1）
平和と公正をすべての人に

【目標13】　（13.2）
気候変動に具体的な対策を

【目標10】　（10.2）
人や国の不平等をなくそう

改修用玄関ドア（ドア） ① ② ④ 【目標11】　（11.1）
住み続けられるまちづくりを

【目標16】　（16.1）
平和と公正をすべての人に

【目標12】　（12.5）
つくる責任つかう責任

【目標13】　（13.2）
気候変動に具体的な対策を

改修用サッシ（断熱型） ① ② ④ 【目標11】　（11.1）
住み続けられるまちづくりを

【目標16】　（16.1）
平和と公正をすべての人に

【目標12】　（12.5）
つくる責任つかう責任

【目標13】　（13.2）
気候変動に具体的な対策を

防災安全合わせガラス ④ ⑥ 【目標13】　（13.1）
気候変動に具体的な対策を

【目標11】　（11.1）
住み続けられるまちづくりを

宅配ボックス ⑤ ⑦ 【目標８】　（8.5）
働きがいも経済成長も

【目標３】　（3.4）
すべての人に健康と福祉を

自動浴槽洗浄システム ⑦ 【目標８】　（8.5）
働きがいも経済成長も

BL-bsのテーマ 対応するＳＤＧｓ

【別紙】

（ストック活用のみ）

（省エネ（断熱）のみ）

（高齢者等配慮のみ）

（ブルー＆グリーン）

（高齢者等配慮のみ）

（高齢者等配慮のみ）


