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取引先との共創共生

■ 新任支店長・事業部長研修

■ 支店長公募育成研修

■ 大和ハウス塾

■ 凡事徹底・マナー研修

自部署内に後輩がいる社員を対象に、チームとしての成果を最
大化するために必要な後輩を育て、その力を最大限に引き出す方
法、リーダーシップ、コミュニケーションのあり方とコツについて、
特に「後輩育成」という観点から学ぶことを目的としています。

支店長・事業部長に初めて任命された社員を対象に、支店長・
事業部長としての役割、気構え、判断基準となる考えを学び、現場
で実践できるように研修を実施しています。

2005年度より、支店長や工場長、部長をはじめとした上級管理
者の育成を目的として実施しています。また、公募形式を取り入れ、
リーダー幹部登用に対するやる気の喚起や人財発掘に繋げていま
す。これまで426名が修了しました。

2008年5月より、当社グループの次世代の経営者育成を目指
し、グループ横断で経営スクールを開講しています。実際の経営課
題に対する戦略策定を通し、経営スキルの実践トレーニングを行っ
ています。これまでの修了者291名の中から92名が執行役員以上
の経営者に就任しています。

 「挨拶・お辞儀に始まり、当たり前のことが当たり前にできるこ
と」を全職場で全従業員が徹底することが社会に役立つ業務推進
の原動力であると当社は考えています。

その一環として、事業所単位で支店長をはじめ、管理職も含む
全従業員を対象とした「凡事徹底・マナー研修」を2011年7月より
スタートさせています。

経営後継者育成

マナー教育

■ チームリーダー研修 <自主選択型>
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ビジョンと戦略

相互研鑽により質の高い建物を造り続け、
共存共栄を実現します

大和ハウスグループの目指す姿

目標と実績

公正な競争
取り組むべき重要テーマ

当社グループでは、法令を遵守するだけでなく、高い倫理観
を持って行動し、自由な競争原理に従い、業界全体の健全な発
展を目指しています。そのため、全役職員が業務のなかで「企業
倫理綱領」および「行動規範」に則した、判断・行動ができるよ
うに教育を徹底し、購買業務の監査や取引先アンケート調査を
通じて改善を図っています。また、問題を早期に顕在化・対処す
るための仕組みとして、取引先からの通報制度「パートナーズ・
ホットライン」を運用し、寄せられたすべての案件に対応をする
ようにしています。

取引先に対する責任ある行動の推進
（バリューチェーンにおける
社会的責任の推進）

当社グループは、地球環境をはじめ、資材の原産地や加工工
場で働く海外の人々、取引先とその従業員、施工現場周辺の
地域社会など、サプライチェーンの全体にわたり、国内外の取
引先従業員や地域住民など多様な関係者に対して影響を与え
ています。そのため、2015年7月に、すべての取引先を対象に
人権、労働安全、環境保全など、取引先に求める社会性・環境
性の包括的な基準を定めた「CSR調達ガイドライン」を制定し、
運用を開始しました。

取引先に対し、互いに協働し高めあう関係を築くべく改善を
進めるなかで、2015年度は「取引先からの下請法に関する通報
対応」は100%実施し、「当社社員の行動に関する取引先アン
ケート調査」では「問題ない」の回答が全体の72.2%の比率とな
りました。

社会的課題

2015年度の総括（CSR自己評価指標）

取引先からの下請法に関する
通報対応（解決率）

2015年度
実績 100％

2015年度
実績 58.74点

2015年度
実績 72.2％

2015年度
実績 74％

当社社員の行動に関する
取引先アンケート調査
（「問題ない」の回答が全体を占める比率）

取引先、および購買業務の
自社基準にもとづく管理・改善状況

取引先に対する契約業務に関する
自社基準にもとづく適正度

取締役専務執行役員
生産購買本部長

石橋 卓也

大和ハウスグループにおけるリスクと機会

55歳以上の建設業就業者

14.4%3人に1人

全産業に占める建設業の
死傷者数の割合

出所：国土交通省「建設産業の
現状と最近の取組」より

（2014年度数値）

出所：建設業労働災害防止協会「建設業に
おける労働災害発生状況」より

（2014年度数値）

少子高齢化による生産年齢人口が減少するなか、建設業就業
者の人数は年々減少しており、そのうち約3人に1人が55歳以
上の働き手で構成され高齢化が進んでいます。

また、機械化や自動化が進む現代の産業界において、建設業
界では建物等の施工現場において多くの作業を人の手によって
行っています。そのため、他の産業と比べて労働災害が発生す
る割合が高く、全産業に占める建設業の死傷者数の割合は
14.4％となっています。

私たちにとって取引先は生命線です。私たちの事業において
は、資材・設備機器は何千・何万点にも及び、施工や工事に関わ
る人々は何万人にもなる裾野が非常に広いバリューチェーンを
形成しています。取引先の協力なくしてはお客さまに誇れる品質
は提供できません。

そのため、当社グループでは、資材調達先など238社の会員
からなる「トリリオン会」、施工協力会社や工場協力会社など
4,572社の会員からなる「協力会連合会」、設備メーカー、販売
会社142社の会員からなる「設和会」があり、強固なサプライ
チェーン・ネットワークを有しています。このネットワークでは、
私たちがどのような方向に向かって、何のために事業を一緒に
行うかといった大きなベクトルを一致させることを目的としてい
ます。その中には、大切にする基準として、まずS（安全）とQ（品
質）を全ての前提とし、C・D（コスト・納期）の条件、E（環境）、M

（モラル）の取り組み状況をバランスよく考慮し、調達・施工を
行うことを取引先と共有していきます。

当社グループは「信頼と挑戦」をキーワードに、取引先と共に真に
価値ある商品・サービスを創出し、共存共栄を図ってまいります。

当社グループにおいて、取引先は互いに協働し高めあう関係
であると考えています。

そこで、資材調達先一社ごとに経営状態を評価し、必要に応
じて改善事項を指摘しています。これは、その会社の経営が強
化されれば、従業員にとって働きやすい環境が定着し、安全面
や品質面も改善され、結果的に当社、そしてその先のお客さま
の満足にもつながると考えるからです。また、取引先に一方的に
何かを求めるのではなく、私たちも業務の平準化や最新の情報
の提供を積極的に行うなど、お互いを尊重し経営努力を共に行
う関係を築くことで競争力を強化しています。

リスク
・今後、さらに現場作業員の不足が予測され、品質面・安全

面などに問題が生じることが懸念される。
・取引先がかかわった労働災害や違法行為が発生した場合、

施主への供給遅延または停止のみならず、社会的評判の
失墜による企業価値の低下を招くことにつながる。

機会
・サプライチェーン・ネットワークを通じた取引先との相互

研鑽、互助親睦を図ることにより、施工体制および人財の
強化が進み、さらなる安全・品質の向上やコスト削減に
寄与する。
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■ 方針・考え方

大和ハウスグループは事業において資材の調達や物件の施
工を行う中、地球環境をはじめ、資材の原産地や加工場で働
く海外の人々、取引先とその従業員、施工現場周辺の地域社
会など、サプライチェーン全体にわたって多様な関係者に影
響を与えています。このような状況の下、社会からの期待に応
え、悪影響をなくしていくためには、当社グループだけでな
く、取引先の協力が不可欠だと考えています。取引先と将来
にわたって持続可能に事業を続けていくには、財務面での健
全性はもちろんのこと、当社グループと取引先の双方が責任
ある行動を行い、社会から支持を得ていく必要があります。

当社グループは、2004年に「大和ハウスグループ企業倫理
綱領・行動指針（規範）」を制定し、当社グループ従業員が取
引先に対して共存共栄の適切な関係構築を行っていくため
の方針を示しました。また、安全については、建設業者として
優先して配慮すべき生産や施工など取引先が関わる各工程
において基準を設けています。そして、取引先の経営や優秀
な技能者を支援することが、安全や品質の向上につながると
の認識をもち、研修や認定制度の拡充を進めています。

2006年には「取引先行動規範」を制定し、人権や法令順守
など取引先へもとめる包括的な方針を示しました。その後、
化学物質や生物多様性についてのガイドラインの制定を経
て、2015年7月にはこれまでの複数の基準を再整理した

「CSR調達ガイドライン」を制定しました。

このガイドラインは下記の通り3つの方針から構成され、社
会性や環境性について取引先に遵守いただきたい規範を示し
ています。「取引先行動規範」と「企業活動ガイドライン」は、取
引先が当社と取引を継続するうえでの、組織としてあるべき姿
を示したものとなっています。「物品ガイドライン」は、当社の
サプライチェーンにおいてリスクが高くかつ物品としてサプラ
イチェーンの上流まで監査が可能な「建材等の化学物資」、「木
材等の生物多様性」などの管理方針を示しています。

■ マネジメント

サプライチェーンにおけるCSRの推進

当社では、資材調達先や施工協力会社など継続取引先でつくる
サプライチェーンネットワークについての運営をサポートを行って
います。このネットワークを通じて、取引先からの要望を伺うとと
もに、共に事業を行うパートナーとして遵守いただきたい事項につ
いて伝えるなど、コミュニケーションを深めてきました。また、取引
におけるリスク情報については、取引先アンケート調査、パートナー
ズホットライン（取引先向け通報制度）の運用を通じて、当社グルー
プ従業員の倫理・コンプラインス上の問題と併せて、取引先の問
題（一次下請会社と二次下請会社間での問題等）についても調査・
把握をしています。

CSR調達の推進にあたっては、2010年より購買、施工など関連
部門の担当者からなるCSR調達部会を立ち上げ、各事業所の発注
担当者と連携する体制を構築、各種ガイドラインを取引先に推進し
ています。また、方針や規準を示すだけに留まらず、施工協力会社
を中心に、各種研修制度や、技能者への育成資金補助制度、優秀
技能者認定制度等を設け、条件を満たした認定者に対して資金面
での支援を行うなど、共存共栄のマネジメントを構築しています。

CSR調達ガイドラインでは、取引先に対して趣旨や概要を説明
し、同意書を提出していただいています。

物品ガイドラインのうち、化学物質管理ガイドラインの運用につ
いては、当社が集中購買品として取引先と契約をする際の条件とし
ています。たとえば取引先に対して化学物質の含有について調査・
報告の要請や、分散購買品に対しても、設計図書等を通じてガイド
ラインに則った調達を要請しています。

また、生物多様性ガイドライン（木材編）の運用については、
2011年度より毎年取引先へ調査を行い、結果を公開しています。
前年度に調達した木材の合法性・持続可能性についての調査を要
請し、調査結果をもとに取引先へ改善活動を要請しています。

今後は、先行している物品ガイドラインと併せて、企業活動ガイ
ドラインの項目についてもモニタリングを実施していく予定です。

サプライチェーン・ネットワークの運用

資材調達先

構成されています。全国に83ヵ所の支部を持ち、安全面の向
上、品質、技術や作業効率の向上、環境問題に取り組む活動を
実施しています。また情報サイト「WEB 連」を通じて情報共有を
図り、相互信頼を深めています。

■設和会（142社）:
当社とお取引いただいている設備メーカー、販売会社などで構
成される設和会は全員参加で、展示会やさまざまな活動を通し
て、設備技術の情報交換、連携を深めています。会員は関西・関
東・中部・九州の4支部で構成されています。

サプライチェーンにおけるリスクを発見するため、工事現場や工
場での施工会社（すべての一次下請会社）に対して、労働安全・労務
関係・廃棄物の処理などについて、当社のチェックリストをもと
に、推進状況のチェック・モニタリングを行っています。問題があ
ればその都度是正を行うほか、再発防止のための改善活動を通じ
て体制を構築し、施工会社従業員への教育を行っています。

木材調達については当社の購入する物品の中でも環境・人権等
に関わるリスクが高いことから、当社の木材調達の大部分を占め
る購買部、商品開発部、設計施工推進部、マンション事業推進部、
グループ会社5社が管轄する取引先に対して、年1回の調査を実施
し、モニタリングを行うとともに、基準に満たない木材を調達した
取引先に対し、ヒアリングや是正を行っています。

CSR調達ガイドライン は、すべての一次サプライヤーを対象と
し、人権、労働安全、環境保全など、サプライヤーに求める社会性・
環境性の包括的な基準となっています。化学物質管理と生物多様
性の保全については、住まいを提供し、木材を建材として使用する
当社にとってバリューチェーンへの影響が大ききことから、2010年
より個別にガイドラインを設け、優先して管理しています。この2分
野について、目標数値を設定し結果を公表しています。また、当社
の取引先において現時点で、強制労働や児童労働といった申し立
てはありません。当社は、CSR調達ガイドラインの方針にそって、今
後強制労働や児童労働といった申し立てがあった場合、取引先に
対して是正を行っていく予定です。

購買先選定基準にもとづき取引先の評価を実施しています。新
規取引の場合は当社の材料購買先管理規定にもとづいて品質・価
格・納期・経営・環境の各側面から評価しています。また、継続的
な取引先に対しても、同様の評価を実施し、結果に応じ品質監査、
改善要求を行い、適正な品質・価格の材料を安定的に供給してい
ただける体制を整えています。

■ 取り組み実績

（1）CSR調達ガイドラインの推進状況

（2）購買先選定基準の運用

サプライチェーンモニタリング

当社では、資材調達先、設備機器調達先、事務用品・機器調達
先、施工協力会社によるサプライチェーン・ネットワーク（協力会組
織）の運営をサポートし、環境・品質・安全等の取り組みを推進し
ています。「環境」については、化学物質についての購入基準の運用
や、生物多様性に配慮した木材調達についての同意書を取得して
います。「品質」に関しては、購入基準の運用のほか、技能検定・研
修会の実施、「安全」に関しては、安全大会や研修会を実施し、それ
ぞれの取り組みを推進することでお客さまに満足いただける建物
が提供できるよう努めています。組織のなかで最大となる協力会
連合会（施工協力会社の組織）の会員会社に対しては、2006年度
より人権・法令・環境の側面でCSRを推進していただくための「取
引先会社行動規定」を制定し同意を求めており、またCSR調達ガイ
ドラインでも同様に同意を求めています。

■トリリオン会（238社）:
取引先と相互に経済的地位向上を目的に、資材品質の向上、納
期厳守及び新建材開発、技術改良推進を目指して、二つの推進
活動を中心に、地域性を活かし互いの情報共有をしつつ、会の
活動を迅速かつ円滑に進めています。

■協力会連合会（4,572社）:
製品の品質に深く関わる「生産」「施工」にご協力いただく会社で

調達 生産 輸送 施工

調達先
（資材、設備機器）

環境
・ グリーン調達の実施
・ エコドライブ活動推進

・ 技能検定の実施
・ 研修会での情報共有

品質
・安全大会の実施
・研修会での情報共有  

安全

工場協力会社 物流協力会社 施工協力会社

コンプライアンス

大和ハウスグループ

■ 大和ハウスグループの事業活動におけるサプライチェーン
■ CSR調達ガイドライン

※CSR調達ガイドラインの詳細については、下記URLから確認してください。
   http://www.daiwahouse.com/
   sustainable/csr/pdfs/csr_procurement_guidelines.pdf

※ 適用範囲 : 当社と取引のある全ての取引先
　　　　　 　（一次サプライヤー、一次下請け会社など）

■ 取引先に向けたCSRについての方針・マネジメントの歩み
内容項目

2006年2月 マネジメント

マネジメント

方針

方針

方針
マネジメント

取引先アンケート調査 開始（年1回）

化学物質管理ガイドライン 発効
集中購買品 化学物質調査 開始（契約時）

木材調達調査 開始（年1回）

CSR調達ガイドライン 発効
（取引先より同意書提出）

年度

2010年10月 生物多様性ガイドライン 発効
（取引先より同意書提出）

取引先会社行動規範 発効
（取引先より賛同書提出）

パートナーズホットライン 運用開始2009年7月 マネジメント

2015年7月

2011年1月

2006年10月 方針

2010年10月

（1）取引先行動規範（Code of Conduct）
     社会性・環境性についての7つの原則
     1）お客様との信頼関係の構築 2）コンプライアンスの確立
     3）労働安全・衛生への配慮 4）公正な事業活動
     5）環境の保全 6）地域との共創共生 7）人権の尊重

（2）企業活動ガイドライン
     社会性・環境性についての20の具体的事項

（3）物品ガイドライン
     取引先が調達し当社に納品する物品（建材等）の環境性・
     社会性についての基準。下記二つのガイドラインより構成
     1）化学物質管理ガイドライン【基本編】
     2）生物多様性ガイドライン【木材調達編】

CSR調達ガイドラインの運用

関連項目 P95 自然環境との調和

049　DaiwaHouseGroup CSR Report 2016 　　DaiwaHouseGroup CSR Report 2016　050

従
業
員

株
主

ガ
バ
ナ
ン
ス

お
客
さ
ま

地
域
市
民

環
境

取
引
先

取引先との共創共生



■ 方針・考え方

大和ハウスグループは事業において資材の調達や物件の施
工を行う中、地球環境をはじめ、資材の原産地や加工場で働
く海外の人々、取引先とその従業員、施工現場周辺の地域社
会など、サプライチェーン全体にわたって多様な関係者に影
響を与えています。このような状況の下、社会からの期待に応
え、悪影響をなくしていくためには、当社グループだけでな
く、取引先の協力が不可欠だと考えています。取引先と将来
にわたって持続可能に事業を続けていくには、財務面での健
全性はもちろんのこと、当社グループと取引先の双方が責任
ある行動を行い、社会から支持を得ていく必要があります。

当社グループは、2004年に「大和ハウスグループ企業倫理
綱領・行動指針（規範）」を制定し、当社グループ従業員が取
引先に対して共存共栄の適切な関係構築を行っていくため
の方針を示しました。また、安全については、建設業者として
優先して配慮すべき生産や施工など取引先が関わる各工程
において基準を設けています。そして、取引先の経営や優秀
な技能者を支援することが、安全や品質の向上につながると
の認識をもち、研修や認定制度の拡充を進めています。

2006年には「取引先行動規範」を制定し、人権や法令順守
など取引先へもとめる包括的な方針を示しました。その後、
化学物質や生物多様性についてのガイドラインの制定を経
て、2015年7月にはこれまでの複数の基準を再整理した

「CSR調達ガイドライン」を制定しました。

このガイドラインは下記の通り3つの方針から構成され、社
会性や環境性について取引先に遵守いただきたい規範を示し
ています。「取引先行動規範」と「企業活動ガイドライン」は、取
引先が当社と取引を継続するうえでの、組織としてあるべき姿
を示したものとなっています。「物品ガイドライン」は、当社の
サプライチェーンにおいてリスクが高くかつ物品としてサプラ
イチェーンの上流まで監査が可能な「建材等の化学物資」、「木
材等の生物多様性」などの管理方針を示しています。

■ マネジメント

サプライチェーンにおけるCSRの推進

当社では、資材調達先や施工協力会社など継続取引先でつくる
サプライチェーンネットワークについての運営をサポートを行って
います。このネットワークを通じて、取引先からの要望を伺うとと
もに、共に事業を行うパートナーとして遵守いただきたい事項につ
いて伝えるなど、コミュニケーションを深めてきました。また、取引
におけるリスク情報については、取引先アンケート調査、パートナー
ズホットライン（取引先向け通報制度）の運用を通じて、当社グルー
プ従業員の倫理・コンプラインス上の問題と併せて、取引先の問
題（一次下請会社と二次下請会社間での問題等）についても調査・
把握をしています。

CSR調達の推進にあたっては、2010年より購買、施工など関連
部門の担当者からなるCSR調達部会を立ち上げ、各事業所の発注
担当者と連携する体制を構築、各種ガイドラインを取引先に推進し
ています。また、方針や規準を示すだけに留まらず、施工協力会社
を中心に、各種研修制度や、技能者への育成資金補助制度、優秀
技能者認定制度等を設け、条件を満たした認定者に対して資金面
での支援を行うなど、共存共栄のマネジメントを構築しています。

CSR調達ガイドラインでは、取引先に対して趣旨や概要を説明
し、同意書を提出していただいています。

物品ガイドラインのうち、化学物質管理ガイドラインの運用につ
いては、当社が集中購買品として取引先と契約をする際の条件とし
ています。たとえば取引先に対して化学物質の含有について調査・
報告の要請や、分散購買品に対しても、設計図書等を通じてガイド
ラインに則った調達を要請しています。

また、生物多様性ガイドライン（木材編）の運用については、
2011年度より毎年取引先へ調査を行い、結果を公開しています。
前年度に調達した木材の合法性・持続可能性についての調査を要
請し、調査結果をもとに取引先へ改善活動を要請しています。

今後は、先行している物品ガイドラインと併せて、企業活動ガイ
ドラインの項目についてもモニタリングを実施していく予定です。

サプライチェーン・ネットワークの運用

資材調達先

構成されています。全国に83ヵ所の支部を持ち、安全面の向
上、品質、技術や作業効率の向上、環境問題に取り組む活動を
実施しています。また情報サイト「WEB 連」を通じて情報共有を
図り、相互信頼を深めています。

■設和会（142社）:
当社とお取引いただいている設備メーカー、販売会社などで構
成される設和会は全員参加で、展示会やさまざまな活動を通し
て、設備技術の情報交換、連携を深めています。会員は関西・関
東・中部・九州の4支部で構成されています。

サプライチェーンにおけるリスクを発見するため、工事現場や工
場での施工会社（すべての一次下請会社）に対して、労働安全・労務
関係・廃棄物の処理などについて、当社のチェックリストをもと
に、推進状況のチェック・モニタリングを行っています。問題があ
ればその都度是正を行うほか、再発防止のための改善活動を通じ
て体制を構築し、施工会社従業員への教育を行っています。

木材調達については当社の購入する物品の中でも環境・人権等
に関わるリスクが高いことから、当社の木材調達の大部分を占め
る購買部、商品開発部、設計施工推進部、マンション事業推進部、
グループ会社5社が管轄する取引先に対して、年1回の調査を実施
し、モニタリングを行うとともに、基準に満たない木材を調達した
取引先に対し、ヒアリングや是正を行っています。

CSR調達ガイドライン は、すべての一次サプライヤーを対象と
し、人権、労働安全、環境保全など、サプライヤーに求める社会性・
環境性の包括的な基準となっています。化学物質管理と生物多様
性の保全については、住まいを提供し、木材を建材として使用する
当社にとってバリューチェーンへの影響が大ききことから、2010年
より個別にガイドラインを設け、優先して管理しています。この2分
野について、目標数値を設定し結果を公表しています。また、当社
の取引先において現時点で、強制労働や児童労働といった申し立
てはありません。当社は、CSR調達ガイドラインの方針にそって、今
後強制労働や児童労働といった申し立てがあった場合、取引先に
対して是正を行っていく予定です。

購買先選定基準にもとづき取引先の評価を実施しています。新
規取引の場合は当社の材料購買先管理規定にもとづいて品質・価
格・納期・経営・環境の各側面から評価しています。また、継続的
な取引先に対しても、同様の評価を実施し、結果に応じ品質監査、
改善要求を行い、適正な品質・価格の材料を安定的に供給してい
ただける体制を整えています。

■ 取り組み実績

（1）CSR調達ガイドラインの推進状況

（2）購買先選定基準の運用

サプライチェーンモニタリング

当社では、資材調達先、設備機器調達先、事務用品・機器調達
先、施工協力会社によるサプライチェーン・ネットワーク（協力会組
織）の運営をサポートし、環境・品質・安全等の取り組みを推進し
ています。「環境」については、化学物質についての購入基準の運用
や、生物多様性に配慮した木材調達についての同意書を取得して
います。「品質」に関しては、購入基準の運用のほか、技能検定・研
修会の実施、「安全」に関しては、安全大会や研修会を実施し、それ
ぞれの取り組みを推進することでお客さまに満足いただける建物
が提供できるよう努めています。組織のなかで最大となる協力会
連合会（施工協力会社の組織）の会員会社に対しては、2006年度
より人権・法令・環境の側面でCSRを推進していただくための「取
引先会社行動規定」を制定し同意を求めており、またCSR調達ガイ
ドラインでも同様に同意を求めています。

■トリリオン会（238社）:
取引先と相互に経済的地位向上を目的に、資材品質の向上、納
期厳守及び新建材開発、技術改良推進を目指して、二つの推進
活動を中心に、地域性を活かし互いの情報共有をしつつ、会の
活動を迅速かつ円滑に進めています。

■協力会連合会（4,572社）:
製品の品質に深く関わる「生産」「施工」にご協力いただく会社で

調達 生産 輸送 施工

調達先
（資材、設備機器）

環境
・ グリーン調達の実施
・ エコドライブ活動推進

・ 技能検定の実施
・ 研修会での情報共有

品質
・安全大会の実施
・研修会での情報共有  

安全

工場協力会社 物流協力会社 施工協力会社

コンプライアンス

大和ハウスグループ

■ 大和ハウスグループの事業活動におけるサプライチェーン
■ CSR調達ガイドライン

※CSR調達ガイドラインの詳細については、下記URLから確認してください。
   http://www.daiwahouse.com/
   sustainable/csr/pdfs/csr_procurement_guidelines.pdf

※ 適用範囲 : 当社と取引のある全ての取引先
　　　　　 　（一次サプライヤー、一次下請け会社など）

■ 取引先に向けたCSRについての方針・マネジメントの歩み
内容項目

2006年2月 マネジメント

マネジメント

方針

方針

方針
マネジメント

取引先アンケート調査 開始（年1回）

化学物質管理ガイドライン 発効
集中購買品 化学物質調査 開始（契約時）

木材調達調査 開始（年1回）

CSR調達ガイドライン 発効
（取引先より同意書提出）

年度

2010年10月 生物多様性ガイドライン 発効
（取引先より同意書提出）

取引先会社行動規範 発効
（取引先より賛同書提出）

パートナーズホットライン 運用開始2009年7月 マネジメント

2015年7月

2011年1月

2006年10月 方針

2010年10月

（1）取引先行動規範（Code of Conduct）
     社会性・環境性についての7つの原則
     1）お客様との信頼関係の構築 2）コンプライアンスの確立
     3）労働安全・衛生への配慮 4）公正な事業活動
     5）環境の保全 6）地域との共創共生 7）人権の尊重

（2）企業活動ガイドライン
     社会性・環境性についての20の具体的事項

（3）物品ガイドライン
     取引先が調達し当社に納品する物品（建材等）の環境性・
     社会性についての基準。下記二つのガイドラインより構成
     1）化学物質管理ガイドライン【基本編】
     2）生物多様性ガイドライン【木材調達編】

CSR調達ガイドラインの運用

関連項目 P95 自然環境との調和
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大和ハウス工業は創業当時より施工協力会社と共存共栄の精神
で共に歩んでいます。1986年には協力会社の技術技能の向上を
目指し相互研鑽と互助親睦を図ることを目的に「協力会連合会」を
発足しました。協力会連合会の会員数（2016年4月1日現在）は、
4,572社となり、全国83ヵ所の支部と、3事業部会と4機能部会の
構成で活動しています。

住宅系施工協力会社には、技能者育成資金補助に関して「住宅
系施工店技能者育成資金補助規定」を、また建築系施工体制強化
と品質向上を目的とした優秀な能力を発揮している建築系施工協
力会社には「優秀技能者認定制度」を設け、育成資金の補助、日当
の増額などにより技能者の育成・確保、施工体制の強化を図ってい
ます。

当社の建設現場の労働災害の防止および作業環境の維持・向上
のため、年間計画をもとに毎月安全パトロールを実施しています。
安全パトロールには協力会社
の方々と、当社の支店長、営業
所長、工事責任者等が参加し、
作業や設備の安全を確認し、
継続的な安全活動に取り組ん
でいます。

毎月、安全パトロール後に安
全衛生協議会を開催していま
す。同会では工事に従事する従
業員と協力会社が参加して当
日のパトロール結果報告・安
全衛生委員会の報告・施工店
によるパトロール報告等、施工
現場の安全性を高める改善活
動の活性化を図っています。

当社従業員の安全教育は、年間計画にもとづき階層別安全教
育・キャリア採用者安全教育・足場災害防止研修・重機災害防止
研修等を実施しています。ま
た、協力会社の方々への安全
教育は事業主を対象とした事
業主研修のほか、作業者を対
象とした新規入場者教育・職
長・安全責任者教育等を実施
しています。

全国安全週間（7月1日～7日）にあわせて、従業員・協力会社の
方々の安全に対する意識・認識・知識の向上・高揚を図るため、6
月の準備月間から、全国事業所で安全大会を開催しています。大
会では「見えますか？あなたの
まわりの見えない危険　みん
なで見つける安全管理」をス
ローガンに安全講話のほか、安
全遵守に功労のあった協力会
社および協力会社従業員・当
社従業員の安全表彰を実施し
ています。

当社は、年度ごとに発行する「安全衛生推進基本方針」にもとづ
き、全国の事業所で安全衛生活動計画を策定します。同計画は、労
働安全衛生におけるリスク低減に向けて目標設定を行い、毎月の
実施結果をもとに改善活動を展開しています。しかし、2015年度
は墜落・転落災害や第三者災害など猛省すべき災害が発生しまし
た。安全面での凡事徹底が不十分であったことの反省に立ち、
2016年度の安全目標を定めました。

施工協力先、資材調達先、設備機器調達先からなるサプライ
チェーンネットワークを構築しています。大和ハウスグループ企業
倫理綱領・行動規範の「ビジネスパートナーと共に」の観点から、
当社は取引先が自主的に運営する三つの組織の運営をサポートし
ています。各組織が重点課題や目標を定めて取り組みを推進し、共
存共栄の精神のもとで優れた品質を保持しています。

2016年度の安全目標
　① 死亡災害
　② 第三者災害
　③ 重機災害
　④ 休業4日以上の墜落・転落災害
　⑤ 休業4日以上の熱中症災害

さらに、2016年度の重点取り組みとして、支社に昇格した事業
所に「安全管理課」を設置して、そのスタッフへのOJT教育を計画
しています。また、「安全衛生管理計画」をもとにPDCAを回し、あ
らゆる災害の原因究明に注力し、再発防止のための改善活動を、よ
り一層推進していきます。

施工協力会社との取り組み

■ 安全パトロールの実施

■ 安全衛生協議会の開催

■ 安全教育支援の実施

■ 全国安全大会の開催

■ 労働災害の防止

（1）技術者の育成支援

（2）施工現場における労働安全

現場パトロール

安全大会

安全通路安全衛生教育

安全衛生協議会　安全パトロール結
果にもとづき不安全状態・不安全行動
を参加関係者へ周知

担当役員メッセージ　

地域共生活動

コミュニティ形成の支援

事業を通じた社会貢献（アスフカケツノ事業）
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