
環境マネジメント

大和ハウスグループは、「環境ビジョン」を全グループ会社で共有
し、予防的アプローチの考え方にもとづき、事業活動のあらゆる
側面において環境活動を推進しています。推進にあたっては、統括
責任者を大和ハウス工業代表取締役社長（COO）、委員長を同環
境担当役員とする「全社環境推進委員会」を設置。年2回実施する
当委員会は、当社グループが取り組むべき環境活動の基本的事項
について審議・決定し、全グループの環境活動を統括しています。

また委員会の下部組織として、各担当役員をトップとした10の
専門部会を設置し、3ヵ月に一度の部会レビューを実施するなど、
部門横断型の小単位での部会活動の充実により、きめ細かな改
善活動を進めています。

2015年度は、省エネルギーや環境配慮設計などグループ横断の
共通テーマについて、環境推進責任者等による合同ワーキンググ
ループを通じて、優良事例の水平展開などに取り組んだ結果、18
社中8社が最高位のAランク評価となり、Cランク評価の会社は3
社となりました。2016年度は、評価項目、基準を見直し、継続して
グループ会社のレベルアップを推進します。

当社では、独自の環境情報システム「ei-system」を構築し、事業
所の環境データを収集・集計、活動実施状況を月次で把握・管理し
ています。また、対象となるグループ会社には、独自に開発した目
標管理システム「ECO管！」を通じて、エネルギー使用量・CO2排
出量・廃棄物排出量などの環境データを四半期ごとに集計し、進
捗を管理しています。

2016年度からは、今まで個別に管理していた各社の詳細データ
を1つの環境システムに集約し、データの収集・集計・目標管理の精
度向上・効率化を進める新システムを導入、目標達成度などの見える
化や分析力の向上によりさらなる改善活動に取り組んでいきます。

当社グループでは、環境マネジメントシステム（国際規格 ISO 
14001）の認証を取得、維持・更新しています。また、各社で定める
マニュアルにもとづいて担当部門が定期的に環境監査を実施し、環
境マネジメントシステムの運用状況および環境パフォーマンス、汚
染の予防、リスク回避の状況等について確認・指導を行っています。
なお、監査の結果はマネジメントレビューの情報として経営層に報
告し、継続的改善に活用しています。

当社グループでは、事業活動により生じた産業廃棄物や有害物
質による大気・水質・土壌などへの環境汚染が、人の健康や生態系
に影響を及ぼす可能性を「環境リスク」と捉え、法定基準を上回る
自主基準の設定や廃棄物処理業者の選定評価など、管理体制の
強化を通じ、未然防止と影響の低減に努めています（狭義の環境リ
スクマネジメント）。

一方、気候変動や生物多様性の損失といった環境問題とそれに
伴う社会の変化によって、規制強化や物理的変化を通じて、当社グ
ループの事業活動が負の影響を受ける可能性を「環境関連の事業
リスク」と認識し、定期的なリスク評価を行い、予防的取り組みを
進めています（広義の環境リスクマネジメント）。

当社では、環境に関する法令について、本社部門が主管となり、
法改正情報や対応策を発信し、各部門・各事業所における法令・
ルールの遵守・徹底を図っています。2015年度は、特に「省エネ
法・建築物省エネ法」や「フロン排出抑制法」への対応を進めま
した。

また、関連する法令が多岐にわたる生産部門では、本社で一元
管理を行うとともに、各工場では条例なども含めた法規制への対
応を行い、リスクの未然防止を図っています。さらに、万が一法令
違反や環境に関する事故・苦情などがあった場合の対応方法につ
いても手順を定め、定期的に教育訓練を行い、手順のレビューを実
施するなど、適切に対処できる体制の維持・継続に努めています。
なお、全社のリスク管理については、経営管理本部長を委員長に、
本社関連部門長を委員とする「リスク管理委員会」を月1回開催し、
管理体制の継続的な改善を図っています。

今後は、グループ一体となり環境リスク管理体制の構築に取り
組んでいきます。

2015年度は環境関連法に関して重大な違反・訴訟問題はあり
ませんでした。

当社グループでは、全員参加型の環境活動を進めるため、様々
な面から環境教育を実施しています。

当社では部門別の専門教育として、主要な環境リスクである廃棄
物や土壌汚染に重点をおき、一般教育では環境問題の動向や全社
方針、優秀事例の紹介などを中心に教育を進めています。2015年
度は、各事業所に配置したECOサポーターへの研修を行うととも
に、事業所内での参加型研修（年2回）を継続的に実施し、自事業所
における環境活動の課題・対策等を共有、改善を図っています。

今後は、グループ会社も含めた従業員の環境関連資格の取得促
進と環境知識向上を図るとともに、取引先への環境情報発信を強
化し、サプライチェーンを含めた環境経営への参画意識の向上を図
ります。

当社では、2008年度から各事業所で取り組む環境活動を顕彰
する「Challenge! We Build ECOコンテスト」（環境優秀事例社長
表彰）を実施しています。ECOプロダクツ、ECOプロセス、ECOテ
クノロジー、ECOコミュニケーションの各部門ごとに優れた事例を
表彰し、最も顕著な成果を上げた事例を社長賞として表彰してい
ます。これらの優秀事例は、社内イントラや社内報で紹介し、水平
展開を進めています。

■ 基本的な考え方・推進体制

グループ会社の環境経営実績を業績評価に反映
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環境マネジメント体制

当社グループでは、「グループ企業倫理綱領」において「環境と共
に」を基本方針の一つに掲げ、グループ全体で環境経営の展開を
進めています。

大和ハウス工業では2012年度より、全社の重点管理項目にもと
づき、事業所ごとに改善状況を定量評価して点数化した「あなたの
事業所のECO診断」を実施しています。診断結果を年2回社内で
公開し、年間を通じて最高ランクとなった事業所を「優秀ECO事業
所」として表彰。さらに2014年度からは、この診断結果を事業所の
業績評価に反映させる仕組みを構築しています。同制度の導入に
あたり、各事業所に環境推進責任者を補佐するECOサポーター

（95名）を配置・育成し、環境活動のボトムアップを図っています。
2015年度は、ECOサポーターの働きかけによる環境改善活動

の定着が進み、最高位のSランク事業所が21事業所（前年度比6事
業所増）へと大幅に増加する一方、Dランク評価の事業所は2事業
所となりました。2016年度は、評価基準を見直し、さらなるレベル
アップを図ります。

2013年度からは、環境マネジメントの対象範囲を資本関係の密
接な主要連結子会社へ拡大し、2015年度は33社で数値目標を設
定、取り組みを推進しています。なかでも、環境負荷の大きい主要
グループ会社18社については、業績評価に「環境経営」の項目を組
み込み、グループ会社の環境活動の進捗を評価しています。

■ 環境経営の推進

事業所の環境活動実績を業績評価に反映
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部門別の
マネジメント

事業所・工場別の
マネジメント

ECOサポーター

5部会：戸建住宅、集合住宅、
マンション、流通店舗、
建築

5部会：オフィス、住宅施工、
建築施工、ファクト
リー、物流

環境マネジメント体制

当社グループでは、「グループ企業倫理綱領」において「環境と共
に」を基本方針の一つに掲げ、グループ全体で環境経営の展開を
進めています。

大和ハウス工業では2012年度より、全社の重点管理項目にもと
づき、事業所ごとに改善状況を定量評価して点数化した「あなたの
事業所のECO診断」を実施しています。診断結果を年2回社内で
公開し、年間を通じて最高ランクとなった事業所を「優秀ECO事業
所」として表彰。さらに2014年度からは、この診断結果を事業所の
業績評価に反映させる仕組みを構築しています。同制度の導入に
あたり、各事業所に環境推進責任者を補佐するECOサポーター

（95名）を配置・育成し、環境活動のボトムアップを図っています。
2015年度は、ECOサポーターの働きかけによる環境改善活動

の定着が進み、最高位のSランク事業所が21事業所（前年度比6事
業所増）へと大幅に増加する一方、Dランク評価の事業所は2事業
所となりました。2016年度は、評価基準を見直し、さらなるレベル
アップを図ります。

2013年度からは、環境マネジメントの対象範囲を資本関係の密
接な主要連結子会社へ拡大し、2015年度は33社で数値目標を設
定、取り組みを推進しています。なかでも、環境負荷の大きい主要
グループ会社18社については、業績評価に「環境経営」の項目を組
み込み、グループ会社の環境活動の進捗を評価しています。

■ 環境経営の推進

事業所の環境活動実績を業績評価に反映

Sランク
Aランク
Bランク
Cランク
Dランク

※工場は別評価のため除く

34％

2％

2015年度
83※事業所

25％

25％

13％

34％

0％

2014年度
83※事業所

18％

46％

2％

「あなたの事業所のECO診断」の評価結果

■ 環境監査
ISO14001の認証取得、環境監査の実施

■ 環境リスクマネジメント

■ 環境教育・意識啓発

環境法令を遵守する仕組み

環境関連の事故・苦情（2015年度）

環境教育～サポーターの育成と参加型研修の充実～

社内表彰制度～社長表彰の実施と水平展開～

グループ会社（本社）

……

……

大和ハウス工業（本社）

大和ハウス工業（環境部）大和ハウス工業（事務所・工場など）

目標管理システム「ECO管！」
四半期報告(Web)

月次報告(Web)

集計・分析

各社・各事業所へ
フィードバック

環境情報システム
「ei-system」 業績評価への活用

CSRレポートでの
開示

各種アンケート
への回答

環境パフォーマンスデータ管理の仕組み

P19　フロン排出抑制法への対応
P47　グループ・グローバルにおける環境リスク管理体制の構築

関連ページ

P47　グループ会社への研修の実施関連ページ

ISO14001認証取得状況
社名

大和ハウス工業
大和リース

大和物流

フジタ

認証取得範囲
生産購買本部（購買部除く）および全10工場
全社
安全品質推進部・三重支店・奈良支店・
大阪南支店(旧関西配送センター )
全社(国際支社の海外拠点除く)

（2016年3月末現在）

環境マネジメント、サプライチェーンマネジメント

環境教育実施状況（2015年度）
分類 形態内容

廃棄物管理
土壌汚染対策
環境配慮設計
ECOサポーター
グループ会社研修会
事業所参加型研修
新入社員総括研修

専門
教育

監査
研修
研修
研修
研修
研修
研修

一般
教育

人数等

各事業所年2回（延べ234回）
413名
125名
年2回（190名）
53名
各事業所年2回
319名

環境関連資格の取得状況（大和ハウス工業）
人数資格名

177
328
277
921
29
19

ｅｃｏ検定
CASBEE戸建評価員
CASBEE建築評価員
健康住宅アドバイザー
エネルギー管理士
家庭の省エネエキスパート

（2016年4月末現在）

環境パフォーマンスデータの管理

Aランク
Bランク
Cランク

72％

28％

0％

2014年度
18社

グループ環境業績評価の結果

44％39％

17％

2015年度
18社
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以前から取り組んでいる太陽光発電や高効
率給湯器などの環境アイテムや環境配慮商品
の提案を継続して推進するとともに、点数の低
かった住宅系の工場デポ評価を改善する等、各
部門が課題を共有して改善を図ったことが、３
年連続Ｓランク評価につながったと思います。
今後も事業を通じて環境というキーワードで
地域に貢献できる佐賀支店にしていきます。

前年のＥＣＯ診断結果をふまえ、各部門
ごとに取り組むべき環境課題を部門責任
者と情報共有し、支店の弱点を一つ一つ
地道に対応・克服してきました。

今後も、エコドライブやライトダウンの
推進、デマンド監視による電力使用量削減
といった支店一人一人の“凡事徹底”の積み
重ねによる環境活動を推進していきます。

３年連続　優秀ECO事業所　佐賀支店

森川 恭治
支店長

濱 貴志
ECOサポーター

当社では、CSR調達ガイドラインの「(1)取引先行動規範」に
おいて環境保全の取り組みに関する基本原則を定め、資材調
達先である「トリリオン会」、生産・施工協力会社である「協力
会連合会」、設備機器調達先である「設和会」という3つのサプ
ライチェーンネットワークを通じて、環境への取り組みに関して
協働しています。

今後は、各サプライヤーにおいて「CSR調達ガイドライン」に則
り、環境に配慮した企業活動・製品供給を実施していただくため、
具体的な基準を明確にしていくとともに、「CSR調達ガイドライン」
の遵守状況をセルフチェックしていただく制度の構築を図っていき
ます。また、当社グループとサプライヤー間の相互監査や情報共有
の場を設けることにより、活動レベルの向上を図ります。

各サプライヤーにおいては、当社事務局とともに年度ごとの重点
テーマとプロジェクトを選定し、環境の取り組みを進めています。

■ 基本的な考え方・推進体制

サプライチェーンを通じた環境活動

当社は、2006年より施工会社（協力会連合会会員会社）に対し
て、人権・法令・環境を基本原則とした「取引先会社行動規範」を
制定、2010年には「化学物質管理ガイドライン」「生物多様性ガイ
ドライン」を制定し、運用を進めてきました。そして2015年7月に
は、「調達基本方針」「CSR調達ガイドライン」を制定。「調達基本方
針」は当社グループ従業員がQCD（品質・コスト・納期）と社会性・
環境性について、考慮しながら調達を進めるための方針です。ま
た、「CSR調達ガイドライン」は全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です。特に、化学物質管理と木材調達
に関しては、具体的なガイドラインや評価基準を定めて、継続的な
モニタリングを行っています。

2015年度は、各サプライヤーに対して「CSR調達ガイドライン」
の説明会を実施し、調達段階における環境負荷低減および環境リ
スク低減の重要性についてご理解いただき、「CSR調達ガイドライ
ン」に対する同意書を受領しました。

Ｐ23　バリューチェーンにおけるCO2削減
P29　生物多様性ガイドライン
P41　マネジメント

関連ページ

Ｐ24  バリューチェーンにおけるCO2削減、TOPICS関連ページ

P29　生物多様性ガイドライン　P41　マネジメント関連ページ

事業全体におけるサプライチェーンマネジメント

サプライヤーにおける環境方針の浸透

TOPICS

大和ハウス工業では、「あなたの事業所のＥＣＯ診断」を年2回実施しています。Ｓランクの優秀ＥＣＯ事業所の特長は、他の事業所
に比べて“凡事徹底”ができている点です。具体的には、環境活動を特別なことと考えず身近な取り組みとしていることや、事業所内の
コミュニケーションが活発で意思疎通が円滑に図られていることです。また、事業所で環
境活動を推進するために重要な役割を担っているのが「ＥＣＯサポーター」です。彼らが中
心となり、各事業所に合った活動を推進しています。同診断を導入した当初（2012年）は、
Ｓランク事業所は1事業所のみでしたが、「ＥＣＯサポーター制度」を導入した2014年以降
は大幅に増加。環境活動のボトムアップ及び、本社と事業所のコミュニケーション強化につ
ながっています。

このＥＣＯサポーター制度を中心とした取り組みが評価され、2016年5月に「環境 人づく
り企業大賞2015」（主催：環境省、環境人材育成コンソーシアム）で優秀賞を受賞しました。

事例 事業所での環境マネジメント活動の浸透によるＳランク事業所の増加

■ 今後に向けて
当社グループでは、複数のグループ会社が同一の環境法令の適用を受けている場合があるため、業務の効率化とレベルのバ

ラツキをなくすことを目的に、グループ各社が共通に運用できる「グループ環境法令管理システム」の構築を進めています。この
システムは、各種環境法令の改正内容などをWeb上でタイムリーに確認し、事業所ごとに遵守状況をチェック・報告できる機能
を備えており、専門性の高い法管理業務を確実かつ効率的に実施することができます。また、グループ会社間で法管理に必要な
手順書や様式等を共有でき法管理レベルの底上げにもつながります。今後、2016年度中に当システムの構築を完了させ、さら
なる環境リスクの低減とコンプライアンスの徹底に努めていきます。

加えて、拡大する海外事業のリスク管理体制の構築に向け、継続して海外の環境関連法規制についての情報収集を行うとと
もに、関連部門との情報共有を進めていきます。 

グループ・グローバルにおける環境リスク管理体制の構築

当社のグループ会社では、各社に環境推進責任者を配置し、彼らがグループ全体の環境
方針や目標をもとに自社の目標を設定、改善活動を展開しています。

環境推進責任者がスムーズに環境活動を展開できるよう、年に一度研修会を開催。
2015年度は、当社環境部から優秀事例の紹介や、CO2情報等に関する第三者保証とその
対応について説明した後、グループの環境推進責任者から自社の環境マネジメント体制、事
例の共有を行いました。研修会では、環境活動の推進に役立つ情報を共有していますが、
各社の業種や規模が多様で、取り組むべき環境活動のポイントも異なるため、研修会実施
後にアンケートを取るなど、参加者の意見や要望を取り入れ、内容の充実を図っています。
今後、より一層グループ各社がグループ全体の環境方針や目標を理解し展開できるよう、
取り組んでいきます。

事例 グループ会社向け環境研修会を定期的に実施

グループ研修会の様子

各事務所のECOサポーター

協力会
連合会

トリリオン会 設和会サプライチェーン
ネットワーク

4,572社

238社 142社

環境マネジメント

会員数サプライヤー（組織名）
資材調達先

（トリリオン会）

生産・施工協力会社
（協力会連合会）

設備機器調達先
（設和会）

238社

4,572社

142社

調達

生産

施工

主な取り組み
工場省エネ診断、設備更新、
協働省エネプロジェクト
生産・施工現場での
改善プロジェクト、
優秀事例表彰
環境配慮技術の共同開発、
技術展示会・セミナーの開催

（2016年3月末現在）

「CSR調達ガイドライン」の策定・見直し

当社調達担当者およびサプライヤーへの説明

サプライヤーから同意書の受領

取引基本契約書・発注書への反映

「CSR調達ガイドライン」のセルフチェック実施

課題・改善策の検討・実施

2015年までに実施 2016年以降実施予定

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

CSR調達ガイドラインの策定・運用
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以前から取り組んでいる太陽光発電や高効
率給湯器などの環境アイテムや環境配慮商品
の提案を継続して推進するとともに、点数の低
かった住宅系の工場デポ評価を改善する等、各
部門が課題を共有して改善を図ったことが、３
年連続Ｓランク評価につながったと思います。
今後も事業を通じて環境というキーワードで
地域に貢献できる佐賀支店にしていきます。

前年のＥＣＯ診断結果をふまえ、各部門
ごとに取り組むべき環境課題を部門責任
者と情報共有し、支店の弱点を一つ一つ
地道に対応・克服してきました。

今後も、エコドライブやライトダウンの
推進、デマンド監視による電力使用量削減
といった支店一人一人の“凡事徹底”の積み
重ねによる環境活動を推進していきます。

３年連続　優秀ECO事業所　佐賀支店

森川 恭治
支店長

濱 貴志
ECOサポーター

当社では、CSR調達ガイドラインの「(1)取引先行動規範」に
おいて環境保全の取り組みに関する基本原則を定め、資材調
達先である「トリリオン会」、生産・施工協力会社である「協力
会連合会」、設備機器調達先である「設和会」という3つのサプ
ライチェーンネットワークを通じて、環境への取り組みに関して
協働しています。

今後は、各サプライヤーにおいて「CSR調達ガイドライン」に則
り、環境に配慮した企業活動・製品供給を実施していただくため、
具体的な基準を明確にしていくとともに、「CSR調達ガイドライン」
の遵守状況をセルフチェックしていただく制度の構築を図っていき
ます。また、当社グループとサプライヤー間の相互監査や情報共有
の場を設けることにより、活動レベルの向上を図ります。

各サプライヤーにおいては、当社事務局とともに年度ごとの重点
テーマとプロジェクトを選定し、環境の取り組みを進めています。

■ 基本的な考え方・推進体制

サプライチェーンを通じた環境活動

当社は、2006年より施工会社（協力会連合会会員会社）に対し
て、人権・法令・環境を基本原則とした「取引先会社行動規範」を
制定、2010年には「化学物質管理ガイドライン」「生物多様性ガイ
ドライン」を制定し、運用を進めてきました。そして2015年7月に
は、「調達基本方針」「CSR調達ガイドライン」を制定。「調達基本方
針」は当社グループ従業員がQCD（品質・コスト・納期）と社会性・
環境性について、考慮しながら調達を進めるための方針です。ま
た、「CSR調達ガイドライン」は全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です。特に、化学物質管理と木材調達
に関しては、具体的なガイドラインや評価基準を定めて、継続的な
モニタリングを行っています。

2015年度は、各サプライヤーに対して「CSR調達ガイドライン」
の説明会を実施し、調達段階における環境負荷低減および環境リ
スク低減の重要性についてご理解いただき、「CSR調達ガイドライ
ン」に対する同意書を受領しました。

Ｐ23　バリューチェーンにおけるCO2削減
P29　生物多様性ガイドライン
P41　マネジメント

関連ページ

Ｐ24  バリューチェーンにおけるCO2削減、TOPICS関連ページ

P29　生物多様性ガイドライン　P41　マネジメント関連ページ

事業全体におけるサプライチェーンマネジメント

サプライヤーにおける環境方針の浸透

TOPICS

大和ハウス工業では、「あなたの事業所のＥＣＯ診断」を年2回実施しています。Ｓランクの優秀ＥＣＯ事業所の特長は、他の事業所
に比べて“凡事徹底”ができている点です。具体的には、環境活動を特別なことと考えず身近な取り組みとしていることや、事業所内の
コミュニケーションが活発で意思疎通が円滑に図られていることです。また、事業所で環
境活動を推進するために重要な役割を担っているのが「ＥＣＯサポーター」です。彼らが中
心となり、各事業所に合った活動を推進しています。同診断を導入した当初（2012年）は、
Ｓランク事業所は1事業所のみでしたが、「ＥＣＯサポーター制度」を導入した2014年以降
は大幅に増加。環境活動のボトムアップ及び、本社と事業所のコミュニケーション強化につ
ながっています。

このＥＣＯサポーター制度を中心とした取り組みが評価され、2016年5月に「環境 人づく
り企業大賞2015」（主催：環境省、環境人材育成コンソーシアム）で優秀賞を受賞しました。

事例 事業所での環境マネジメント活動の浸透によるＳランク事業所の増加

■ 今後に向けて
当社グループでは、複数のグループ会社が同一の環境法令の適用を受けている場合があるため、業務の効率化とレベルのバ

ラツキをなくすことを目的に、グループ各社が共通に運用できる「グループ環境法令管理システム」の構築を進めています。この
システムは、各種環境法令の改正内容などをWeb上でタイムリーに確認し、事業所ごとに遵守状況をチェック・報告できる機能
を備えており、専門性の高い法管理業務を確実かつ効率的に実施することができます。また、グループ会社間で法管理に必要な
手順書や様式等を共有でき法管理レベルの底上げにもつながります。今後、2016年度中に当システムの構築を完了させ、さら
なる環境リスクの低減とコンプライアンスの徹底に努めていきます。

加えて、拡大する海外事業のリスク管理体制の構築に向け、継続して海外の環境関連法規制についての情報収集を行うとと
もに、関連部門との情報共有を進めていきます。 

グループ・グローバルにおける環境リスク管理体制の構築

当社のグループ会社では、各社に環境推進責任者を配置し、彼らがグループ全体の環境
方針や目標をもとに自社の目標を設定、改善活動を展開しています。

環境推進責任者がスムーズに環境活動を展開できるよう、年に一度研修会を開催。
2015年度は、当社環境部から優秀事例の紹介や、CO2情報等に関する第三者保証とその
対応について説明した後、グループの環境推進責任者から自社の環境マネジメント体制、事
例の共有を行いました。研修会では、環境活動の推進に役立つ情報を共有していますが、
各社の業種や規模が多様で、取り組むべき環境活動のポイントも異なるため、研修会実施
後にアンケートを取るなど、参加者の意見や要望を取り入れ、内容の充実を図っています。
今後、より一層グループ各社がグループ全体の環境方針や目標を理解し展開できるよう、
取り組んでいきます。

事例 グループ会社向け環境研修会を定期的に実施

グループ研修会の様子

各事務所のECOサポーター

協力会
連合会

トリリオン会 設和会サプライチェーン
ネットワーク

4,572社

238社 142社

環境マネジメント

会員数サプライヤー（組織名）
資材調達先

（トリリオン会）

生産・施工協力会社
（協力会連合会）

設備機器調達先
（設和会）

238社

4,572社

142社

調達

生産

施工

主な取り組み
工場省エネ診断、設備更新、
協働省エネプロジェクト
生産・施工現場での
改善プロジェクト、
優秀事例表彰
環境配慮技術の共同開発、
技術展示会・セミナーの開催

（2016年3月末現在）

「CSR調達ガイドライン」の策定・見直し

当社調達担当者およびサプライヤーへの説明

サプライヤーから同意書の受領

取引基本契約書・発注書への反映

「CSR調達ガイドライン」のセルフチェック実施

課題・改善策の検討・実施

2015年までに実施 2016年以降実施予定

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

CSR調達ガイドラインの策定・運用
（1）取引先行動規範

5）環境の保全
環境と共生し人が心豊かに生きる暮らしと社会の実現を目
指し、「事業活動プロセス」および「商品・サービス」の両
面において環境負荷の低減に努める。

（3）物質ガイドライン
①化学物質管理ガイドライン

②生物多様性ガイドライン【木材調達編】

（2）企業活動ガイドライン

5-1
環境関連法令の遵守
と社会からの要請へ
の対応

国内外の環境関連法令を遵守するとともに、国際
社会やステークホルダーからの要請に応えること
で、環境への負荷低減と貢献に努める。

5-2 気候変動への対応
商品・サービスおよび事業活動プロセス（調達・
加工等）において省エネルギーを推進するとともに、
自然エネルギーの活用に努める。

5-3 省資源化の推進
「リデュース・リユース・リサイクル」を推進すると
ともに、商品のライフサイクル（生産・使用・廃棄
等）に配慮して「省資源・長寿命化・資源循環」
に努める。

5-4 化学物質の管理
製品に使用される化学物質の情報を取引先と共有
し、かつリスクの高い物質の使用を抑制することに
より、ステークホルダーの健康および自然環境へ
の影響の少ない製品の提供を図る。

5-5 生物多様性への配慮
持続可能な木材調達を通じた森林保護を推進する
とともに、周辺環境との調和に配慮した街づくりや
緑化に努める。
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