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環境保全活動のあゆみ
環境保全のためのさまざまな活動に継続的に取り組んでいます。

下表は、１９９１年の「カシオ環境保全委員会」発足以後の主な活動を記載しています。

環境活動

受賞・表彰歴
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　今年は環境経営報告書として初めての試みに挑戦され、

盛りだくさんの情報をどのように編集するかに苦慮されたこと

が紙面から感じられました。読みやすさへ向けての配慮など、

去年からの進化がみられました。内容について達成項目の表

記よりも、未達成項目についての分析を行い、広く世界から解

決案を募るメッセージがあると環境経営に貢献できるのではな

いでしょうか。そのことによって衆知を結集するコミュニケーショ

ンが推進されます。

　新しく多くのページを割いた社会貢献に関する項目は、活

動報告にとどまらない「社会とのどのような信頼関係を実現し

たのか」がステークホルダーにも伝わる報告書を目指してほし

いと思いました。企業と人、企業と環境、企業と社会における「信

頼関係構築の物語」こそ読者が望んでいるものです。ウェブ

や他のコミュニケーション・ツールの連携を図り、物語が共有さ

れていくといいですね。

　今年は報告書を読む前に、工場見学をお願いしました。甲

府カシオを見学した際、コミュニケーション担当者の「積極的

に地域とつながりを深めていく姿勢」に社会に開かれた企業

へ向けての意志を感じ、環境技術管理担当者の「環境を大

切にしないで、企業が成り立つわけがない」という言葉の中に、

技術者として責任を果たそうという強い意志を感じました。

このような働く現場の方々の顔や声が、もっと出てくることを望

みます。環境経営報告書は働く人の体温が感じられてこそ、

報告書の機能を全うするのではないでしょうか。

　今後の課題は、世の中の知恵を集める為のステークホルダー・

ミーティングの実施をとおして、環境経営報告書担当者のミッショ

ンが「報告書の作成」から、「報告書を活用して企業と社会と

コミュニケーションを成立させること」に深化させていくことです。

その知恵の循環によって、企業理念である「創造貢献」の本

質が社会に伝わっていくと思います。CSR経営へのチャレンジ

する経営陣のステートメントに「技術によって人々の感性を豊

かにする新しいカシオの企業文化構築」の予兆と可能性を感

じました。

環境を考えるプランナーの会
代表
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カシオグループの環境保全活動 世の中の動き
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経団連地球環境憲章制定

環境基本法制定

環境基本計画、PL法制定

容器包装リサイクル法制定

ISO14000シリーズスタート

環境アセスメント法制定

家電リサイクル法制定
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土壌汚染対策法施行

WEEE ＆ RoHS指令発効

環境教育促進法施行

建設リサイクル法制定

ダイオキシン類対策特別措置法施行

循環型社会形成推進基本法制定

廃棄物処理法改正

資源有効利用促進法制定

容器包装リサイクル法施行

グリーン購入法制定

資源有効利用促進法施行

廃棄物処理法施行

家電リサイクル法施行

グリーン購入法施行

PCB 廃棄物処理特別措置法制定・施行

循環型社会形成推進基本法施行

建設リサイクル法施行

京都議定書の批准

土壌汚染対策法制定

ヨハネスブルグ・サミット開催

PRTR法施行

ダイオキシン類対策特別措置法制定

PRTR 法制定

環境アセスメント法施行

受賞・表彰名事業所・拠点 表彰の主体

1999 

2000 

2001
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年

関東地区電気使用合理化委員会 優秀賞

関東地区電気使用合理化委員会 最優秀賞

危険物取扱者功労表彰

電気使用量合理化活動 優秀賞

電気安全確保活動 優秀賞

平成１３年度 エネルギー管理優良工場（電気部門）資源エネルギー庁長官表彰

平成１３年度 電気合理化奨励賞

事業所大規模建築物における廃棄物の減量・再利用の促進 優秀賞

安全・電気使用合理化 優秀賞

電気安全確保活動 最優秀賞

電気使用量合理化活動 優秀賞

電気使用合理化 優秀賞

環境活動優良企業表彰

電気安全・合理化活動 最優秀賞

関東地区電気使用合理化委員会 最優秀賞

関東地区電気使用合理化委員会

関東地区電気使用合理化委員会

東京消防庁

関東地区電気使用合理化委員会

電気安全関東委員会

経済産業省　資源エネルギー庁

多摩地区電気使用合理化委員会

東京都　渋谷区長

多摩電力協会

電気安全関東委員会

関東地区電気使用合理化委員会

関東地区電気使用合理化委員会

山梨県　環境に関する企業連絡協議会

多摩電力協会

関東地区電気使用合理化委員会　

本社

羽村 技術センター

東京事業所

東京事業所

東京事業所

高知カシオ

羽村 技術センター

本社

カシオマイクロニクス
東京事業所

東京事業所

羽村 技術センター

カシオマイクロニクス

甲府カシオ

東京事業所

東京事業所
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編集後記

　今回の報告書は、タイトルを「環境経営報告書2004 」といたし

ました。これは近年マスメディア等で企業の社会的責任（ＣＳＲ）と

して指摘されているように、従来からの環境だけでなく、社会性に

ついての記述を充実させたことに基づきます。また、社会性といっ

ても範囲は広く、対象読者をどのステークホルダーに設定するか

で内容は大きく変わります。

　私どもは主たる対象読者を一般消費者の方々、カシオグループ

の社員に設定し、読みやすさ、わかりやすさを考慮して制作し、また、

グラフを含めたデザインは色覚障害の方でも見やすい色使いを心

掛けるなど工夫を施しておりますが、どのようなご感想を持たれまし

たでしょうか。　　　　

　弊社のＣＳＲの取り組みは、昨年「カシオ創造憲章」を発表し、

また本年4月1日付けでＣＳＲ推進室が発足し、今年はＣＳＲ元年と

なります。

　今回、特集記事として環境経営学会の三田会長と樫尾社長と

の環境経営をテーマとした対談               を掲載いたしました。企

業トップが語る内容はまさにトップコミットメントであり、カシオとして

の環境経営方針が明確に語られております。ぜひご一読をお願い

いたします。

　また今年が始めての開催となる｢環境経営報告書を読む会｣

   では、ステークホルダーとしてカシオの従業員を対象に

｢環境経営報告書２００４｣ドラフトをテキストとして行なった私ども制

作者との相互コミュニケーションはとても貴重な経験となりました。

この中で出されたご意見については最終版に反映できるものは全

て対応し、残念ながら今年度版での対応が困難なものは、次回に

向けての課題として今後の活動に活かして行きたいと考えています。

　同時に、皆様からの読後の忌憚のないご意見、ご感想をいただ

ければ幸いです。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。         

　最後になりましたが、情報提供や原稿作成にご協力いただいた

すべての方々に対し、心より御礼申し上げます。

環境経営報告書   制作委員会一同

カシオ環境保全委員会発足

カシオ環境憲章、カシオ環境ボランタリープラン制定

特定フロン、1,1,1-トリクロロエタン使用廃止

カシオ環境ボランタリープラン改訂（第2版）

環境パンフレット発行

カシオ環境ボランタリープラン改訂（第3版）

カシオホームページに環境への取り組みを掲載

環境パンフレット改訂

カシオ環境ボランタリープラン改訂（第4版）

カシオグループ環境行動目標「クリーン＆グリーン21」制定

グリーン調達ガイドライン制定

カシオ環境ボランタリープラン改訂（第5版）

法人向け電子文具「ネームランド」のテープカートリッジ回収を開始

「環境報告書1999」を発行

「エコプロダクツ1999」に出展

国内全生産拠点でISO14001認証取得を完了

環境会計を導入

プリンタのドラム・トナーセットの本格回収

「環境報告書2000」を発行

グリーン調達基準書の発行と取引先説明会実施

カシオ環境ボランタリープラン改訂（第6版）

カシオ計算機4事業所でISO14001認証取得を完了

「エコプロダクツ2000」に出展

カシオグループ環境行動目標「クリーン＆グリーン21」改訂

カシオグリーンプロダクツ30（C.G.P.30）実施

羽村技術センターから排出される廃棄書類を時計の包装箱へ再利用開始

「環境報告書2001」を発行

小形二次電池再資源化推進センターへ加盟し、二次電池（充電式電池）のリサイクルを開始

台湾カシオ、カシオソフト　ISO14001認証取得

「エコプロダクツ2001」に出展

法人向け使用済みパソコンおよび情報通信機器の回収・リサイクルシステムを開始

カシオ電子（深　）有限公司　ISO14001認証取得

甲府カシオ（本社）、甲府カシオ（一宮）、カシオマイクロニクス（山梨） 3事業所ゼロエミッション達成

カシオグループ全体で代替フロンの使用を廃止

カシオ電子（中山）有限公司　ISO14001認証取得

カシオテクノ本社　ISO14001認証取得

一般消費者向け電子文具「ネームランド」のテープカートリッジ回収を開始

カシオグループ環境行動目標「クリーン＆グリーン21」改訂

「環境報告書2002」を発行

カシオ環境ボランタリープラン改訂（第7版）、「エコプロダクツ2002」に出展

カシオ電子工業 ゼロエミッション達成

カシオグループ環境行動目標「クリーン&グリーン21」改訂

「環境報告書2003」を発行

家庭系パソコンの回収を開始

「エコプロダクツ2003」に出展　

カシオ環境ボランタリープラン改訂（第8版）

高知カシオ、山形カシオ、本社 3事業所ゼロエミション達成

カシオグループ環境行動目標「クリーン＆グリーン21」改訂
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