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オカムラグループのサステナビリティ活動のあゆみ

年 環境活動・社会活動 環境関連コミュニケーション・評価・表彰

1945年

　 〜

1992年

●日本初のパーティクルボード製家具を生産・販売［1966年］

●公害対策および設備部組織［1966年］

●製品の環境対策方針策定［1991年］

●リサイクルカー導入［1992年］

●接着剤トリクロロエタン廃止［1992年］

●高畠工場「省エネルギー通産大臣賞」受賞 

［1981年］

●高畠工場「日本緑化協会会長賞」受賞［1984年］

第1次環境中期計画

1993年4月

　　 〜

1997年3月

●第1次環境中期計画「豊かな未来へ」スタート［1993年］

●中井事業所：環境アセスメント実施［1996年］

●グリーン購入ネットワーク（GPN）加入［1996年］

●環境対策部発足［1996年］

●環境パンフレット「豊かな未来へ」発行 

［1995年］

第2次環境中期計画

1997年4月

　　 〜

2000年3月

●製品環境自主基準「グリーンウェーブ」の運用開始［1997年］

●環境会計導入[1997年]

●追浜事業所：ISO14001審査登録［1997年9月］

●「グリーンオフィス活動」スタート［1999年6月］

●環境パンフレット「GREEN WAVE 21」発行

[1997年10月]

●「グリーン購入ガイド」発行［1998年6月］

●「1999環境報告書」発行［1999年9月］

第3次環境中期計画

2000年4月

　　 〜

2003年3月

●オカムラ：ISO14001全社統合審査登録［2000年10月］

●国内全生産事業所のISO14001審査登録完了［2001年］

●「2001環境報告書」が「第5回環境レポート大

賞」優秀賞受賞［2001年12月］

●リターナブル輸送パッケージが「アジアスター

賞」受賞［2002年12月］

第4次環境中期計画

2003年4月

　　 〜

2006年3月

●環境長期ビジョン「GREEN WAVE 2010」スタート［2003年4月］

●「コンテッサ」が米国環境基準「GREENGUARD」取得［2003年6月］

●オカムラ全生産事業所でゼロエミッション達成［2005年3月］

●サイアムオカムラスチール：ISO14001審査登録［2006年2月］

●「2002環境報告書」が「第6回環境報告書賞」優

良賞受賞［2003年5月］

第5次環境中期計画

2006年4月

　　 〜

2009年3月

●木質材のグリーン購入法調達基準改訂に対応し、JOIFA 

（日本オフィス家具協会）より事業者認定を取得［2006年9月］

●3製品が「GREENGUARD」認定取得［2007年12月］

●横浜物流センターでゼロエミッションを達成［2008年9月］

●新製品発表会で「オフィスのエコ」を提案［2008年11月］

●「オカムラいすの博物館」開設［2009年2月］

●「2005環境経営報告書」が「第9回環境報告書

賞」優良賞受賞［2006年5月］

●「2006環境経営報告書」が「第10回環境コミュ

ニケーション大賞」環境報告優秀賞受賞 

［2007年2月］

●「CSR Report 2007」が「2008 日本BtoB広告

賞」アニュアル・CSR 環境報告の部 佳作を受

賞［2008年1月］

第6次環境中期計画

2009年4月

　　 〜

2012年3月

●「オカムラグループ 木材利用方針」を策定［2009年10月］

●製品環境自主基準「グリーンウェーブ＋（プラス）」を策定［2010年］

●「ACORN」活動を開始[2010年]

●「オカムラグループCSR方針」を制定［2010年3月］

●環境長期ビジョン「GREEN WAVE 2020」スタート［2010年4月］

●FSC®認証・CoC認証取得［2010年6月］

●「木づかい運動」顕彰において林野庁長官より

感謝状を拝受［2010年1月］

●「第13回グリーン購入大賞」において優秀賞を

受賞［2011年9月］

環境パンフレット 
「豊かな未来へ」

「GREEN WAVE 21」

「2000 環境報告書」

「2003 環境報告書」

「2006 環境経営報告書」
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年 環境活動・社会活動 環境関連コミュニケーション・評価・表彰

第7次環境中期計画

2012年4月

　　 〜

2015年3月

●オカムラ物流：オカムラとISO14001統合審査登録［2012年4月］

●オカムラサポートアンドサービス：オカムラグループと

ISO14001統合審査登録［2013年2月］

●大阪物流センターでゼロエミッションを達成［2013年4月］

●中井事業所：ヒートポンプ導入［2013年9月］

●関西支社：「Okamura Future Studio＝KiZUKi LABO」 

を開設［2014年2月］

●「オカムラグループCSR方針」ならびに「行動規範」を改定 

［2014年4月］

●製品にバイオマス資源を導入［2014年11月］

●富士事業所：水冷式ヒートポンプ導入［2015年1月］

●鹿児島県が「第14回グリーン購入大賞」でオカ

ムラとの県産材利用家具のプロジェクトによ

り環境大臣賞を受賞［2012年10月］

●「CSR Report 2012」が「第16回環境コミュニ

ケーション大賞」にて「生物多様性報告特別優

秀賞」受賞［2013年2月］

●オカムラ物流が「第20回横浜環境活動賞」を受

賞［2013年3月］

●「エコプロダクツ2013」に出展［2013年12月］

●「エコプロダクツ2014」に出展［2014年12月］

●「CSR Report 2014」が「第18回環境コミュニ

ケーション大賞」にて「優良賞（審査委員長賞）」

を受賞［2015年2月］

第8次環境中期計画

2015年4月

　　 〜

2018年3月

●首都圏トランスファーセンター、中部配送センターでゼロエミッ

ションを達成［2015年4月］

●仙台配送センターでゼロエミッションを達成［2015年9月］

●ワークライフバランス推進委員会設置[2016年4月]

●ダイバーシティ推進プロジェクト発足[2016年8月]

●「WORK MILL（ワークミル）」発足［2016年12月］

●中部支社：「MENNOLU LABO（みのるらぼ）」を開設 

［2016年12月］

●業務改善・意識改革プロジェクト発足[2017年4月]

●「オカムラ健康経営宣言」[2017年9月]

●「WORK MILL with Forbes JAPAN ISSUE 01」発刊 

［2017年9月］

●「TOKYO働き方改革宣言企業」に承認［2017年12月］

●「健康経営優良法人2018（ホワイト500）」に認定［2018年2月］

●「エコプロダクツ2015」に出展［2015年12月］

●「CSR Report 2015」が「第19回環境コミュニ

ケーション大賞」にて「環境報告部門優良賞」を

受賞［2016年2月］

●エヌエスオカムラが「循環型社会形成推進功労

者環境大臣表彰」受賞［2016年10月］

●「エコプロダクツ2016」に出展［2016年12月］

●エヌエスオカムラが「省エネ大賞 経済産業大

臣賞」受賞［2017年2月］

●「CSR Report 2016」が「第20回環境コミュニ

ケーション大賞」にて「優良賞（第20回環境コ

ミュニケーション大賞審査委員長賞）」受賞

［2017年2月］

●「エコプロ2017」に出展［2017年12月］

第9次環境中期計画

2018年4月

　　 〜

2020年3月

●岡村製作所からオカムラへ社名変更［2018年4月］

●第9次環境中期計画スタート［2018年4月］

●CSR推進室を設置［2018年4月］

●「健康経営優良法人2019（ホワイト500）」に認定［2019年2月］

●気候変動イニシアチブ（JCI）会員登録[2019年12月]

●「経団連生物多様性宣言」に賛同[2019年]

●「健康経営優良法人2019（ホワイト500）」に認定[2020年2月]

●「国連グローバル・コンパクト」に参加[2020年2月]

●「エコプロダクツ2018」に出展［2018年12月］

●「CSR Report 2018」が「第22回環境コミュニ

ケーション大賞」にて「環境報告部門優良賞」を

受賞［2019年2月］

●「CSR Report 2019」が「第23回環境コミュニ

ケーション大賞」にて「環境報告部門優良賞」を

受賞［2020年2月］

「CSR Report 2012」

「CSR Report 2015」

CSR Report 2018

「CSR Report 2018」

オカムラグループ

●表紙 _決定案

CSR Report 2019

「CSR Report 2019」

「CSR Report 2009」
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