
                           

 
 

環境報告書部門 
 

【環境コミュニケーション大賞制定 20回記念大賞（環境大臣賞）】（1点） 

大和ハウス工業株式会社 大和ハウスグループ 環境報告書2016 ～「環境」との共創共生 

【環境報告大賞（環境大臣賞）】（1点） 

コニカミノルタ株式会社 
コニカミノルタ CSRレポート2016 

コニカミノルタ 環境報告書2016 
 

【持続可能性報告大賞（環境大臣賞）】（1点） 

積水ハウス株式会社 

Sustainability Report 2016 

Sustainability Report 2016 別冊 

Sustainability Report 2016 WEB詳細版 

 
 

【地球温暖化対策報告大賞（環境大臣賞）】（1点） 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 CSRコミュニケーションレポート2016 

 

【環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（3点） 

イオン株式会社 イオン環境・社会報告書2016 

イオン環境・社会への取り組み2016 

株式会社日立製作所 日立 サステナビリティレポート2016 詳細PDF版 

富士通株式会社 富士通グループ環境報告書2016 
 

【持続可能性報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（2点） 

味の素株式会社 味の素グループ 統合報告書 2016 

味の素グループ サステナビリティデータブック 2016 

東京海上ホールディングス株式会社 東京海上グループ サステナビリティレポート 2016 
 

【地球温暖化対策報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（1点） 

トヨタ自動車株式会社 
環境報告書 2016 -トヨタ環境チャレンジ 2050に向けて- 

Annual Report:Sustainable Management Report 2016 
 

【生物多様性報告特別優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（1点） 

キリンホールディングス株式会社 キリングループ 環境報告書 2016 
 

【信頼性報告特別優秀賞（サステナビリティ情報審査協会会長賞）】（1点） 

株式会社クボタ KUBOTA REPORT 2016 事業・CSR報告書 フルレポート版 
 

第20回環境コミュニケーション大賞受賞一覧 

 



                           

【審査委員会特別優秀賞（第 20回環境コミュニケーション大賞審査委員長賞）】（2点） 

住友林業株式会社 住友林業グループ CSRレポート 2016 

住友林業グループ CSRレポート 2016 ダイジェスト 

株式会社ブリヂストン ブリヂストングループ サステナビリティレポート 2015 全ページ版 

ブリヂストングループ サステナビリティレポート 2015 ダイジェスト版 

サステナビリティコミュニケーションレポート 2016 

【環境配慮促進法特定事業者賞（第20回環境コミュニケーション大賞審査委員長賞）】（4点） 

国立大学法人京都大学 京都大学環境報告書 2016 

独立行政法人水資源機構 環境報告書 2016 

国立大学法人三重大学 世界に誇れる「環境先進大学」の社会的責任（USR）を果たすために 

環境報告書 2016 

国立大学法人岩手大学 岩手大学 環境報告書2016 
 

【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）】（59点） 

株式会社アレフ 株式会社 アレフ 2015年度環境報告書 

アンリツ株式会社 2016 CSR報告 

2016 アンリツレポート 

イオンモール株式会社 未来への報告書 2016 CSR report 

伊藤忠商事株式会社 サステナビリティレポート 2016 

エスペック株式会社 CSRレポート 2016 

大阪いずみ市民生活協同組合 CSRレポート 2016社会的責任報告書 ダイジェスト版・詳細版 

株式会社岡村製作所 株式会社岡村製作所 CSR Report 2016 

花王株式会社 花王サステナビリティレポート 2016 

キヤノン株式会社 Canon Sustainability Report 2016 

共同印刷株式会社 共同印刷グループ CSR報告書 2016 

グッドホールディングス株式会社 グッドホールディングスグループ CSR報告書 2016 

株式会社ケーヒン ケーヒン環境報告書 2016 

江東区役所 江東区の環境白書 ～江東区環境基本計画 平成 27年度実績報告～ 

コクヨ株式会社 コクヨグループ CSR報告書 2016 Web版、ダイジェスト版 

サラヤ株式会社 サラヤ 持続可能性レポート 2016 

株式会社滋賀銀行 統合報告書 ディスクロージャー誌 2016 

CSRリポート 2016 

シスメックス株式会社 シスメックス あんしんレポート 2016 

シャープ株式会社 亀山工場 シャープ亀山工場 環境取り組みのご紹介 2016 

シャープ株式会社 三重工場 シャープ三重工場 環境・社会貢献活動情報誌 2016 



                           

株式会社商船三井 商船三井グループ 安全・環境・社会報告書 2016 

住友電気工業株式会社 CSR報告書 2016 

セガサミーホールディングス株式会社 セガサミーグループ CSRレポート 2016 

セコム株式会社 セコム株式会社 CSRレポート 2016 

株式会社セブン&アイ・ホールディングス セブン＆アイHLDGS. CSRレポート 2016 

大成建設株式会社 TAISEI CORPORATE REPORT 2016 

株式会社ダイセキ 株式会社ダイセキ CSR報告書 2016 

株式会社ダイセキ環境ソリューション 環境・社会報告書 2016 

大日本印刷株式会社 

 

DNPグループ CSR報告書 2016 

DNPグループ 環境報告書 2016 

株式会社タケエイ タケエイグループ環境・社会報告書 2016 

武田薬品工業株式会社 CSR データブック 2016 

株式会社タムロン CSR報告書 2016 

株式会社ツムラ ツムラグループ コーポレートレポート 2016 

TDK株式会社 TDK CSR REPORT 2016 

東京急行電鉄株式会社 東京急行電鉄 環境報告書 2016 

東京都水道局 

 

東京都水道局 環境報告書 2016 

東京都水道局 環境報告書 2016概要版 

株式会社東芝 東芝グループ 環境レポート 2016 

株式会社東芝 小向事業所 株式会社東芝 小向事業所 環境報告書 2016 

東芝キヤリア株式会社 東芝キヤリアグループ 社会・環境報告書 2016 

東洋インキSCホールディングス株式会社 東洋インキグループ CSR報告書 2016 

東レ株式会社 東レグループ CSRレポート 2016 

TOTO株式会社 TOTO株式会社Webページ 「環境へのとりくみ」 

凸版印刷株式会社 CSRレポート 2016 

成田国際空港株式会社 成田国際空港環境報告書 2016 

南海電気鉄道株式会社 CSR報告書 2016 

日本製紙株式会社 日本製紙グループ CSR報告書 2016 

日本通運株式会社 CSR報告書 2016 

日本電信電話株式会社 

 

NTTグループサ ステナビリティレポート 2016 

NTT アニュアルレポート 2016 

パナソニック株式会社 サスティナビリティデータブック 2016 

富士フイルムホールディングス株式会社 富士フイルムホールディングス Sustainability Report 2016 

ブラザー工業株式会社 環境への取り組み 

環境スペシャルサイト:brotherearth.com 



                           

本田技研工業株式会社 Honda SUSTAINABILITY REPORT 2016 

株式会社丸井グループ 

 

共創 CSRレポート 2015 

共創経営レポート 2016 

三菱樹脂株式会社 平塚工場 2016環境報告書 三菱樹脂平塚工場 

みやぎ生活協同組合 2015年度環境活動のまとめ 

株式会社ヤクルト本社 ヤクルト CSRレポート 2016 

株式会社安成工務店 安成工務店グループ CSVレポート 2016 

ライオン株式会社 ライオン CSR報告書 2016 

レンゴー株式会社 環境・社会報告書 2016 

ローム株式会社 ROHM Group Innovation Report 2016 

 

環境活動レポート部門 
 

【大賞（環境大臣賞）】（１点） 

来ハトメ工業株式会社 環境活動レポート 2016年版 
 

【優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（5点） 

大鐘測量設計株式会社 42期エコアクション 21 環境活動レポート 

九州林産株式会社 環境活動レポート 2016 

センテック株式会社 2015年度 環境活動レポート 

株式会社DINS堺 株式会社DINS堺 環境活動レポート 2016 

廣間組有限会社 環境活動レポート ～環境への恩返し～ 
 

【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）】（26点） 

海部地区環境事務組合 エコアクション 21 環境活動レポート 

上島珈琲貿易株式会社 2016年度 環境活動レポート 

株式会社宇部セントラルコンサルタント エコアクション 21 環境活動レポート 

株式会社エステック 21 エコアクション 21 環境活動レポート(2014年度) 

学校法人有馬学園 認定こども園 高津幼稚園 学校法人 有馬学園 たかつ幼稚園 

株式会社河原工房 株式会社河原工房 2015年度 環境活動レポート 

共和アスコン株式会社 環境活動レポート平成 27(2015)年度版 

株式会社KDP 環境活動レポート 2015 

株式会社神戸ポートリサイクル 環境活動レポート 2016 株式会社神戸ポートリサイクル 

光洋電器工業株式会社 エコアクション 21環境活動レポート 第 9版 

株式会社坂口製作所 環境活動レポート ～未来のこどもたちのために～ 

有限会社山栄電子 環境活動レポート 平成 27年度版 



                           

株式会社GE 環境活動レポート 2016 

滋賀シミズ精工株式会社 環境活動レポート 2016年度版 

株式会社シュガーアンドスパイス 2015年 Sugar&Spice環境活動レポート 

白鷺電気工業株式会社 人、くらし、エネルギー。白鷺電気工業株式会社 環境活動レポート 

新日本カレンダー株式会社 

三田工場及び配送センター 
2015年度環境活動レポート 

静清信用金庫 環境活動レポート 2016 

株式会社セリタ建設 株式会社セリタ建設 環境レポート 2015 

株式会社中西 環境活動レポート 

西岡化建株式会社 2016年度 環境活動レポート 

福井環境事業株式会社 福井環境事業株式会社 環境活動レポート 2015年度 

株式会社フジヤマ エコアクション 21 環境活動レポート 2015 

株式会社北陽商会 環境活動レポート “ 地球と仲良し“ 【Vol.12】 

株式会社みやま 第 53期環境活動レポート 

株式会社弥生石油店 エコアクション 21 環境活動レポート 2014年 12月～2015年 11月 

 


