
資料① 

第８回環境コミュニケーション大賞（平成１６年度）受賞一覧 

環 境 報 告 書 部 門 
 

【環境報告大賞（環境大臣賞）】（１点） 

事業所名 報告書タイトル 所在地 

東日本旅客鉄道（株） ＪＲ東日本グループ 社会環境報告書 2004 東京都渋谷区 

 

 

【持続可能性報告大賞（環境大臣賞）】（１点） 

事業所名 報告書タイトル 所在地 

（株）イトーヨーカ堂 
イトーヨーカドー 企業の社会的責任報告書 

―社会・環境活動報告 2004 
東京都千代田区

 

 

【環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（１４点） 

事業所名 報告書タイトル 所在地 

（株）イトーヨーカ堂 
イトーヨーカドー 企業の社会的責任報告書 

―社会・環境活動報告 2004 
東京都千代田区

（株）ＮＴＴドコモ北海道 ＮＴＴドコモ北海道グループ 環境報告書 2004 北海道札幌市 

キヤノン（株） キヤノン サステナビリティ報告書 2004 東京都大田区 

生活協同組合コープながの 環境報告書 2004 長野県長野市 

サントリー（株） 
サントリーEcoship レポート 200４(冊子版) 

サントリーサステナビリティレポート 2004（web 版） 
大阪市北区 

積水ハウス（株） 環境報告書「ＥＣＯ ＷＯＲＫＳ 2004」 大阪府大阪市 

ソニーイーエムシーエス（株）  

木更津テック 
社会・環境報告書 2004 千葉県木更津市

大成建設（株） 大成建設 環境・社会報告書 2004 東京都新宿区 

トヨタ自動車（株） Environmental & Social Report 2004 愛知県豊田市 

日産自動車（株） サステナビリティレポート 2004 ／ 環境報告書 2004 東京都中央区 

富士写真フイルム（株） 富士フイルム 社会・環境レポート 2004 東京都港区 

松下電器産業（株） 
The Panasonic Report for Sustainability 2004  

 「松下電器グループ・環境経営報告書 2004」 
大阪府門真市 

（株）リコー 

リコーグループ サステナビリティ・レポート 2004 

(環境経営報告書/社会的責任経営報告書/ 

アニュアル･レポート) 

東京都港区 

（株）リコー 福井事業所 
2004 年度 リコー福井事業所 環境報告書 

2004年度 リコー福井事業所 環境報告書 ダイジェスト版 
福井県坂井郡 

 

 

【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）】（６点） 

事業所名 報告書タイトル 所在地 

アサヒビール（株） アサヒビールグループ CSR レポート 2004 東京都墨田区 

サントリー（株） 
サントリーEcoship レポート 2004(冊子版) 

サントリーサステナビリティレポート 2004（web 版） 
大阪府大阪市 

ソニー（株） CSR レポート 2004 東京都品川区 

日産自動車（株） サステナビリティレポート 2004 ／ 環境報告書 2004 東京都中央区 



富士ゼロックス（株） サステナビリティレポート 2004 東京都港区 

（株）リコー 

リコーグループ サステナビリティ・レポート 2004 

(環境経営報告書/社会的責任経営報告書/ 

アニュアル･レポート) 

東京都港区 

 

 

【奨励賞】（６点） 

（株）ウッドワン ウッドワン環境レポート 2004 広島県廿日市市

（株）資生堂 資生堂 CSR レポート 2004 -人と社会と 美しさのために- 東京都中央区 

全日本空輸（株） 環境報告書～Sustainability for Society～ 2004 年度版 東京都港区 

三重県 平成１６年版三重県環境報告書 三重県津市 

（株）三越 三越環境レポート 2004 年 東京都中央区 

ユニ・チャーム（株） CSR 報告書 2004 東京都港区 

 

※奨励賞を受賞しておりました株式会社モスフードサービスは、諸般の事情により、受賞の辞退の

申し入れがありましたので、平成 16 年 12 月 28 日付で同社の受賞取り消しを決定いたしました。 

 

（参考）環境報告書部門の重複受賞者リスト 

 

 

受賞 

（株）イトーヨーカ堂 

持続可能性報告大賞（環境大臣賞） 

環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞） 

環境報告マイスター賞＜通算４回受賞＞ 

日産自動車（株） 

環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞） 

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） 

環境報告マイスター賞＜通算４回受賞＞ 

（株）リコー 

環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞） 

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） 

環境報告マイスター賞＜通算４回受賞＞ 

サントリー（株） 
環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞） 

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） 

トヨタ自動車（株） 
環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞） 

環境報告マイスター賞＜通算５回受賞＞ 

松下電器産業（株） 
環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞） 

環境報告マイスター賞＜通算５回受賞＞ 

キヤノン（株） 
環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞） 

環境報告マイスター賞＜通算４回受賞＞ 

※「環境報告マイスター賞」とは、大賞・優秀賞該当作のうち、過去通算 3回以上大賞または優秀
賞を受賞している事業者の応募作におくられる賞で、受賞通算回数を示して表彰されます。今回は、

6点が受賞しました。 
 



 

環境活動レポート部門 
 

【大賞（環境大臣賞）】（１点） 

事業所名 活動レポートタイトル 所在地 

（株）マルト 
企業から樹業へ エコアクション２１  

環境活動レポート 2003 
滋賀県犬上郡 

 

 

【優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（２点） 

事業所名 活動レポートタイトル 所在地 

（株）一条機械製作所 川崎工場 皆で造りこむ環境改善  神奈川県川崎市

学校法人 郡山開成学園 学校法人 郡山開成学園 環境活動レポート 福島県郡山市 

 
 
 
 

テレビ環境ＣＭ部門 
 

【大賞（環境大臣賞）】（１点） 

事業所名 ＣＭタイトル 所在地 

（社）公共広告機構 消える砂の像 東京都中央区 

 
【優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（３点） 

事業所名 ＣＭタイトル 所在地 

日本電気（株） ＩＴ、で、エコ CO2Bag 社長篇 東京都港区 

大阪ガス（株） エネルギーPR  モノローグ編 大阪府大阪市 

松下電器産業（株） 家電リサイクルⅢ 「ブロック」篇 大阪府門真市 

 
【奨励賞】（６点） 

事業所名 ＣＭタイトル 所在地 

サントリー（株） 愛鳥キャンペーン「渡り鳥」篇 大阪府大阪市 

仙台市 環境局 
仙台市１００万人のごみ減量大作戦 

「紙も，ワケて，リサイクル」篇 
宮城県仙台市 

東京電力（株） ＴＥＰＣＯのＥＣＯ「みんなの尾瀬」篇 東京都千代田区

長崎市 環境部 ごみ分けて長崎市 長崎県長崎市 

松下電器産業（株） Ｎのエコ計画 ななめドラム洗濯乾燥機「金魚」篇 大阪府門真市 

協和発酵工業（株） 「自然は大きなホスピタル」シリーズ 東京都千代田区

注：協和発酵工業「自然は大きなホスピタル」は、ＣＭ10本をシリーズ全体として表彰。 


