
                           

 
 

環境報告書部門 
 

【環境報告大賞（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 サステナビリティレポート2017 

～共に創る。共に生きる。～ 
 

【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 2017 本冊子・別冊・ＷＥＢ詳細版 

 
 

【地球温暖化対策報告大賞（環境大臣賞）】（1点） 

富士通株式会社 富士通グループ環境報告書2017 

 

【環境報告優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（2点） 

トヨタ自動車株式会社 環境報告書2017―トヨタ環境チャレンジ2050に向けて 

Sustainability Data Book 2017 Annual Report 2017 

株式会社日立製作所 日立 サステナビリティレポート 2017 
 

【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） 

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 2017 

セブン＆アイHLDGS. 統合レポート 2017 

武田薬品工業株式会社 サステナブルバリューレポート 2017 
 

【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）】（2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 2017 

コニカミノルタ株式会社 コニカミノルタ CSRレポート 2017 

コニカミノルタ 環境報告書 2017 
 

【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） 

住友林業株式会社 住友林業グループ CSRレポート 2017 

住友林業 統合報告書 2017 
 

【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） 

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 2017 
 

【審査委員会特別優秀賞（第 21回環境コミュニケーション大賞審査委員長賞）】（3点） 

味の素株式会社 味の素グループ 統合報告書 2017 

味の素グループ サステナビリティデータブック 2017 

第21回環境コミュニケーション大賞受賞一覧 

 



                           

ダイキン工業株式会社 ダイキングループ サステナビリティレポート 2017 

本田技研工業株式会社 Honda SUSTAINABILITY REPORT 2017 

【環境配慮促進法特定事業者賞（第21回環境コミュニケーション大賞審査委員長賞）】（4点） 

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 JAXA 社会環境報告書 2017 

国立大学法人京都大学 京都大学環境報告書 2017 

国立大学法人静岡大学 静岡大学環境報告書 2017 

国立大学法人三重大学 
環境報告書2017 

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 
 

【優良賞（第 21回環境コミュニケーション大賞審査委員長賞）】（60点） 

旭化成ホームズ株式会社 環境・社会報告書 2017 

株式会社アドバンテスト サステナビリティレポート2017 

イオン株式会社 イオンレポート2017（WEB版） 

イオン環境・社会への取り組み2017（冊子版） 

株式会社伊藤園 伊藤園統合レポート2017 

(財務編、CSR/ESGﾚﾎﾟｰﾄ、特集編、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾞｯｸ、ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ対照表含）  

株式会社イトーキ Ud&Eco style Report 2017（環境社会報告書 フルバージョン） 

ウシオ電機株式会社 サステナビリティレポート2017 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ NTTデータグループ サステナビリティレポート2017 

MS&ADｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ CSR Report 2017 

大阪いずみ市民生活協同組合 ＣＳＲレポート2017 ダイジェスト版・詳細版 

花王株式会社 花王サステナビリティ データブック2017 

キヤノン株式会社 CANON SUSTAINABILITY REPORT 2017 

共同印刷株式会社 共同印刷グループ CSR報告書2017 

京都生活協同組合 ＣＳＲレポート２０１7 

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 サステナビリティレポート2017 

KDDI株式会社 2017年 統合レポート（ESG詳細版） 

江東区役所 江東区の環境白書ー江東区環境基本計画平成28年度実績報告ー 

サラヤ株式会社 持続可能性レポート2017 

サントリーホールディングス株式会社 サントリーグループCSRコミュニケーションブック2017 

サンメッセ株式会社 Sun Messe REPORT 2017 

シスメックス株式会社 シスメックスあんしんレポート 2017 

シャープ株式会社三重工場 シャープ(株)三重工場 環境・社会貢献活動情報誌2017年版 

信越ポリマー株式会社 サステナビリティレポート2017 

住友金属鉱山株式会社 統合報告書2017 



                           

住友電気工業株式会社 ＣＳＲ報告書２０１７ 

セコム株式会社 セコムCSRレポート2017 

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 ＳＯＭＰＯホールディングス ＣＳＲコミュニケーションレポート2017 

株式会社ダイセキ 株式会社ダイセキ CSR報告書 2017 

太平洋セメント株式会社 CSRレポート2017 

田辺三菱製薬株式会社 田辺三菱製薬 コーポレートレポート 2017およびCSR活動報告 2017 

株式会社タムロン CSR報告書2017 

国立大学法人千葉大学 千葉大学環境報告書2017 

株式会社ツムラ ツムラグループ コーポレートレポート2017 

株式会社ティラド CSR報告書2017 

東京都水道局 環境報告書2017、環境報告書2017概要版 

株式会社東芝 東芝グループ環境レポート2017 

東洋インキSCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 東洋インキグループ CSR報告書 2017 

株式会社豊田自動織機 豊田自動織機レポート2017 

南海電気鉄道株式会社 南海電鉄ＣＳＲ報告書２０１７（コーポレートレポート） 

株式会社ニコン ニコン サステナビリティ報告書2017 

日本製紙株式会社 日本製紙グループCSR報告書2017 

日本通運株式会社 ＣＳＲ報告書２０１７ 

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2017 

日本山村硝子株式会社 Corporate Communication Book 2017 

日立建機株式会社 CSR & Financial Report 2017 

ヒューリック株式会社 CSR REPORT 2017 

株式会社ファンケル ファンケルレポート 

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 サステナビリティ・レポート2017 

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」 

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2016 

プリマハム株式会社 社会・環境報告書 2017（Web） 

おいしさ、ふれあい BOOK 2017（冊子） 

前田建設工業株式会社 CSR報告書2017 

マツダ株式会社 マツダサステナビリティレポート 

三菱ケミカル株式会社平塚事業所 ２０１７環境報告書 三菱ケミカル平塚事業所 

三菱電機株式会社 三菱電機グループ 環境行動レポート2017 

ライオン株式会社 ライオンCSR報告書2017 

リコーグループ リコーグループ サステナビリティレポート 2017（統合報告書） 

リコーリース株式会社 リコーリース CSR REPORT 2017 



                           

理想科学工業株式会社 環境経営報告書２０１７ 

レンゴー株式会社 レンゴー 環境・社会報告書2017 

ＹＫＫ ＡＰ株式会社 社会・環境報告書2017 

 

環境活動レポート部門 
 

【大賞（環境大臣賞）】（１点） 

共和アスコン株式会社 環境活動レポート 平成２８（2016）年度版 
 

【優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）】（５点） 

穴吹エンタープライズ株式会社 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 2017 

全星薬品工業株式会社 全星薬品工業株式会社 2016年度 環境活動レポート 

株式会社大昭和加工紙業 環境活動レポート 

来ハトメ工業株式会社 環境活動レポート 2017年版 
 

 

【優良賞（第 21回環境コミュニケーション大賞審査委員長賞）】（19点） 

上島珈琲貿易株式会社 2017年度 環境活動レポート 

大鐘測量設計株式会社 2016年（４３期）エコアクション２１環境経営レポート 

オムロンセンテック株式会社 2016年度 環境活動レポート 

株式会社河原工房 2016年度 環境活動レポート 

株式会社カンサイ 株式会社カンサイ 環境活動レポート50期 

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 

学校法人郡山開成学園 環境活動レポート2017 学校法人 郡山開成学園 

コムパックシステム株式会社 第67期(2016年度) 環境活動レポート 

有限会社山栄電子 環境活動レポート 平成２８年度版 

株式会社ＧＥ 環境活動レポート 2017 

滋賀シミズ精工株式会社 環境活動レポート 2017年度版   ~for our future~ 

新日本ｶﾚﾝﾀﾞｰ株式会社本社、東京支店、 
名古屋支店、九州支店、丸亀商品センター 

2016年度環境活動レポート 

株式会社生晃 環境活動レポート 

髙島屋スペースクリエイツ株式会社  髙島屋スペースクリエイツ株式会社   環境活動レポート 2017 

株式会社ＤＩＮＳ堺 株式会社ＤＩＮＳ堺環境活動レポート 

東洋冷蔵株式会社 環境活動レポート2017 

中ノ郷信用組合 エコアクション２１環境活動レポート 

廣間組有限会社 環境活動レポート ～環境への恩返し～ 



                           

焼津市役所 焼津市環境活動レポート 

 

【新人賞（第 21回環境コミュニケーション大賞審査委員長賞）】（３点） 

公益財団法人岡山県環境保全事業団 環境活動レポート 

竹田サンテック株式会社 環境活動レポート 

株式会社二葉建設 エコアクション21環境活動レポートVOL.5 

 


