


第１回環境アクションプラン大賞（１９９７年）

キリンビール(株) 1996年度版ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ 環境問題への取り組み

生活協同組合コープこうべ 環境報告書(1997年版）

清水建設(株) 清水地球環境報告書

(株)西友 西友エコ・ボランタリープラン

世田谷区 世田谷区環境行動指針

ソニー(株) 環境保全活動報告書1997

東日本旅客鉄道(株) JR東日本の環境問題に対する取り組み

松下電器産業(株)ＡＶＣ社
ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ事業部 神戸地区

環境マネジメント計画

第3回気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ３）が京都で開催され、京都議定書が
採択された

１９９７年の主なできごと



第２回環境アクションプラン大賞（１９９８年）

岡山市民生活協同組合 1996年度版ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ 環境問題への取り組み

(株)コープフーズ 環境報告書(1997年版）

ソニー瑞浪(株) 1997年ソニー瑞浪 地球環境年報

東京ガス(株) 東京ガスエコレポート'97

日本アイ･ビー･エム(株) 環境プログレス・レポート1997

京都議定書採択を背景として地球温暖化対策推進法が制定された

１９９８年の主なできごと



第３回環境レポート大賞（１９９９年）

キリンビール(株) 1999年版 キリンビール環境報告書

ソニー(株) 環境保全活動報告書 1999

トヨタ自動車(株) 環境報告書 1999

日本電気(株) 環境アニュアルレポート 1999

松下電器産業(株) 松下電器ｸﾞﾙｰﾌﾟ 1999年度環境報告書

環境ホルモンやダイオキシンなどの問題が顕在化し、ダイオキシン類対策特措法や
化学物質排出把握管理促進法（ＰＲＴＲ法）が制定された

１９９９年の主なできごと



第４回環境レポート大賞（２０００年）

環境報告書部門大賞 環境行動計画部門大賞

松下電器産業（株）
松下電器グループ２０００年環境報告書

松林工業薬品（株）

環境行動計画書

「循環型社会形成推進基本法」や「グリーン購入法」が制定され、
「循環型社会元年」と呼ばれた

２０００年の主なできごと



第５回環境レポート大賞（２００１年）

環境報告書部門大賞

日産自動車（株）
２００１年３月期 環境報告書

環境行動計画部門大賞

いしかわ動物園
平成１３年度 環境行動計画

中央省庁再編によって環境庁が改組され「環境省」が発足

２００１年の主なできごと



第６回環境レポート大賞（２００２年）

環境報告書部門大賞

松下電器産業（株）
環境報告書２００２

環境行動計画部門大賞

石川県立大聖寺高等学校
ＳＥＰ（Seiko Eco Project）

聖高エコプロジェクト

持続可能な開発に関する世界首脳会議（地球サミット2002）がヨハネスブルグで
開催された

２００２年の主なできごと



第７回環境レポート大賞（２００３年）

持続可能性報告大賞

三菱商事（株）
サステナビリティ・レポート２００３

環境行動計画部門大賞

太閤山観光株式会社

環境行動計画書
（平成15年度）

環境報告大賞

大阪ガス（株）
環境・社会行動レポート２００３

「循環型社会形成推進基本計画」が策定され、資源生産性や循環利用率、最終処分
量などの目標が定められた

２００３年の主なできごと



第８回環境コミュニケーション大賞（２００４年）

持続可能性報告大賞

（株）イトーヨーカ堂
企業の社会的責任報告書

─ 社会・環境活動報告2004

環境活動レポート部門大賞環境報告大賞

東日本旅客鉄道（株）
ＪＲ東日本グループ
社会環境報告書2004

（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

・環境配慮促進法が制定され、環境報告書の普及促進等に向けた整備が行われる
・エコアクション21認証・登録制度が開始

２００４年の主なできごと



第９回環境コミュニケーション大賞（２００５年）

持続可能性報告大賞

（株）大和証券グループ本社
持続可能性報告書2005

環境活動レポート部門大賞環境報告大賞

沖縄電力（株）
環境行動レポート２００５

（株）マルト
環境活動レポート2005

「環境会計ガイドライン２００５年版」が公表される
クールビズの実施が開始される

２００５年の主なできごと



第１０回環境コミュニケーション大賞（２００６年）

持続可能性報告大賞

サントリー（株）
サントリーCSRレポート2006
水と生きるSUNTORY 2006

環境活動レポート部門大賞環境報告大賞

（株）リコー
リコーグループ

サステナビリティレポート2006

（株）ディグ

エコアクション２１
環境活動レポート2005

気候変動問題の経済影響に関する報告書「スターンレビュー」が公表された

２００６年の主なできごと



第１１回環境コミュニケーション大賞（２００７年）

持続可能性報告大賞

トヨタ自動車（株）
Sustainability Report 2007 

～人、社会、地球の新しい未来へ～

環境活動レポート部門大賞環境報告大賞

松下電器産業（株）
社会・環境報告 2007

環境データブック 2007

ワイルカンパニー（株）

環境活動レポート
2007年度版

「環境報告ガイドライン2007年度版」が公表される

２００７年の主なできごと



第１２回環境コミュニケーション大賞（２００８年）

環境報告大賞

（株）リコー

リコーグループ
サステナビリティレポート2008

持続可能性報告大賞

帝人（株）

2008年 帝人グループ CSR報告書

地球温暖化対策報告大賞

（株）東芝

東芝グループ環境レポート2008

環境活動レポート部門大賞

（株）シュガーアンドスパイス

2007 SUGAR & SPICE 
環境活動レポート

・生物多様性基本法が制定
・北海道洞爺湖サミットが開催

２００８年の主なできごと



第１３回環境コミュニケーション大賞（２００９年）

環境報告大賞

（株）東芝

東芝グループ環境報告

持続可能性報告大賞

地球温暖化対策報告大賞

（株）INAX

INAX Corporate Report 2009

環境活動レポート部門大賞

石川県立大聖寺高等学校

ＳＥＰ聖高エコプロジェクト
－世界一エコな学校をめざして－

（株）リコー

リコーグループ
サステナビリティレポート2009

「エコアクション２１ガイドライン２００９年版」が改訂される

２００９年の主なできごと



第１４回環境コミュニケーション大賞（２０１０年）

環境報告大賞

パナソニック（株）

エコアイディアレポート2010／
サスティナビリティレポート2010

持続可能性報告大賞

地球温暖化対策報告大賞

（株）東芝

東芝グループ環境報告

環境活動レポート部門大賞

味の素（株）

Ajinomoto Group CSR Report 2010／
味の素グループ環境報告書2010

ウエスタン塗装（株）

環境レポート2009年度版
テーマ： 目指せ資源を活かしたエコ塗装

組織の社会的責任に関する国際規格「ISO26000」が発行される

２０１０年の主なできごと



第１５回環境コミュニケーション大賞（２０１１年）

環境報告大賞 持続可能性報告大賞

日本郵船（株）

日本郵船グループ CSRレポート2011

地球温暖化対策報告大賞

パナソニック（株）

エコアイディアレポート2011／
サスティナビリティレポート2011

日本興亜損害保険（株）

日本興亜保険グループ
CSRレポート 2011

MARUYAMA（株）

エコアクション21
環境活動レポート 2010

環境活動レポート部門大賞

東日本大震災により大きな被害が発生

２０１１年の主なできごと



第１６回環境コミュニケーション大賞（２０１２年）

環境報告大賞 持続可能性報告大賞

地球温暖化対策報告大賞

（株）ブリヂストン

ブリヂストングループ
環境報告書2012

環境活動レポート部門大賞

来ハトメ工業（株）

環境活動レポート2012年版

（株）東芝

東芝グループ環境レポート2012

（株）日立製作所

日立グループ
サステナビリティレポート2012

ブラジルで「国連持続可能な開発会議（リオ＋20）」が開催される

２０１２年の主なできごと



第１７回環境コミュニケーション大賞（２０１３年）

環境報告大賞 持続可能性報告大賞

地球温暖化対策報告大賞

キリンホールディングス（株）
キリングループ環境報告書2013

環境活動レポート部門大賞

（株）北陽商会

環境活動レポート《９号》

（株）滋賀銀行

CSRレポート2013
歩みを、共に。

清水建設（株）

2013 シミズCSR報告書 第19号

サステナビリティ報告のためのガイドライン「ＧＲＩガイドライン」第4版が発行
される

２０１３年の主なできごと



第１８回環境コミュニケーション大賞（２０１４年）

環境報告大賞 持続可能性報告大賞

地球温暖化対策報告大賞

キリンホールディングス（株）
キリングループ環境報告書2013

環境活動レポート部門大賞

イワヤ（株）

環境活動レポート 2013年度版

大和ハウス工業（株）

大和ハウスグループ環境報告書
2014 ～「環境」との共創共生～

味の素（株）

味の素グループ
サステナビリティレポート 2014

気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）が第五次評価報告書（第２・３作業部
会報告書）を公表

２０１４年の主なできごと



第１９回環境コミュニケーション大賞（２０１５年）

環境報告大賞 持続可能性報告大賞

地球温暖化対策報告大賞

コニカミノルタ（株）

コニカミノルタ CSRレポート2015
コニカミノルタ 環境報告書2015

環境活動レポート部門大賞

（株）GE
環境活動レポート2015

イオン（株）

イオン環境・社会報告書2015
イオンの環境・社会への取り組み2015

大成建設（株）

CORPORATE REPORT 2015

・ＭＤＧｓに代わる目標として「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が国連総会
で採択される
・COP21でパリ協定が採択される

２０１５年の主なできごと



第２０回環境コミュニケーション大賞（２０１６年）

環境報告大賞

持続可能性報告大賞 地球温暖化対策報告大賞

SOMPOホールディングス（株）

CSRコミュニケーションレポート2016

環境活動レポート部門大賞

来ハトメ工業（株）

環境活動レポート2015年版

積水ハウス（株）

Sustainability Report 2016

コニカミノルタ（株）

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

大和ハウス工業（株）
大和ハウスグループ環境報告書2016
～「環境」との共創共生～

環境コミュニケーション大賞
制定２０回記念大賞



環境コミュニケーション大賞 受賞ロゴマーク



近年の環境コミュニケーションに関するガイドライン等

２０１０年 組織の社会的責任に関するガイドライン規格「ISO26000」が発行される

２０１１年 ＧＲＩ（Global Reporting Initiative）ガイドライン第３．１版が発行される

２０１２年 環境報告ガイドラインが２０１２年版に改訂される

２０１３年 ＩＩＲＣによる国際統合報告フレームワークが公表される

ＧＲＩガイドライン第４版が発行される

２０１４年 日本版スチュワードシップコード（“責任ある機関投資家”の諸原則）が制定される

ＥＵが非財務情報・多様性情報についての開示に関する指令を公表

２０１５年 コーポレートガバナンス・コードが公表される

２０１６年 米国サステナビリティ会計基準審議会（ＳＡＳＢ）が改訂版に向けたドラフトなどを公表

Ｇ４に代わる新たなガイドラインとしてＧＲＩスタンダードが公表される

気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）が最終報告案を発表

２０１７年 エコアクション２１ガイドライン改訂 （予定）


