貴社名

三機工業株式会社

具体的取り組み

愛知目標

当社・大和事業所（神奈川県大和市）に、ビオトー
プ(三機自然環境園）を2005年9月に造成。
地域住民の憩いの場として、また地域の学校の自然 目標１
教育の場として、多くの方に来訪していただいている
。

行動指針

参考資料

6‐2

http://www.sanki.co.jp

7‐1

http://www.ibiden.co.jp/csr/report
/pdf/report14_07.pdf
イビデン株式会社
CSRレポート2014 p46

3‐1

http://home.jeita.or.jp/eps/pdf/20
15032401.pdf

1981年4月から30年以上にわたり、ナショナル・ジオグ
ラフィック誌に環境広告「WILDLIFE AS CANON SEES
IT」を掲載。絶滅の危機にある野生動物の写真と、彼 目標１
らが置かれている厳しい生息地の状況や行動特性を広
く社会に訴えています。

7‐2

http://canon.jp/ecology/charter/bi
odiversity.html

ホームページで子供向け生物多様性コンテンツ「生物
多様性ってなに？」を公開
キヤノンマーケティング
「国連生物多様性の10年日本委員会」の提唱する「
目標１
ジャパン株式会社
MY行動宣言５つのアクション」とも連動した内容で子
供たちの生物多様性への取り組みを促進する内容とな
っている

7‐2

http://cweb.canon.jp/ecology/tsun
agaru/

生物資源に関するビジョンの設定
2050年に向けた「キリングループ長期環境ビジョン」
キリンホールディングス の中で「生物資源」を4つの重要テーマの一つに選定。
目標１
2050年までに生物資源を持続可能な形で使用している
㈱
ことを到達目標に掲げ、ガイドラインや行動目標を設
定して活動を推進している。

1‐1

http://www.kirinholdings.co.jp/csv
/env/bioresource/bioresourcevisio
n.html

栃木県那須烏山の県有地0.33ヘクタールに9種類、204
本を植樹及び、ケーヒンの生物多様性として宮城県角
目標１
田市水道事業所八幡配水池跡地を借用し、生態系の調
査や樹木の間伐、植栽などを行っております。

3‐3

宮城県角田市と丸森町の小学校の児童へ環境の大切さ
を伝えております。2014 年度は、8
目標１
校の児童288名へ環境の大切さを
学んで頂きました。

イビデン株式会社

ウシオ電機

キヤノン株式会社

株式会社ケーヒン

イビデンの森に関する活動の一環として、従業員、OB
・OG、地域住民・学生を対象に参加者を募り、環境保
全の体験の場としている。
目標１
また、新入社員研修の一環としても森林整備活動を取
り入れている。
ウシオ生物多様性評価ガイドラインについて、電子電
機4団体から発行されたガイドラインに沿って見直しを 目標１
行っている

http://www.keihin‐corp.co.jp/
ケーヒン環境報告書2014

p28

7‐2

ケーヒン環境報告書2014

p27

1‐2

ケーヒン環境報告書2014
7及びp30

p6、

7‐2

http://suntory.jp/mizu‐iku/

セコム株式会社

社員への啓発活動
社内イントラネットを活用した環境のホームページ・S
ECOMのECOでは、「生物多様性」についてわかりやす 目標１
く解説するページを設置したり、クイズなどを出題し
て社員に興味を持ってもらうよう工夫しています。

7‐1

セコムＷｅｂサイト
ＣＳＲの取り組み＞地球環境と
ともに
<http://www.secom.co.jp/corporat
e/csr/report/hozen4.html>

株式会社ニコン

生物多様性復元計画「AKAYA（赤谷）プロジェクト」
を2005年から日本自然保護協会を通して支援していま
す。「AKAYA（赤谷）プロジェクト」は生物多様性の
目標１
復元と持続的な地域社会づくりを進める活動です。ニ
コンはこのプロジェクトに対して機材の提供や環境啓
発ツールの「赤谷ノート」の提供を行っています。

7‐2

http://www.nikon.co.jp/csr/society
/earth/akaya‐project/index.htm

株式会社ケーヒン

株式会社ケーヒン

ケーヒンは企業活動によって与える環境への影響に配
慮し、グローバルで環境負荷低減に向けた取り組みを
進めています。
2020年までCO₂排出量25％削減、2050年まで全ての環境 目標１
負荷の半減を目指し、2014年度からは中長期目標、グ
ローバル環境負荷の原単位改善（前年度△1％）

貴重な水資源を未来に引き継ぐために、サントリー独
自の次世代環境教育「水育」を事業として取り組んで
います。「サントリー天然水」のふるさとで開かれる
サントリーホールディン
自然体験プログラム「森と水の学校」には2004年開校 目標１
グス（株）
以来約15,000名の親子が参加。小学校で先生方と一緒
に行う「出張授業」には2014年までに約1,000校、約75,
000名の児童に参加いただきました。

貴社名

具体的取り組み

愛知目標

行動指針

参考資料

パナホーム㈱

創業５０周年記念プロジェクトの一環として『パナホ
ームファミリーの森』を、岩手県宮古市と岐阜県高山
市に２０１３年１０月に開設。２０１３年１０月１日
目標１
～２０１４年９月３０日にかけて１年間実施し、お施
主さまとパナホーム社員による約１０，０００本の植
樹を目指している。

7‐2

http://www.panahome.jp/compan
y/news/release/2013/0930.html

株式会社

【教育】
①従業員教育：ファンケルの森（山梨県道志村）で森
林社員研修を１回/年実施。植樹や間伐体験
②学校と連携した環境教育（ﾌｪﾘｽ、武蔵野大)・神奈 目標１
川環境インターシップの実施。
③一般市民参加型の体験学習（森林保全の実験）を実
施。森の宝箱（株主総会やゴルフイベント）

7‐1

http://www.fancl.jp/csr/env/enligh
ten.html

従業員のエコ活動をエコポイントに計上し、そのポイ
ントを社会貢献活動の支援に充てることで社員の啓蒙 目標１
活動を推進している

7‐2

http://www.brother.co.jp/eco/com
munication/eco_point/index.htm

ルネサス
当社西条工場では、天然記念物であるカブトガニの幼
目標１
エレクトロニクス株式会
生を育てて毎年放流しています。
社

3‐3

http://japan.renesas.com/media/ir
/library/pdf/csr/2013_csr_all.pdf
P24

2010年度に生物多様性に関する活動方針を制定し、企
業活動が生態系におよぼす影響に注目して、環境への
負荷を軽減する技術や素材、製品を提供するとともに
目標１
生産における環境負荷の軽減に努めています。また、
社会貢献活動の一環としても、社外の多様な生物多様
性活動との連携・協力を行っています。

1‐2

CSR REPORT 2015 p47

企業と生物多様性イニシアティブ（ＪＢＩＢ）は、２
００８年４月に設立され、企業が直面する生物多様性
に関する問題について研究しているが、当社はＪＢＩ
三井住友海上火災保険株 Ｂの会長会社としてＪＢＩＢの活動に積極的に参加し
目標１
、推進している。毎年、このＪＢＩＢの特別協力を得
式会社
て、企業が生物多様性の取り組みを行うための啓発活
動としてシンポジウム「企業が語るいきものがたり」
を開催している。

6‐2

http://www.ms‐
ins.com/company/csr/environment
/maintenance/

2012年5月、三井住友海上駿河台新館のオープンにとも
ない、新館敷地内に、地域に開かれた環境コミュニケ
ーションスペース「ECOM駿河台（エコムスルガダイ）
三井住友海上火災保険株
」を開設した。環境や自然に関するさまざまな情報を 目標１
式会社
発信し、また、環境や自然、社会貢献に関するイベン
トを開催し、地域の皆様と交流する場として活用して
いる。

6‐2

http://www.ms‐
ins.com/company/csr/ecom/

三井不動産株式会社

当社グループ会社所有の保有林での社員参加の植林研
目標１
修（１回／年）

7‐1

http://www.mitsuifudosan.co.jp/co
rporate/csr/2014/employee/nurtur
ing/index.html

三井物産株式会社

未来の担い手である子どもたちが持続可能（サステナ
ブル）な未来を創る力を育むための「サス学（サステ
ナビリティ学）」アカデミーを昨年に引き続き開催。
「サス学｣と言う仕組みを活用して新たな角度から当社
の事業並びに環境・社会貢献活動を取り上げ「持続可 目標１
能な社会の実現｣に向けた当社の取り組みを子供たちに
具体的に伝えると共に、「未来の仕事」をテーマに課
題解決力、チームワーク、チャレンジ精神を育てる場
を提供する。

7‐2

（2014年ＣＳＲレポート）
三井物産「サス学」アカデミー
：
http://www.mitsui.com/jp/ja/csr/s
ocial/education/child/sasugaku/

三井物産株式会社

小中高生を対象に「出前授業」を実施。「森のめぐみ
と森の仕事」をﾃｰﾏに、森林の役割や生物多様性の大切
さ、日本の森林の現状や林業の仕事について紹介する
意識啓発活動を継続。14年度は17校・1,500名に実施。 目標１
又、「三井物産の森」（社有林）にて、林業や森林環
境について学ぶ体験型ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを実施。14年度は14回・
500名が参加。

7‐2

(2014年ＣＳＲﾚﾎﾟｰﾄ）
森林・環境学習サイト：http://
www.mitsui.com/jp/ja/morikids/in
dex.html
三井物産の森を通じた環境教育
「森のきょうしつ」：http://ww
w.mitsui.com/jp/ja/csr/contributio
n/forest/env_edu/program/index.h
tml

ファンケル

ブラザー工業㈱

株式会社カネカ

貴社名

具体的取り組み

愛知目標

三菱電機株式会社

みつびしでんき野外教室
森林や河原、講演、海岸といった自然のフィールドを
「教室」に見立て、社員とその家族、地域の皆様がと 目標１
もに自然を体感し、自然との共生を考え、環境をより
よいものに変えていく行動力を育みます。

三菱電機株式会社

行動指針

参考資料

7‐1

http://www.mitsubishielectric.co.jp
/corporate/environment/policy/na
turalsymbiosis/class/index.html

事業所の生きもの調査・観察
専門家の知恵を借りながら行う「事業所の生きもの調
査」と社員が行う「生きもの観察」の二つのアプロー 目標１
チで、事業活動と生きものとのかかわりについて理解
を深めています。

1‐2

http://www.mitsubishielectric.co.jp
/corporate/environment/policy/na
turalsymbiosis/observation/index.h
tml

里山の保全と夏休み子供教室を支援
昭和電線ホールディング
海老名市より、当社の緑地公園を使って夏休みに小
目標１
ス株式会社
学生を対象とした「昆虫採集および木の勉強会」を開
催したいとの申し入れがあり、お手伝いをしました。

7‐2

http://www.swcc.co.jp/environme
nt/csr/2014/protection.html

昭和電線ホールディング Ｋids ＩＳＯ
ス株式会社
地域の小学校へ出前授業を実施

目標１

7‐2

http://www.swcc.co.jp/environme
nt/csr/2014/communication.html

「街育」と称して年間で1,000名の未来を担う子どもた
ちに、弊社の待ちづくりにおける環境・安全・文化と
いう3つのミッションをどのように具現化しているかを
目標１
、六本木ヒルズ等の現場で体感してもらっている。環
境面では屋上緑化・都心の田んぼ・生物多様性に配慮
した緑地を見て、触って、感じてもらっている。

7‐2

http://www.mori.co.jp/machiiku/

森ビル株式会社

株式会社

竹中工務店

自然との共生
人と自然が共生する建築やまちづくりを目指して、201
2年3月に「生物多様性活動指針」を定め、設計提案に
よる都市域等での生物多様性保全に資する先進的な都
市再開発なプロジェクトの創出を推進している。
土地利用状況評価ツールを一般社団法人企業と生物多 目標１
様性イニシアティブ(JBIB）の活動で当社研究員がリー
ダーとして開発し、産業界に普及したり、社内でも建
物の計画・設計や自社土地の評価に利用している。

5‐2

コーポレートレポート２０１４
（３３頁）
http://www.take
naka.co.jp/corp/report/pdf/2014/p
31_44.pdf
サステナビリティレポート２０
１３（１１頁）http://www.take
naka.co.jp/enviro/es_report/pdf/2
013/p11_16.pdf
②生物多様性 http://www.take
naka.co.jp/solution/needs/ecosyste
m/index.html

株式会社島津製作所

当社の女性社員で構成された環境活動チームの「え～
こクラブ」が作成した絶滅危惧種をテーマとして生物
多様性を学ぶことのできるカードゲーム”bidi”を開発し 目標１
、無償で配布するほか、教材として用いながら小中学
校に対しての出前講義を実施している。

7‐2

生物多様性の保全
http://www.shimadzu.co.jp/csr/ec
o/biodiversity.html

東レ株式会社

２０１０年１２月に東レグループ生物多様性基本方針
を制定し、全社員へ周知、各社員が生物多様性の価値
目標１
を理解し、東レグループとしての行動を認識している
。

1‐2

http://www.toray.co.jp/csr/enviro
nment/safety/saf_011.html

東レ株式会社

東レグループの事業活動と生物多様性との関係性マッ
プを作成し、生物多様性への影響の把握と、生物多様 目標１
性保全に貢献する製品を特定した。

3‐1

東レグループＣＳＲレポート２
０１４ (P77)で公開

株式会社東芝

一部のモデル工場で進めるのではなく、グローバル６
４拠点すべてで２０１５年までにビオトープを整備す
ることを計画している。その際に、手間や費用を抑え 目標１
つつも実効性の高い生物多様性貢献活動の簡易手法を
策定している。

株式会社東芝

生態系サービスの中でも「文化的サービス」への貢献
に特化して展開している。従業員とその家族や工場周
目標１
辺の地域住民の皆様と一緒に取り組むことで、生物多
様性の主流化を加速させることも企図している。

日本アビオニクス株式会 弊社の社会貢献活動
社
環境CSRレポート2014の抜粋→１３．社会貢献活動

目標１

1‐2

http://www.toshiba.co.jp/env/jp/vi
sion/biodiversity_j.htm
環境レポート2014P14

7‐2

http://www.toshiba.co.jp/env/jp/vi
sion/biodiversity_j.htm
環境レポート2014P15

6‐2

添付資料参照および弊社環境CS
Rレポート2014開示
http://www.avio.co.jp/company/a
bout/environment/

貴社名

具体的取り組み

愛知目標

行動指針

参考資料

目標１

1‐1

http://www.nissui.co.jp/social/envi
ronment/05.html#section01

目標１

1‐1

http://www.hitachi‐
solutions.co.jp/company/csr/eco/
management.html

放送カメラ、監視カメラの使用時の環境負荷を軽減し
目標１
、生物多様性への意識向上に貢献している。

7‐2

同上

「ＳＡＶＥ ＪＡＰＡN プロジェクト」
保険契約者がWeb約款を選択することにより、当社が
損害保険ジャパン日本興 環境ＮＰＯに寄付を行い、当該ＮＰＯと協働で、地域
目標１
亜株式会社
の希少生物種と触れ合う参加型の環境保全活動を開催
。2011年度の開始以降、延べ27,000人を超える市民が
参加。

7‐2

http://savejapan‐pj.net/

前田建設工業株式会社

・法面保護に在来種の植生を利用（生態系混乱の防止
）
京王井の頭線の神泉駅～駒場東大前駅間における耐
震補強工事において、法面養生と景観保護を目的とし 目標４
た植栽を実施した。その際、育成の早い外来種ではな
く、在来種の植生を用いることにより、周辺の生態系
に及ぼす影響を極力抑制した。

7‐2

CSR報告書2015 p47‐48

前田建設工業株式会社

・埋立予定池における水中生物保護
小学校の新築工事において、掘削工事によって発生
した残土を池に埋立てるのに先立って水中生物の保護
目標４
を行った。専門家立会いのもと、網やボードなどを用
いて捕獲したのち、埋め立ての対象になっていない隣
の池に放流した。

3‐1

CSR報告書2015 p47‐48

前田建設工業株式会社

・浚渫土砂の流出抑制（水質汚濁の防止）
橋梁の補強工事において、橋脚部分の土砂を取り除
いた。その際、周辺の生態系への影響を考慮し、濁水
の流下や拡散を防止するためのシルトフェンスを二重 目標４
に設置するとともに、上流からの漂流物を水鳥が飲み
込んでしまわないように定期的なメンテナンスを行っ
ている。

3‐1

CSR報告書2015 p47‐48

KDDI株式会社

通常の商用電力に加え、太陽光パネルによる発電、深
夜電力により蓄電池に充電された電力を時間ごとに効
率よく供給する電力制御技術を用いた「トライブリッ
目標４
ド基地局」をau携帯電話基地局に導入。日本全国100カ
所に設置。従来の商用電力のみを使った場合よりも、C
O2排出量において最大約30%の削減が見込めます。

日本水産株式会社

環境憲章行動指針に「生物多様性保全」を加えた

(株)日立ソリューション 環境方針(サイトＥＭＳ行動方針)
ズ
株式会社日立国際電気

4‐1

http://media3.kddi.com/extlib/files
/corporate/csr/environment/pdf/2
015_env_03.pdf
→基地局における消費電力低減
と災害対策の取り組み

KDDI株式会社

auショップでお客さまから回収した使用済み携帯電話
を一台ずつ手作業によって、基盤、液晶、カメラ、プ
ラスチック、ネジ、鉄、アンテナ、モーター、スピー
目標４
カーなどに分解し、それぞれリサイクルしています。2
014年度も、99.8%とほぼ100%に近い再資源化率を実現
しました。

4‐1

http://media3.kddi.com/extlib/files
/corporate/csr/environment/pdf/2
015_env_04.pdf
→携帯電話リサイクルの推進

株式会社

2014年に販売した製品に使用されている木材の樹種、
使用量、原産国の把握及び環境社会報告書へ掲載を開
目標４
始した。
（把握範囲の拡大が今後の課題）

3‐1

http://www.itoki.jp/sustainability/
environment/envreport/variety.ht
ml

7‐2

―

イトーキ

キッコーマン株式会社

キッコーマンは、近隣小学生を対象にした「エコ学習
」を、清水公園で開催しています。
約2時間、インストラクターと共に公園内に見られる
自然を見つめ、そこに現れているさまざまな命のあり
方、尊さを楽しく学びます。それを通して、自然を愛
することの大切さを知り、持続可能な社会の実現に向 目標４
けての基礎的な力が養われれば、と願っています。子
供たちからは「季節によって生き物がいろいろな動き
をしているのがわかった」など多くの感想が寄せられ
ています。

貴社名

キヤノン株式会社

具体的取り組み
愛知目標 行動指針
参考資料
大分キヤノン大分事業所では、2005年の操業以前から
この地に生息していた野生のキジを保護するために、
事業所内でキジを飼育し、敷地内の「キヤノンの森」
http://canon.jp/ecology/charter/bi
に放鳥しています。2012年は日本キジ飼育のプロから 目標４
3‐1
odiversity.html
学ぶ「P‐
Project」（キジ孵化・育雛率向上計画）を発足。キジ
の放鳥に成功しています。

スリランカの紅茶農園におけるレインフォレスト・ア
ライアンス認証取得支援
キリングループは2013年から良質な茶葉の産地である
スリランカの紅茶農園の持続性向上に向けた取り組み
キリンホールディングス を展開している。内容は自ら持続可能性を高める意欲
目標４
㈱
がある農園を支援するためレインフォレスト・アライ
アンス認証の取得に向けたトレーニング費用の助成で
ある。2014年までの累計で30を超える紅茶農園がトレ
ーニングを開始している。（2015年には50以上の予定
）
紙・印刷物への対応
2013年に紙・印刷物についてWWFジャパンと協働で「
行動計画」を設定。2013年は、使用しているすべての
コピー用紙について、「キリングループ持続可能な生
キリンホールディングス
物資源調達ガイドライン」に準拠していることを確認 目標４
㈱
し、2014年からは封筒、商品カタログ等の印刷物のFSC
認証用紙への切替を推進。また、「持続可能な紙利用
のためのコンソーシアム」に設立メンバーの1社として
参画。
サントリーグループは、自然の恵みに支えられている
企業の責務として、持続可能な地球環境を次代へ引き
渡すことを目的に、『環境ビジョン2050』を策定する
サントリーホールディン
とともに「2020年目標」を設定し、生物多様性の保全 目標４
グス（株）
を含む自然環境保全・再生の取り組みをさらに積極的
に展開していきます。

3‐1

3‐1

http://www.kirinholdings.co.jp/csv
/env/bioresource/sustainable.html

http://www.kirinholdings.co.jp/csv
/env/bioresource/sustainable02.ht
ml

1‐2

http://www.suntory.co.jp/eco/teig
en/vision/

サントリーは「水のサステナビリティ」実現のために
、「天然水の森」整備活動を基幹事業として取り組ん
でいます。2014年時点でおよそ8,000ha超の面積で森林
サントリーホールディン
保全・再生活動を展開しており、2020年までに12,000h 目標４
グス（株）
aに拡大することを目標としています。これは国内自社
工場で使用する地下水量を育む面積の２倍に相当しま
す。

3‐1

http://www.suntory.co.jp/eco/fore
st/

【地域循環】
①青汁の絞り粕を発酵させ地域酪農家に牛のエサとし
て販売。酪農家より牛糞をケール畑の肥料として活用
。
②ミネラル農法で化学肥料や農薬を低減。愛媛県資源 目標４
循環優良モデル事業所として認定。
③発芽米で発生するくず米を鶏のエサに活用。工場で
発生する生産水を自社菜園（旧駐車場）の肥料水とし
て活用。

4‐1

http://www.fancl.jp/csr/env/biodiv
ersity.html

ブラザー工業㈱

グループ全社において、事業活動や物流などエネルギ
ー起源および製品の省エネ性能の向上などCO2排出量
目標４
の削減活動を展開し、温暖化など気候変動による生態
系への影響を配慮している

4‐1

http://www.brother.co.jp/eco/man
agement/action_plan/index.htm#t
arget02

王子ホールディングス

国内に19万ha（約650ヶ所）、海外に29万ha（9ｹ国）の
森林を所有・管理し、持続可能な森林経営を展開、今 目標４
後も長期に亘り管理して行く。

2‐1

”王子グループレポート2014”；
P64～65

株式会社

ファンケル

貴社名

株式会社ディスコ

具体的取り組み

愛知目標

小型電子機器の回収活動（中国）
2014年度から中国の現地法人DISCO HI‐TEC CHINA
CO.,
LTD.では、不要となった小型の電子機器（携帯電話、
イヤ
ホン、充電器、マウス等）を回収し、リサイクル資源
として専門業
目標４
者に提供しています。
回収された電子機器は、素材毎に分解、再利用する
ことで資
源を有効活用しています。現在では、ゴミの分別をよ
り細分化す
るなど、社員の環境に対する意識向上に繋がっていま
す。

行動指針

参考資料

4‐1

―

1‐1

http://www.marubeni.co.jp/csr/csv
/afforestation/

3‐1

２０１５年CSR報告書p36

生物多様性問題に対する取組を経営課題として推進。
①企業方針として生物多様性行動保全指針を制定
②2008年のCOP９においてドイツ政府提唱の「ビジネ
三井住友トラスト・ホー スと生物多様性イニシアティブ」に賛同し、リーダー
目標４
ルディングス株式会社
シップ宣言へ署名、活動を推進 ③2012年のRio+20に
て「自然資本宣言」に署名 ④エコプロダクツ展（20
07年より生物多様性をテーマに継続出展）など、啓発
活動に努める。

2‐1

CSRレポート2014（p.14‐31）
http://smth.jp/csr/report/2014/full
/all.pdf

生物多様性問題の解決に貢献する金融商品・サービス
を提供。①日本経団連自然保護基金の公益信託を受託
・運営 ②トラスト地の買取に寄付する社会貢献寄付
三井住友トラスト・ホー
信託を販売 ③生態系への配慮や認証制度をとりいれ 目標４
ルディングス株式会社
た環境配慮型建築コンサルティング ④自然資本評価
を組み入れた環境格付融資の提供 ⑤生物多様性に配
慮する企業に投資する生物多様性SRIファンドの販売。

3‐1

CSRレポート2014（p.32‐45）
http://smth.jp/csr/report/2014/full
/all.pdf

営業拠点で地域社会に貢献し、信頼関係を築く活動の
一つとして「生きもの応援活動」を実施。①ナショナ
ル・トラスト活動の支援・普及啓発活動 ②NGOと協
三井住友トラスト・ホー
力した各種イベントの実施・参画 ③生物多様性、絶 目標４
ルディングス株式会社
滅危惧種をテーマとしたロビー展の開催 ④在来植物
の保護などを目的とした森林、里山の保全活動の実施
他多数。

3‐3

CSRレポート2013（p.110‐122）
http://smth.jp/csr/report/2014/full
/all.pdf

1984年の駿河台ビル竣工当時から、都心の本社ビルの
あり方として、「周辺環境との調和」を理念の一つと
して掲げ、既存樹の活用や高木の植栽に耐えられる構
造を供えた屋上庭園の築造など、企業の緑化取組の先
三井住友海上火災保険株 駆けとして、外部からも高い評価を得ている。駿河台
目標４
式会社
新館の緑地管理および駿河台ビル改修にあたっては、
これらの理念や歴史を引き継ぎ、新しい技術を用いた
緑化や地域の生物多様性に配慮した緑化など、「緑の
もつ力」を最大限表現することを目指し、取り組みを
進めている。

3‐1

http://www.ms‐
ins.com/company/csr/environment
/afforestation/

丸紅株式会社

共同印刷株式会社

天然木を伐採することの無い、環境に配慮した持続可
目標４
能な植林事業を行っている。
資源の持続性を意識し、環境負荷の低い資材を使っ
たモ
ノづくりを進めている。環境負荷の低い原材料を優先
的に
調達しているほか、お客様に対してもこうした資材を 目標４
使用し
た印刷物の製作を積極的に提案している。（FSC森林認
証
取得等）

貴社名

具体的取り組み

愛知目標

「＆ＥＡＲＴＨ ＤＡＹ」。当社グループビジョン「
＆ＥＡＲＴＨ」と「森をそだてる大切さ」を伝えるこ
とを目的としたイベント。ＮＰＯ法人やプロの音楽家
・木工職人・ボランティアの学生などに協力をいただ
き親子が一緒に楽しく学べるワークショップ形式の「 目標４
＆ＥＡＲＴＨｍｅｌｏｄｙ（当社グループが所有する
保有林の間伐材を利用した木琴の製作）」・「＆ＥＡ
ＲＴＨ教室」（環境保全教育）のオリジナルイベント
の開催。

行動指針

参考資料

7‐2

http://www.mitsuifudosan.co.jp/co
rporate/csr/2014/special/forest/in
dex.html

5‐2

ご参考 http://www.mitsubishich
em‐
hd.co.jp/csr/download/pdf/14.pdf
2014KAITEKIレポート（統合レ
ポート）P41､P42

5‐2

ご参考 http://www.mitsubishich
em‐
hd.co.jp/csr/download/pdf/14.pdf
2014KAITEKIレポート（統合レ
ポート）P41、P43

5‐2

ご参考 http://www.mitsubishich
em‐
hd.co.jp/csr/download/pdf/14.pdf
2014KAITEKIレポート（統合レ
ポート）P41、P43

住友商事株式会社

鉱山開発における生物多様性の取り組みを「生物多様
性の民間参画に向けた日本の取組」第２版に公表、更
目標４
に他の事例も合わせ「生物多様性民間参画シンポジウ
ム in 大阪」（2015年8月27日）で講演

6‐2

(環境省HP参照)
http://www.biodic.go.jp/biodiversi
ty/private_participation/trend/
http://www.env.go.jp/press/10123
0.html/

住友林業

株式会社

2012年に「生物多様性宣言」、「生物多様性行動指針
」、「生物多様性長期目標」を制定した（「宣言」「
指針」は現在環境方針に統合）。長期目標は、「愛知 目標４
目標」を網羅的に検討し、対応する長期目標を事業レ
ベルで具体的に落とし込んでいる。

1‐1

http://sfc.jp/information/society/e
nvironment/performance/preserva
tion/preservation01.html

株式会社

グループとして「調達方針」を設け、生物多様性にも
配慮した調達を推進している。また、2020年度を目標
達成年度としたCSR中期計画では、森林認証材、植林木 目標４
、国産材など持続可能な木材の使用・取扱いを拡大す
る目標を設定して取り組んでいる。

3‐1

http://sfc.jp/information/company
/keiei_rinen/mokuzai/
http://sfc.jp/information/society/pl
an/page02.html

新菱冷熱工業株式会社

社員の家族・子どもたちの職場見学会「子ども参観日
」を開催している。見学会には環境教育も盛り込み、 目標４
環境の大切さを学ぶ機会にしている。

7‐2

2015年8月7日実施

株式会社

大林組

当社は、持続可能な社会の実現をめざして、中長期環
境ビジョン「Ｏｂａｙａｓｈｉ Ｇｒｅｅｎ Ｖｉｓ
ｉｏｎ 2050」を策定し、事業活動を通じて地球環境
の課題解決に取組んでいます。その中で2050年のある
べき社会像の一つとして「自然共生社会」を掲げ、「 目標４
生物多様性が適切に保たれ、自然の恵みを将来にわた
って享受できる」社会の実現を目指しています。2013
年度は「生態系保全の定量評価」と「生物誘致環境評
価システムの開発」について取組みました。

1‐2

コーポレートレポート2014 P.3
7・38
http://www.obayashi.co.jp/upload
s/File/ir/report/2014/ir2014.pdf

竹中工務店

持続可能な森林管理サイクルに寄与できる木材の活用
・利用
・高い耐火性能を有する木造部材「燃（も）エンウッ
ド」の開発・実用化により、都市部においても大規模
な木造建築の建設が可能となりました。国産木材の利
活用を通して、森林サイクルの維持・拡大などに寄与 目標４
する。
・国産材の利活用を図るため、ＬＶＬ（単層積層板）
およびＣＬＴ（直交集成板）による「木材を活用した
耐震改修工法」の技術開発・製品化と実プロジェクト
への適用を行っている。

三井不動産株式会社

MCHCグループが、提供するエネルギー効率の良い製品
株式会社三菱ケミカルホ や部材により、使用段階におけるCO2排出量を削減し
目標４
ールデイングス
ます。具体的には、製品を通じてＣ０２を350万トン削
減効果目標に取り組んでおります。
MCHCグループは、再生可能原料・材料の使用量を2015
年度に重油換算で１万トンにする目標を掲げておりま
株式会社三菱ケミカルホ
す。枯渇の可能性のある化石燃料（石油、石炭、天然 目標４
ールデイングス
ガス）から、再生可能な原料（植物由来などの天然資
源）へ転換します。
MCHCグループは、水の浄化機能を備えた製品群の拡販
株式会社三菱ケミカルホ
によって、2015年度に９億トンの利用可能な水を提供 目標４
ールデイングス
することを目指します。

住友林業

株式会社

「燃エンウッド」：http://www.
takenaka.co.jp/solution/needs/wo
od/index.html
5‐2

「木材を活用した耐震改修工法
」：http://www.takenaka.co.jp/ne
ws/2015/07/01/index.html

貴社名

東北電力株式会社

具体的取り組み

愛知目標

当社は、東日本大震災による福島県沿岸部の津波被災
地の復旧・復興において盛土材が不足している現状を
踏まえ、原町火力の石炭灰を利用して盛土材として活
用できることを確認し，地域復興の一助となるよう発
目標４
電所に製造装置を設置し、製品化(「輝砂」)すること
とした。

目標４
(株)日立ソリューション CSR報告書
ズ
電気使用量、物流燃料使用量の削減によるＣＯ２削減
菱洋エレクトロ株式会社
目標４
の推進
グリーン調達ガイドラインを制定し、グリーン購入を
菱洋エレクトロ株式会社
目標４
推進

行動指針

4‐1

6‐2
4‐1
3‐1

参考資料

東北電力HP
http://www.tohoku‐
epco.co.jp/news/normal/1187417_
1049.html

http://www.hitachi‐
solutions.co.jp/company/csr/report
/
http://www.ryoyo.co.jp/csr/contrib
ution_society.html
http://www.ryoyo.co.jp/csr/c‐
control.html

三機工業株式会社

SANKI YOU エコ貢献ポイント
省エネ提案の採用実績に応じて、そのCO2削減量を1
目標５
トンあたり100円に換算して、その金額を環境保全関連
(植林）のNPO法人へ寄付している。

3‐3

http://www.sanki.co.jp

KDDI株式会社

東京都八王子市の高尾山で環境保全活動を実施。2013
年度からの長期的な活動場所として指定。KDDIグルー
プ社員とその家族らがボランティアとして参加し、自
然保護団体「高尾グリーン倶楽部」と協同で、ヒノキ 目標５
林での除伐・間伐、間伐材を利用した木工作業などの
ボランティアを実施しています。また、同地で、都立
工芸高校との産学連携の取り組みも推進しています。

3‐3

http://media3.kddi.com/extlib/files
/corporate/csr/environment/pdf/2
015_env_05.pdf
→高尾山環境保全活動

イビデン株式会社

岐阜県、揖斐川町、NPO法人揖斐川自然環境レンジャ
ーと「生きた森林づくり」を締結し、東横山地内「イ
ビデンの森 東横山」、鶴見地内(イビデンの森 ふじ
はし」において10ヵ年計画での持続可能な森林再生活 目標５
動に継続的に取り組んでいる。
また、当地に植栽する苗木は周辺の土地から採取した
種子から育成したものを利用している。

3‐3

http://www.ibiden.co.jp/csr/contri
bution/forest/index.html

キヤノン株式会社

下丸子本社には、法定緑地面積を上回る広大な緑地に
、人の干渉がない場合に形成される潜在自然植生種を
はじめ、多くの植物が生育しています。また、玉川・
目標５
矢向・川崎事業所など、都市の貴重なエコロジカルネ
ットワーク形成の役割を担う多摩川周辺の各事業所で
も、緑地維持に取り組んでいます。

3‐3

http://canon.jp/ecology/charter/bi
odiversity.html

キヤノン株式会社

2010年5月から自然再生活動「未来につなぐふるさとプ
ロジェクト」を推進しています。この取り組みは、日
本各地において、地域ごとの環境NPOと連携しながら 目標５
、棚田の保全や森づくり、干潟の保全など、美しい「
ふるさと」を残すことを目的としています。

3‐3

http://cweb.canon.jp/csr/furusato/

スズキ株式会社

「スズキの森」植林
スズキは、2006年に林野庁天竜森林管理署と「ボラン
ティアの森」協定を結び、浜松市北部の「スズキの森
」で森林保全活動をスタートしました。
目標５
2008年からは社員やその家族、友人による植林や下草
狩りの作業だけではなく、春には椎茸の菌打ちの体験
、秋には収穫イベントを行っています。楽しみながら
森林保全に取り組む活動が継続しています。

3‐3

スズキ環境・社会レポート2014
（森林保全活動）http://www.su
zuki.co.jp/about/csr/report/2014/p
df/2014_envj_04_05.pdf

株式会社ニコン

公益財団法人オイスカが取り組む「東日本大震災復興
海岸林再生プロジェクト」に賛同し、支援を行って
います。このプロジェクトは津波によって失われた海
岸林の再生へ向けて10年計画で取り組む活動です。
目標５
なお、タイにおいては、子供への啓発等を目的に同財
団が実施している「子供の森」計画の支援をしていま
す。

3‐3

http://www.nikon.co.jp/csr/society
/support‐activities/coastal‐
forests/index.htm

貴社名

具体的取り組み

愛知目標

生物多様性保全、および森林資源の持続可能性な利用
に配慮した紙の調達を行うことを基本方針とする「紙
調達方針」を制定し、調達パートナー等の協力のもと
、同方針に沿った紙調達を進めています。2014年から 目標５
NGOと企業による「持続可能な紙使用のためのコンソ
ーシアム」にも参加しています。

行動指針

参考資料

3‐1

http://www.nikon.co.jp/csr/csr‐
procurement/policy/index.htm

生物多様性保全コンビニ決済サービス ～専用用紙に
よる商品代金払い込みで生物多様性を保全～ 生物多
様性保全コンビニ決済サービス。お客様に商品代金の
お支払いの際、コンビニ決済サービスをご利用いただ 目標５
いた件数に応じて、生物多様性を保全する団体に当社
が寄付をすると共に、当社社員が動植物の保護、およ
び生息地保全活動を支援するもの。

3‐3

http://www.r‐
lease.co.jp/csr/index.html
CSR報告書2015 P18

ルネサス
当社は、神奈川県・高知県・熊本県で森林保全活動を
エレクトロニクス株式会
目標５
行っており、年間230ンのCO2吸収を実施している。
社

3‐3

http://japan.renesas.com/media/ir
/library/pdf/csr/2014_csr_06_ver0
2.pdf

株式会社カネカ

2013年から大阪工場致地内に「摂津の森
カネカビオトープ」を開設しています。これはホタル
等が観察できる親水空間のことで、大阪工場の緑地の 目標５
一部を摂津市に貸与し、市民団体「摂津ほたる研究会
」と協同で運営しているものです。

3‐3

CSR REPORT 2015 p47

株式会社カネカ

2012年から兵庫県の「企業の森づくり事業」に参画し
、同県多可町にて「カネカみらいの森づくり」として 目標５
、山林整備・保全活動を進めています。

3‐3

CSR REPORT 2015 p47

株式会社ディスコ

森林整備への参加（広島）
ディスコでは環境方針の一環として生産拠点の緑化
を進め、それぞれの地域にあった「森の中の工場」を
目指しています。
、地域の自然環境との一層の調和を目指し、グリー
目標５
ンクラブ（2014年度現在138名所属）を中心に地元郷原
地域の樹木や草を中心に生物多様性の森づくりをはじ
めています。
これらの活動が認められ、SEGESより「Excellent Stage
Ⅱ」の認定を取得しました。

3‐3

―

三菱電機株式会社

里山保全プロジェクト
事業所周辺の公園や森林、河川などの"身近な自然"を
回復する活動
目標５
「里山保全プロジェクト」を実施しています。このプ
ロジェクトの狙いは、自然への「恩返し」とともに、
事業所のある地域に貢献することです。

3‐3

http://www.mitsubishielectric.co.jp
/corporate/philanthropy/case/field
/ecology/satoyama/index.html

三菱電機株式会社

被災地のどんぐりを育てるプロジェクトに参加
継続して復興を応援する取り組みとして2013年2月から
目標５
被災地のどんぐりを育てるプロジェクトに参加してい
ます。

3‐3

http://www.mitsubishielectric.co.jp
/corporate/philanthropy/disaster/p
roject_donguri/index.html

三洋化成工業株式会社

京都モデルフォレスト協会の趣旨に賛同し、京都府和
束町で「三洋化成の森」づくり活動を行っている。資
目標５
金提供による間伐と、従業員等によるボランティアで
舗道整備・植樹などを実施。

3‐3

「三洋化成の森」活動： http:
//www.sanyo‐
chemical.co.jp/csr/boscage.html
CSRﾚﾎﾟｰﾄ2015 P32,38 http://w
ww.sanyo‐
chemical.co.jp/csr/report.html

住友商事株式会社

主に中南米での生物多様性保全への貢献を目的に、渡
り鳥に優しい「バードフレンドリー®コーヒー」の日本
向け輸入を推進。認証によりトレーサビリティーを確
立し、消費者が認証農園を指名買いできる仕組みを構 目標５
築することで、シェードグロウン（木陰栽培）かつ有
機栽培にてアグロフォレストリー（森林農業）を守り
、渡り鳥を保護していく活動に貢献

3‐1

（弊社HP参照）http://www.sumi
tomocorp.co.jp/business/article/id
=245

出光興産株式会社

弊社の全製油所・工場の敷地内にある緑地について（
財）都市緑化機構が実施する「社会・環境貢献緑地評
目標５
価システム」を導入し、生物多様性保全の視点を取り
入れた緑地管理を推進しています。

3‐3

http://www.idemitsu.co.jp/csr/envi
ronment/biodiversity.html

株式会社ニコン

リコーリース株式会社

貴社名

出光興産株式会社

新日鐵住金株式会社

具体的取り組み

愛知目標

外航タンカーの出港時にバラスト水として積み込んだ
海水を、航海途中で生態系への影響が少ない大洋の海
水と入れ替えることで、寄港地水域の生態系を乱さな
いよう対処しており、さらに、2010年度からは、バラ 目標５
スト水に含まれる生物を除去する装置を船内に設置す
る検討を開始しています。

当社は、「自然と人間の共生」を目指して、国際生態
学センターの宮脇昭所長（横浜国立大学名誉教授）の
ご指導のもと、製鉄所・製造所の「郷土の森づくり」
を推進してきました。これは、その土地本来の自然植
生を調べ、慎重に樹木を選定し、ポット苗をつくり、 目標５
造成したマウンドに地域の方々と社員が一つひとつ丁
寧に植えていくもので、日本で初めての生態学的手法
に基づく企業による地域の景観に溶け込む森づくりと
なりました。

行動指針

3‐1

参考資料

同上

http://www.nssmc.com/csr/env/fo
rest.html
3‐3
環境・社会報告書2015 p29

中部大学と共同で、愛知県の都市部を対象に、生き物
のすみやすい環境のつながりを“見える化”したデータ
ベース「UE‐Net Aichi」を開発。（UE‐
Net自体は清水建設の単独開発）重要な環境のつながり
や、その質の違いを可視化するシステムで、敷地単体
目標５
から広域な緑地整備提案まで幅広く活用可能。今後、
国土レベルの生物多様性戦略を実現する都市緑化に向
けてデータベースを拡充する計画。
※UE‐
Net＼ユーイーネットは清水建設の登録商標です。

3‐3

積水化学工業株式会社

国内すべての生産事業所・研究所において緑地の質向
上を目指し、2013年度は、土地利用通信簿を活用し、
調査を行いました。2014年度からは、土地利用通信簿 目標５
の評価点を3年間で10ポイントアップする活動を展開し
ています。

3‐1

株式会社東芝

工場を中心として、従業員の家庭や周辺地域の森林、
河川、公園などを結ぶ生態系ネットワークの構築を推
目標５
進している。従業員の家族や周辺の住民と一緒に取り
組むことで意識啓発につながっている。

3‐2

東北電力株式会社

東日本大震災の津波により、太平洋沿岸の「海岸防災
林」は壊滅的な被害を受けた。こうした中、その土地
本来の色々な種類の木々を植える「森の防潮堤づくり
目標５
」を進められており，当社社員もボランティアによる
「種から育てて、被災地に植樹する」活動を推進して
いる。

3‐3

東北電力HP
http://www.tohoku‐
epco.co.jp/enviro/bousairin/index.
html

凸版印刷株式会社

モデルサイト（深谷工場他）の敷地内緑地で生物多様
性保全活動を開始し、「生き物と共生できる森づくり
をはじめよう」をテーマに社員とその家族が、保全活
動を体験しています。また、朝霞工場の上流に位置す 目標５
る柳瀬川で生き物観察をしたり、東京都海の森で植樹
体験を行うなど、事業所外の生物多様性保全活動に取
り組んでいます。

3‐3

TOPPAN
CSRレポート2013 P40 「生物
多様性保全への取り組み」TOPP
AN
CSRレポート2014 P40 「生物
多様性保全への取り組み」

日本水産株式会社

海外の関係会社において、水産物を取り扱う会社は持
続可能な漁業人商品（ＭＳＣ認証品）の取り扱いを増 目標５
やしている。

2‐1

－

日本通運株式会社

鳥取県日南町、山形県飯豊町、静岡県伊豆韮山の全国3
か所に「日通の森」を設け、それぞれの地域で年2～3
目標５
回の森林育成活動を実施している。そこで従業員に対
し、生物多様性保全の重要性を伝えている。

3‐3

北海道白糠町の社有林にて、絶滅危惧種「シマフクロ
目標５
ウ」の生息地拡大に向けた活動を実施している。

3‐3

http://www.nittsu.co.jp/corporate/
contribution/afforest.html

3‐3

http://www.hitachi‐
solutions.co.jp/company/csr/eco/g
reen.html

清水建設株式会社

日本通運株式会社

(株)日立ソリューション 里山保全活動(地域との共生、生物多様性保全活動)
ズ

目標５

http://www.shimz.co.jp/csr/enviro
nment/report/report2013.html
シミズCSR報告書2013 p33

2015年度CSRﾚﾎﾟｰﾄp30

http://www.toshiba.co.jp/env/jp/vi
sion/biodiversity_j.htm
環境レポート2014P13

ＣＳＲ
47)

ＲＥＰＯＲＴ

2015(p

http://www.nittsu.co.jp/corporate/
contribution/afforest.html

貴社名

具体的取り組み
愛知目標 行動指針
使用済コピー用紙をリサイクル業者に提供し、森林保
菱洋エレクトロ株式会社
目標５
3‐1
護及びＣＯ２の削減を推進
森林パルプ配合のコピー用紙使用により森林保護を推
目標５
3‐1
菱洋エレクトロ株式会社
進

新日鐵住金株式会社

積水化学工業株式会社

当社は、近年環境問題として全国的に危惧されている“
海の磯焼け”の改善に向けた「海の森づくり」も推進し
ています。
“磯焼け”現象の原因のひとつに、森林の伐採や川の上
流の開発などによって、河川を通じたコンブやワカメ
目標６
など藻類の生育に必要な“鉄分”の供給が減少したこと
が挙げられています。この課題に対し、当社は2004年
から鉄鋼スラグと廃木材由来の腐植物質を混合した鉄
分供給ユニットを開発し、藻場の造成に取り組んでい
ます。

3‐1

生産事業所から排出される排水の水生生物への悪影響
を未然に防止するため、2013年度よりWETを活用した
調査を実施しています。2014年度は新たに4事業所で評 目標６
価を自実施しました。この2年間の調査で公共用水域に
排出される排水の85%の確認を終了しました。

3‐1

参考資料
－
－

http://www.nssmc.com/csr/env/se
a.html
環境・社会報告書2015 p29

2015年度CSRﾚﾎﾟｰﾄp30

環境CSR報告書2015

阪和興業株式会社

間伐材の有効活用について、地方自治体や県森林組合
連合会などと連携を深め、間伐材の輸出促進に協力し 目標７
、海外ユーザーの開拓や用途開発を実施。

P12

4‐1

http://www.hanwa.co.jp/company
/report/index.html

スズキ株式会社

「スズキ下川テストコースの森林」適正管理
スズキのテストコースは、森林が90%を占める北海道
北部の下川町にあります。下川町は2003年に北海道で
目標７
初めて国際的なFSC®森林管理認証を取得し、テストコ
ース敷地に含まれる約303haの森林も2006年に追加認証
されました。（FSC®C015134）

スズキ株式会社

「法人の森林」制度への参加
スズキは、国有林を活用した「法人の森林」制度に参
加し、国と1996年から2028年まで分収林契約(約4.3ha)
目標７
を結んで森づくりに協力しています。分収の際には純
収益をさらに森づくり等に役立てることになっていま
す。

3‐1

スズキ環境・社会レポート2014
（森林保全活動）http://www.su
zuki.co.jp/about/csr/report/2014/p
df/2014_envj_04_05.pdf

3‐2

スズキ環境・社会レポート2014
（森林保全活動）http://www.su
zuki.co.jp/about/csr/report/2014/p
df/2014_envj_04_05.pdf

4‐1

http://www.agc.com/csr/env/act/b
iodiversity.html

適切に管理された森林から伐採された木材を原料とす
ることが認証された、森林認証製品（印刷用紙、衛生 目標７
紙等）を製造・販売している。

3‐1

”王子グループレポート2014”；
P66～67

インドネシア林業省と連携し、2005年からの6年間に、
不法伐採により荒地化した野生動物保護林３５０haに
約30万本を植林した。２０１１年からは、再生した森
三井住友海上火災保険株
林を永続的に保護するために、地元住民の経済的自立 目標７
式会社
を目的とした農業技術指導、小学校の先生への環境教
育を行い、森林再生を可能にする持続可能な地域社会
の形成を目指している。

3‐1

http://www.ms‐
ins.com/company/csr/environment
/rainforest/

旭硝子株式会社

王子ホールディングス

「間伐に寄与する紙」を積極的に利用：環境NPOオフ
ィス町内会が行っている「森の町内会－間伐に寄与す
る紙」を社内外の印刷物向けなどに購入・使用するこ
目標７
とで、健全な森林の回復に間接的に貢献しています。

貴社名

具体的取り組み

愛知目標

行動指針

参考資料

三井物産株式会社

国内の社有林（4万4千ﾍｸﾀｰﾙ）を対象に、国際森林認証
FSCを取得（2009年取得、2014年更新）。FSC認証取得
を機に、森林区分に生物多様性保護林を追加（全社有 目標７
林面積の1割）し、生物多様性の保全により踏み込んだ
森林管理の取り組みを推進。（愛知目標18にも該当）

3‐1

（2014年ＣＳＲﾚﾎﾟｰﾄ）
ＦＣＳ認証について：https://w
ww.mitsui.com/jp/ja/csr/contributi
on/forest/about/fsc.html
生物多様性保護林について：htt
p://www.mitsui.com/jp/ja/csr/cont
ribution/forest/biodiversity/conser
vation.html

株式会社

資生堂

「TSUBAKI」の原料産地「長崎県五島列島」にて、
第4回椿の植林・保全

目標７

7‐2

http://group.shiseido.co.jp/csr/env
/diversity.html

株式会社

社有林において「生物多様性保全に関する基本方針」
を定め、全社有林の森林認証の取得、環境林の設定、
生態系に大きな影響を及ぼす施業の禁止、生物多様性
目標７
豊かな水辺を保全するマニュアルの制定、社有林に生
息する動植物をまとめたレッドデータブック作成など
を行っている。

3‐1

http://sfc.jp/information/society/e
nvironment/performance/preserva
tion/preservation02.html

住友林業

新日鐵住金株式会社

清水建設株式会社

凸版印刷株式会社

凸版印刷株式会社

日本水産株式会社
日本水産株式会社

当社は、福島県相馬地域において東日本大震災に伴う
津波被害農地の除塩対策に取り組まれる東京農業大学
に対して、復興支援の観点を踏まえ、転炉スラグ肥料
を約20トン無償提供し、研究に協力して参りました。2
目標７
011年5月よりイチゴハウス、同年9月より水田1.7haに
対して転炉スラグ肥料を施肥した結果、同肥料が迅速
かつ効率的な除塩に極めて有効な方法であることが実
証され、相馬方式（東京農大方式）を確立しています
。
宗教法人生長の家
“森の中のオフィス”では地元山梨県産材のFSC認証の地
産地消木材を丸太にして4万本以上調達。流通から工事 目標７
まで綿密に管理し、大規模木造建築物では日本初のFSC
の全体プロジェクト認証を取得。
｢カートカン｣、「エコフラットカップ」は、用紙に間
伐材を含む国産材を30％以上使用した紙製飲料容器で
目標７
す。トッパンでは間伐材の積極的な利用により、国内
森林保全への貢献を行っています。
2002年に、商業印刷分野で森林認証制度FSC
COC認証を取得して以降、認証取得範囲の拡大に取り
組んでいます。2012年度には、紙製容器包装分野の伊 目標７
丹工場と三ケ日工場が、FSCとPEFCのCOC認証を取得し
ました。
ぶりの人工種苗生産による事業化を確立し、天然資源
目標７
への負荷を低減
「資源の持続的な利用について」をホームページに掲
目標７
載している

http://www.nssmc.com/product/sl
ag/index.html
6‐1
http://www.nssmc.com/news/201
30308_100.pdf

3‐1

http://www.shimz.co.jp/csr/enviro
nment/report/report2013.html
シミズCSR報告書2013 p33

4‐1

3‐1

5‐2
5‐2

TOPPAN
CSRレポート2012 P46
多様性保全の取組み」
TOPPAN
CSRレポート2013 P31
可能な消費への貢献」
TOPPAN
CSRレポート2013 P31
可能な消費への貢献」

「生物

「持続

「持続

http://www.nissui.co.jp/social/envi
ronment/products.html
http://www.nissui.co.jp/news/201
50619.html
2014年社会・環境報告書（2014
年10月発行）

日本製粉株式会社

冷凍食品（パスタ）の紙トレーにＰＥＦＣ認証紙を使
用しています。2015年6月末現在で71アイテムになりま 目標７
した。

3‐1

http://www.nippn.co.jp/csr/report
/index.html
2014年社会・環境報告書（2014
年10月発行）

日本製粉株式会社

ＪＡ全農あきたが米粉用米を低農薬で栽培することに
賛同し、農家の皆さんと田んぼの生きもの調査を継続 目標７
して行っています。

6‐1

http://www.nippn.co.jp/csr/report
/index.html

貴社名
ブラザー工業㈱

具体的取り組み

愛知目標

製品を構成する部品・原材料のグリーン調達や工場に
おける水質・大気・土壌など汚染防止を徹底し、化学 目標８
物質による生態系への影響を配慮している

MCHCグループは、地球環境負荷を05年度比30％削減す
ることをめざしております。GHG、Nox、Sox、ばいじ
株式会社三菱ケミカルホ ん,VOC、排水中の全窒素量の環境負荷物質が、環境に
目標８
ールデイングス
どの程度影響を与えるかを環境影響評価手法に基づい
た係数を用い数値化し、製造過程で排出される物質の
環境影響削減に取り組んでおります。

行動指針

参考資料

4‐1

http://www.brother.co.jp/eco/reg
ulation/green_procurement/index.
htm

3‐1

ご参考 http://www.mitsubishich
em‐
hd.co.jp/csr/download/pdf/14.pdf
2014KAITEKIレポート（統合レ
ポート）P41、P42

アニュアルレポート2015 p.47

http://search.marubeni.com/ja/i‐
viewer_s/?p_no=49&m_p=124&p_i
d=134367&file_name=http%3A%2
F%2Fwww.marubeni.co.jp%2Fir%2
Freports%2Fannual_report%2Fdata
%2Far15jp_all.pdf&t=&kw=%E3%8
3%90%E3%83%A9%E3%82%B9%E3
%83%88%E6%B0%B4

丸紅株式会社

コンパクトかつ低コストでオペレーションが可能なバ
ラスト水処理装置の普及を通じて、海洋生態系保護の 目標９
取組みに貢献している。

3‐1

川崎汽船株式会社

バラスト水の保有を最小化する船舶の導入やバラスト
目標９
水管理条約発効に備えたバラスト水処理装置を搭載。

3‐1

川崎汽船株式会社

環境に優しい非金属系等の無毒型船底塗料の採用を拡
目標９
大。

3‐1

川崎汽船株式会社

当社保有林での里山保全活動。

目標９

3‐3

日本精工株式会社

工場が琵琶湖湖畔に位置するため、外来魚駆除の活動
を2014年度から毎年、従業員で有志を募り実施するこ 目標９
とにした。

3‐3

2015年CSR報告書

株式会社八十二銀行

生物多様性保全活動の一環として、平成26年度より特
定外来生物「アレチウリ」の駆除ボランティアを実施
しています。26年度は、２ヵ所３回で役職員６７名が 目標９
参加、２７年度は５ヵ所８回で役職員約１４０名が参
加いたしました。

3‐3

2015年「八十二銀行の現況（CS
Rレポート）P４５

株式会社滋賀銀行

「外来魚駆除・釣りボランティア」
琵琶湖の外来魚を釣りで駆除、生態系を守る活動。

3‐1

CSRリポート2014

5‐2

スズキ環境・社会貢献ホームペ
ージ「SUZUKI GREEN
Technology」
http://www.suzuki.co.jp/about/csr
/index.html

5‐2

環境・CSR報告書2015P21

株式会社カネカ

お客様の使用段階、廃棄・リサイクル段階において、
従来製品と比べて地球環境負荷低減に貢献できる製品
を「環境配慮製品」と定義し、事業活動を通じて持続
目標１０
可能な社会の創造に貢献できるよう努めています。環
境配慮製品として、C02排出量削減に貢献する製品の定
量評価を進めています。

5‐2

CSR REPORT 2015 p35

丸紅株式会社

洋上風力発電、大規模太陽光発電、小水力発電、地熱
発電など、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの利 目標１０
用･普及に、積極的に取り組んでいる。

5‐2

http://www.marubeni.co.jp/busine
ss/power_plant/power/summary/

積水化学工業株式会社

連結売上高に占める環境貢献製品の売上高比率を2016
年度に50%以上に拡大することを環境｣中期計画の目標
に掲げています。2014年度は、太陽光発電システム搭 目標１０
載住宅の好調や環境貢献製品の品目増加によって、売
上高比率の年度目標の44.5%を達成しました。

6‐1

2015年CSRﾚﾎﾟｰﾄp31

スズキ株式会社

タキロン株式会社

目標９

「先進環境技術」の追求
スズキは、環境保全に貢献する先進環境技術を「SUZU
KI GREEN
目標１０
Technology」と位置付け、低燃費・低排出ガス・省資
源などの小さなクルマに適した環境技術を追求してい
ます。
生分解性プラスチック技術を応用したサンゴ群集再生
目標１０
実験の取組

http://www.kline.co.jp/csr/environ
ment/biodiversity.html
http://www.kline.co.jp/csr/environ
ment/biodiversity.html
http://www.kline.co.jp/csr/environ
ment/management.html

P20

貴社名

具体的取り組み

愛知目標

国内13地域で、環境ＮＰＯなどと連携し、森づくりや
山村での棚田･干潟の保全などに取り組む「未来につな
キヤノンマーケティング
ぐふるさとプロジェクト」を展開しています。2014年 目標１１
ジャパン株式会社
は35回のボランティア活動を実施し、713名の従業員と
家族が参加しました。

共同印刷株式会社

社員及びその家族を対象に生物多様性について考え
る一助となることを願い、2010年より「赤城自然園」
（群馬県渋川市）で渡り蝶である「アサギマダラ」の
生態調査を目的としたマーキングを行っている。この 目標１１
調査会を通じ、生物多様性保全を意識した企業活動を
考える機会ともなっている

行動指針

参考資料

7‐1

http://cweb.canon.jp/csr/furusato/
index.html

3‐1

参考資料
http://www.kyodoprin
ting.co.jp
「CSR活動」
2015年CSR報告書p28

他地域の植栽樹木による遺伝的なかく乱、遺伝的多様
性の減少を防ぐため、植栽によく使われる３種の樹木
（イロハモミジ、ヤマザクラ、ヤブツバキ）を対象と
して、中部大学応用生物学部と共同で、遺伝子解析に 目標１１
よる判別手法を開発。植栽樹木の由来調査（スクリー
ニング）に基づく供給体制やトレーサビリティの確立
を目指している。

6‐1

凸版印刷株式会社

2014年3月に竣工した群馬ｾﾝﾀｰ工場の緑化計画は、土地
開発における生物多様性配慮の社内規定により、第三
目標１１
者評価を実施し、都市緑化機構が認定する社会貢献緑
地「都市開発版SEGES」の認定を受けました。

3‐1

TOPPAN
CSRレポート2013 P40 「生物
多様性保全への取り組み」

株式会社日立国際電気

富山市「企業の森づくり」に参画、工場近隣の２ヘク
タールの市有地を企業の森とし、従業員のボランティ
目標１１
ア活動により、間伐、下草刈り、遊歩道整備を行い、
里山として育てている。

3‐3

同上
（当社インターネットサイト「
生物多様性への取り組み」）

ビオトープ
キリンビール横浜工場では2011年4月に策定された生物
多様性横浜行動計画「ヨコハマbプラン」に賛同した取
り組みとして地域のNPO法人と連携しビオトープを整
キリンホールディングス 備。絶滅が危惧される地域在来のメダカや、ホトケド
目標１２
㈱
ジョウを生息域外保全している。キリンビール神戸工
場でも、場内のビオトープにおいて地域の研究機関と
協働し、絶滅が危惧されるカワバタモロコの定着に成
功している。これらは地域のこどもたちの環境教育プ
ログラムにも活用されている。

3‐1

清水建設株式会社

公益信託「サントリー世界愛鳥基金」は、新たな助成
部門として「水辺の大型鳥類保護」部門を創設しまし
た。コウノトリ、トキ、ツルなど水辺の大型鳥類の保
サントリーホールディン
護活動を行っている団体への助成を通じて、水田や湿 目標１２
グス（株）
原など日本の豊かな水辺の環境保護をいっそう推進し
ていきます。

http://www.shimz.co.jp/csr/enviro
nment/report/report2014.html
シミズCSR報告書2014 p42

http://www.kirinholdings.co.jp/csv
/env/bioresource/stakeholder.html

3‐3

http://www.koueki‐suntory‐
aityou.jp/gaiyou/sikumi.html

パナホーム㈱

千里本社ビル（大阪府豊中市）横に、緑化ゾーン「つ
ながりのひろば」を開設。在来種を中心とした植栽や
、ビオトープを設置。絶滅危惧種を保全し、地域の小
目標１２
学生を対象とした環境教育の場としても活用している
。大阪府、豊中市、研究機関、大学と協定を結び、生
物多様性保全活動をすすめている。

3‐3

http://www.panahome.jp/compan
y/news/release/2013/0419.html

株式会社

ファンケル

【原料】
①新規原料の選定。深海鮫から栽培できるオリーブ、
サトウキビ由来原料に代替。
目標１２
②サケなど頭部で廃棄されていた部分を活用してサプ
リメント原料に活用。
③アルガンオイル（先住民の女性支援や植樹）を選定

3‐1

http://www.fancl.jp/csr/env/biodiv
ersity.html

王子ホールディングス

内外に所有する森林において、絶滅危惧種（高山植物
、稀少魚類イトウ、稀少鳥類キウイ、ムトン等）、希
目標１２
少植物（スズラン）の保全、再生活動をＮＰＯと協働
で推進している。

6‐1

”王子グループレポート2014”；
P68～69

貴社名

具体的取り組み

愛知目標

行動指針

参考資料
http://www.sarufutsu‐
icc.gr.jp/index.html

王子ホールディングス

猿払イトウ保全協議会活動を通じてのイトウ保護

目標１２

3‐3

関西電力株式会社

兵庫県豊岡市では、人工飼育された国の特別天然記念
物コウノトリの自然放鳥が行われています。当社は、
放鳥されたコウノトリが電線に衝突して怪我をしない 目標１２
ように電線などにカラーリングを取り付けて送電線の
視認性を高め、衝突を防止する対策を施しています。

3‐3

http://www.kepco.co.jp/corporate
/kankyou/report/safety/region/sei
butsu02.html

株式会社

与那国島の環境保全活動支援

目標１２

7‐2

http://www.shiseidogroup.jp/csr/e
nv/diversity.html

住友ゴム工業㈱

国内5事業所におきて絶滅危惧種類の保全・育成活動を
目標１２
行っており、種の生物多様性保全に貢献している。

3‐3

2015年CSR報告書

住友商事株式会社

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ「ﾊﾞﾂﾋｼﾞｬｳ銅・金鉱山開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」：鉱山地
域に棲息する希少種の野鳥、又、周辺のｳﾐｶﾞﾒ産卵地や 目標１２
サンゴ礁の保護に配慮した鉱山開発

3‐1

（弊社HP参照）
http://www.sumitomocorp.co.jp/fil
es/user/doc/csr/report/env2013j_
12.pdf

住友商事株式会社

ﾛｼｱ「ﾁｪﾙﾈｲﾚｽ木材ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」：年間伐採許容量
を厳しく管理した持続可能な森林経営で、森林認証制
目標１２
度である「FSC認証を取得」、また、絶滅危惧種のｱﾑｰﾙ
ﾄﾗの生息数増加に貢献した木材ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

3‐3

（弊社HP参照）
http://www.sumitomocorp.co.jp/cs
r/environment/biodiversity/

清水建設株式会社

兵庫県が朝来市に建設する洪水調整などを目的とする
与布土ダム建設工事では、周辺に生息するクマタカや
オオサンショウオなど貴重な動植物などの生態への影
響を軽減するため、仮設備のアースカラー塗装、防音
目標１２
カバー設置、新工種着手時のコンディショニング（ク
マタカを慣れさせるため、建設機械を現場に置いてお
くだけの期間から徐々に作業時間を延ばす）などを実
施。

株式会社

資生堂

大林組

当社が施工中の新名神高速道路の建設予定地周辺では
、桑名市指定の天然記念物で三重県のレッドデータブ
ックに絶滅危惧種として指定されているヒメタイコウ
チの生息が工事着工前に確認されていました。生息地
周辺での工事の際には、お客様、保全委員会、市教育 目標１２
委員会と連携して、湿原地に上流からの水の供給が途
絶えないよう、保全に取組んでいます。また、工事予
定地が生息地に掛かるエリアについては、工事エリア
外に一時移植しています。

3‐1

http://www.shimz.co.jp/csr/enviro
nment/report/report2013.html
シミズCSR報告書2013 p33

3‐1

中国電力（株）

発電所構内で繁殖している「ハヤブサ」の親子を1992
年に発見し，野鳥の専門家の指導をいただきながら煙
突の中段に巣箱を2000年に設置。繁殖期には保修工事
目標１２
を避けるなどできるだけ刺激を与えないよう配慮した
ところ，その後，ほぼ毎年2～3羽のヒナが育っている
。

株式会社東芝

工場敷地を利用して周辺に生息する希少な動植物の生
息域外保全を実施している。企業の工場はセキュリテ
ィが確保されているため第三者による盗掘・乱獲や天
目標１２
敵・侵略的外来種による食害の恐れがないことから世
界中の拠点に展開しており、各国で多種多様な絶滅危
惧種の保護・人工増殖を進めている。

3‐2

工場の敷地内に生息・生育している貴重な動植物（レ
ッドデータリスト掲載種）について、保護しながら、 目標１２
毎年生息・生育状況をモニタリングしている。

3‐1

日本精工株式会社

P26

コーポレートレポート2014 P.4
0
http://www.obayashi.co.jp/upload
s/File/ir/report/2014/ir2014.pdf

2015エネルギアグループ環境報
告書 p34
0
http://www.energia.co.jp/corp/acti
ve/csr/kankyou/index.html

http://www.toshiba.co.jp/env/jp/vi
sion/biodiversity_j.htm
環境レポート2014P11‐12

2013年CSR報告書

2014年社会・環境報告書（2014
年10月発行）

日本製粉株式会社

天然記念物である『トキ』の保護活動を支援するため
、トキのロゴいりスパゲッティを販売し、売り上げの
目標１２
一部を『新潟県トキ保護募金』に寄付金として贈呈し
ました。

3‐3

http://www.nippn.co.jp/csr/report
/index.html

貴社名
株式会社滋賀銀行

株式会社滋賀銀行

ウシオ電機
住友ゴム工業㈱

武田薬品工業株式会社

具体的取り組み

愛知目標

「カーボンニュートラルローン未来よし」による琵琶
目標１２
湖の固有種・絶滅危惧種の保護・育成・放流活動。
「ビワマス遡上プロジェクト」
11‐
3月まで、役職員の家庭の冷蔵庫で孵化、育成、した稚
魚を地元の川へ放流する活動。
植物に対する特定波長を照射し、効率よく育成する技
術
国内８事業所において、地元のどんぐりを拾い地元で
育て地元の活動地に植樹しており、遺伝子の生物多様
性保全に貢献している。
薬用植物園において、絶滅危惧種を含む重要な薬用・
有用植物資源を収集し、生息域外保全として育苗して
いる。。

行動指針

参考資料

3‐1

CSRリポート2014

P14

目標１２

3‐1

CSRリポート2014

P22

目標１３

5‐2

2014年6月発行事業報告書

目標１３

3‐3

2015年CSR報告書

目標１３

3‐3

2014CSRデータブック p.41
http://www.takeda.co.jp/csr/repor
ts/

3‐2

セコムＷｅｂサイト
ＣＳＲの取り組み＞地球環境と
ともに
<http://www.secom.co.jp/corporat
e/csr/report/hozen4.html>

P21

セコム株式会社

「セコムの食」の取り組み
「セコムの食」の生産者の方々はそれぞれ生物多様性
に配慮した取り組みを行っています。そうして生産さ
目標１４
れた食品の販路を提供し、作り手の思いをお客様へ余
すことなく伝えることが、セコムの食の役割で、作り
手を支援していくことにつながります。

セコム株式会社

エコツアーの推進
セコムグループ社員の福利厚生を担当する株式会社ワ
ンダードリームと協力して社員向けの「エコツアー」
目標１４
の紹介の取り次ぎを行っています。このエコツアーを
さらに推進するため、社内イントラネット上に特集｢エ
コツアーに出かけよう｣設置しました。

7‐1

セコムＷｅｂサイト
ＣＳＲの取り組み＞地球環境と
ともに
<http://www.secom.co.jp/corporat
e/csr/report/hozen4.html>

株式会社

【商品】
①フェアトレード商品の販売と売上の一部をＮＰＯを
目標１４
通し現地 子供達の教育支援に活用
②営業ツール（情報誌等）は、ＦＳＣ認証紙やベジタ
ブルインクを活用

2‐2

http://www.fancl.jp/csr/fairtrade/

森ビル株式会社

アークヒルズ・六本木ヒルズでは「ヒルズマルシェ」
と称した朝市を定期的に実施運営し、各地の無農薬野
菜などを中心に、たくさんの農産物が生産者から消費
目標１４
者へと手渡されて、自然の恵みに感謝する気持ちを通
じて、農業に携わる人々と都市に暮らす人々がつなが
っていきます。

6‐1

http://www.arkhills.com/marche

東レ株式会社

①東レでは、従来より地域の植生を考慮した「鎮守の
森方式」にて工場緑化活動を全社的に推進している。
目標１４
②２０１２年に従来の緑化方針を発展的に改訂し、「
東レグループ緑化基本方針」として制定した。

1‐1

東レグループＣＳＲレポート２
０１４ (P76)で公開

DIC株式会社

DIC総合研究所内に緑豊な3万坪の庭園に１００種以上
の草花や樹木が配され、自然の色彩を季節ごとに楽し
めるフラワーガーデンを庭園の一画に造成し、自然の
色彩を楽しんでいただいています。庭園では里山の保 目標１５
全を継続し、千葉県生物多様性センターのサテライト
を設置するなど、森林や生物多様性の保全に心がけて
います。

3‐3

http://www.dic‐
global.com/ja/csr/environment/bio
diversity.html

株式会社

やまなし水源地ブランドへの取組み
イトーキは『やまなし水源地ブランド推進協議会』に
参加、やまなし水源地ブランド製品の企画・開発・販
目標１５
売を行っています。また、2013年度からは、学生主体
の現地ワークショップ事業「SCDプロジェクト」を企
画・開催し、町村と都市との交流を推進。

6‐1

http://www.itoki.jp/sustainability/
environment/envreport/variety.ht
ml

ブラザー工業㈱

拠点毎に社会貢献活動として、植林活動や絶滅危惧種
の保全活動など33拠点、９０ヵ所以上で展開していま 目標１５
す

6‐1

http://www.brother.co.jp/eco/com
munication/biodiversity/index.htm

旭硝子株式会社

森林ボランティア（本社企画）：森林保全の大切さや
生物多様性への意識を高めることなどを目的として、2
008年度からAGCグループ従業員やその家族などが参加 目標１５
する「森林ボランティア活動」を、各地で実施し、間
伐や森林整備作業などを行っています。

3‐3

http://www.agc.com/csr/social/act
ivity_4.html

ファンケル

イトーキ

貴社名

具体的取り組み

愛知目標

行動指針

参考資料

関西電力株式会社

弊社と株式会社環境総合テクノス、株式会社松本微生
物研究所の3社が共同で、菌根菌を活用した「樹勢回復
目標１５
手法」と、菌根菌をはじめとする有用土壌微生物を活
用した「病害抑制手法」を開発しました。

5‐2

http://www.kepco.co.jp/corporate
/pr/2010/0430‐1j.html

関西電力株式会社

発電所では自然に近い森を短期間でつくるため、地域
に適した植栽樹種の苗木を選定し、密植・混植してい
目標１５
ます。形成した森では外来種駆除を行い、地域本来の
生物多様性を守るための環境づくりに努めています。

5‐3

関西電力グループレポート2015
P.47

関西電力株式会社

当社は自社の自然環境資源を環境教育や地域との連携
・交流に活用することを目的として、発電所にビオト
ープを造成してきました。兵庫県の奥多々良木発電所 目標１５
のビオトープでは貴重なモリアオガエルの産卵を確認
することができます。

5‐3

http://www.kepco.co.jp/corporate
/kankyou/report/safety/region/sei
butsu03.html

丸紅株式会社

間伐伐採、地域清掃などのボランティア活動などに、
目標１５
役員･社員やその家族が毎年参加している。

3‐3

http://www.marubeni.co.jp/csr/co
ntribution/volunteer/

三井不動産株式会社

グループ会社所有の北海道約５，０００ｈａの保有林
を森林の特性に応じ適切に保全・管理し積極的に活用
する「森をそだてる・つくる・いかす」のサイクルを
構築。「業務用資材（建築資材）としての利用促進」
目標１５
の一環として「スマートフローリングプロジェクト」
を始動。「国産材の活用」「生物多様性の保全」「Ｃ
Ｏ2の長期吸収・固定」などが評価されグッドデザイン
賞受賞

4‐1

http://www.mitsuifudosan.co.jp/co
rporate/csr/2014/special/forest/in
dex.html

5‐3

＜豊洲＞
http://www.mitsuifudosan.co.jp/co
rporate/csr/2011/environment/op
erations/green/index.html
＜合歓の郷ホテル＆リゾート＞
http://www.mitsuifudosan.co.jp/co
rporate/csr/2014/quality/green/in
dex.html

3‐3

（2014年ＣＳＲレポート）
三井物産環境基金＞社員参加プ
ログラム
谷津田再生プロジェクト：http:
//www.mitsui.com/jp/ja/csr/contri
bution/fund/volunteer/index.html

5‐1

http://sfc.jp/information/society/e
nvironment/performance/preserva
tion/service.html

5‐3

http://www.mori.co.jp/company/u
rban_design/environment/urban_n
ature/c06.php

三井不動産株式会社

当社所有の商業施設内にビオトープの設置（豊洲）、
英虞湾沿岸遊休地の干潟再生（合歓の郷ホテル＆リゾ 目標１５
ート） 等

三井物産株式会社

三井物産環境基金の助成先NPOと協働で、茨城県牛久
市にて機械化が難しく、更に農業の担い手不足などか
ら荒廃した谷あいの水田（谷津田）を無農薬での米作
りを通じて再生するプロジェクトを実施。現地の生物
調査や生態系の保全に協力しながら、田植え、草取り 目標１５
、稲刈り、さらに収穫した米を使った日本酒づくりと
いう伝統的な食文化まで合わせて知ることができる機
会として、グループ企業を含めた社員や家族が多数参
加している。

住友林業

株式会社

森ビル株式会社

緑化事業において、生態系保全に配慮し自生種を中心
とした緑化植物を「ハーモニックプランツ®」として提
案している。また他社と協働した「エコアセット・コ
ンソーシアム」などを通じ、生物多様性に配慮した都
目標１５
市再生、既存緑地改修、里山再生などのコンサルティ
ング事業にも取り組んでいる。

アークヒルズ仙石山森タワー・虎ノ門ヒルズでは生物
多様性定量評価手法の一つであるJ‐
HEP認証において「AAA」評価をうけ、竣工後の維持管
目標１５
理においても動植物調査モニタリングを実施し、害虫
駆除のための薬剤散布を最小限にとどめたり、生物多
様性に配慮した維持管理を実施中です。

貴社名

積水化学工業株式会社

株式会社

大林組

株式会社島津製作所

具体的取り組み

愛知目標

つくば事業所では、地元のＮＰＯ法人が取り組む「筑
波山麓での水源の森づくり」の活動に年に2回参加して
います。植樹したエリアでの下草刈りや谷津田（棚田
）の水生生物の観察など、里山の保全活動を通じて霞 目標１５
ヶ浦の大きな水源のひとつである筑波山周辺の森林保
全を行いました。

行動指針

参考資料

3‐3

2015年度CSRﾚﾎﾟｰﾄ
Webﾍﾟｰｼﾞ（環境・社会貢献活
動）

宮城県岩沼市で東日本大地震の津波被害を受けた塩害
農地を除塩する実証実験を、東北大学と協同で行いま
した。この実験では、被災木材のチップと土壌改良材
を土に混ぜて、雨水と自然排水だけで除塩する技術を 目標１５
採用しています。2012年4月に作業を開始し、10月に菜
の花の種を蒔きました。2013年4月、菜の花が満開とな
り、技術の優位性が立証されました。

3‐3

コーポレートレポート2014 P.4
1
http://www.obayashi.co.jp/upload
s/File/ir/report/2014/ir2014.pdf

本社工場敷地内に、生物多様性に配慮した森を整備し
、日本生態系協会の開発・運営しているハビタット評
目標１５
価認証（J‐
HEP認証）において最高ランクのAAA評価を取得した。

3‐3

環境・社会報告書2015
P.20‐21
http://www.shimadzu.co.jp/csr/20
15_f3.html
2014年社会・環境報告書（2014
年10月発行）

日本製粉株式会社

北海道深川市にあるグループ会社の遊休地を活用する
ため、10年にわたり植樹を行い整備していきます。（ 目標１５
ニップン四季の森プロジェクト）

3‐3

http://www.nippn.co.jp/csr/report
/index.html
宮城県沿岸部の震災ガレキを活用して築いた丘陵地に
、従業員が防災林を植樹するプロジェクトにボランテ 目標１５
ィア参加し、生態系の復元に貢献している。

5‐3

http://www.hitachi‐
kokusai.co.jp/csr/creatures/index.h
tml

3‐3

http://www.sjnk.co.jp/csr/environ
ment/eco/forests/

6‐1

http://www.mori.co.jp/company/p
ress/release/2014/08/2014080814
0000002832.html

KDDI株式会社

KDDIグループのKDDI研究所では、東京大学、九州工業
大学、インド工科大学、WWFインディアと協働して、
河川の棲息環境の変化により絶滅が危惧されているガ
ンジスカワイルカの保護活動を行なっています。音響 目標１９
観測システムの設置により、ガンジスカワイルカの知
られていない生態調査や最適な保護活動に貢献してい
ます。

3‐1

http://media3.kddi.com/extlib/files
/corporate/csr/csr_report/2014/pd
f/report2014_04.pdf
→ハイライト4 Technology

ウシオ電機

化学物質や細菌等を短時間で効率的に分析できる装置
目標１９
の開発

3‐1

http://www.ushio.co.jp/jp/NEWS/p
roducts/20150605.html

ウシオ電機

大気汚染や有害物質を光で分解する技術の開発

3‐1

2014年6月発行事業報告書

株式会社日立国際電気

「協働の森づくり」
日本国内の市町村7カ所と森林協定を結び、地域の市民
損害保険ジャパン日本興
団体と協働で森づくりを行い、気候変動の緩和、災害 目標１５
亜株式会社
に強い国土づくりに貢献し、生物多様性保全の理解を
深めている。
東京都と「江戸のみどり復活事業」で官民連携をし、
港区では「緑と水の委員会」に参画している。また、
目標１７
森ビル株式会社
都市緑化機構や日本鳥類保護連盟との連携などを実施
している

２０１５年度

キッコーマン株式会社

目標１９

ウォータープロジェクト に参加

「水循環基本法」公布を受け、水環境の保全や水の大
切さについて認知度向上させることを目的とした環境
省発足によるプロジェクトに参加しました。参加企業 目標１９
として、既に行っている活動やこれから行う予定の活
動を含め、健全な水循環の維持又は確保に向けた取組
を登録します。

6‐1

―

貴社名

キッコーマン株式会社

具体的取り組み

愛知目標

2007年7月発足した、水の持続可能性に関する方針と実
践について、企業の発展、実践、情報開示を支援する
官民イニシアチブに、2015年6月2日 日本企業では初
の署名をしました。これにより、以下の事が要求され
対応していきます。
１． 直接事業
2. サプライチェーンと流域管理
目標１９
3. コレクティブアクション
4. 公共政策
5. コミュニティ・エンゲージメント
6. 透明性

―

5‐3

http://www.kidsdesignaward.jp/20
15/

目標１９

5‐2

http://group.shiseido.co.jp/csr/env
/diversity.html

株式会社

安藤・間

株式会社

資生堂

KODAの研究

竹中工務店

参考資料

6‐1

福島県いわき市豊間・薄磯地区で震災復興を目指す市
街地整備事業を手掛ける安藤ハザマ他共同企業体では
、「いわき市豊間・薄磯地区防災緑地『どんぐりプロ
ジェクト』」として伐採された里山の樹木のどんぐり
を、地域の子どもたちに預けて苗木を育成してもらい 目標１９
、その苗木を防災緑地に新たに植栽して、地域の里山
を再生する取り組みを進めている。この取り組みが第9
回キッズデザイン賞復興支援デザイン部門で、「奨励
賞・キッズデザイン協議会会長賞」を受賞した。

株式会社

行動指針

名古屋 蝶の飛ぶまちプロジェクトの取り組み
蝶をシンボルとして人と自然が共生する豊かな環境創
出を目指した活動です。街中に蝶の飛ぶ自然豊かな環
境を目指し、名古屋市の中心市街地において、商店街
や企業の協力を得ながら敷地等に蝶の誘導を狙いとし
た緑地を設け、点在する緑地同士をつなぐ都市生態系 目標１９
ネットワークづくりと、その調査・研究を行っている
。当活動の専用ホームページを設置し、活動レポート
や関連するセミナーの案内などを逐次公開している。

虫を殺すことによるその場しのぎの対処法ではなく、
効果的かつ人や自然環境に優しい複数の技術を組み合
わせた日常管理により、害虫を許容範囲に抑えるIPM(I
ntegrated Pest
Management)と呼ばれる手法が、昆虫制御の分野で注 目標１９
目されている。弊社はIPMの概念を早くから取入れ、
周囲の自然環境に配慮し、生物多様性に影響を与えず
に建物への虫の侵入を抑える独自の技術展開プロセス
「防虫エンジニアリング」を確立している。

7‐2

サステナビリティレポート２０
１２（１2頁）
http://w
ww.takenaka.co.jp/enviro/es_repo
rt/pdf/2012/all.pdf
名古屋 蝶の飛ぶまちプロジェ
クト http://nagoyabutterfly.com
/
「福井駅前に竹製の花壇を設置
…蝶の飛ぶまちプロジェクト推
進と里山の保全」
http://www.takenaka.co.jp/enviro/
news/index.html

5‐2

http://www.takenaka.co.jp/solutio
n/needs/repellent/service05/index.
html

株式会社島津製作所

生物多様性を利用した排水や土壌の浄化、レアメタル
の回収などの環境技術の開発の場面において、当社の
目標１９
分析計測機器がメカニズムの解明などで活用されてい
る。

5‐1

環境・社会報告書2014
P.12‐14
http://www.shimadzu.co.jp/csr/20
14_f3.html

株式会社島津製作所

生物多様性に学ぶ新素材の創出として、バイオミメテ
ィクスをテーマとした新素材セミナーを開催し、研究 目標１９
開発時に関連する当社製品についても紹介する。

5‐1

島津新素材セミナー 2015
http://www.an.shimadzu.co.jp/topi
cs/2015/201510/top_element.htm

株式会社日立国際電気

天然アユの遡上を増やすことを目的の一つとする、神
通川の清掃ボランティア活動に10年継続して参加して 目標２０
いる。

3‐3

―

アンリツ株式会社

当社の「生物多様性保全」の考え方を図で表し展開し
ています。

記載なし

http://www.anritsu.com/RefFiles/j
記載なし a‐JP/About‐Anritsu/CSR/2015/J‐
AR2015_eco‐management.pdf

アンリツ株式会社

社会貢献活動で緑化活動、クリーン活動などを推進し
ています。

記載なし

http://www.anritsu.com/RefFiles/j
記載なし a‐JP/About‐Anritsu/CSR/2015/J‐
AR2015_social‐contribution.pdf

株式会社

竹中工務店

貴社名

具体的取り組み

愛知目標

行動指針

株式会社ケーヒン

ケーヒンの企業活動によって与える環境への影響抑制
国及び自治体等の法律遵守は基より、ケーヒン独自の
自主基準を定め実施（水質、大気など８０％以下に設
定）

記載なし

記載なし

古河機械金属㈱

当社グループでは2009年より社内ボランティアを募集
し、栃木県日光市足尾町の社有地に桜千本植樹を目指
記載なし
す「足尾さくら植樹会」を年1回開催しており、2015年
3月に第6回の植樹会を開催しました。

http://www.furukawakk.co.jp/pdf/
記載なし CSR/FER2014.pdf参考資料：CSR
報告書2014 P16

株式会社ツムラ

生薬の品質は日本薬局方、日本薬局方外生薬規格等の
規格に適合しなければ漢方薬の原料生薬として使用す
ることができないません。そのためにも、外部形態的
特徴・遺伝子鑑定技術に関する研究を行い、これらに
基づいて正しい基原の薬用植物を用いて栽培研究を進
めています。

記載なし

記載なし

―

株式会社ツムラ

生薬栽培の前段階では自生地の調査と種の同定を行い
ます。絶滅危惧種を含む野生植物の調査・研究にかか
わる国際的学術雑誌「植物研究雑誌」を刊行し2016年
に100年を向かえ、漢方薬の基本となる薬用植物の遺伝
記載なし
子把握に長年取り組んできました。生薬の中には、野
生植物の採取に依存しているものがあり、これらの遺
伝子の多様性を保全し、持続的な利用を図ることが可
能に成ります。

記載なし

―

株式会社ツムラ

、生薬栽培では、農薬使用に配慮しています。例えば
、環境負荷の軽減のため、農薬の使用量が最低限にな
るように指導しており、近隣の生物への影響が懸念さ
れるため、農薬が飛散しないように細心の注意を払う
など、その種類や使い方を規定し、環境に配慮した管
理を行っています。

記載なし

―

東京急行電鉄株式会社

二子玉川再開発事業において、世界的な環境認証であ
るLEED
NDの予備認証でゴールドを取得。生物多様性を高める
事業を評価するJHEP（ハビタット評価認証制度）にお
いて、最高ランクとなるAAAを取得

記載なし

記載なし

参考資料
ケーヒン環境報告書2014
p37～p40

ニュースリリース
http://www.tokyu.co.jp/file/14103
記載なし
1‐1.pdf

