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事業者による生物多様性の保全と持続可能な利用に関する取組事例の募集 

登録事例一覧 
 
注）基本的に事業者により登録された内容をそのまま掲載しているが、生物多様性民間参画パートナーシップ関連の 155 事例（★）につ

いては業種、取組分類、取組事例タイトルを調査受託機関にて追加した。 
 No. 事業者名 業種 取組分類 取組事例タイトル 

★ 001 石谷林業株式会社 農業、林業 原材料調達段階で

の取組 

社有林における SGEC 森林認証の取得 

 002 積水ハウス株式会社 建設業 原材料調達段階で

の取組 

◆独自の「木材調達ガイドライン」に基づくフェ

アウッド調達 

 003 ミサワホーム株式会社 建設業 原材料調達段階で

の取組 

生物多様性保全のための木材調達調達ガイドライ

ン 

 004 味の素株式会社 製造業 原材料調達段階で

の取組 

サステナビリティ・生態系に配慮した責任ある原

材料調達 

★ 005 花王株式会社 製造業 原材料調達段階で

の取組 

バイオマスや認証材の積極的採用による持続可能

な原材料調達 

 006 キリンホールディング

ス 

製造業 原材料調達段階で

の取組 

キリングループの持続可能な生物資源調達の取り

組みについて 

 007 サラヤ株式会社 製造業 原材料調達段階で

の取組 

国内で生産するすべてのパーム油・パーム核油由

来原料において、持続可能なパーム油(RSPO CSSC

認証油もしくはグリーンパーム認証油)を採用 

 008 大日本印刷㈱ 製造業 原材料調達段階で

の取組 

生物多様性に配慮した「原材料調達」の推進 

 009 中越パルプ工業株式会

社 

製造業 原材料調達段階で

の取組 

国産竹 100%を原料とした「竹紙」 

★ 010 株式会社 ツムラ 製造業 原材料調達段階で

の取組 

野生生薬の栽培化や保護育成への取組 

 011 凸版印刷株式会社 製造業 原材料調達段階で

の取組 

間伐材の積極的利用 

 012 凸版印刷株式会社 製造業 原材料調達段階で

の取組 

「用紙調達ガイドライン」の制定 

★ 013 (株)ニチレイ 製造業 原材料調達段階で

の取組 

インドネシアにマングローブを植林する「生命（い

のち）の森」活動 

 014 日本製紙株式会社 製造業 原材料調達段階で

の取組 

持続可能な森林経営 

★ 015 日本製粉株式会社 製造業 原材料調達段階で

の取組 

農家と協働した田んぼの生きもの調査 

★ 016 日本製粉株式会社 製造業 原材料調達段階で

の取組 

冷凍食品の紙トレーにＰＥＦＣ認証紙を使用 

★ 017 日本たばこ産業株式会

社 

製造業 原材料調達段階で

の取組 

海外における植林／森林保全活動 

 018 パナソニック株式会社 製造業 原材料調達段階で

の取組 

木材のグリーン調達（ガイドライン策定とサプラ

イヤー調査） 

★ 019 ブラザー工業株式会社 製造業 原材料調達段階で

の取組 

グリーン調達基準の遵守と関連する製品の購入

（FSC 認証用紙の使用等） 

 020 株式会社ブリヂストン 製造業 原材料調達段階で

の取組 

ゴム農園における生物多様性保全の取り組み 

★ 021 東北電力株式会社 電気、ガス、熱供給、

水道業 

原材料調達段階で

の取組 

未利用材を燃料とする木質バイオマス発電への取

組 

 022 ソニー株式会社 情報通信業 原材料調達段階で

の取組 

ソニーセミコンダクタ（株）熊本テクノロジーセ

ンターの地下水涵養による水資源の保全 

 023 イオン株式会社 卸売業、小売業 原材料調達段階で

の取組 

認証製品の普及の取り組み 

★ 024 住友林業株式会社 卸売業、小売業 原材料調達段階で

の取組 

木材調達理念・方針・行動計画の設定による生物

多様性に配慮した調達 

★ 025 住友林業株式会社 卸売業、小売業 原材料調達段階で

の取組 

社有林における生物多様性保全への取組 

★ 026 株式会社ファミリーマ

ート 

卸売業、小売業 原材料調達段階で

の取組 

青大豆や菜の花等の栽培による耕作放棄地及び棚

田の再生活動 

 027 （株）アレフ 宿泊業、飲食サービス

業 

原材料調達段階で

の取組 

ミニトマト生産における外来種「セイヨウオオマ

ルハナバチ」使用禁止と駆除活動 
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 No. 事業者名 業種 取組分類 取組事例タイトル 

 028 （株）アレフ 宿泊業、飲食サービス

業 

原材料調達段階で

の取組 

仕入れを通した「生きもの豊かな田んぼ」の取り

組み 

 029 生活協同組合パルシス

テム神奈川ゆめコープ

サービス業（他に分類

されないもの） 

原材料調達段階で

の取組 

環境保全型農業を通じての生物多様性の取り組み

★ 030 セコム株式会社 サービス業（他に分類

されないもの） 

原材料調達段階で

の取組 

「セコムの食」の取り組み 

 031 有明茶 IPM 研究会 農業、林業 生産・加工段階で

の取組 

茶園における畑かん設備を活用した IPM 技術によ

る多様性の保全 

★ 032 石谷林業株式会社 農業、林業 生産・加工段階で

の取組 

 「フォレストック」カーボンオフセットの取得 

 033 亀田郷土地改良区 農業、林業 生産・加工段階で

の取組 

再生湿地の創出による農業・農村の振興 

 034 （有）たじりエコベジ

タブル エコファーム

佐々木農場 

農業、林業 生産・加工段階で

の取組 

田畑の生きものが環境を語る 

★ 035 安藤建設株式会社 建設業 生産・加工段階で

の取組 

モデル現場の設定による生物多様性保全の社員及

び作業員への周知徹底 

★ 036 積水化学工業㈱ 建設業 生産・加工段階で

の取組 

生産プロセスや土地利用による生態系への影響に

関する評価 

 037 味の素株式会社 製造業 生産・加工段階で

の取組 

「コプロ」で畑の恵みを育む／（アミノ酸発酵副

生物による農・畜・水産業への貢献） 

 038 キリンビール株式会社 製造業 生産・加工段階で

の取組 

工場における副産物・廃棄物再資源化１００％ 

 039 ＤＯＷＡテクノロジー

株式会社 

製造業 生産・加工段階で

の取組 

排水の植生浄化（ビオパレット）による水環境と

生物の保全 

★ 040 日東電工株式会社 製造業 生産・加工段階で

の取組 

有機溶剤による環境への影響の極小化 

★ 041 日東電工株式会社 製造業 生産・加工段階で

の取組 

UV 重合等の効率的生産方法によるエネルギー使用

量の削減 

★ 042 日本ケミコン株式会社 製造業 生産・加工段階で

の取組 

 生物多様性モデル工場の設定と他事業所への展

開の取組 

★ 043 株式会社日立国際電気 製造業 生産・加工段階で

の取組 

各種節電策やグリーンカーテンプロジェクトの実

施による環境負荷の削減 

 044 富士通セミコンダクタ

ー株式会社 

製造業 生産・加工段階で

の取組 

「地元産メダカ」で工場排水の生態系影響モニタ

リングを開始 

★ 045 富士フイルム株式会社 製造業 生産・加工段階で

の取組 

生物多様性の保全のための化学物質の生態系影響

の把握 

★ 046 富士フイルム株式会社 製造業 生産・加工段階で

の取組 

「クローズドループリサイクルシステム」の構築、

運用による環境負荷の削減 

★ 047 本田技研工業（株） 製造業 生産・加工段階で

の取組 

エネルギー消費量・廃棄物等の削減を通じた企業

活動における取組 

 048 三菱製紙株式会社 製造業 生産・加工段階で

の取組 

紙の利用を通じて森林や生物多様性の保全を進め

る「Mori－smile」プロジェクト 

★ 049 沖縄電力株式会社 電気、ガス、熱供給、

水道業 

生産・加工段階で

の取組 

LNG 発電所の建設による低炭素社会の実現への取

組を通じた貢献 

★ 050 沖縄電力株式会社 電気、ガス、熱供給、

水道業 

生産・加工段階で

の取組 

大規模太陽光発電設備による低炭素社会の実現へ

の取組を通じた貢献 

★ 051 住友商事株式会社 卸売業、小売業 生産・加工段階で

の取組 

持続可能な森林経営を目指す木材ビジネスプロジ

ェクト 

★ 052 石谷林業株式会社 農業、林業 販売段階での取組  「薪クラブ」ショップを通じた持続可能なエネル

ギーの供給 

★ 053 鹿島建設 建設業 販売段階での取組 生態系サービスを活用した再開発プロジェクト

（生物多様性都市づくりの推進） 

★ 054 積水化学工業㈱ 建設業 販売段階での取組 環境貢献レベルを高めた「環境貢献製品」基準の

設定、認定制度の運用 

 055 東急建設株式会社 建設業 販売段階での取組 建物設計時の生物多様性保全度を「生物多様性簡

易評価システム（BSET）」で検証 
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 No. 事業者名 業種 取組分類 取組事例タイトル 

★ 056 前田建設工業株式会社 建設業 販売段階での取組 浮島による生物多様性の保護 

★ 057 （株）イトーキ（単体

でのご報告） 

製造業 販売段階での取組 地域材を活用した商品の販売による森林保全への

貢献 

★ 058 王子製紙株式会社 製造業 販売段階での取組 森林認証製品の製造・販売 

 059 中越パルプ工業株式会

社 

製造業 販売段階での取組 寄付金付間伐材活用用紙「里山物語」 

★ 060 ブラザー工業株式会社 製造業 販売段階での取組 省エネ製品の開発と環境ラベルの取得 

★ 061 阪和興業株式会社 卸売業、小売業 販売段階での取組 間伐材の有効活用について、宮﨑、大分、鹿児島、

静岡、新潟、青森、東京などの自治体や林業者と

の協力体制のもと、間伐材の輸出促進に協力し海

外ユーザーの開拓や用途開発を実施 

 062 株式会社損害保険ジャ

パン 

金融業、保険業 販売段階での取組 Ｗｅｂ約款で日本の自然を守ろう！ SAVE JAPAN 

プロジェクト 

 063 日本興亜損害保険株式

会社 

金融業、保険業 販売段階での取組 お客さまとともに、被災地の早期復興を支援し森

林を守る 

★ 064 三菱地所株式会社 不動産業、物品賃貸業 販売段階での取組 持続可能な社会の実現に向けた「空と土プロジェ

クト」 

★ 065 いであ株式会社 サービス業（他に分類

されないもの） 

販売段階での取組 生物多様性保全のためのコンサルティング事業の

実施、部門の新設 

★ 066 株式会社みずほフィナ

ンシャルグループ 

金融業、保険業 投融資における取

組 

エクエーター原則の枠組みに基づく融資条件の設

定 

 067 株式会社三井住友銀行 金融業、保険業 投融資における取

組 

エクエーター原則に則った環境社会リスク評価 

 068 株式会社三井住友銀行 金融業、保険業 投融資における取

組 

法人向け融資を通じた取り組み 

★ 069 三井住友トラスト・ホ

ールディングス株式会

社 

金融業、保険業 投融資における取

組 

生物多様性問題の解決に貢献する金融商品・サー

ビスの提供 

 070 三菱 UFJ 信託銀行株式

会社 

金融業、保険業 投融資における取

組 

生物多様性にも配慮した金融商品「野鳥と緑の信

託」の提供 

★ 071 安藤建設株式会社 建設業 研究・開発におけ

る取組 

薄層ビオトープの管理・運用および質の向上に関

する調査研究 

 072 株式会社大林組 南海

電気鉄道株式会社 

建設業 研究・開発におけ

る取組 

なんばパークスにおける生態系に配慮した大規模

屋上庭園の環境調査 

 073 海洋建設株式会社 建設業 研究・開発におけ

る取組 

「JF シェルナ－ス」を通じた生物多様性などに関

する技術開発 

 074 鹿島建設株式会社 建設業 研究・開発におけ

る取組 

ニホンミツバチプロジェクト 

★ 075 鹿島建設 建設業 研究・開発におけ

る取組 

屋上・壁面緑化技術の開発等を通じた都市生態系

の復元 

★ 076 鹿島建設 建設業 研究・開発におけ

る取組 

サンゴ等の保全・復元技術開発を通じた沿岸生態

系の保全 

 077 株式会社 熊谷組 建設業 研究・開発におけ

る取組 

熊谷組の生物多様性の保全と創出（ホタルビオト

ープ） 

 078 株式会社竹中工務店 建設業 研究・開発におけ

る取組 

蝶をシンボルとした人と自然が共生する豊かな環

境を目指した研究「名古屋 蝶の飛ぶまちプロジ

ェクト」 

 079 味の素株式会社 

日建工学株式会社 

製造業 研究・開発におけ

る取組 

「環境活性コンクリート」による水域生態系の活

性化 

★ 080 シャープ株式会社 製造業 研究・開発におけ

る取組 

バイオミミクリーの活用 

 081 タキロン株式会社 

（取組みはグループ会

社 2 社 大日本プラス

チックス株式会社 タ

キロンプロテック株式

会社） 

製造業 研究・開発におけ

る取組 

生分解性プラスチック網状着生基盤を活用した慶

良間諸島におけるサンゴ群集再生実験 
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★ 082 (株)ニチレイ 製造業 研究・開発におけ

る取組 

植物バイオ技術による絶滅危惧種アツモリソウ保

護の支援 

 083 日鐵住金建材株式会社 製造業 研究・開発におけ

る取組 

里山環境を守るがけ崩れ対策技術の開発 

 084 パナソニック株式会社 製造業 研究・開発におけ

る取組 

生物多様性に配慮した商品の評価手法構築・評価

 085 パナソニック株式会社

エコソリューションズ

社 

製造業 研究・開発におけ

る取組 

光の波長・配光制御により動植物の生息環境に配

慮した照明器具の開発 

 086 株式会社日立製作所 製造業 研究・開発におけ

る取組 

水環境ソリューション 

 087 株式会社日立製作所 製造業 研究・開発におけ

る取組 

包括固定化窒素除去プロセス「ペガサス」 

 088 株式会社日立製作所 

株式会社日立ソリュー

ションズ 

製造業 研究・開発におけ

る取組 

農業情報管理システム GeoMation Farm(ジオメー

ションファーム) 

 089 株式会社日立製作所 

株式会社日立プラント

テクノロジー 

製造業 研究・開発におけ

る取組 

バラスト水浄化システム 

 090 富士フイルム株式会社 製造業 研究・開発におけ

る取組 

製品設計段階から生物多様性への配慮を強化 

★ 091 本田技研工業（株） 製造業 研究・開発におけ

る取組 

低燃費車の開発等の環境技術の追求 

★ 092 株式会社みずほフィナ

ンシャルグループ 

金融業、保険業 研究・開発におけ

る取組 

「ビジネスと生物多様性オフセットプログラム

（BBOP）」アドバイザリーグループへの参画 

 093 国立大学法人愛媛大学 教育、学習支援業 研究・開発におけ

る取組 

赤外線感知式自動撮影カメラを用いた野生鳥獣の

モニタリング 

 094 学校法人中部大学 教育、学習支援業 研究・開発におけ

る取組 

土岐川・庄内川源流 森の健康診断 

 095 いであ株式会社 サービス業（他に分類

されないもの） 

研究・開発におけ

る取組 

着床具によるサンゴ礁の再生と創造 

 096 いであ株式会社 サービス業（他に分類

されないもの） 

研究・開発におけ

る取組 

海の生きものを育むシーグラスピース 

 097 全国漁業協同組合連合

会 

サービス業（他に分類

されないもの） 

研究・開発におけ

る取組 

貝殻魚礁による里海づくりシステムの普及 

 098 一般社団法人 企業と

生物多様性イニシアテ

ィブ（JBIB） 

非営利法人（NPO 以外

の社団・財団等） 

研究・開発におけ

る取組 

企業グループによる、事業における生物多様性へ

の負荷低減と保全推進のための取組 

 099 貝殻利用研究会 任意団体 研究・開発におけ

る取組 

貝殻利用技術の開発・普及 

 100 全国 SF 緑化工法協会 任意団体 研究・開発におけ

る取組 

裸地への高次団粒表土の再生による生物多様性の

実現 

★ 101 安藤建設株式会社 建設業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

法面の在来種による緑化と生育状況モニタリング

 102 株式会社大林組 株式

会社大林不動産 

建設業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

屋上庭園単独で日本初の JHEP 認証－oak 

omotesando（オーク表参道）-小鳥のオアシス都市

に浮かぶ 

 103 清水建設株式会社 建設業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

都市の生態系ネットワーク形成に寄与するビオト

ープの創出と評価システム 

 104 株式会社 鈴鍵 建設業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

愛知県と豊田市における生態系ネットワークの構

築について 

 105 積水ハウス株式会社 建設業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

◆「５本の樹 計画」；地域の自生種・在来種中

心の植栽による生態系ネットワークの推進 

 106 大成建設株式会社 建設業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

南陵の森フォレストセイバー・プロジェクト －

環境と共生する開発と 10 年の森づくり－ 
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 107 大成建設株式会社、株

式会社札幌ドーム 

建設業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

札幌ドーム 環境分析に基づく外構計画と長期の

環境モニタリングによるその検証 

 108 サンデン株式会社、サ

ンデンファシリティ株

式会社 

製造業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

サンデンフォレストにおける生物多様性への取り

組み 

 109 JX日鉱日石金属株式会

社 

製造業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

チリ カセロネス鉱山周辺管理区域における動植

物の保護について 

★ 110 株式会社 ツムラ 製造業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

先進的な農業技術の活用と自然保護に配慮した循

環型農業の普及 

★ 111 北陸電力株式会社 電気、ガス、熱供給、

水道業 

土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

富山新港火力発電所 LNG1 号機開発計画における環

境影響調査 

★ 112 東京急行電鉄株式会社 運輸業、郵便業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

生物多様性保護モデル公園の整備・管理 

 113 三井住友海上火災保険

株式会社 

金融業、保険業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

駿河台ビル・新館の緑地とＥＣＯＭ駿河台 

 114 東急不動産株式会社 不動産業、物品賃貸業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

東急プラザ 表参道原宿における大規模な屋上緑

化 

 115 東急不動産株式会社 不動産業、物品賃貸業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

オフィスビルの緑化によるエコロジカル・ネット

ワークの形成 

 116 森ビル株式会社 不動産業、物品賃貸業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

『アークヒルズ 仙石山森タワー』での生物多様性

に配慮した屋外空間づくり 

★ 117 森ビル株式会社 不動産業、物品賃貸業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

市街地再開発事業における表土保存・遺伝子への

配慮等の取組 

★ 118 森ビル株式会社 不動産業、物品賃貸業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

再開発事業における生物多様性定量評価手法

（JHEP)活用の取組 

 119 国立大学法人北海道大

学 

教育、学習支援業 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

北海道大学札幌キャンパスにおける生物多様性保

全の活動 

 120 中日本高速道路株式会

社 

サービス業（他に分類

されないもの） 

土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

エコロード（自然環境に配慮した道）づくりを目

指して 

 121 NPO こよみのあしおと 任意団体 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

農作業で築いていこう！人とのつながりと生物多

様性 

 122 御蔵島観光協会に会員

登録するイルカウォッ

チング船 

任意団体 土地（水域・海面

等含む）利用・開

発 

御蔵島におけるイルカウォッチング・スイミング

事業 

 123 株式会社 大林組 建設業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

キンランの林の保全 

 124 鹿島建設株式会社、Ｎ

ＰＯ法人雨読晴耕村舎

建設業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

ヤギプロジェクトーいきものを利用した都市イン

フラの緑地管理手法 

★ 125 前田建設工業株式会社 建設業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

生態系保全のための社有林の森林整備 

 126 味の素株式会社 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

「味の素バードサンクチュアリ in 四日市」におけ

る生物多様性保全活動 

 127 株式会社アミノアップ

化学 

製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

生物多様性への配慮 ～生物環境の保全と創出～

★ 128 （株）荏原製作所 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

ビオトープ設置と観察会の開催による生物多様性

保全への貢献 
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 129 王子ホールディングス

株式会社 

製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

社有林を有効活用した、生物多様性保全や環境教

育への取り組み 

 130 王子ホールディングス

株式会社 

製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

ＳＧＥＣ森林認証制度と国内社有林における取り

組み 

 131 キリンビール株式会社 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

工場ビオトープにおける種の保全と地域への公開

★ 132 三機工業株式会社 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

自然の浄化作用を活かした事業所ビオトープの造

成と地域への開放 

★ 133 サントリーホールディ

ングス株式会社 

製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

工場敷地における生物多様性緑化の実施 

★ 134 サントリーホールディ

ングス株式会社 

製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

事業所内での自然保護活動等の「愛鳥活動」の展

開 

 135 ＪＳＲ株式会社 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

ＪＳＲグループの生物多様性方針と具体的な取組

み 

 136 大日本印刷㈱ 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

事業所内の緑地づくり 

★ 137 株式会社ディスコ 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

敷地内緑化 

 138 株式会社東芝 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

工場における生態系ネットワークの構築と希少な

動植物の生息域外保全 

★ 139 東レ株式会社 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

地域の植生を考慮した「鎮守の森方式」による工

場緑化活動の推進 

 140 トヨタ自動車株式会社 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

トヨタ白川郷自然學校 

★ 141 (株)ニチレイ 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

社有地における自然環境の調査および生物多様性

の保全活動 

★ 142 日本製粉株式会社 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

｢ニップン四季の森｣における植樹プロジェクト 

 143 日本電気株式会社 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

ＮＥＣ我孫子事業場における絶滅危惧種のトンボ

の保護活動 

 144 パナソニック株式会社 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

事業所の生物多様性貢献ポテンシャル評価と緑地

の創出、地域の環境保全 

 145 株式会社日立製作所 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

「生物多様性保全につながる企業のみどり 100 選」

認定事業所 

 146 株式会社 日立製作所 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

日立製作所 中央研究所の森 武蔵野の自然観察 

 147 株式会社フジクラ、フ

ジクラ開発株式会社 

製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

フジクラ 木場千年の森プロジェクト 

★ 148 本田技研工業（株） 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

社有地におけるモニタリング等の地域社会との連

携活動 

★ 149 横浜ゴム株式会社 製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

工場所在地周辺の自然環境調査特定生物種の保全

活動 

 150 株式会社リコー リコ

ーグループ 

製造業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

IPM の手法を用いた事業所緑地管理 

 151 大阪ガス株式会社 電気、ガス、熱供給、

水道業 

保有地（水域・海

面等含む）管理 

地域の自然とつながるみどりのネットワークづく

り 

★ 152 西部ガス株式会社 電気、ガス、熱供給、

水道業 

保有地（水域・海

面等含む）管理 

地域の生態系に適合した植樹による生物多様性へ

の寄与と社員の意識高揚 

 153 東京ガス株式会社 電気、ガス、熱供給、

水道業 

保有地（水域・海

面等含む）管理 

工場緑地の生物多様性モニタリング調査 

 154 ソニー株式会社 情報通信業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

Green Star Program（グリーンスター・プログラ

ム）による、ソニーグループ事業所の生物多様性

評価 

 155 ソニー株式会社 情報通信業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

ソニーイーエムシーエス（株）幸田サイトの「ソ

ニーの森」 

 156 川崎汽船株式会社 運輸業、郵便業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

「”K”LINE の森 猿待塚」－産学協働による里山

プロジェクト－ 

 157 近畿日本鉄道株式会社 運輸業、郵便業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

英虞湾における干潟再生事業 
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 158 佐川急便株式会社 運輸業、郵便業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

社有林や田んぼを活用した自然体験学習および生

物多様性保全の取り組み 

★ 159 日本通運株式会社 運輸業、郵便業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

社有林での森林育成活動と野鳥の生息調査 

★ 160 日本水産株式会社 卸売業、小売業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

工場における排水路ビオトープの整備 

 161 株式会社 三越伊勢丹

ホールディングス 

卸売業、小売業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

伊勢丹新宿本店 本館屋上庭園 「アイ･ガーデ

ン」 

 162 株式会社 三越伊勢丹

ホールディングス 

卸売業、小売業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

三越銀座店 本館９階 「銀座テラス」 

 163 NTT 都市開発株式会社 不動産業、物品賃貸業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

ビル屋上におけるミツバチの飼育 

★ 164 三井不動産株式会社 不動産業、物品賃貸業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

グループ会社所有の北海道約５，０００ｈａの保

有林の適切な維持管理と間伐材の活用 

 165 学校法人 若草幼稚園 教育、学習支援業 保有地（水域・海

面等含む）管理 

「すくすくの森」に生息するアカガエルの調査 

 166 首都高速道路株式会社 サービス業（他に分類

されないもの） 

保有地（水域・海

面等含む）管理 

地域との共生を目指した「見沼たんぼ首都高ビオ

トープ」の育成・管理 

 167 首都高速道路株式会社 サービス業（他に分類

されないもの） 

保有地（水域・海

面等含む）管理 

首都高速中央環状線大橋換気所屋上での自然再生

緑地「おおはし里の杜」の整備・運用 

 168 長野県小諸市役所経済

部農林課 小諸市野生

鳥獣対策実施隊 

サービス業（他に分類

されないもの） 

保有地（水域・海

面等含む）管理 

ニホンジカの個体数調整に関する市行政の新たな

取り組み 

 169 大野製炭工場 農業、林業 生物資源（動植物

等）の利用 

＜耕作放棄地に里山を甦らせる＞「おらっちゃの

森づくり運動」と茶道用木炭の生産 

 170 株式会社ビーボコーポ

レーション 

農業、林業 生物資源（動植物

等）の利用 

W エコ植林による熱帯雨林の再生と持続可能な林

業の育成 

 171 味の素株式会社 製造業 生物資源（動植物

等）の利用 

カツオ資源の保全と持続可能な利用／（太平洋沿

岸カツオ標識放流共同調査、国際資源管理への貢

献） 

 172 株式会社ミキモト 卸売業、小売業 生物資源（動植物

等）の利用 

新しい真珠養殖事業の取り組み 

 173 カナン株式会社（代表

事業者） 日用苔の里

整備推進協議会（主催

者） 

複合サービス業 生物資源（動植物

等）の利用 

生きもののためのビオホテルが、石川県の里山に

オープン！ 

 174 させぼパール・シー株

式会社 

サービス業（他に分類

されないもの） 

生物資源（動植物

等）の利用 

西海国立公園九十九島の自然調査と保全活動 

 175 Blue Corn サービス業（他に分類

されないもの） 

生物資源（動植物

等）の利用 

国立公園でのカヤックガイド 

 176 特定非営利活動法人く

すの木自然館 

特定非営利活動法人

（NPO） 

生物資源（動植物

等）の利用 

錦江湾沿岸におけるいきものにぎわいプロジェク

ト 

 177 Orca.org さかまた組 任意団体 生物資源（動植物

等）の利用 

海へ！ 釧路の宝物を探す冒険（2008〜継続中）

★ 178 川崎汽船株式会社 運輸業、郵便業 輸送段階における

取組 

大型石炭運搬船へのバラスト水処理装置の搭載 

★ 179 日本郵船株式会社 運輸業、郵便業 輸送段階における

取組 

自動車専用船へのバラスト水処理システムの搭載

 180 NPO 法人 家根合生態

系保全活動センター 

農業、林業 社会貢献活動 『めだかの揺篭作戦』 

 181 ホクレン農業協同組合

連合会 

農業、林業 社会貢献活動 ホクレン×北海道日本ハムファイターズ『キー

プ！クリーンウォーターエコプロジェクト』 

★ 182 積水化学工業㈱ 建設業 社会貢献活動 国内７ブロック及び海外拠点での森づくり活動の

展開 

 183 大成建設株式会社 建設業 社会貢献活動 アニマルパスウェイの開発と普及（アニマルパス

ウェイ研究会メンバー） 

 184 大成建設株式会社 建設業 社会貢献活動 ボルネオ象レスキューセンター建設工事の技術支

援（無償協力） 

 185 大成建設株式会社 建設業 社会貢献活動 大成建設グループ『いきいき里山づくり』（東京

グリーンシップ・アクションに継続して参加） 
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 186 一般社団法人名古屋林

業土木協会 

建設業 社会貢献活動 グリーンウェイブ 2012 への協賛 

★ 187 前田建設工業株式会社 建設業 社会貢献活動 廃れかけていたスリランカ原産コーヒー豆の復活

 188 朝日酒造株式会社 製造業 社会貢献活動 地域の自然を守ることが酒造業の発展に繋がる 

 189 アサヒビール株式会社 製造業 社会貢献活動 生物多様性宣言への取り組み 

★ 190 アズビル株式会社 製造業 社会貢献活動 南会津町「ひめさゆり」保全活動への参画 

★ 191 アズビル株式会社 製造業 社会貢献活動 藤沢市の緑地保全活動への参画 

 192 株式会社アドバンテス

ト 

製造業 社会貢献活動 多種な生物と共存できる環境づくり 

★ 193 アンリツ株式会社 製造業 社会貢献活動 緑化活動、クリーン活動などの推進 

★ 194 （株）イトーキ（単体

でのご報告） 

製造業 社会貢献活動 「中央区の森」の森林保全への参加 

★ 195 イビデン株式会社 製造業 社会貢献活動 「イビデンの森」における森林整備・環境保全体

験の推進 

★ 196 イビデン株式会社 製造業 社会貢献活動 「イビデンの森」における持続可能な森林再生活

動 

★ 197 （株）荏原製作所 製造業 社会貢献活動 生物多様性に関する環境教育 

★ 198 （株）荏原製作所 製造業 社会貢献活動 森林保全・緑化活動の実施 

 199 オリンパス株式会社 製造業 社会貢献活動 サンゴの植え付け活動の実施 ～「未来に残した

い海」プロジェクト in 沖縄～ 

 200 花王株式会社 製造業 社会貢献活動 花王・みんなの森づくり活動 

 201 花王株式会社 製造業 社会貢献活動 花王・教員フェローシップ 

★ 202 川崎重工業株式会社 製造業 社会貢献活動 地域との協働・従業員参加による「企業の森づく

り」事業への参画 

★ 203 キッコーマン株式会社 製造業 社会貢献活動 シンガポールにおける人工池造成プロジェクトへ

の参画 

★ 204 キッコーマン株式会社 製造業 社会貢献活動 オランダ・ザウドラーデル湖の水質改善プロジェ

クトへの協力 

★ 205 キッコーマン株式会社 製造業 社会貢献活動 清水公園での小学生の「エコ学習」への協力 

 206 キリンビール株式会社 製造業 社会貢献活動 水源の森活動 

 207 キリンビール株式会社 製造業 社会貢献活動 クリック募金による環境保全活動支援 

★ 208 キリンホールディング

ス株式会社 

製造業 社会貢献活動 ステークホルダーと連携したビオトープ・湿地保

全の取組 

★ 209 三機工業株式会社 製造業 社会貢献活動 SANKI YOU エコ貢献ポイント 

★ 210 三洋化成工業株式会社 製造業 社会貢献活動 資金提供やボランティアによる「三洋化成の森」

づくり活動 

 211 株式会社 資生堂 製造業 社会貢献活動 長崎県五島列島産椿油の「ＴＳＵＢＡＫＩ」への

配合と、原料産地での椿の植林・保全活動 

★ 212 ㈱島津製作所 製造業 社会貢献活動 技術を生かした国連大学「環境監視プロジェクト」

のサポート活動 

★ 213 シャープ株式会社 製造業 社会貢献活動 シャープの森での植樹・育林活動等の生物多様性

保全活動の継続的推進 

★ 214 住友ゴム工業株式会社 製造業 社会貢献活動 地域の絶滅危惧種の育成、増殖活動 

★ 215 住友ゴム工業株式会社 製造業 社会貢献活動 遺伝子の多様性保全を重視した地域の緑化活動 

 216 積水化工業株式会社 製造業 社会貢献活動 滋賀栗東工場での生物多様性保全の取組み 

 217 ソニー株式会社 製造業 社会貢献活動 インドネシア・スマトラ島の森林保全活動の支援

 218 ソニーイーエムシーエ

ス株式会社 幸田サイ

ト 

製造業 社会貢献活動 ソニーの森の維持貢献活動 

 219 ダイキン工業株式会社 製造業 社会貢献活動 世界自然遺産「知床」の自然環境保全 

 220 ダイキン工業株式会社 製造業 社会貢献活動 インドネシア森林再生プロジェクト 

★ 221 太平洋工業株式会社 製造業 社会貢献活動 「水門川いきいきプロジェクト」への参画とサポ

ート 
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 No. 事業者名 業種 取組分類 取組事例タイトル 

★ 222 太平洋工業株式会社 製造業 社会貢献活動 耕作放棄地の植樹やビオトープ作り等の里山保全

活動 

★ 223 株式会社 ツムラ 製造業 社会貢献活動 森林再生と地域交流の促進を目指す高知県「協働

の森づくり事業」への参画 

 224 デクセリアルズ株式会

社旧ソニーケミカル＆

インフォメーションデ

バイス(株)が母体で、

昨年 10 月より(株)日

本政策投資銀行の傘下

に入った化学系電子部

品製造会社（資本金157

億 4700 万円） 

製造業 社会貢献活動 森づくりを主とした生物多様性の保全への取り組

み 

 225 株式会社東芝 府中事

業所 

製造業 社会貢献活動 「㈱東芝 社会インフラシステム社 府中事業所

の生物多様性保全に関する取り組み」 

 226 トヨタ自動車株式会社 製造業 社会貢献活動 トヨタの森 

 227 トヨタ自動車株式会社 製造業 社会貢献活動 トヨタ環境活動助成プログラム 

★ 228 トヨタ自動車株式会社 製造業 社会貢献活動 バイオ・緑化新規事業の推進 

★ 229 株式会社ニコン 製造業 社会貢献活動 生物多様性復元計画「AKAYA（赤谷）プロジェクト」

の支援 

★ 230 株式会社ニコン 製造業 社会貢献活動 「東日本大震災復興 海岸林再生プロジェクト」

の支援 

★ 231 株式会社ニコン 製造業 社会貢献活動 富士山の森づくりプロジェクトへの参画 

★ 232 日東電工株式会社 製造業 社会貢献活動 フィリピンにおける山の清掃と登山道の復旧活動

への参加 

★ 233 日本たばこ産業株式会

社 

製造業 社会貢献活動 「JT の森」における多様性保全活動 

 234 日本電気株式会社 製造業 社会貢献活動 NEC ネイチャークエスト in 芝公園 ～芝公園にア

サギマダラを呼ぼう！～ 

 235 日本電気株式会社 製造業 社会貢献活動 準絶滅危惧種指定植物「マツバラン」の保全 

 236 日本電気株式会社 製造業 社会貢献活動 ＮＥＣ田んぼ作りプロジェクト 

★ 237 日立建機株式会社 製造業 社会貢献活動 「地球の森プロジェクト in タイ」への参加 

★ 238 日立建機株式会社 製造業 社会貢献活動 カンボジアにおける地雷除去後の土地復興・住民

の自立支援活動の支援 

★ 239 日立建機株式会社 製造業 社会貢献活動 中国ホルチン砂漠のおける「日立建機(上海)有限

公司の森」造林事業 

★ 240 株式会社日立国際電気 製造業 社会貢献活動 高性能放送用カメラの開発・提供による希少生物

の映像化 

★ 241 株式会社日立国際電気 製造業 社会貢献活動 工場近隣における自治体・現地ＮＧＯと連携した

里山保全活動 

 242 株式会社日立製作所 製造業 社会貢献活動 箱根の森 再生プロジェクト 

 243 株式会社日立製作所 製造業 社会貢献活動 北海道地区 日立グループ植樹活動 

 244 株式会社日立製作所 製造業 社会貢献活動 日立グループの森プロジェクト in 四国 

 245 株式会社日立製作所 製造業 社会貢献活動 横浜自然観察の森でいきもの案内板をつくろう！

 246 株式会社日立製作所 製造業 社会貢献活動 富士山周辺の絶滅危惧チョウ類の保全活動 

 247 株式会社日立製作所 製造業 社会貢献活動 日立ボランティアセミナー「森づくりボランティ

ア」 

 248 株式会社日立製作所 製造業 社会貢献活動 IT エコ実験村 

 249 株式会社日立製作所 

株式会社日立エンジニ

アリング･アンド･サー

ビス 

製造業 社会貢献活動 みんなで森をつくる 

 250 株式会社日立製作所 

日立金属株式会社 

製造業 社会貢献活動 ヤスキハガネの森の保全 

 251 株式会社日立製作所 

株式会社日立ハイテク

ノロジーズ 

製造業 社会貢献活動 日立ハイテクやさとの森 

★ 252 日立電線株式会社 製造業 社会貢献活動 漁協と協働した河川沿いの美化・自然環境の保全

活動の継続実施 
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 253 富士フイルム株式会社 製造業 社会貢献活動 地下水保全と景観保護を目的に行う地域貢献活動

「水田お助け隊」 

 254 富士フイルム株式会社 製造業 社会貢献活動 各地工場を中心に水資源保全活動を実施 

★ 255 ブラザー工業株式会社 製造業 社会貢献活動 「ブラザーの森 郡上」協定の締結と自生種の植

樹・間伐による健康な森林の育成 

 256 株式会社ブリヂストン 製造業 社会貢献活動 B・フォレスト エコピアの森 

 257 株式会社ブリヂスト

ン、早稲田大学 

製造業 社会貢献活動 産学連携プロジェクト「W-BRIDGE 」 

★ 258 古河機械金属㈱ 製造業 社会貢献活動 社有地に桜千本植樹を目指す「足尾さくら植樹会」

★ 259 三菱重工業株式会社 製造業 社会貢献活動 自治体などと連携した「企業の森」活動の展開 

★ 260 三菱重工業株式会社 製造業 社会貢献活動 NPO 法人「富士山クラブ」と協働した外来植物の駆

除活動 

 261 横浜ゴム株式会社 製造業 社会貢献活動 「YOKOHAMA 千年の杜」プロジェクト 

 262 横浜ゴム株式会社 製造業 社会貢献活動 生産拠点周辺の水環境を守る 

★ 263 ルネサスエレクトロニ

クス株式会社 

製造業 社会貢献活動 植林活動と事業所従業員と家族等を対象とした森

林イベントの開催 

★ 264 ルネサスエレクトロニ

クス株式会社 

製造業 社会貢献活動 河原津海岸における「カブトガニ探検隊」への参

加 

★ 265 ルネサスエレクトロニ

クス株式会社 

製造業 社会貢献活動 マレーシアでのマングローブ植林活動 

 266 大阪ガス株式会社、株

式会社アーバネック

ス、京都リサーチパー

ク株式会社、株式会社

アプリーティセサモ

（大阪ガスクッキング

スクール） 

電気、ガス、熱供給、

水道業 

社会貢献活動 地域の人とつながるココロのネットワークづくり

★ 267 沖縄電力株式会社 電気、ガス、熱供給、

水道業 

社会貢献活動 「チーム美らサンゴ」プログラムへの参画とサン

ゴ群落再生の取組 

★ 268 東京ガス株式会社 電気、ガス、熱供給、

水道業 

社会貢献活動 「東京ガス環境おうえん基金」 

★ 269 東京ガス株式会社 電気、ガス、熱供給、

水道業 

社会貢献活動 「環境エネルギー館」の設立・開放による環境学

習の場の提供 

★ 270 東京ガス株式会社 電気、ガス、熱供給、

水道業 

社会貢献活動 「長野・東京ガスの森」を中心とした生物多様性

保全活動への取組 

★ 271 北陸電力株式会社 電気、ガス、熱供給、

水道業 

社会貢献活動 水の恵みをありがとう！ 森に恩返し活動 

 272 エヌ・ティ・ティ レゾ

ナント株式会社 

情報通信業 社会貢献活動 ポータル唯一の環境情報サイト「環境 goo」での生

物多様性の特集展開による PR 

 273 エヌ・ティ・ティ レゾ

ナント株式会社 

情報通信業 社会貢献活動 インターネットを通じて参加できる環境貢献プロ

グラム「緑の goo」 

 274 ソニー株式会社 情報通信業 社会貢献活動 ソニーセミコンダクタ（株）大分テクノロジーセ

ンターのアカウミガメの保護活動 

 275 ソニー株式会社 情報通信業 社会貢献活動 ～Visual Storytelling Alliance ～  「映像を

通じた、生物多様性保全の取り組み」 

 276 西日本電信電話 株式

会社 （NTT西日本 グ

ループ） 

情報通信業 社会貢献活動 にしのみどり が 応援する NTT 西日本 みど

りいっぱいプロジェクト 

★ 277 株式会社日立ソリュー

ションズ 

情報通信業 社会貢献活動 里山保全活動(地域との共生、生物多様性保全活

動) 

 278 富士通エフ・アイ・ピ

ー株式会社 

情報通信業 社会貢献活動 富士通エフ・アイ・ピーの森 ボランティア活動

 279 全日本空輸株式会社 運輸業、郵便業 社会貢献活動 「チーム美らサンゴ」 －サンゴ再生プロジェク

ト－ 

★ 280 東京急行電鉄株式会社 運輸業、郵便業 社会貢献活動 多摩川およびその流域における環境浄化･保全に

関する研究助成 

★ 281 日本航空株式会社 運輸業、郵便業 社会貢献活動 機長による出前講座「そらいく」 

★ 282 日本航空株式会社 運輸業、郵便業 社会貢献活動 航空機への特別塗装 
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★ 283 日本郵船株式会社 運輸業、郵便業 社会貢献活動 温室効果ガスの分布と循環に関する地球規模の調

査研究への協力 

★ 284 キヤノンマーケティン

グジャパン株式会社 

卸売業、小売業 社会貢献活動 NPO 等と連携した棚田の保全や森づくり等の環境

保全活動 

★ 285 住友商事株式会社 卸売業、小売業 社会貢献活動 マダガスカル共和国「アンバトビープロジェクト」

★ 286 住友商事株式会社 卸売業、小売業 社会貢献活動 インドネシア「バツヒジャウ銅・金鉱山開発プロ

ジェクト」 

★ 287 ㈱高島屋 卸売業、小売業 社会貢献活動 「たかしま生きのも田んぼ米（コシヒカリ）」を

通じた取組 

★ 288 三菱商事株式会社 卸売業、小売業 社会貢献活動 大学 NGO に協力した「サンゴ礁保全プロジェクト」

の実施 

★ 289 三菱商事株式会社 卸売業、小売業 社会貢献活動 マレーシア等での「熱帯林再生実験プロジェクト」

への取組 

 290 尼崎信用金庫 金融業、保険業 社会貢献活動 あましん緑のプロジェクト 

 291 ＮＥＣキャピタルソリ

ューション株式会社 

金融業、保険業 社会貢献活動 わくわく子どもの池プロジェクト（環境教育） 

 292 株式会社 滋賀銀行 金融業、保険業 社会貢献活動 琵琶湖の環境と生態系保全の“いきものがたり”

活動（１） 

 293 株式会社 滋賀銀行 金融業、保険業 社会貢献活動 琵琶湖の環境と生態系保全の“いきものがたり”

活動（２） 

 294 株式会社 滋賀銀行 金融業、保険業 社会貢献活動 琵琶湖の環境と生態系保全の“いきものがたり”

活動（３） 

 295 株式会社損害保険ジャ

パン 

金融業、保険業 社会貢献活動 協働の森づくり事業 

 296 東京海上日動火災保険

株式会社 

金融業、保険業 社会貢献活動 マングローブ植林プロジェクト 

 297 日本興亜損害保険株式

会社 

金融業、保険業 社会貢献活動 人も育てる「日本興亜の森林（もり）」 

 298 株式会社八十二銀行 金融業、保険業 社会貢献活動 長野県全域における森林整備活動 

 299 株式会社 三重銀行 金融業、保険業 社会貢献活動 「みえぎん まなびの森」づくり 

★ 300 株式会社みずほフィナ

ンシャルグループ 

金融業、保険業 社会貢献活動 グループ社員と家族を対象にした環境教育活動 

 301 株式会社三井住友銀行 金融業、保険業 社会貢献活動 個人向け国債「SMBC グリーンプログラム」を通じ

た啓発活動 

 302 株式会社三井住友銀行 金融業、保険業 社会貢献活動 社会貢献としての取り組み 

 303 三井住友海上火災保険

株式会社 

金融業、保険業 社会貢献活動 インドネシア熱帯林再生プロジェクト 

★ 304 三井住友トラスト・ホ

ールディングス株式会

社 

金融業、保険業 社会貢献活動 地域社会への貢献・信頼関係の構築を目指す「生

きもの応援活動」の実施 

★ 305 （株）三菱 UFJ フィナ

ンシャル・グループ 

金融業、保険業 社会貢献活動 主に小学生を対象にした環境教育プロジェクト

『守ろう地球のたからもの』 

 306 労働金庫連合会 金融業、保険業 社会貢献活動 ろうきん森の学校」 

 307 東急不動産株式会社 不動産業、物品賃貸業 社会貢献活動 お客さまと協働で取り組む森林保全「緑をつなぐ」

プロジェクト 

308 野村不動産株式会社 不動産業、物品賃貸業 社会貢献活動 ホタルがすむ街づくり展 

★ 309 三菱地所株式会社 不動産業、物品賃貸業 社会貢献活動 「自然環境情報ひろば 丸の内さえずり館」の運営

 310 アジア航測株式会社 学術研究、専門・技術

サービス業 

社会貢献活動 森林減少防止のための途上国取組支援事業 

 311 芦生生物相保全プロジ

ェクト 

学術研究、専門・技術

サービス業 

社会貢献活動 芦生地域の生物多様性の回復を目的とした科学的

アプローチ 

 312 （株）アレフ 宿泊業、飲食サービス

業 

社会貢献活動 生物多様性保全による「より良い食」の提供と持

続可能な企業活動 
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 313 株式会社カヌチャベイ

リゾート、株式会社太

陽クリーナー、株式会

社クリード沖縄、有限

会社海の種、有限会社

バイザシー 

宿泊業、飲食サービス

業 

社会貢献活動 沖縄の海とサンゴをまもる／”アイラブコーラル

アイランドプロジェクト” 

 314 大妻女子大学 教育、学習支援業 社会貢献活動 生物多様性教育を通じた大妻女子大学における人

材育成 

 315 株式会社増進会出版社 教育、学習支援業 社会貢献活動 絶滅危惧種の保全・研究に専心している個人、機

関に対する助成 

 316 小役丸 秀一 複合サービス業 社会貢献活動 食と農による体験活動の推進 

 317 石坂産業株式会社 サービス業（他に分類

されないもの） 

社会貢献活動 「くぬぎの森」里地里山プロジェクト 

★ 318 いであ株式会社 サービス業（他に分類

されないもの） 

社会貢献活動 生物の技術者の知識を活用した環境教育等の活動

★ 319 ＮＥＣフィールディン

グ 

サービス業（他に分類

されないもの） 

社会貢献活動 あきる野菅生地区での森林の保全と活用・地域活

性化の調査研究 

★ 320 ＮＥＣフィールディン

グ 

サービス業（他に分類

されないもの） 

社会貢献活動 従業員有志による「Ｆｉｅｌｄｉｎｇ社会貢献ク

ラブ」の実施 

★ 321 ＮＥＣフィールディン

グ 

サービス業（他に分類

されないもの） 

社会貢献活動 インドネシア「オランウータンの棲む森づくりプ

ロジェクト」の実施 

 322 Blue Corn サービス業（他に分類

されないもの） 

社会貢献活動 環境省体験試乗 

 323 Blue Corn サービス業（他に分類

されないもの） 

社会貢献活動 シーカヤック清掃活動 

 324 株式会社ワイエルイン

ベスト 

サービス業（他に分類

されないもの） 

社会貢献活動 インドネシア共和国におけるシルボフィッシャリ

ー技術普及活動による生物多様性保全 

 325 特定非営利活動法人グ

リーンフォーラム 

特定非営利活動法人

（NPO） 

社会貢献活動 ラオスの焼畑での植林とアグロフォレストリー育

成 

 326 特定非営利活動法人自

然環境復元協会 

特定非営利活動法人

（NPO） 

社会貢献活動 学校ビオトープ「大谷っ子池」 

 327 故郷まちづくりナイ

ン・タウン 

特定非営利活動法人

（NPO） 

社会貢献活動 笠原城（石森城）お濠・ビオトープ プロジェク

ト（略称：ほりプロ） 

 328 一般社団法人里山自然

農法協会 

非営利法人（NPO 以外

の社団・財団等） 

社会貢献活動 奈良の里山生態系サービス事業 

 329 一般社団法人生物多様

性保全協会 

非営利法人（NPO 以外

の社団・財団等） 

社会貢献活動 多摩川の外来植物防除 

 330 公益社団法人日本環境

教育フォーラム 

非営利法人（NPO 以外

の社団・財団等） 

社会貢献活動 生物多様性について学ぶ、読み聞かせ絵本 

 331 港区生物多様性事業者

フォーラム実行委員会

任意団体 社会貢献活動 あつまれ事業者！港区の生物多様性フォーラム 

 332 味の素株式会社 製造業 その他 事業活動の存在意義の基盤としての生物多様性・

生態系保全／”いのちのために働く” 

★ 333 アンリツ株式会社 製造業 その他  「生物多様性保全」の考え方の図示と展開 

★ 334 カシオ計算機株式会社 製造業 その他 事業活動が生物多様性に与える影響度評価 

★ 335 カシオ計算機株式会社 製造業 その他 「カシオ環境ビジョン 2050」と「カシオ環境宣言 

2020」の制定 

★ 336 カシオ計算機株式会社 製造業 その他 カシオグループ生物多様性ガイドラインの制定 

★ 337 キリンホールディング

ス株式会社 

製造業 その他 生物多様性保全宣言 

★ 338 シャープ株式会社 製造業 その他 「シャープ生物多様性イニシアチブ」の策定によ

る企業方針への盛り込み 

★ 339 東レ株式会社 製造業 その他 事業活動と生物多様性との関係性マップの作成 

★ 340 東レ株式会社 製造業 その他 東レグループ生物多様性基本方針の制定 

 341 株式会社日立製作所 製造業 その他 ソーラー発電淡水化設備 

 342 株式会社日立製作所 

株式会社日立ソリュー

ションズ 

製造業 その他 企業のための生態系評価（CEV）ガイドを用いた製

品の評価と改善 

★ 343 日立電線株式会社 製造業 その他 「環境保全行動指針」の制定と企業活動における

生態系の保全への配慮をうたった改定の実施 
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 344 富士通株式会社 製造業 その他 富士通の生物多様性への取り組み 

 345 マツダ株式会社 製造業 その他 生物多様性に関する影響度評価 

★ 346 三菱重工業株式会社 製造業 その他 生物多様性保全への貢献を目標とした「三菱重工

環境ビジョン 2030」の策定 

 347 日本電信電話株式会社 情報通信業 その他 ＮＴＴグループ環境ビジョン「ＴＨＥ ＧＲＥＥ

Ｎ ＶＩＳＩＯＮ ２０２０」に基づいた、グル

ープ各社での「生物多様性の保全」の推進 

★ 348 株式会社日立ソリュー

ションズ 

情報通信業 その他 CSR 報告書 

★ 349 株式会社日立ソリュー

ションズ 

情報通信業 その他 環境方針 

★ 350 東京急行電鉄株式会社 運輸業、郵便業 その他 東京商工会議所「環境社会検定試験(ｅｃｏ検定)」

の受験の推奨と受験料等の補助 

★ 351 日本航空株式会社 運輸業、郵便業 その他 生物多様性への取組を含んだ「エコ・ファースト

の約束」 

 352 日本郵船株式会社 運輸業、郵便業 その他 事業活動と生物多様性の関係性マップ作成による

影響把握、バラスト水処理装置搭載、最適運航プ

ロジェクト等 

★ 353 住友林業株式会社 卸売業、小売業 その他 「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」の制定 

★ 354 日本水産株式会社 卸売業、小売業 その他 中期経営計画における水産資源の持続的利用及び

地球環境保全の位置づけ 

★ 355 三井住友海上火災保険

株式会社 

金融業、保険業 その他 企業と生物多様性イニシアティブ（ＪＢＩＢ）の

活動への参加と推進 

★ 356 三井住友トラスト・ホ

ールディングス株式会

社 

金融業、保険業 その他 生物多様性行動保全指針の制定と「ビジネスと生

物多様性イニシアティブ」活動の推進等 

 357 国立大学法人 山梨大

学 

教育、学習支援業 その他 生物多様性の保全と持続可能な利用に係る教育研

究活動を行う学部の設置 

 358 国立大学法人 山梨大

学 

教育、学習支援業 その他 生物多様性の保全と持続可能な利用に係る教育研

究活動を行うセンターの設置 

★ 359 セコム株式会社 サービス業（他に分類

されないもの） 

その他 社員向けエコツアーの推進 

★ 360 セコム株式会社 サービス業（他に分類

されないもの） 

その他 「生物多様性」に関する社員への啓発活動 

 


