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２．環境報告の作成手順 
 

環境報告書の作成は、主に以下の作成ステップで行います。 

 

環境報告書作成ステップ(例) 

 

 

Step1 環境報告書作成目的の確認・明確化 

 

環境報告書の作成にあたっては、自社の経営に沿った意義と目的を検討し、社内で共有す

ることが最も重要なこととなります。 

まずは環境報告書を通じて「誰に」情報を伝達し、「どのような反応を期待するのか」、「そのため

に何を伝えるべきか」を具体的に検討しましょう。 

一方で、報告書の作成に必要なデータや情報を収集し整理するには、多くの社内担当者

の協力が必要となります。関係者の協力を得やすくするためにも、環境報告書作成の意義

と目的を担当者間で、できれば経営層トップによる指示のもとトップダウンで共有できる

とよいでしょう。 

 

Step2 目次構成・記載内容・ページ割の検討 

 

環境報告書の作成目的によって、目次構成、掲載する情報、言葉遣いや図、ひいては報

告書のデザインなども異なってくることが想定されます。 

たとえば、主に取引先に自社の適切な環境マネジメントの状況を伝え、信頼を得ること

を目的とした報告書と、一般の消費者に自社の取り組みや製品の環境優位性を理解しても

らう報告書とでは、書き方は異なってきます。 

とはいえ「報告書」ですから、掲載することが望ましい事項があります。報告事項につ
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いては次の「４．プラスチック製品製造業の環境報告の記載項目、指標」を参照ください。 

 

１） 報告書のコンセプトづくり 

 

Step1 で検討した報告書の作成目的、あるいは使い方に照らして考えた時に、どのよう

な報告書として取りまとめていくのか、コンセプトをまとめるとよいでしょう。 

はじめての報告書作成で、「まずは、体系的に情報を整理して自社の従業員と共有し、理解を深

めたい」というのであれば、もっとも基本的な情報をまず整理することに重点を置いてもよいでしょ

う。その際も、従業員と共有するには、どのような内容をどのように整理・表現すると情

報がうまく伝わるか、ということを考えてコンセプトとして据えることが重要です。 

その他、「お客様に自社の確かな取り組みと製品の環境優位性を簡潔にわかっていただ

くために、コンパクトな形状で、イラスト、図解、グラフ等を多く多用し、分かりやすく

親しみやすい言葉・表現で、身近に感じるデザインで作成する」「とにかく手にとって、

ポイントだけでも読んでもらえるように、要所にトピックスとして枠書きを設ける」「社

員の誠実さ、教育の徹底、いきいきと取り組む社員の様子が伝わるよう、社員自身のコメ

ントと写真を多く盛り込んで、会社の実態がイメージとして具体的に伝わるように工夫す

る。」「取引先を意識し、専門的な情報を詳しく掲載することで自社の技術力や高い環境管

理レベルを示す」など、目的に応じた記載・編集方法を考慮し、具体的な完成イメージを

固めていくことが重要です。 

一方、報告書は、その報告対象期間の取り組み状況を報告するためのものですので、定

期的・継続的に（一般には 1 年ごと）に作成することが望まれます。そのため、初めて作

成される企業では、継続性を考慮して無理のないボリュームや構成からスタートすることも必要で

しょう。 

報告書のボリュームやデザイン・編集内容、掲載する情報の整理状況等によりますが、

報告書の企画から完成までは数ヶ月から長くて半年は必要だと考えられます。 

 

２） 報告範囲の決定 

 

報告の対象とする組織範囲、報告対象期間を検討し、決定します。 

報告対象組織は、情報の整理・収集状況に応じて段階的に広げていくことも可能です。 

一方で、想定した読者が何を知りたいのかによって、報告が望ましい範囲というものも

あります。将来的にはどの範囲／単位で報告をしていくのかも、確認しておくとよいでし

ょう。 

 



13 

３） 目次構成・記載内容等の検討 

 

次に、検討されたコンセプトを踏まえ、どのような情報を報告書に記載するべきか、一

覧表で構成を整理していきます。これは、報告書の“設計図”となります。 

どのようなテーマについて記載するのかまず大きく整理し、さらにそれぞれのテーマをどのような

内容で構成して伝えるべきなのかを、階層的に検討すると、後に作業する実際の報告書作成作業

がスムーズになります。 

⇒「図表 報告書目次構成検討・記載内容フォーマット例①②」 目次構成：大見出し／中

見出し／小見出しの整理 

さらに、可能であればこの段階で、各内容を説明していくのに必要なデータとその表現

としてのグラフや表、説明用に必要な写真・イラストなどのタイトル（仮題で構いませ

ん）を整理しておくと、この後の素材収集作業がスムーズになります。 

⇒「図表 報告書目次構成検討・記載内容フォーマット例①②」 図表／写真タイトル 等 

また、当該項目について何をどのような順番で記載するのか、記載のポイントなどを整

理しておくとよいでしょう。 

  ⇒「図表 報告書目次構成検討・記載内容フォーマット例①②」 記載内容およびポイント 

 

図表 報告書目次構成検討・記載内容フォーマット例① 

目次構成 

大見出し 中見出し 小見出し 
図表／写真タイトル 等 記載内容およびポイント 

     

     

     

     

 

ページ割の検討   

報告書の作成に慣れてきたら、検討した構成を「見開き単位で構成」できると、読者にと

っても非常に読みやすく、ポイントや報告の流れなどを分かりやすく伝えることができる

ようになります。 

この段階で、本当に必要な情報は何か、を考えながら、ページ単位でボリュームを調整

していくことも必要になってくるかもしれません。 

 

図表 報告書目次構成検討・記載内容フォーマット例② 

目次構成 

ページ 大見出し 中見出し 小見出し 
図表／記載内容の情報 内容およびポイント 

      

      

      

      

 

オプション 
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Step3 掲載情報の整理   

 

Step2 で検討した目次構成にしたがって、実際に必要な情報やデータを収集・整理して

いきます。 

 

１） 関連情報の収集 

 

まず、環境マネジメントシステム上などですでに社内に記録管理されているデータなど

を充分に活用しましょう。 

企業によっては、事業所単位でそれぞれデータ収集・整理方法が異なり、統一的に情報

を収集しづらいことがあるかもしれません。その際は、統一的なフォーマットを定めて各

事業所から情報を収集するとよいでしょう。期間や単位の統一などにも留意します。 

また、はじめは情報を収集・開示する事業所を限定して報告書を作成し、徐々に報告対

象範囲を拡大していってもよいでしょう。 

項目によって情報収集範囲が異なってしまう場合もあるかもしれません。その場合は、

報告対象範囲を明確にしてデータや情報を掲載すればよいのです。「データが集まらない、そ

ろわないから発行しない」ではなく、可能な範囲のデータで「まずは情報開示をスタートし、徐々に

充実させていく」ことを考えましょう。 

こうして手順をおって情報を収集し、何回か報告書を作成してみることによって、徐々

に報告書作成に必要な情報項目が明確になってきます。はじめは情報収集に時間や体力が

かかりますが、徐々にルーティン化するなどして効率的に行えるようになるでしょう。 

データにとどまらず、報告内容をより具体的に記載するために必要な情報や写真、図解

などについてもこの段階で具体的に検討し、情報の収集・整理を行います。 

個別の担当者や現場などへの取材が必要な場合もこの段階で行います。 

読者の理解促進のため、設備や活動の状況を視覚的に伝えられるよう、写真なども用意

するとよいでしょう。 
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データ収集フォーマット例  ～エコアクション 21 ガイドライン～ 

 以下は、「環境省 エコアクション 21 ガイドライン 2009 年版」に掲載されている、自

社の環境負荷やそれに関連する関連情報を整理するためのフォーマット例です。こうした

フォーマットを参考に、自社に適した項目にアレンジするなどして各事業所の環境関連情

報の統一的な収集を効率的に行うことができるようになります。 

 

 

（出典）環境省 エコアクション２１ガイドライン 2009 年版 

 

 

 

 

 

参 考 



16 

（出典）環境省 エコアクション２１ガイドライン 2009 年版 
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（出典）環境省 エコアクション２１ガイドライン 2009 年版 
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（出典）環境省 エコアクション２１ガイドライン 2009 年版 
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（出典）環境省 エコアクション２１ガイドライン 2009 年版 
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（出典）環境省 エコアクション２１ガイドライン 2009 年版 
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（出典）環境省 エコアクション２１ガイドライン 2009 年版 
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（出典）環境省 エコアクション２１ガイドライン 2009 年版 
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（出典）環境省 エコアクション２１ガイドライン 2009 年版 
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２） データ・情報の整理・加工 

 

データについては、具体的にどのような形式で記載すべきか、この段階でさらに具体的

に検討しグラフ化や表などを作成します。 

グラフであれば、棒グラフがよいのか折れ線グラフが妥当なのか、経年の変動を見せる

べきか円グラフ等で内訳を見せるべきか、どのような分類分けでデータを整理するのかな

ど、伝えたい／伝えるべき内容に応じてどのようなグラフや表を作成すべきかを、きちんと考えます。 

 

（参考） グラフ作成上の留意点 

 基本的なグラフのタイトル、軸タイトル、単位、メモリなどを明記する。 

 目標値とその達成に向けた進捗を表現するのであれば、目標値ラインもグラフ上

に明記する。 

 具体的な変動がわかるよう、数値情報を明記する。 

 データの集計範囲を明確にする。集計範囲が報告書の報告範囲と異なる場合はそ

の旨を注記する。 

 換算係数や集計方法など、情報の理解に必要な補足情報があれば注記する。 

 

また、データのみならず、写真や図解などにもきちんとタイトルをつけ、何を表してい

るかを明確にすることが大切です。 

 

Step4 環境報告書案の作成 

 

目次構成に従って報告書を作成していきます。 

目次構成の個別の項目について、単に図や表、グラフだけを掲載するのではなく（たとえば、

「環境マネジメント体制」という項目に対して組織図だけを掲載するのではなく）、各項目で何を伝

えたいのか、アピールポイントはどこかなどを考慮してできるだけ説明文をつけましょう。 

 

 記載にあたっては必要な情報を読者に分かりやすく、理解しやすい言葉や表現で

簡潔に記載します。 

 文章は長く続けずに、短くまとめていくことに留意します。 

 目次構成の大／中／小見出し、また本文や図表／写真のタイトルなどそれぞれに

ついて、ヘッダーとなるマークやフォントの大きさ、色などの法則を決めてそろ

えると見やすく、分かりやすくなります。 

 また、慣れてきたら、同じ意味をさすことばをできるだけ統一する、あるいはき

ちんと定義をさだめて書き分ける（（ex.）活動／取組み／取り組み／対策）など、

表記についても留意すると、読者の読みづらさが軽減します。 
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報告書案を作成したら、一度全体を通して読みかえしてみましょう。 

情報の整合性やデータに間違いがないかの確認、読者に誤解を生じさせるような表現が

ないかなどにも気をつけます。 

実際に報告書案を作成してみると、目次構成に追加すべき内容や、優先度の低い情報な

どが見えてくることがあります。その際は目次構成を見直して、修正しましょう。 

必要に応じて、こうした作業を数回繰り返し、徐々に完成度を高めていきます。 

 

３）          「コラム」や「特集」の作成 

報告書作成になれてきたら、活動を実際におこなっている社員や関係者のコメント、参考情

報などのコラム（囲み記事）の作成などの工夫をしてみましょう。 

実際に活動している人の写真とともにその人の考えや“思い”などが追加されると報告

内容に具体性がでるとともに、読者にとってはより身近なイメージをもって報告書を読む

ことができるようになります。 

 また、個別の対策やテーマについて、取り組み状

況や成果などをより詳しく具体的に説明・アピールし

たい場合は、「特集ページ」をつくることも考えられま

す。 

こうした「コラム」や「特集」といった通常

の報告とは異なる部分を作ることで、紙面にメ

リハリができ、読者により関心をもって読んで

もらえる効果が期待できます。 

 

４）          意見・感想収集のためのアンケート票の作成 ～コミュニケーションのために～ 

読者の反応や意見などを収集することで、単なる情報開示から、ステークホルダーとの

コミュニケーションへ発展させていくことができます。 

意見や感想は、報告書にアンケート票を添付して集めることができます。 

読者はどのようなテーマや活動に関心があるのか、どのような情報を欲しているのか、

報告内容についてどのような意見を持ったのかなどを、アンケート票（紙や Web 等）を通

じて収集します。 

報告書に別紙として１枚はさむと、書いた人が FAX などで送付し

やすくなります。報告書の PDF を自社のホームページに掲載する場

合は、Web で回答できるよう、アンケートフォームを掲載すること

も考えられるでしょう。 

収集した意見を自社の活動や次の報告書作成などに活かすことで、

ステークホルダーと相互に理解を深める“コミュニケーション”が

実現できるようになります。 

オプション 

 

●●●株式会社 

□□□環境報告書アンケート 

 

①×××××× 

□・・・□・・・□・・・ 

②×××××× 

□・・・□・・・□・・・ 

③×××××× 

 

 

 

 

送付先・・・・ 

オプション 
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Step5 環境報告書の印刷・次期への課題整理 

 

１） 印刷･ホームページへの掲載等 

 

Step4 で作成した報告書原稿の最終確認をします。報告書は企業として責任をもって発

行するものですので、必要に応じて報告対象範囲の責任者や経営トップの承認を得るなど

の手続きをとります。 

読んでもらいたい読者や配布方法などを考慮して、必要な場合は印刷・製本をします。 

また、現在は会社のホームページに掲載するなどして、だれもが閲覧できるようにして

おくこともできます。ホームページへの掲載の場合は印刷の必要はありませんが、必ずし

も読んでもらいたい相手がアクセスするとは限りませんので、報告書の作成目的に合わせ

て、印刷の是非や印刷部数を検討するとよいでしょう。 

 

２） 配布 

 

印刷した報告書は活用目的を考慮しつつ、ステークホルダーに配布します。 

 

配布先例 活用目的例 

従業員 情報共有、環境教育 

取引先 自社・自社製品・サービスのアピール、理解、情報共有 

消費者・顧客 自社・自社製品・サービスのアピール 

地域住民 説明責任への対応 

リクルート対象学生 自社のアピール、学生の関心への対応 

行政 自社のアピール 

金融機関 金融機関の融資等条件への対応、自社のアピール 

 

３） 次期報告書への課題整理 

 

当該年度の環境報告書作成上の課題を、次年度の報告書作成コンセプトの検討や記載内

容へ反映できるよう、整理しておくとよいでしょう。 

アンケート等で収集したステークホルダーの意見等も活用します。 

 

 報告対象範囲の拡充 

 報告対象項目の拡充 

 報告内容の充実 
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（数値情報の充実などにより、より具体的に記載する／報告のみならず評価結果

や今後の改善予定などを記載する／ 等） 

 記載方法の充実 

（グラフ、図解等による分かりやすさの充実、紙面構成の整理等） 

 特集、コラムの追加  等 




