
 
 

CDP2021 Aリスト企業アワード プログラム  

(2022/1/11 現在) 

日時： 2022年 1月 19日（水）14:00～17:30（予定） 

場所： オンライン（Zoom） 

参加費： 無料 

申し込み先： 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_W85_7sIXQgKM_tU

8mXu1FQ 

(敬称略） 

14:00  開会挨拶 

- CDP CEO ポール・シンプソン 

 

               講演 1：CDP気候変動2021日本概要報告 

- ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社  

                 環境対策部長 倉内 瑞樹 

- SGSジャパン株式会社 

認証ビジネスソリューションサービス GHG主任検証員 高橋 珠己 

講演2：CDP水セキュリティ 2021日本概要報告 

- KPMGあずさサステナビリティ株式会社 代表取締役 斎藤 和彦 

講演3：CDPフォレスト2021日本概要報告 

- 株式会社QUICK 常務執行役員  広瀬 悦哉 

 

14:25  来賓御挨拶 

-内閣総理大臣 岸田 文雄 

-環境省 環境大臣 山口 壯 

-内閣府 内閣府副大臣（金融） 黄川田 仁志 

-外務省 外務副大臣 鈴木 貴子 

-経済産業省 経済産業副大臣 細田 健一 

-国土交通省 国土交通副大臣 中山 展宏 

-在日フランス大使館 駐日フランス大使 フィリップ・セトン 

-東京都 東京都知事 小池 百合子 

-京都市 京都市長 門川 大作 

 

15:05  署名機関からのメッセージ 

-アセットマネジメントOne株式会社  

執行役員サステナビリティ推進室長 小松 みのり 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_W85_7sIXQgKM_tU8mXu1FQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_W85_7sIXQgKM_tU8mXu1FQ


 
 

-日興アセットマネジメント株式会社 

常務執行役員 ステファニー・ドゥルーズ 

-株式会社三井住友フィナンシャルグループ 

グループＣＳｕＯ 伊藤 文彦 

 

ユースからのメッセージ 

  - 吉野 知明 

  - 岩野 さおり 

  - 中村 涼夏 

 

休憩 

 

15:35  優秀企業スピーチ/CDP理事からのメッセージ 

高崎経済大学学長 兼 経済学部教授 水口 剛 

国立研究開発法人森林研究・整備機構理事長 中静 透 

国連環境計画・金融イニシアティブ特別顧問 末吉 竹二郎 

 

Aリスト企業(50音順) 

気候変動Aリスト   

J.フロント リテイリング株式会社 取締役兼代表執行役社長 好本 達也 

MS&AD インシュアランス グループ ホー

ルディングス株式会社 
代表取締役 取締役社長 グループCEO 原 典之 

SGホールディングス株式会社 代表取締役会長 兼 社長 栗和田 榮一 

SOMPOホールディングス株式会社 
グループ CSuO (Group Chief 

Sustainability Officer)  執行役 
下川 亮子 

味の素株式会社 
取締役 代表執行役社長  

最高経営責任者 
西井 孝明 

アスクル株式会社 代表取締役社長 CEO 吉岡 晃 

アズビル株式会社 代表取締役社長 執行役員社長 山本 清博 

イオン株式会社 
Chief Sustainability Officer 

／環境社会貢献責任者 
三宅 香 

株式会社大林組 代表取締役社長 蓮輪 賢治 

川崎汽船株式会社 代表取締役社長/社長執行役員/CEO 明珍 幸一 

株式会社熊谷組 代表取締役社長 櫻野 泰則 

株式会社コーセー 代表取締役社長 小林 一俊 

コニカミノルタ株式会社 代表執行役社長 兼 CEO 山名 昌衛 

住友林業株式会社 代表取締役 社長 光吉 敏郎 



 
 

積水ハウス株式会社 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 仲井 嘉浩 

第一三共株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 眞鍋 淳 

ダイキン工業株式会社 代表取締役社長 兼CEO 十河 政則 

大和ハウス工業株式会社 代表取締役社長／CEO 芳井 敬一 

大和ハウスリート投資法人 

資産運用会社 大和ハウス・アセットマネジ

メント株式会社 

代表取締役社長 土田 耕一 

東急不動産ホールディングス株式会社 代表取締役社長 西川 弘典  

東京製鐵株式会社 取締役社長 西本 利一 

戸田建設株式会社 代表取締役会長 今井 雅則 

凸版印刷株式会社 代表取締役社長 麿 秀晴 

株式会社ニコン 代表取締役 兼 社長執行役員 馬立 稔和 

日本郵船株式会社 代表取締役社長 長澤 仁志 

株式会社野村総合研究所 代表取締役会長 兼 社長 此本 臣吾 

野村ホールディングス株式会社 表執行役社長 グループCEO 奥田 健太郎 

富士電機株式会社 代表取締役副社長 菅井 賢三 

古河電気工業株式会社 代表取締役社長 小林 敬一 

三井不動産株式会社 代表取締役社長 菰田 正信 

三菱電機株式会社 執行役社長 漆間 啓 

株式会社村田製作所 代表取締役社長 中島 規巨 

ヤマハ株式会社 取締役 代表執行役社長 中田 卓也 

株式会社リコー 代表取締役 社長執行役員 CEO 山下 良則 

 

水セキュリティAリスト 
  

株式会社 LIXIL 
取締役 代表執行役社長 兼  

Chief Executive Officer 
瀬戸 欣哉 

TDK株式会社 代表取締役社長 石黒 成直 

カゴメ株式会社 代表取締役社長 山口 聡 

キッコーマン株式会社 代表取締役社長COO（最高執行責任者） 中野 祥三郎 

株式会社クボタ 代表取締役社長 北尾 裕一 

東京エレクトロン株式会社 代表取締役社長・CEO 河合 利樹 

東レ株式会社 代表取締役社長 日覺 昭廣 

富士フイルム株式会社 代表取締役社長・CEO 後藤 禎一 

株式会社ブリヂストン 取締役 代表執行役 Global CEO 石橋 秀一 

株式会社三菱ケミカルホールディングス 代表執行役常務 (CSO) 池川 喜洋 

明治ホールディングス株式会社 代表取締役社長 CEO 川村 和夫 

ライオン株式会社 代表取締役 社長執行役員 掬川 正純 



 
 

ローム株式会社 代表取締役社長 松本 功 

 

ダブルAリスト 

（気候変動・水セキュリティ） 

  

アサヒグループホールディングス株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 勝木 敦志 

小野薬品工業株式会社 代表取締役社長 相良 暁 

キリンホールディングス株式会社 代表取締役社長 磯崎 功典 

住友化学株式会社 代表取締役社長 岩田 圭一 

セイコーエプソン株式会社 代表取締役社長 CEO 小川 恭範 

積水化学工業株式会社 代表取締役社長 加藤 敬太 

ソニーグループ株式会社 会長 兼 社長 CEO  吉田 憲一郎 

中外製薬株式会社 代表取締役副会長 上野 幹夫 

トヨタ自動車株式会社 
Chief Sustainability Officer 

(CSO) 
大塚 友美 

ナブテスコ株式会社 代表取締役社長 寺本 克弘 

日産自動車株式会社 社長兼最高経営責任者 内田 誠 

日本電気株式会社 代表取締役 執行役員社長 兼 CEO 森田 隆之 

日本たばこ産業株式会社 代表取締役社長 寺畠 正道 

株式会社日立製作所 代表執行役 執行役社長兼COO 小島 啓二 

富士通株式会社 

執行役員常務 、CSO（チーフ・サステナビ

リティー・オフィサー） 兼 サステナビリテ

ィ推進本部長 

梶原 ゆみ子 

 

トリプル Aリスト 

（気候変動・水セキュリティ・フォレスト） 

  

花王株式会社 代表取締役 社長執行役員 長谷部 佳宏 

不二製油グループ本社株式会社 代表取締役社長最高経営責任者 酒井 幹夫 

17:3０  閉会（予定） 

 

   

 

以上 


