
第５回エコアクション 21 全国交流研修大会 in 群馬のご案内 

 
 これが地球温暖化の影響とは思いたくないものの、異常な豪雨と酷暑に呻吟されておられることと存じます。

当地群馬は全国有数の酷暑地で連日 35℃超が続いております。 

 さて、今年２月の静岡大会で恐る恐る引き受けを宣言いたしました第５回の交流研修大会も２月後となってま

いりました。順調とは言い難いものの、当地の審査人、地域事務局がとにかく一つになって知恵と汗を絞りつつ、

運営委員や事業者の方々の絶大なご協力のもとに、何とか皆様方をお招きする準備も整ってまいりました。 

 認証・登録事業者様も 5,000 近くなり 2009 年度版ガイドラインへの切り替えも始まりました。それだけに申

請、審査、地域判定のそれぞれの局面で考えることも多くなっていると存じます。 

そこで今回、テーマはずばり「みんなで解決 審査・助言の？」とし、当地の審査人、地域事務局、判定委員、事業者が

自ら汗と恥とをかこうと舞台上で、申請、審査、判定の流れに沿ってのロールプレイ型の意見交換を行うことにしました。も

ちろん、各局面で、フロアーから皆様のご意見をいただいて進めてまいります。 

 また、環境活動レポートをどう作ったら、どう使ったら役立つか、その際、審査人も求められているアドバイスはどんなもの

かも事例に即して意見交換したいと考えています。 

 皆様方の参加があって初めて成り立つ研修会です。奮ってご参加ください。 

 ご登録等は当地の信頼できる NPO 組織・群馬コングレスサポートの協力を仰ぐこととしました。次頁以降に宿

泊予約を含めて登録申込書を添付いたしましたので、注意事項等をご確認の上、９月１４日までに。群馬コング

レスサポートまで FAX か郵送でお申し込みください。 

 
第５回大会概要 

期 日：平成２２年１０月１６日（土）・１７日（日） 

会 場：ホテルメトロポリタン高崎 

定 員：600 名（審査人、事業者、地域事務局） 

 
スケジュール案 

10／16 12:00 受付 
 13:00 開会セレモニー（挨拶、スケジュール説明等） 
 13:20 

～ 
17:00 

人数・業種で 4 グループに分かれてのロールプレイ形式での研修（前半） 
（1 グループにつき、当地審査人 3 名、地域事務局等２名、中央から 1 名が入る） 
審査申請→地域事務局⇔審査人→審査→地域事務局・地域判定委員会の流れのうち、審

査報告書を上げるまでの過程での疑問・助言の？を検討。適宜流れを止めて、会場から

の質問や意見をもらいながら進め、また、適宜中央からの助言をもらって進める。 
 18:00 懇親会 群馬交響楽団創立メンバー風岡裕子先生によるピアノ演奏とお話し 

挨拶・乾杯・懇談、太鼓の演奏 
10／17  9:00 4 グループに分かれてのロールプレイ形式での研修（後半） 

環境活動レポートを有効に活用するための助言等を中心に（事業者各 2 名参加予定） 
 10:20 移動 
 10:40 各グループの研修成果の発表（担当の審査人より）と意見交換 
 11:40 閉会セレモニー（次回開催地の挨拶等） 

第５回エコアクション 21 全国交流研修大会 in 群馬実行委員会 委員長 西薗 大実 

エコアクション 21 地域事務局群馬責任者 熊倉 浩靖 



第５回 エコアクション２１ 全国交流研修大会 ｉｎ 群馬 
平成２２年１０月１６日（土）・１７日（日） 

【参加登録・宿泊申込のご案内】 
 

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます 

この度、「第５回 エコアクション２１ 全国交流研修大会 in 群馬」がホテルメトロポリタン高崎にて開催さ

れますこと心よりお祝い申し上げます。 

ご参加されます皆様方の便宜を図るため、参加登録及び宿泊のお申込を、群馬コングレスサポート高崎事務

局にて取りまとめさせていただく事になりました。 

つきましては、ご案内の内容をご検討の上、お早めにお申込みを賜りますようお願い申し上げます。 

今大会の成功をお祈りしますとともに、皆様方のお越しを心よりお待ち申し上げております。 

敬具  
 

 

１． 日 時： 平成２２年１０月１６日（土）１３時～ １７日（日）１２時 
２． 会 場： ホテルメトロポリタン高崎（群馬県高崎市八島町２２２） 
３． 参加費： 大会参加費 １０,０００円 

     懇親会費   ５,０００円（参加者のみ） 
      参加定員 600 名（定員になり次第締切らせていただきます） 

 
宿泊日：平成２２年１０月１６日（土）より１泊 

 

ホテル名 部屋タイプ 
宿泊料金

（お一人様）

申込 

記号 
Ｍ Ａ Ｐ 

モデレートシングル \9,300- Ａ-１ ホテル 
メトロポリタン 

高崎 スーペリアシングル \11,300- Ａ-２ 

アパホテル 
高崎駅前 

シングル \9,135- Ｂ-１ 

シングル \8,000- Ｃ-１ 

ツイン \8,000- Ｃ-２ 
高崎 

ワシントン 
ホテルプラザ 

ツイン（1名利用） \11,000- Ｃ-３ 

シングル \6,800- Ｄ-１ 

ツイン \6,300- Ｄ-２ 
高崎 

ビューホテル 

ツイン（1名利用） \9,500- Ｄ-３ 

本 館シングル \5,460- Ｅ-１ 
東横イン 
高崎駅前 

禁煙棟シングル \5,460- Ｅ-２ 

 

高崎へのアクセス 

ＪＲ高崎駅へは、上越新幹線、長野新幹線、上越線、

信越本線、高崎線、両毛線をご利用ください。 

高速道路ご利用の場合、関越自動車道・高崎ＩＣか

ら１５分程度、上信越自動車道・藤岡ＩＣから２０

分程度となります。 
 

※ 宿泊料金につきましては、１泊朝食・税・サービス料を含んだお一人様の料金です。 
※ ツインルームは室数が限られておりますため、ご希望に添えない場合もございます。 
※ お申込み順にて受付致しますので、ご希望のホテルが満室の場合には他のホテルのご案内をさせ

ていただきます。（先着順となりますため、お申込みは必ず第二希望までご記入下さい。） 

参加登録のご案内      申込み締切日：平成２２年９月１４日（火） 

宿泊施設のご案内      申込み締切日：平成２２年９月１４日（火） 



※ 宿泊期日以外の日程で、ご宿泊希望がございましたらお申し出いただければ別途手配を致します。 

※ お煙草について…室数・フロアに分煙区分があるホテルがございます。喫煙の有無をお申込時に伺っ
ておりますが、ご希望通りのお部屋をご案内できない場合もございます。 

※ お車でお越しの場合には、宿泊先及び周辺の有料駐車場をご利用下さい。 
ご宿泊ご予約の方へは、宿泊先のご案内をお送りしますので、提携駐車場等をご確認の上ご利用
ください。取りまとめ事務局にて駐車場の確保等はいたしかねますのでご了承ください。 
（駐車料金につきましては、各自ご負担下さい。） 

※ 高崎地区のホテルが満室の場合は、周辺地区のホテルをご案内いたします。 
 

 
 

（１） 平成２２年９月１４日（火）までに申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸまたは郵送にてお申
込みください。 
※郵送にてお申込みの際は、必ずご本人様控えをお取りください。 
※お電話及びメールによるお申込はトラブルの原因になりますのでご容赦ください。 

（２） すべてお申込み順に受付致しますので出来るだけお早めにお申込みください。 

（３） 正式な回答につきましては、９月下旬に関係書類を郵送またはＦＡＸにてお送りいたします。 

（４） お支払は正式回答に記載された口座へお振込みください。 
 ※領収証は、原則振込の控えをもってかえさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

取 消 日 取消料 

宿泊日の８日前まで 無料 

宿泊日の３日前～２日前 ２０％

宿泊日の前日 ５０％

当日取消ならびに無連絡不泊 １００％

※ 上記取消手数料ならびに通信費等の実費を差し引き、会期終了後にご返金致します。 

お取消は、必ず郵送またはＦＡＸにてご連絡下さい。 

（お電話によるお取消はトラブルの原因になりますのでご容赦下さい。） 

 

 

【受付代行】群馬コングレスサポート高崎事務局 
〒370-0043 群馬県高崎市高関町 441-10 

第５回 エコアクション２１ 全国交流研修大会 in 群馬 係（担当：吉田・須藤・山崎） 
受付専用ＦＡＸ ： ０２７－３２５－９５６１ 
※営業時間：月～金曜・10 時～18 時  ＴＥＬ：０２７－３２３－７４９０ 

お申込み・お問い合せ 

取消について（ご予約をお取消しの場合、下記取消料を申し受けます） 

お申込み・お手続きについて 

 
 

申込締切 
 

９月１４日 
月曜・必着 

９月下旬 
手配結果回答 

（郵送または FAX）
参加者へのご案内 
宿泊先・合計金額 
お振込口座等の連絡 

 
 

大会当日 
 

来場受付にて 
参加証・資料等

お渡し 

 
 

お振込 
 

振込の控えは 
大切に保管 
して下さい 



第５回 エコアクション２１全国交流研修大会 ｉｎ 群馬 
参加登録・宿泊申込書 FAX 送信先: 027-325-9561 

※太枠内をご記入ください。                       【申込み締切日：平成２２年９月１４日（火）】 

（ふりがな）  

申込者名  
性 別 □男  □女 

□EA21 審査人（審査人番号：           ） 

□事業者【認証・登録済】 
（事業者名：                 認証・登録番号：            ）

□事業者【認証・登録希望】 
（事業者名：                                    ）

□EA21 地域事務局 ※運営委員・判定委員も含む 

（地域事務局名：                                  ）

所属区分 
※〆をつけ、 

必要事項記入 

 

参加費 
10,000 円 

□その他（ご所属：                                 ）

御連絡先 
〒 

T E L  F A X  

E-mail  
 

分科会の希望  製造業向け 懇親会（16 日）参加希望 ※〆をつける

 廃棄物処理業向け 

 卸・小売・サービス業向け 
参加希望順に 

1～4 の番号を 

つけて下さい 
 建設業・その他向け 

□参加する（5,000 円） 

□参加しない 

 

宿泊手配 宿泊希望（申込記号） 

第一希望  □希望する 

□希望しない 

 

第二希望  

□喫煙する  □喫煙しない 

 
□ツインルーム希望 

同室者名 

（           ） 

■宿泊は受付順のためご希望に添えない場合がございます。 

■ＦＡＸまたは郵送にてお申し込み下さい。 

（郵送時は必ず控えをおとり下さい。） 

■本申込書にご記入いただいた内容は、申込受付・参加者管理に必

要な範囲内、及び希望される宿泊機関等への手続きに必要な範囲内

で利用させていただきます。 

申込記号 

 

【受付代行】群馬コングレスサポート高崎事務局 第５回 エコアクション２１ 全国交流研修大会 in 群馬係（担当：吉田・須藤・山崎） 

営業日時（月～金曜・10 時～18 時） 〒370-0043 群馬県高崎市高関町 441-10 TEL.027-323-7490 FAX.027-325-9561 
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