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本研修交流大会のテーマ本研修交流大会のテーマ

広めようエコアクション２１

私たちと次世代の繁栄のために

さ な 普エコアクション２１のさらなる普及
のための議論ができたか？のための議論ができたか？



認証･登録件数の推移



都道府県別の認証･登録事業者数

都道府県別の
認証 登録事

都道府県 認証・登録数
静岡県 908
東京都 872

富山県 91
福島県 90
岩手県 88

認証･登録事
業者数には、
大きな差異が

大阪府 427
福岡県 396
兵庫県 371

神奈川県 358

鹿児島県 85
岡山県 83
岐阜県 76
山形県 75 大きな差異が

見られ、特に
静岡県 東京

神奈川県 358
愛知県 302
長野県 244
埼玉県 225

山形県 75
沖縄県 72
宮城県 56
山口県 56
京都府 静岡県、東京

都が多い。
群馬県 193
千葉県 179
徳島県 169
広島県 168

京都府 55
青森県 53
大分県 47
長崎県 45広島県 168

茨城県 151
新潟県 143
滋賀県 137
熊本県 132

長崎県
山梨県 44

和歌山県 38
三重県 35
愛媛県 35熊本県 132

北海道 130
栃木県 129
宮崎県 129

愛媛県 35
香川県 32
秋田県 31
奈良県 30

4IPSuS‐EA21

高知県 127
佐賀県 120
石川県 100

島根県 28
福井県 27
鳥取県 3



地域事務局別の認証･登録事業者数‐2
都道府県名 地域事務局名称 担当事業者数

静岡県 静岡県環境資源協会 718
大阪府 大阪 480
東京都 東京都中小企業団体中央会 461

富山県 とやま環境財団 89
岡山県 おかやま 86
大阪府 大阪技術振興協会 73

鹿児島県 かごしま 70東京都 東京都中小企業団体中央会 461
東京都 東京中央 448

神奈川県 かながわ 317
兵庫県 ひょうごＥＭＳ支援センター 266
徳島県 徳島県中小企業団体中央会 256
長野県 長野産環協

鹿児島県 かごしま 70
兵庫県 環境カウンセラー会ひょうご 67
沖縄県 おきなわ 60
新潟県 新潟県環境分析センター・ＥＡとき 58
静岡県 いわた 56長野県 長野産環協 242

福岡県 ECO-KEEA九環協 239
福岡県 福岡 232
山形県 環境ネットやまがた 201
静岡県 ふじのくに 193

静岡県 いわた 56
福岡県 久留米商工会議所 55
長崎県 ながさき 52
高知県 高知商工会議所 47
岐阜県 ぎふ 37静岡県 ふじのくに 193

東京都 東京 187
熊本県 環境技術協会 185
滋賀県 びわこ 180
愛知県 とよた 175

岐阜県 ぎふ 37
香川県 高松 36
山梨県 やまなし 30
京都府 京都 28
島根県 しまね 28

群馬県 群馬 172
岩手県 銀河 165
広島県 ひろしま 159
千葉県 千葉県環境財団 150
茨城県 いばらき 132

島根県 しまね 28
奈良県 なら 26
大分県 おおいた 25
福井県 福井 24
山口県 環境未来やまぐち 23茨城県 いばらき 132

埼玉県 さいたま 128
栃木県 とちぎ 125
北海道 北海道 122
宮崎県 みやざき 121

山口県 環境未来やまぐち 23
群馬県 群馬県中小企業団体中央会 18
岡山県 倉敷 18
埼玉県 埼玉県中小企業団体中央会 6
山口県 やまぐち 6
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愛知県 あいち 117
石川県 金沢商工会議所 98
新潟県 上越環境科学センター 89

山 県 やまぐち
長崎県 未来長崎 6
愛媛県 愛媛県中小企業団体中央会 2
大阪府 大阪府中小企業団体中央会 1



エコアクション２１を広げるためにコアクション２１を広げるために
新規の認証取得事業者の伸び悩み

→地域毎では、まだ増加できる（他の地域に比
較して）地域がある較して）地域がある

→公共入札での加点、環境基本計画等の自治
体施策との連携体施策との連携

→各種、事業者団体との連携→各種、事業者団体との連携

地域における連携・協働（静岡の取り組みを参考に）
中央レベルでの新たな取り組み中央レ ルでの新たな取り組み



エコアクション２１を広げるためにコアクション２１を広げるために
認証を継続できない事業者

→事業者からの黄色信号・赤信号を素早く
キャッチするための方策キャッチするための方策

→審査と審査の間のフォローアップ

→事業者への情報提供、交流

個別の事業者に、審査人と地域事務局が
連携・協働して きめ細かく対応する連携・協働して、きめ細かく対応する



エコアクション２１を広げるためにコアクション２１を広げるために
事業者の経営の役に立つ審査と制度

→経営の役に立つ審査が本当にできているか
～審査人の更なるレベルアップ審査人の更なるレベルアップ

→他の制度との連携

→事業者への情報提供、交流

エコアクション２１のあり方、枠組みの検討



エコアクション２１認証・登録制度の
課題 の対応課題への対応

• 改革提言の実現に向けて ＷＧを設置し 具改革提言の実現に向けて、ＷＧを設置し、具
体的な議論を開始

地域（ブ ク等）における デル事業→地域（ブロック等）におけるモデル事業

→全ての地域事務局に対するアンケート調査→全ての地域事務局に対するアンケ ト調査

・業務合理化、効率化のためのシステム構築

認証・登録制度の改善、改革を目指す



経営に役立つEA21経営に役立 EA21
• 前回の金沢大会、今回の岡山大会での議論、
意見を参考にし 同じテーマで 再度 各地域意見を参考にし、同じテーマで、再度、各地域、
ブロックの審査人・地域事務局で議論を深める

• 地域事務局、ブロックにおける審査人研修にお
いて、今回の分科会と同様の研修を行う、

• 地域事務局、審査人間での情報共有、交換を
積極的に行う積極的に行う

グリーン経営の推進に役立つグリ ン経営の推進に役立つ

エコアクション２１アクション



第１分科会（産業廃棄物処理業）
• 事業者としての課題、有益な取り組み、注意すべき
取り組みについての議論 取りまとめ取り組みについての議論、取りまとめ

• アドバイスしたらよい内容

より良い審査と指導 助言のあり方 情報の共有化• より良い審査と指導・助言のあり方、情報の共有化

• 経営資料を見る

第２分科会（建設業）
• 審査人間の情報共有

• より良い審査と指導助言• より良い審査と指導助言

• 現場審査のための標準フォーマット



第３分科会（製造業）
般的なアドバイ 専門的な技術 見える化アド• 一般的なアドバイス、専門的な技術、見える化アド

バイス、全員参加の重要性アドバイス、省資源の
具体的アドバイス具体的アドバイス

• ステップアップ：事業者が実施、継続可能なアドバ
イ 取り組 成果が見える目標 立 方 ドイス、取り組み成果が見える目標の立て方のアド
バイス

第４分科会（小売り・サービス業）
経営目標とEA21目標のリンク• 経営目標とEA21目標のリンク

• ３Ｓがコストと環境負荷削減に繋がる環境負荷削減 繋 る

• 環境教育の取り組み

本来業務の環境 の取り組み• 本来業務の環境への取り組み



大会を主催していただいた実行委員会大会を主催していただいた実行委員会
(河原委員長)の皆様、分科会プログラム

の内容を検討し、運営していただいた中
国地域の審査人 地域事務局の皆様国地域の審査人、地域事務局の皆様

大会を主管していただいた岡山商工会議
所の皆様、特に畠平さん、槇原さん、水田
さんさん

本当にご苦労さまでした。お疲れ様でした。

ありがとうございました。ありがとうございました。
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大会にご後援いただいた環境省 岡山県 岡山大会にご後援いただいた環境省、岡山県、岡山
市、倉敷市及びそのご担当者の皆様

お忙しい中、分科会のコメンテーターを務めてい
ただいた鈴木様、松田様、牧野様、今村様鈴木様、松 様、牧野様、今村様

ご講演をいただいた岡田先生、藤原先生、環境
省の猿田様省の猿田様

開会のご挨拶をいただいた大熊課長、古矢副知
事、髙谷市長

ありがとうありがとうございましたございました
エコアクション２１中央事務局 14

ありがとうありがとうございました。ございました。


