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みなさま、こんにちは。 

今年の全国交流研修大会は、岡山県倉敷市で開催いたします。 

 

第１部は、「エコアクション 21で SDGs時代を切り拓く―令和最初の全国大会―」と題し、

環境省 総合環境政策統括官の中井徳太郎様、日本政策投資銀行の竹ケ原啓介様から、国や世

界の最新動向と企業への影響、企業価値向上のための課題とチャンスについてご紹介いただ

く予定です。 

また、パネルディスカッションでは、地元岡山の経営者にもご登壇いただき、SDGｓが自

社に与える影響やバリューチェーンを巻き込んだエコアクション 21 の活用方法等について

ご討論頂く予定です。 

 

第２部は、「本業の発展につなげ、経営者から喜ばれる審査員になるための対話術」と題し、

経営コンサルタントでビジョナリーパートナーとして著名な和仁達也様をお迎えし、以下の

２つについてお話いただきます。 

・ 「経営者に教える対話」から「経営者に気付かせる対話」へ 

・ 環境だけでなく、本業・経営面でもお役に立てる対話術 

この和仁様は、社長の「ビジョン（夢）」に焦点をあて、経営者のお困りごとや気づきを引

き出し、先生ではなく経営者の「パートナー」として価値提供をしていくコンサルティング

手法を得意とされています。私たちは、この手法の導入が「エコアクション 21 の価値向上」

に非常な効果を与えると考え、今回の企画をご用意いたしました。 

 

現役の経営コンサルタントの方からコンサルティングスキルを学ぶ機会は、これまでの全

国交流研修大会にはなかった初めての試みと聞いております。 

 

ぜひこの機会にご参加いただき、日々の審査員活動にお役立てください。 

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。 

 

エコアクション 21 地域事務局 岡山県環境保全事業団 

事務局長 築
つく

谷
たに

 淳
あつ

志
し

 

第 14 回 エコアクション 21 全国交流研修大会 in くらしき  

開催のご案内 
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● 経営者から課題を引き出すための「場作り」や「対話術」を知りたい 

● エコアクション 21 を事業者の経営改善やお困りごと解決に活かしたい 

● 事業者自ら気付かせ、行動を促すコーチング技術を身につけたい 

 

 

 

 

 2019 年 11 月 1 日（金）13:00 ～ 2 日（土）12:30 

 倉敷アイビースクエア 

（〒710-0054 岡山県倉敷市本町 7-2） 

 

 

 

 

 第 14 回エコアクション 21 全国交流研修大会 in くらしき実行委員会 

 一般財団法人持続性推進機構、公益財団法人岡山県環境保全事業団 

 

 

 

 

 大会参加費 10,000 円  懇親会費 7,000 円 

 

 

 

大会及び懇親会への参加、宿泊、エキスカーションの参加申込受付は、旅行代理店に委託

しています。 

 

別紙「参加申込書」に必要事項をご記入の上、7月31日（水）までにお申し込みください。 

お申込み頂いた方には、8月中旬までに「宿泊確認書」と「請求書」を送付しますので、 

8月30日（金）までにお振込みをお願いいたします。 

 

 ●申込期限日：2019 年 7 月 31 日（水） 

 ●支払期限日：2019 年 8 月 30 日（金） 

 

１．対象（このような方にお勧めします） 

２．開催日時・場所 

 

３．主催 

 

４．参加費 

 

５．申込方法 
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月日 時間 内容 

2019 年 

11月 1日 

（金） 

12:00～13:00 【受付】倉敷アイビースクエア エメラルドホール 

第 １ 部（一般参加可） 

13:00～13:15 【開会式】開会挨拶 来賓挨拶 

13:15～13:35 
「2030 年に向けた最新の環境情勢と企業の目指すべき方向性（仮題）」 

環境省 総合環境政策統括官 中井 徳太郎氏 

13:35～14:35 

【基調講演】 

 「SDGs が変える日本のビジネス ーESG 投資と企業の環境戦略ー（仮題）」 

 株式会社日本政策投資銀行 執行役員 産業調査本部副本部長 竹ケ原 啓介氏 

14:35～14:45 休 憩 

14:45～15:55 

【パネルディスカッション】 

テーマ：SDGs とバリューチェーン（仮題） 

コーディネーター： 

株式会社日本政策投資銀行 執行役員 産業調査本部 副本部長 竹ケ原 啓介氏 

パネリスト： ①環境省 総合環境政策統括官 中井 徳太郎氏 

       ②両備ホールディングス株式会社 副会長 松田 久氏 

      ③倉敷木材株式会社 代表取締役社長 大久保 陽平氏 

      ④株式会社明電舎 執行役員 古田 隆氏 

       ⑤エコアクション 21 中央事務局 事務局長 森下 研氏 

15:55～16:00 閉 会 

16:00～16:20 休 憩 

第 ２ 部（関係者のみ） 

16:20～18:20 

【研修会】 

「本業の発展につなげ、経営者から喜ばれる審査員になるための対話術」 

     株式会社ワニマネジメントコンサルティング 代表 和仁 達也氏 

①「経営者(事業者)に教える対話」から「経営者(事業者)に気づかせる対話」へ 

②環境だけでなく、本業・経営面でもお役に立てる対話術 

・適切な質問で相手の行動を促進し、目標達成を支援するコーチング手法 

・成果が自然と出る場づくりの方法（表情、態度、行動） 

・相手のお困りごとを一言で言語化するスキルの磨き方  などを予定 
 

18:30～20:00 【懇親会】倉敷アイビースクエア 

2019 年 

11月 2日

（土） 

9:00～12:00 
【研修会】グループワーク（90～120 分程度） 

株式会社ワニマネジメントコンサルティング 代表 和仁 達也氏 

12:00～12:15 【大会総括】エコアクション 21 中央事務局 森下 研氏 

12:15～12:30 【閉会式】閉会挨拶、大会引継ぎ 

※第１部については、一般事業者への公開型の開催を予定しております。 

※審査員の資格更新要件となる研修会です。11 月 1 日 13:00～18:20、11 月 2 日 9:00～12:30（遅刻、早退不可）

を受講後、アンケートの提出をもって修了となります。 

６．大会スケジュール 
※スケジュール等は変更となる可能性があります 
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株式会社ワニマネジメントコンサルティング 

和仁達也（わに たつや）氏 

 

1972 年生まれ。27 歳で経営コンサルタントに。 

単なる情報提供ではなく、クライアント目線からの経営支援が

信頼に結びつき、コンサル業界では顧問契約年数が通常 1 年未

満で終わると言われる中、平均 10 年、長い顧問先では 19 年以

上に及んでいる人気コンサルタント。 

得意分野は、経営者が本当にやりたいことを明確にし、 解決策

を本人から引き出すコーチング。  

企業内セミナーでの講演の他に、コンサルタントや士業向けの

養成塾や合宿で「コンサルティングのあり方・やり方」を伝授し、成果が続出している。 

「難しいことを、わかりやすく楽しく」解説する能力を高く買われ、 品川女子学院高校で授業を

担当。大反響を得て、テレビ番組『カンブリア宮殿』でも紹介された。著書に、『年間報酬 3000

万円超えが 10 年続くコンサルタントの教科書』『年間報酬 3000 万円超えが 10 年続くコンサルタ

ントの対話術』ほか多数がある。 

 

 

 

 

会場は、倉敷美観地区や大原美術館に隣接した赤レンガと蔦が象徴的な「倉敷アイビースクエア」

で実施します。明治時代の倉敷紡績所（現クラボウ）発祥工場の外観や立木を可能な限り保存し

再利用して生まれた施設で、国の「近代化産業遺産」に認定されています。 

また、研修会で使用する「アイビーエメラルドホール」は、2018 年 10 月にオープンした倉敷市

最大の会場です。 

【左】倉敷アイビースクエア 

【右】アイビーエメラルドホール 

７．研修ワークショップ講師ご紹介 

８．会場のご案内 
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研修会２日目終了後に２つのエキスカーションをご用意しておりますので、奮ってご参加くださ

い。なお、エキスカーションの詳細については、別添「大会参加・懇親会・宿泊・エキスカーシ

ョン申込のご案内」をご覧ください。 

※内容は一部変更となる場合があります。予めご了承ください。 

 

A コース 

水島埋立処分場、水島クリーンセンター視察ツアー 

公益財団法人岡山県環境保全事業団は、倉敷市水島地区にお

いて、廃棄物処理処分事業を実施しています。 

今回のエキスカーションでは、昭和 54 年度から廃棄物の海面

埋立を行っている「水島埋立処分場」や県下の下水汚泥を高カ

ロリーの廃プラスチック類と混焼する焼却施設「水島クリーン

センター」をご見学頂くツアーを企画しました。 

また、2018 年 7 月の西日本豪雨の災害ごみの仮置き場用地と

して、埋立跡地約 10 ヘクタールを整備し、岡山県に提供してお

り、2019 年 2 月より稼働の中間処理施設もご見学頂けます。 

 

【写真上：水島埋立処分場、写真下：水島クリーンセンター】 

 

 

B コース 

倉敷美観地区＆大原美術館まるっと見学ツアー 

倉敷美観地区のおすすめのポイントを観光ボランティアガイドと巡ります。 

エルグレコの「受胎告知」やモネの「睡蓮」など世界の巨匠作品が多数展示されている、日本

最古の私立西洋美術館「大原美術館」や倉敷を代表する町家として、国の重要文化財に指定され

ている「語らい座大原本邸（旧大原家住宅）」などをガイドと巡ります。 

美観地区の特徴である白壁の町家や倉敷川の柳並木など、美しい景色を眺めながら、ゆったり

と倉敷の街並みをご覧いただきます。 

【写真左：大原美術館、写真中：大原本邸、写真右：倉敷川の柳並木と川舟流し】 

９．エキスカーション 
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１）新幹線・電車の場合 

倉敷駅から徒歩約 15 分（約 1.6km）。タクシー・市内バスは約５～10 分です。 

市内バスご利用の場合は、倉敷駅より下電バス天城線に乗車し倉敷市民会館前で下車して下さい。 

 

＜JR 山陽新幹線＞ 

 

＜下電バス時刻表（2019.4.1 現在）＞ 下電バス 天城線（片道 160 円） 

倉敷駅（⑥番乗り場） 倉敷市民会館前（会場まで徒歩 3 分） 

11:40 11:48 

12:10 12:18 

12:40 12:48 

   ※詳細は、http://www.shimoden.net/rosen/rosen/amaki.html をご覧ください 

 

 

２）飛行機の場合 

岡山空港より倉敷駅北口への空港連絡バスが出ています（１日 10 本、約 35 分、片道 1,130 円） 

※詳細は、https://www.okayama-airport.org/access/bus をご覧ください 

 

 

３）車の場合 

山陽自動車道「倉敷 IC」から約 15 分 

瀬戸中央自動車道「早島 IC」から約 15 分 

 

駐車台数には限りがあります。 

会場周辺は大変混み合いますので、お越しの際は 

公共交通機関をご利用ください。 

 

10．会場までの交通アクセス 

http://www.shimoden.net/rosen/rosen/amaki.html
https://www.okayama-airport.org/access/bus
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４）会場周辺地図 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）大会参加・エキスカーション参加・宿泊申込に関する問い合わせ先 

 (株)JTB 岡山支店 第14回エコアクション21全国交流研修大会係（担当：角・高橋・田中） 

 〒700-0822 岡山県岡山市北区表町1-7-36 営業時間：月～金 9:30～17:30 

 TEL：086-231-9370 FAX：086-223-7759 メール：ec_okayama@jtb.com 

 

２）大会運営（上記１を除く）に関する問い合わせ先 

第14回エコアクション２１全国交流研修大会 in くらしき 実行委員会事務局 

エコアクション21地域事務局 岡山県環境保全事業団（担当：秋山、谷口） 

 〒701-0212 岡山県岡山市南区内尾665-1 営業時間：月～金 8:30～17:15 

 TEL：086-298-2122 FAX：086-298-2496 メール：ea21@kankyo.or.jp 

【会場】 

倉敷アイビースクエア 

 

 

11．お問い合わせ先 


