
記者配布資料 

令和２年３月１６日 

１０時３０分 

名古屋経済記者クラブ各位 

(同時発表先：愛知県政記者クラブ) 

名古屋商工会議所 

中小事業者のための

「エコアクション２１認証取得講習会」の参加事業者を募集します 

１ 開催日時： ２０２０年５月～７月（基本講習会全４回） 

（必要に応じて、補講を実施します。） 

２ 開催場所： 第１回   愛知県環境調査センター １Ｆ 第一会議室 

（名古屋市北区辻町字流７－６） 

第２～４回 （一社）愛知県産業廃棄物協会 ３Ｆ 会議室 

             （名古屋市中区金山２－１０－９ 第８フクマルビル） 

                               

３ 募集事業者数： ２０事業者（各事業者１～２名で４回とも出席可能な方） 

※申込２０事業者になり次第、募集締切とさせていただきます。 

４ 参加費： 無料（ただし認証・登録に要する費用は別途必要です。） 

５ 主催等  主催： 名古屋商工会議所、愛知県、一般社団法人愛知県産業廃棄物協会、 

エコアクション２１地域事務局あいち 

後援： 環境省中部地方環境事務所（予定） 

６ お申込み・問合せ： 

Ｅメール又はＦＡＸによりお申込みください。 
申込み：エコアクション２１地域事務局あいち 

（ＮＰＯ法人 愛知環境カウンセラー協会内） 
Ｅメール  ：ea21-aecea@mbr.nifty.com 
ＦＡＸ・電話：０５２－４７１－７４７７ 

問合せ：名古屋商工会議所 産業振興部 モノづくり・イノベーションユニット  
  Ｅメール  ：ecoclub@nagoya-cci.or.jp 

電話       ：０５２－２２３－６７４９ 

名古屋商工会議所では、環境マネジメントシステム＊１「エコアクション２１」＊2の 

認証取得を希望する事業者を対象とした講習会を開催します。 

全４回の講習会を通じて、エコアクション２１審査員から認証登録のための具体的な 

アドバイスを受けることができます。環境マネジメントシステムの構築を予定されている

事業者への周知に御協力ください（参加費無料、事前申込必要）。 

＊１ 環境マネジメントシステムとは 

事業者が自主的な環境保全への取組を継続的に行うための「しくみ」 

＊２ エコアクション２１とは 

      環境省が策定し普及を進めている環境マネジメントシステムで、中小事業者が環境経営に容易に 

取り組めるよう工夫されています。 

申込期限 

２０２０年５月１４日（木） 

 



講習会（予定） 
区分 日時 講習カリキュラム 

第１回 

５月１９日（火） 

午後１時３０分から

午後４時３０分まで 

<全体説明> 

・ ＥＡ２１の概要説明 

・ 特色とメリット、認証取得・登録までの手順と費用 

<ＥＡ２１ガイドラインの要求事項の理解>  

1) 認証・登録範囲の決定 

2）推進体制の構築(推進組織、役割・権限・責任) 

3）初期調査の実施（環境負荷・取組状況の把握評価）  

第２回 

６月９日（火） 

午後１時３０分から

午後４時３０分まで 

・ 第１回目の理解に関する Q&A、作成状況の確認 

<ＥＡ２１ガイドラインの要求事項の理解> 

  4) 環境経営方針の策定 

5) 環境目標と環境活動計画の策定 

6) 実施と運用(手順書の作成とその運用) 

7) 教育・訓練の実施 

第３回 

６月３０日（火） 

午後１時３０分から

午後４時３０分まで 

・ 第２回目の理解に関する Q&A、作成状況の確認 

<ＥＡ２１ガイドラインの要求事項の理解> 

  8) 環境関連法規等の取りまとめ 

9) 環境コミュニケーション(外部・内部)の実施 

10) 環境上の緊急事態への準備と対応 

11) 環境関連文書及び記録の作成と管理 

第４回 

７月２１日（火） 

午後１時３０分から

午後４時３０分まで 

・ 第３回目の理解に関する Q&A、作成状況の確認 

<ＥＡ２１ガイドラインの要求事項の理解> 

12) 取り組み状況の確認、問題の是正と予防 

13) 代表者による全体の評価と見直し 

<環境経営レポートの作成と公表について> 

1） 環境経営レポートの作成方法 

<審査申込み及び審査・認証取得まで> 

1） 申込書の書き方 2）申込みにあたって必要な資料 

3）審査から認証登録まで 

補 講  必要に応じ別途個別フォローを行います。 

 

「エコアクション２１認証取得講習会」参加申込書 

貴事業所名  業種  社員数  

所在地 
〒   － 

 

参加者氏名 
所属･役職          氏名 

所属･役職          氏名 

電話  FAX  

Eメール  



 

 

 

エコアクション２１ 

認証取得講習会 

 

 

 

 

 

開催概要 

開催日時 
２０２０年５月１９日（火）、６月９日（火）、６月３０日（火）、 

７月２１日（火） 各日とも１３時３０分から１６時３０分まで 

会  場 

第１回   愛知県環境調査センター １Ｆ 第一会議室 

(名古屋市北区辻町流７－６ ※地下鉄・名鉄上飯田駅から徒歩 6分） 

第２～４回 一般社団法人愛知県産業廃棄物協会 ３Ｆ 会議室 

(名古屋市中区金山２－１０－９ 第 8フクマルビル ※金山駅から徒歩 6分） 

対 象 者 

定  員 

エコアクション２１の認証取得を希望する事業者 先着２０社 

・各社１～２名で４回とも出席可能な方。 

・どんな業種の事業者でもご参加いただけます。 

参 加 費 無料 （ただし認証・登録に要する費用は別途必要です。） 

お問合せ 
名古屋商工会議所 産業振興部 モノづくり・イノベーションユニット 松山 

TEL：０５２－２２３－６７４９ / E-mail：ecoclub@nagoya-cci.or.jp 

主  催 
愛知県、名古屋商工会議所、一般社団法人愛知県産業廃棄物協会、 

エコアクション２１地域事務局あいち 

後  援 環境省中部地方環境事務所（予定） 

  

エコアクション２１とは… 

環境省が策定し普及を進めている環境

マネジメントシステム（注）です。中小

事業者の方々が環境経営に容易に取り

組めるよう工夫されています。 

愛知県では公契約条例に「環境に配慮

した事業活動」を社会的価値に位置づ

けており、企画競争や総合評価競争入

札の際の重点評価項目としています。 

(注) 事業者が自主的な環境保全への 

取組を継続的に行うための「しくみ」 

全４回 

参加費無料 

中小事業者のための 

環境マネジメントシステム「エコアクション２１」
認証取得を目指しませんか。 
 
エコアクション２１審査員によるきめ細かな説明、

具体的な助言・指導、フォローアップを受けること
ができます。 
 
全４回の講習会を通じて検討を進めていくことで、

認証取得に必要な準備を行います。 

環境経営による企業価値 

向上のチャンス！ 

 

取得事業者の声 

・コスト削減につながった ・環境負荷低減につながった 

・社外からの評価が高まった・社員の意識が高まった etc.. 



講習会（予定） 
区分 日時 講習カリキュラム 

第１回 

５月１９日（火） 

午後１時３０分から

午後４時３０分まで 

<全体説明> 

・ ＥＡ２１の概要説明 

・ 特色とメリット、認証取得・登録までの手順と費用 

<ＥＡ２１ガイドラインの要求事項の理解>  

2) 認証・登録範囲の決定 

2）推進体制の構築(推進組織、役割・権限・責任) 

3）初期調査の実施（環境負荷・取組状況の把握評価）  

第２回 

６月９日（火） 

午後１時３０分から

午後４時３０分まで 

・ 第１回目の理解に関する Q&A、作成状況の確認 

<ＥＡ２１ガイドラインの要求事項の理解> 

  4) 環境経営方針の策定 

5) 環境目標と環境活動計画の策定 

6) 実施と運用(手順書の作成とその運用) 

7) 教育・訓練の実施 

第３回 

６月３０日（火） 

午後１時３０分から

午後４時３０分まで 

・ 第２回目の理解に関する Q&A、作成状況の確認 

<ＥＡ２１ガイドラインの要求事項の理解> 

  8) 環境関連法規等の取りまとめ 

9) 環境コミュニケーション(外部・内部)の実施 

10) 環境上の緊急事態への準備と対応 

11) 環境関連文書及び記録の作成と管理 

第４回 

７月２１日（火） 

午後１時３０分から

午後４時３０分まで 

・ 第３回目の理解に関する Q&A、作成状況の確認 

<ＥＡ２１ガイドラインの要求事項の理解> 

12) 取り組み状況の確認、問題の是正と予防 

13) 代表者による全体の評価と見直し 

<環境経営レポートの作成と公表について> 

2） 環境経営レポートの作成方法 

<審査申込み及び審査・認証取得まで> 

2） 申込書の書き方 2）申込みにあたって必要な資料 

3）審査から認証登録まで 

補 講  必要に応じ別途個別フォローを行います。 

お申込み 
Ｅメール又はＦＡＸにてお申込みください。 

申込み： エコアクション２１地域事務局あいち 
（ＮＰＯ法人 愛知環境カウンセラー協会内） 
Ｅメール    ea21-aecea@mbr.nifty.com 
ＦＡＸ・電話  ０５２－４７１－７４７７ 

「エコアクション２１認証取得講習会」参加申込書 

 

 

貴事業所名  業種  

所在地 
〒   － 

 

参加者名 
所属･役職          氏名 

所属･役職          氏名 

電話  FAX  

Eメール  

申込期限 

２０２０年５月１４日（木） 

 


