エコアクション21 地域事務局一覧
地域事務局名

郵便番号

住

所

電話番号

北海道

〒060-0001

札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センター

011-241-6305

銀河

〒024-0051

北上市相去町山田2-18

0197-67-1521

環境ネットやまがた

〒990-2421

山形市上桜田3-2-37

いばらき

〒310-0801

水戸市桜川二丁目2番35号

とちぎ

〒320-0806

宇都宮市中央3-1-4

群馬

〒370-0849

高崎市八島町70-51-302

群馬県中小企業団体中央会

〒371-0026

前橋市大手町三丁目３番１号

さいたま

〒330-0855

さいたま市大宮区上小町1450番地11

048-649-5496

埼玉県中小企業団体中央会

〒330-8669

さいたま市大宮区桜木町1-7-5

048-641-1315

千葉県環境財団

〒260-0024

千葉市中央区中央港1-11-1

043-246-2082

東京

〒143-0015

大田区大森西2-4-1 プラスワンビル2階

03-5471-0095

東京中央

〒167-0051

杉並区荻窪5-15-7

03-3392-5231

東京都中小企業団体中央会

〒104-0061

中央区銀座2-10-18

かながわ

〒231-0015

横浜市中区尾上町5-80

新潟県環境分析センター・EAとき

〒950-1144

新潟市江南区祖父興野53-1

025-284-6500

上越環境科学センター

〒942-0063

上越市下門前1666

025-544-5021

とやま環境財団

〒930-0096

富山市舟橋北町4番19号

金沢商工会議所

〒920-8639

金沢市尾山町9-13

076-263-1157

福井

〒910-0859

福井市日之出2丁目2-16

0776-30-0092

やまなし

〒400-0056

甲府市堀之内町45-1

長野産環協

〒380-0936

長野市大字中御所字岡田131-10

ぎふ

〒500-8357

岐阜市六条大溝4-12-6

静岡県環境資源協会

〒420-0853

静岡市葵区追手町44-1

ふじのくに

〒420-0853

静岡市葵区追手町10 新中町ビル221-3

054-205-8083

いわた

〒438-0078

磐田市中泉281-1

0538-32-2261

あいち

〒453-0041

名古屋市中村区本陣通5-6-1

とよた

〒471-8506

豊田市小坂本町1-25

びわこ

〒526-0845

長浜市小堀町222番地

京都

〒600-8085

京都市下京区葛籠屋町515-1

大阪

〒550-0005

大阪市西区西本町1-7-7 ＣＥ西本町ビル8階

06-6543-1521

大阪技術振興協会

〒550-0004

大阪市西区靭本町1丁目8番4号

06-6444-4798

大阪府中小企業団体中央会

〒540-0029

大阪市中央区本町橋2番5号 マイドームおおさか6階

06-6947-4373

ひょうごEMS支援センター

〒654-0037

神戸市須磨区行平町3-1-18

078-735-2738

環境カウンセラー会ひょうご

〒659-0014

芦屋市翠ケ丘町20-16-312

0797-32-4871

なら

〒630-8114

奈良市芝辻町1-21

船橋フロムワン2階

0742-26-3370

しまね

〒690-0886

松江市母衣町55-4

商工会館4階

0852-21-4809

岡山県環境保全事業団

〒701-0212

岡山市南区内尾665-1

ひろしま

〒730-8631

広島市中区広瀬北町9-1

環境未来やまぐち

〒753-8502

山口市桜畠3丁目2番1号

やまぐち

〒755-8551

宇部市文京町4-23

徳島県中小企業団体中央会

〒770-8550

徳島市南末広町５番８-８号

徳島経済産業会館
（Ｋ
ＩＺUNAプラザ）
３階

088-654-4431

高松

〒760-8515

高松市番町2丁目2番2号

高松商工会議所内

087-825-5601

愛媛県中小企業団体中央会

〒791-1101

松山市久米窪田町337番地1 テクノプラザ愛媛3階

089-955-7150

高知商工会議所

〒780-0870

高知市本町1-6-24

088-875-1170

福岡

〒804-0003

北九州市戸畑区中原新町2-1

ECO-KEEA九環協

〒813-0004

福岡市東区松香台1-10-1

092-662-0410

久留米商工会議所

〒830-0022

久留米市城南町15-5

0942-33-0215

未来長崎

〒855-0801

島原市高島2-7217

ながさき

〒850-0036

長崎市五島町3-3 プレジデント長崎206号

095-893-5900

環境技術協会

〒860-0031

熊本市中央区魚屋町2丁目5 サンコミビル3階

096-245-6235

おおいた

〒870-0901

大分市西新地1-3-5 サンビル1階

みやざき

〒880-0911

宮崎市大字田吉6258-20

0985-51-2077

かごしま

〒891-0132

鹿児島市七ツ島1-1-10

099-284-6013

沖縄県公衆衛生協会

〒901-1202

南城市大里字大里2013

098-945-2686

■発

行

環境省総合環境政策局環境経済課

北上オフィスプラザ

023-679-3340
茨城県産業会館8階

029-224-8030
028-637-3131
027-326-6677

群馬県中小企業会館３階
大宮ソニックシティ9階

白凰ビル2F 202号
東京都中小企業会館7階
神奈川中小企業センター9階

富山県森林水産会館2階

027-232-4123

エコアクション２１で
「わ」を創ろう

03-3542-0386
045-671-1138

※

076-431-4607

055-234-5465
長野県中小企業会館5階

026-228-5886
058-272-0408

静岡県産業会館6階

磐田商工会議所内
地域資源長屋なかむら2-1

企業価値向上ツール「エコアクション21」のすすめ

054-252-9023

〜バリューチェーンの価値向上に取り組む、大手・中小事業者の実践例〜

052-471-7477

豊田商工会議所内

0565-32-4660

長浜建設会館内

0749-53-0118
075-708-8064

大阪科学技術センター504号

086-298-2122
082-293-1546
山口県立大学内

学校法人香川学園

宇部環境技術センター内

北九州テクノセンタービル8階

島原商工会議所１階

083-928-2453
0836-32-0082

093-873-1453

0957-65-5018

※エコアクション２１で人と人が「輪」になり、事業者と社会が「環」になって、
みんなで地球や将来世代に「和」を残そうという想い

050-7548-6795

【地域事務局】

■事務局（問い合わせ先）

一般財団法人 持続性推進機構（IPSuS）

エコアクション21 中央事務局
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-14-18-4F
E-mail : info@ea21.jp
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URL : http://www.ea21.jp
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建設業

に見る
環境コラボレーション

「エコアクション21」
のすすめ Vol.2

全国建設業協同組合連合会
群馬県建設事業協同組合

緩やかな連携が
人材育成と環境活動を
つなげています

〜バリューチェーンの価値向上に取り組む、大手・中小事業者の実践例〜

全国建設業協同組合連合会（全建協連）

全国建設業協同組合連合会

〒104-0032
東京都中央区八丁堀 2-5-1 東京建設会館４Ｆ

会員組合・所属員企業
に向けてＧＰを開催

小林工業株式会社
会員組合

全国建設業協同組合連合会（略称：全建協連）は、全国の41の事業

群馬県建設事業協同組合（群馬協組）

群馬県建設事業協同組合

会員組合

協同組合（連合会）を会員とし、
「人を大切にする建設業」を目指した

協同組合活動を行っています。業界として必須とされる環境への取り

地域の会員組合が
ＧＰの場を提供

組みは、教育情報事業の一環として展開し、各会員組合と連携すること

により、所属員企業のエコアクション21認証・取得を支援しています。
群馬県建設事業協同組合（略称：群馬協組）は、所属員企業と全建協連

所属員企業
（建設会社）

をつなぎ、エコアクション21認証取得の勉強会を開催し、所属員企業
の環境に対する行動意識を高めるための架け橋になっています。

A社

そして、この勉強会に参加したのが、小林工業株式会社です。開催

全国建設業協同組合連合会
会長 青柳 剛

された無料勉強会の参加をきっかけに認証を取得、活動一年目にして
その活動事例を全国大会で発表するまでに成長した企業です。個社を
越えた 緩やかな連携 が、地球に優しい建設企業を増やし、業界全体

小林工業株式会社

〒371-0846 群馬県前橋市元総社町 2-5-3
【EA21 認証・登録番号】
0008644（最新の環境活動レポートは
http://www.ea21.jp/list/pdfn/0008644.pdf を
ご覧ください）

小林工業株式会社
〒371-0024 群馬県前橋市表町 2-11-8（本社）
【事業内容】総合建設業
【EA21 認証・登録番号】
0010194（最新の環境活動レポートは
http://www.ea21.jp/list/pdfn/0010194.pdf を
ご覧ください）

B社

小林工業株式会社
代表取締役社長 小林 要一

のイメージアップに貢献しています。

全国建設業協同組合連合会／群馬県建設事業協同組合

小林工業株式会社

地元の会員組合がエコアクション２１の勉強会を開催することにより、地域
密着性も高く、「参加しやすい」と好評を得ています。加えて建設業に特化した

ム」
を実施し、会員組合の協力の元、認証取得のための勉強会を年４回無料で開

内容で実施しているため、受講する所属員企業にとっては、有意義な勉強会に

催し、取得を目指す会員組合・所属員企業をサポートしています。

なっていると思います。さらに、昨年度より実施されたＥｃｏ-ＣＲ
Ｉ
Ｐを新たに採り

さらに、全建協連の事業のひとつである総合補償制度では、認証取得企業に

実 行

低コストで認証を取得しやすいのがエコアクション２１の特長です。全建協連
では、教育情報事業の一環として「エコアクション２１認証・取得支援プログラ

導 入

環境は時代の要請。より多くの会員組合および所属員企業が環境問題に取り組めるよう
「エコアクション２１認証・取得支援プログラム」
を実施しています

私どもの建設業は、環境問題に深く関わっていますが、東日本大震災を転機に環境
への意識や貢献について、社内でも話題に上るようになりました。
ただ、何をどうすれば
よいのか、正直まったくわかりませんでした。そうしたなか、組合主催でエコアクション２
１認証・取得のための勉強会を実施していただいたことが、とても大きかったと思いま

入れることでマンツーマン形式の勉強会スタイルを可能とし、少人数の参加

対して５％割引を実施し、取得後のメリットを創出することにより、所属員企業が

地元群馬で組合主催の勉強会に
参加できたことが始まりです

す。告知も丁寧で、何よりいつもお世話になっているという安心感、地元ならではの親

企業しか集まらない会員組合でも、勉強会の開催を容易にしました。

身近なできることから始める
「身近なできることから始める」
をキーワードにして、社員ひとりひとり
が省エネルギー・省資源化に高い意識を持ち、日々環境活動に取り組
んでいます。
こうした、形式的ではなく実務的なところもエコアクション２
１を選んだ理由のひとつです。私どものような小さな組織がひとつにま
とまるためには、何かシンボル的な、ツール的なものがきっかけだったり
するのですが、
エコアクション２１はそれにぴったりのしくみでした。

近感も大きかったように思います。
自分たちの力で一から始めるのでは、なかなか難し

認証取得を前向きに検討できる環境を整えています。

いのではないでしょうか。

エコアクション２１は
「見える･考えるためのツール」
環境活動の見える化が職員・社員の
モチベーションにつながるのはエコアクション２１の効果と言えるのではないでしょうか
す。みんながバラバラではなく、ひとつにまとまることのできるもの――そういう

さらに、全建協連が行ったアンケートでは「環境活動が会社のイメージアップ

ツールでもあるエコアクション２１を、多くの会員組合、所属員企業が取得するこ

につながった」
「環境に対する社員の意識が向上した」の声も多く集まり、エコア

とで、企業の求心力も向上するのではないでしょうか。
エコアクション２１はそうし

クション２１の波及効果に驚いています。

効 果

効果・貢献が見込まれると考えています。

環境活動の見える化は、職員や社員のモチベーションにつながっていると思いま

成 果

のみならず、取得した所属員企業の価値や評価を向上させ、企業の経済活動への

エコアクション２１は「見える･考えるためのツール」。
エコアクション２１による

見える化から見せる化へ
企業アピールにもつながっています

日々の仕事のなかでひとりひとりを成長させ、同時に業務改善や経費
削減などの環境経営につなげていけるのが、エコアクション２１に取り組
む大きなメリットだと思います。

環境レポートを提出するというエコアクション２１のルールは、社会貢献や環境に配

社員全員が同じ目標に向かって活動する、自分たちのできることをす

慮した取り組みを、外部の方に知ってもらうきっかけになりました。それが企業イメージ

る、他の社員がやっていることが見えるなど、エコアクション２１の特長的

の向上、企業のブランド化につながり、さらに社員へとフィードバックされることで活動

なしくみやメリットについても、エコアクション２１で環境活動を始めてから

の励みになるという、
とてもいいサイクルができ上がったと思います。

気づかされました。

環境活動を可視化した「本業に関わる目標シート」をきっかけにエコアクション２１全

たツールとして大変有効だと考えています。

国大会に招待され、全国の企業の皆さんの前で自分たちの活動事例を発表できたこと

群馬県には県の推進する
「群馬ＧＳ認定制度」がありますが、その認定が容易

は、
とても誇らしく、
「少しは目立てたかな？」
と感じています
（笑）。

であるため、企業の差別化にはエコアクション２１が有利という意見もあります。
また、群馬協組自身がエコアクション２１認証を取得することは、環境問題の解決

ローが、県および地域を越えた所属員企業の連携、横のつながりを生むきっか
けになればと考えています。人を大切にして育てていくためには「やめない

ローやフォローアップが不十分だったと感じています。人的にも費用的にも厳し

こと」、「これからも仕掛け続ける」
ことが大事なのだと思います。所属員企業

い状況ですが、全国からエコアクション２１の認証を取得された所属員企業に集

の環境活動が継続、活性化され、業界全体のイメージアップが図れたらうれ

まっていただき、研修・懇親の場を提供できたらいいなと思っています。

しいですね。

これは全国にネットワークを広げる、全建協連の強みでもあり、そうしたフォ

挑 戦

これまで全建協連では勉強会を実施してエコアクション２１の認証･取得を推
進してきましたが、反面、勉強会までのサポートに終わってしまい、その後のフォ

課 題

「やりっぱなし」
からの脱却として認証取得後の
フォローアップができたらいいですね
困難な課題ですがこれから挑戦していきたいです

ITで省エネ・仕事の効率化を実現、環境活動へと
昇華させていきたい
今までは設備投資を含めたハード的な対応がメインでしたが、今後やりきってしまう
ことも考えられます。
これからはハードからソフトへ、これまで疎くて、どことなく敬遠し

社員の行動指針のひとつに「私は将来のビジョンを描き、常に向上心
を持って自己改革に取り組みます」とありますが、環境活動においても、

ていた IT 化についてもしっかり勉強して、積極的に採り入れていこうと考えています。

IT 化を含めたビジョンをしっかりと定めて、向上心を持って当たっていき

具体的には仕事面でのソフト的な効率化、たとえば書類自体を不要にする、今まで５工

たいと考えています。群馬県の所属員企業では、エコアクション２１の認

程だった業務を３工程するといったことを、IT を使った業務改善で実現して、それを環

証取得企業が２１社とまだ少ない状況と伺っています。全国大会での事

境活動へと昇華していければ…今、活動の未来をそうイメージしていたりします。

例発表を励みに、協会の中でも環境配慮に進んだ企業、先駆的な企業と
して、
モデルケースになれるように頑張っていきたいと思っています。

