岐阜環境カウンセラー協議会
Ｖol.１０

会報

２０１４年２月１８日発行

この美しい自然を守ることが、人類を救う ! !

ＧＥＣ会員の皆様、ご健勝でご活躍のことと拝察申し上げます。
新しい年を迎えて、心機一転気力の満ちた午年となるよう祈念しています。
新理事長誕生の元、会報の発行もしばらくお休みでしたが復活しました。
環境カウンセラー登録者数は、全国登録者数４､１０８人、内岐阜県７５人、内、当ＮＰＯへの登録
者数は４０人(平成 25 年 12 月末)です。
当ＮＰＯへ未登録者の方の新規加入をお待ちしております。

新理事長就任のご挨拶
このたび、平成 25 年度・第 2 回目の理事会(昨年 9 月)におきまして、宇野
理事長辞任の後を受け、当協議会の理事長をお受けする事になり、その職責
の重さを痛感しているところです。微力ながら努力致す所存で御座いますの
で、宜しくご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い致します。
翻って、当協議会は平成 10 年 4 月の設立以来 16 年が経過し、事業所部門・
市民部門は、試行錯誤を重ねながらも其々が地道な活動を展開し、成果は着
実にあがってきていると思われます。更に、平成 18 年 12 月には特定非営業
活動法人 ぎふ環境カウンセラー協議会の中に、事業所部門の方々のご努力に
より、環境経営の第三者認証システムである「エコアクション 21」の「地域
事務局ぎふ」を設立し、多くの会員の必死の努力で、現在「エコアクション 21(EA21)」の登録企業総
数は 39 事業所(地域事務局ぎふ扱い：平成 25 年 12 月末)となり、現在も増加傾向に推移しておりま
す。市民部門におきましても、会員各位がそれぞれの特技や特徴を生かし、地域の中で子供達や親子、
そして地域住民を対象とした環境体験学習や、自然環境保全活動などを積極的に行っており、これら
の活動も高い評価を受けております。
今後、当協議会の活動内容を各分野の皆様方に広くお伝えし、多くのコミュニケーションの要とし、
更なる活動の活性化を図ることを目的に、今回「環境カウンセラー協会会報」の発行を計画いたしま
した。是非とも「地球環境保全活動」に真摯に取り組む当協議会に、ご理解とご協力、後支援を賜り
ますよう御願申し上げ挨拶とさせて頂きます。
平成 26 年 2 月 吉日
特定非営利活動法人
岐阜環境カウンセラー協議会 理事長
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堀江 孝男

 会員からの投稿
 市民部門活動報告

天神川を考える会

清水 裕

地域活動として、地域環境保全活動「湿地の保全、復元」や地域の親子とともに、環境体験活動を企
画・実施している。こどもエコクラブ「しぜん、生きものクラブ」では、普段から、年間の大きなテーマとして
川のつながりを考えてきた。上流から中流、下流、そして、海へと流れる川は、水の流れであるとともに、
生き物も多く行き来し、また、行き来しないとしても生き物たちはその川の流れに何か関連して生きている、
そして、それは、その流域の人々のくらしに大きくかかわっている。そんな川や森のあり方を親子で考え、
伝えようとしてきた。

流域を考える「豊かな森林ときれいな海岸作りの取り組み」
今年度は、県の森林環境税を活用し、流域を考える「豊かな森林ときれいな海岸作りの取り組み」をテ
ーマに地域の活動とバスハイクを実施した。
まず、知多半島の海で、潮溜りの生物調べを行い、身近な天神川とは違う生物たちを肌で感じた。ま
た、地元商店街の方からゴミや漂着物について話を伺った。当日はきれいな砂浜だったが、ゴミ削減の
ための工夫、みんなでゴミパトロールしていること、割れて危険を伴う瓶類の販売自粛など、日本一きれ
いな海岸を目指して活動をされていることを伺い、日々の活動の大切さを学んだ。
次に、夏休みを利用し、中津川加子母森林組合を訪ねた。組合の方からは、森林の役割、あり方、な
どを大変分かり易く教わり、木の成長に応じた管理のしかたなど、豊かで健康な森を守るための話しを聞
いた。参加した親子は、「マイはし作り」を楽しんだ。
この日は、加茂郡白川町のロッジで宿泊をし、地元市民団体「美濃どんぐり会」と交流した。市民の立
場で森林の管理の実際や苦労話しを聞き、これからのあり方を意見交換した。
翌日は彼らの案内でヒダサンショウウオの生息地を探索した。
海の無い岐阜県で、森林の無い岐阜市に住んでいる親子にとって、実際の体験で初めて実感するこど
もや大人も多く、今回の企画の大切さを感じた。

7 月 7 日（日） 潮溜りの生物調べ

8 月 26 日～27 日 ヒダサンショウウオの生息地を探索
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恵那環境フェアー出展報告

恵那エネルギー環境研究所

丸山 晴男

えな環境フェア 2013/12/08
開催日時 平成 25 年 11 月 2 日（土），午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分
実施場所 恵那市市民会館及び周辺
主

催 えな環境フェア 2013 実行委員会・恵那市

テーマ

「素敵な恵那を見つけよう」

えな環境フェア 2013 恵那エネルギー環境研究所：岐阜環境カウンセラー協力 出展
11 月 2 日，恵那市市民会館とその周辺で，えな環境フェア 2013 が開催され，約 3000 人の来場者で
にぎわいました。今年で，えな環境フェアも７回目を迎えました。私は，実行委員会のメンバーで，自ら
「恵那エネルギー環境研究所」のブースも出展してきました。今年のテーマは「自然エネルギーとエコライ
フで，優しい未来環境を」です。
毎年，岐阜環境カウンセラー協議会協力という形で，出展しています。
http://www.city.ena.lg.jp/files/2613/8536/6177/2013HP.pdf

写真：恵那エネルギー環境研究所：岐阜環境カウンセラー協議会協力 ブース展示

エコアクション 21(EA21)の概要

シリーズ

その－1

 ＥＡ21 とは
持続可能な社会を構築するためには、あらゆる主体が積極的に環境への取り組みを行うことが必要で
す。事業者は製品・サービスを含む全ての事業活動の中に、省エネルギー、省資源、廃棄物削減等の取り
組みを行うことが求められています。
エコアクション 21 は、全ての事業者が、環境への取り組みを効果的、効率的に行うことを目的に、環境に取
り組む仕組みを作り、取り組みを行い、それらを継続的に改善し、その結果を社会に公表するための方法に
ついて、環境省が策定したガイドラインです。

注：エコアクション 21 ガイドライン 2009 年版（Ｗeb）

エコアクション 21 ガイドラインに基づき、取り組みを行う事業者を、審査し、認証・登録する制度が、エコア
クション 21 認証・登録制度です。
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 研修会
 EA21 認証・登録事業者向け

フォローアップセミナーの実施

本年度は、事業者が多数参加しやすい様に、県下３地区でセミナーを
開催しました。
主催： エコアクション２１地域事務局ぎふ
共催： 岐阜県・エコアクション２１中央事務局
協賛： 岐阜県中小企業団体中央会・（公財）岐阜県産業経済振興センター
岐阜県商工会議所連合会・岐阜県商工会連合会
プログラムの概要
開催会場
大垣会場
美濃会場
多治見会場
開催場所
岐阜県西濃総合庁舎
岐阜県中濃総合庁舎
岐阜県東濃西部総合庁舎
開催日
平成２５年１１月１９日
平成２５年１１月２２日
平成２５年１１月２７日
研修内容
 環境関連法令及び県条例の最近の動向（公害、廃棄物その他）
講師：岐阜県各振興局担当者
 認証・登録事業者による実務における苦労話
伊藤鉄工株式会社
山田 韶月氏（大垣）
株式会社ムラキデンキ
梅村 昌則氏（美濃）
東海エコシステム株式会社 渡邉 千晃氏（多治見）
 審査人が審査時に感じた話や助言・相談下話
鈴木 敬彦審査人（大垣）、 船坂 鐐三審査人（美濃）、
梶田 弘一審査人（多治見）
 見やすい「環境活動レポート」つくりの勧め
地域事務局ぎふ 小倉事務局長、加藤事務局次長
 終了後、個別相談を会場にて応じる
総括 ： 前回の反省を踏まえて 3 カ所でセミナーを開催したが、各会場とも「認証・登録事業者による
実務における苦労話」に最も関心が高く、好評であった。また、審査人や事務局からの実際
に役立つテーマについても理解できたとの評価を得た。
EA21 フォローアップゼミナー

＜所感＞

(平成 25 年 11 月 19 日 大垣会場)

当地域での事例報告は、従業員数 15 名程度の機械加工工場の報告でありました。朴訥と話されるも「環境改
善活動」の中身は自信に満ち、大手企業においてすら難しいエネルギー管理の中の「固定エネルギーと変動
エネルギー」の取り組みに対し、真っ向から立ち向かわれ、その評価法の検討に臨まれる姿勢には多くことを
学ばされた。これはこの企業の環境改善活動への、経営トップ・幹部・スタッフの真摯な取り組み姿勢と共に、
担当審査員のご努力の相乗効果と思われますが、報告最後の、「乾いたタオルを絞るような努力が、現在の当
社を支えている、、、」とのお話に、改めて深く感銘をうけました。

記

堀 江 孝男
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一般的に は
、 両方
が含
ま れてい る

生産量
・売上
高に
連動
する
エ
ネル
ギ
ー
工作機
械や
加熱
炉等
、生
産に
直
接関与
して
い
る動
力や
熱
エネ
ル
ギー
の大
部分
生産量
・売上
高に
連動し
ない
エ
ネル
ギ
ー
工場等
の暖
冷房
、天
井照
明等
の大部
分と
工作
機械
や加
熱炉
等の空
運転

-4-

 第８回 ＥＡ２１全国交流研修大会 in 北上への参加
テーマ

～震災に学び、未来を創る～
期日：平成２５年１０月２５日（金）・２６日（土）
場所：ホテルシティプラザ北上

全国から、審査人、事務局員、関係者の 438 名の参加がありました。

 中央事務局認定 （３地域事務局合同）
「ＥＡ２１審査人力量向上研修会」開催
1) 日 時 ： 平成２５年１２月６日（金） ９時～１７時
2) 場 所 ： 豊田商工会議所 ２Ｆ ２０１会議室 他
3) 主 催 ： ＥＡ２１地域事務局「あいち」「ぎふ」「とよた」の３事務局
4) 共 催 ： ＥＡ２１中央事務局
この研修会は、中央事務局認定の研修会で、審査人資格更新要件に該当する研修会です。
開催主旨
ＥＡ２１の審査は、個人資格としての審査人が担当する。審査対象企業は中小事業者が多いことから、
一人の審査人が単独で審査をする場合が殆どとなる。審査にあたっての判断基準等は、「審査及び
判定の手引」に一部示されているが、審査の適否は、審査人個人の力量に依存する割合が非常に大
きい。ＥＡ２１の普及拡大が進むにつれ、システムとしてのＥＡ２１全体のレベルを維持することが重要
事項となり、審査人の力量向上機会が不可欠であることから、本力量向上研修会が開催された。
今回の研修で設定した主なテーマと目的は次の通りである。
テーマ１：環境法の体系的な概要紹介
ＥＡ２１の審査等にあたって審査人が事業者に適用される法規類を正しく認識し、事業者の法規制
遵守の必要に応じ助言・指導するための基本知識習得を目的とする講習とした。
テーマ２：企業診断の技法と留意していること
ＥＡ２１の審査及びコンサルティング活動にあたって、事業者に接する場合の基礎知識や幅広い対
応能力の一層の向上を目的とする講習とした。
テーマ３：審査人に期待されること
岡山及び北上の交流研修会資料や地域事務
局ぎふで認証企業宛に行ったアンケート集計
結果等を元に審査人に期待される項目を抽出
し、審査人活動の質を深める講習を行った。
テーマ４：グループディスカッション
ＥＡ２１審査実務等のスキルアップを目指し、今
回のテーマを「審査で喜ばれた こと」及び「審
査で困ったこと」の２項目に絞りディスカッション
の質を深めた。
合同研修会スナップ（とよた）
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 ＥＡ２１認証・登録事業者一覧(地域事務局ぎふ扱い)


事業者の紹介
エコアクション 21 地域事務局ぎふ取扱のエコアクション 21 認証・登録事業者は、平成２５年１２月末
現在で、県内 32、県外７、合計 39 事業所です。
地域事務局ぎふ扱いＥＡ２１認証・登録事業者一覧 （認証・登録順）
事業者名

主な業種

従業
員数

住 所

1 美濃窯業株式会社 瑞浪事業所

その他製造業

54 人

岐阜県瑞浪市

2 株式会社東和製作所

金属・加工金属製品等製造業

234 人

岐阜県美濃加茂市

3 株式会社マルダイ 大野チップ工場

廃棄物処理業・リサイクル業

24 人

岐阜県揖斐郡大野町

4 株式会社辺省

建設業（設備工事業を含む）

50 人

岐阜県老郡養老町

5 養清興業株式会社

廃棄物処理業・リサイクル業

29 人

岐阜県養老郡養老町

6 株式会社田中モータース商会

卸売業・小売業

14 人

岐阜県大垣市

7 藤倉自動車株式会社 本社工場

自動車整備業

9人

岐阜県本巣郡北方町

8 株式会社松尾モータース

自動車整備業

7人

岐阜県瑞穂市

9 関共栄金属株式会社

金属・加工金属製品等製造業

23 人

岐阜県美濃加茂市

10 梅田商工株式会社

その他製造業

17 人

岐阜県美濃市

11 名古屋スバル自動車株式会社

卸売業・小売業

452 人

愛知県名古屋市

12 東海エコシステム株式会社

廃棄物処理業・リサイクル業

15 人

岐阜県恵那市

13 高山清掃事業株式会社

廃棄物処理業・リサイクル業

65 人

岐阜県高山市

14 岐阜スバル自動車株式会社

卸売業・小売業

168 人

岐阜県岐阜市

15 三重スバル自動車株式会社

卸売業・小売業

135 人

三重県四日市

16 南信スバル株式会社

卸売業・小売業

32 人

長野県飯田市

17 日の丸興業株式会社

自動車整備業

39 人

岐阜県岐阜市

18 伊藤鉄工株式会社

金属・加工金属製品等製造業

13 人

岐阜県大垣市

19 ホラタ、工業株式会社

金属・加工金属製品等製造業

98 人

岐阜県各務原市

20 日本特殊硝子株式会社

その他製造業

128 人

岐阜県海津市

21 一般財団法人総合保健センター

その他

73 人

岐阜県美濃加茂市

22 日進木工株式会社

木材・木製品等加工製造業

122 人

岐阜県高山市

23 有限会社林電気通信工事

建設業（設備工事業を含む）

15 人

岐阜県恵那市

24 株式会社メデイスポ

廃棄物処理業・リサイクル業

5人

岐阜県岐阜市

25 株式会社弘進

その他製造業

100 人

東京都品川区

26 株式会社山登ゴム

その他製造業

68 人

岐阜県美濃加茂市

27 豊友工業株式会社

金属・加工金属製品等製造業

63 人

岐阜県岐阜市

28 西濃オート株式会社

卸売業・小売業

14 人

岐阜県大垣市

29 株式会社アパックス

その他製造業

48 人

岐阜県恵那市

30 株式会社三島

卸売業・小売業

9人

岐阜県岐阜市

31 鈴商株式会社

卸売業・小売業

9人

岐阜県中津川市

32 トヨタカローラ岐阜株式会社

卸売業・小売業

939 人

岐阜県岐阜市

33 美濃窯業株式会社 亀崎事業所

その他製造業

126 人

愛知県半田市

34 株式会社ムラキデンキ

建設業（設備工事業を含む）

32 人

岐阜県本巣郡北方町

35 中部高速運輸株式会社

運輸業・倉庫業

38 人

愛知県小牧市

36 ジンエイジェント株式会社

運輸業・倉庫業

32 人

岐阜県各務原市

37 協和物流株式会社

廃棄物処理業・リサイクル業

59 人

岐阜県恵那市

38 東栄自動車工業株式会社

自動車整備業

29 人

岐阜県岐阜市

39 株式会社サンテック

廃棄物処理業・リサイクル業

6人

愛知県一宮市
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 構成比
最も多い業種は、全国平均では 29％の建設業（設備工事業を含む）ですが、管内では 33％の製造
業で、建設業はわずか 8％です。従業員数は、全国平均では 100 人以下が 90％以上を占めています
が、管内の 100 人以下は 80％弱で、全国平均と若干異なる傾向を示しています。

エコアクション 21(EA21)の概要

シリーズ その－２

エコアクション２１に取り組むメリット
１．総合的な環境への取り組みを進めることができる！
エコアクション２１ガイドラインには、『環境経営システム』、『環境への取り組み』、『環境報告』の三要素
がひとつに統合されています。そのため、ガイドラインに沿って取り組みを行うことで、環境への取り組
みを総合的に進めることができます。
２．経営面での効果も期待！
環境経営システムの仕組みを作り、継続的に改善していくことにより、環境面だけでなく、経費の削減や
生産性・歩留まりの向上、目標管理の徹底等の、経営面での効果もあげることができます。
３．金融機関の低利融資制度が受けられる！
日本政策金融公庫をはじめ、多くの金融機関で、エコアクション２１に取り組む事業者への低利融資制
が始められています。
４．取引条件の一つに対応！
多くの大手企業が、環境への取り組みや環境経営システムの構築を取引条件の一つとしており、これ
に対応することができます。また、認証・登録にあたり自治体の補助を受けられたり、入札参加資格審
査での加点を受けることができる場合があります。
５．社会からの信頼を獲得！
環境省のガイドラインに基づき、第三者機関の認証を受けることで、社会的な信頼を得ることができま
す。また、環境活動レポートを作成し、外部に公表することにより、取引先や消費者等からの信頼性が
向上します。これは、企業の社会的責任（CSR：Corporate Social Responsibility）の一環にもなります。
６．審査人による、指導・助言が受けられる！
事業者は、審査の際に、エコアクション２１審査人から環境への取り組みなどに関する指導・助言を受け
ることができます。
EA21概要シリーズは、次回にも続きます。
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 事務局便り


事務局の近況
事務機器の劣化や故障が発生し、事務能力の向上も兼ねて下記の事務機を購入（更新）しまし
たので報告します。
１）複合機購入
長い間使用してきた電話、FAX、複写を行う複合機が故障して修理不能になり、平成２５年８月に
更新しました。
２）パソコン更新
WindowsXP が今年の４月からサポートされなくなるため、今年１月に XP 搭載パソコンを Windows
７搭載のパソコンに更新しました。これを機会に、事務所内のネットワークを整備し、データやプリン
ターを共有する環境を整え、事務処理能力が向上しました。
３）ＮＰＯホームページのリニュアール計画
現在のホームページは、今は本会会員でなくなった個人のご厚意によるエリアを借用して運用し
ているため、情報伝達が十分できていません。そのため、自前によるホームページを構築すべく進
めていますが、作成のための技能や資金に課題があり、実現が延び延びになっております。今後も
実現に向けて努力をしてまいりますので、もうしばらくお待ちください。



大垣市環境市民会議フェアー開催予定
平成２６年３月８日（土） １０：００～１５：００ 於：大垣城ホール



編集後記
皆さんのご協力で、ＮＰＯ会報を発行することができました。ご協力に感謝します。
会員の皆様方の各分野における幅広い活動をこれからもお知らせしていきます。
皆様方も、この活動を広報にのせて紹介したいと思われる方は、是非とも原稿をお寄せ下さい。
原稿は、行事に関する簡単な説明文とスナップ写真を添えて下さると幸いです。
メールで、ＮＰＯ事務局あて（鈴木）に送って下さい。
また、今後の活動計画やイベント、会員に関心のありそうな講演会等のお知らせも結構です。
新聞やチラシ、インターネット等で知り得た情報をお寄せ下さい。お待ちしております。
発行

：ＮＰＯ法人 環境カウンセラー協議会

発行責任者：ＮＰＯ法人 環境カウンセラー協議会
・ＮＰＯ法人 環境カウンセラー協議会
住所：〒500－8357 岐阜市六条大溝 4‐12‐6

理事長

堀江 孝男

・エコアクション 21 地域事務局ぎふ
住所：〒500－8357 岐阜市六条大溝 4‐12‐6

（財）環境管理技術センター内 ３F

（財）環境管理技術センター内 ３F

電話：058‐272‐0408

電話：058‐272‐0408

FAX：058‐272‐0408

FAX：058‐272‐0408

E-mail：gifu_ec@room.ocn.ne.jp

E-mail：ea21gifu@nifty.com

URL：http://www4.ocn.ne.jp/~gifu_ec/

URL：http://www4.ocn.ne.jp/~gifu_ec/

窓口担当者 ： 鈴木 敬彦 事務局長
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加藤 邦夫 事務局次長
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