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全国エコタウン大会 in 川崎 会場：川崎日航ホテル12階西・中・東の間（神奈川県川崎市）

プログラム　2月3日（水） 10:00～16:00

お申し込みは FAXにて受付ております。
■お申し込み・お問い合わせ先
　全国エコタウン大会 TEL:03-5216-5303   FAX:03-5216-5552
　　 in 川崎 事務局 E-mail:ecotown2010@congre.co.jp
※ 申込状況によっては、ご希望のセッション及びコースに参加できないことがあります。
※ エクスカーションへの申込に関する抽選結果は、1月末に通知します。

エクスカーション4コース
いずれのコースも、「川崎国際環境技術展2010」会場の見学が含まれます。
昼食代、保険代実費1,000円を当日徴収（抽選）

参加申込書
ご記入日：平成　　年　　月　　日

フリガナ ■住所　　　〒
■お名前

■所属団体名 ■FAX　　　　　　　　　　　　　　 ■TEL　　　　　　　　

■mail

ご参加予定イベント（2月 3日）　無料 エクスカーション（施設見学会）（2月 4日）　実費 1,000 円徴収

□基調講演 

□分科会：テーマ①

□分科会：テーマ②

□分科会：テーマ③

□コースＡ
□コースＢ

□コースＣ
□コースＤ

□参加しない

※お申込みの際に記入された個人情報は、応募受付業務に必要な範囲以外では利用いたしません。

Ｂ. エコライフツアー 
味の素（株）・臨海部船上視察

調味料や加工食品の製造過程等のあらゆる分野にお
いて先進的な環境への取組を進めている味の素の工
場見学に加え、海上から川崎臨海部の工場群を視察
し、川崎臨海部の厚みのあるコンビナート群を見学
することができるコースです。 

Ｄ. 川崎エコタウンツアー② 
JFEスチール（株）・三栄レギュレーター（株）

川崎臨海部の中核をなす JFE スチール東日本製鉄所
の高炉の見学、川崎エコタウンの先導的モデル施設
である川崎ゼロ・エミッション工業団地に立地する
三栄レギュレーターの難再生古紙リサイクル施設の
見学を通じ、川崎発先端環境技術を見学することが
できるコースです。

Ａ. エネルギー関連施設ツアー 
臨海部船上視察・東京電力川崎火力発電所

川崎臨海部のコンビナート群を船上より視察し、普
段では見ることはできない角度から、川崎エコタウ
ンを見るとともに、世界最高水準の発電効率（59％）
を誇る、東京電力の最新鋭の火力発電所を見学する
ことができる魅力的なコースです。 

Ｃ. 川崎エコタウンツアー① 
ペットリファインテクノロジー（株）・臨海部船上視察

ペットボトルをペットボトルへと何度でも再生可能
な世界唯一のリサイクル事業に取り組むペットリ
ファインテクノロジーの工場見学と、川崎臨海部コ
ンビナート群の船上から見学を通じ、川崎エコタウ
ンでの資源・エネルギー循環の取組を知ることがで
きるコースです。 

JR 川崎駅東口より徒歩1分

2月4日（木） 9:30～17:00
JR川崎駅発着

お申込方法：下記申込書記入欄に必要事項をご記入の上、ファクシミリにて送信ください。
団体参加の方はお手数ですが、申込書をコピーして全員分ご記入・送信願います。  FAX 03-5216-5552

AM   10：00～12：00
●開会のご挨拶
●基調講演：「環境と産業のこれから」
 石谷　久 氏（（社）新エネルギー導入促進協議会 代表理事）
●事例報告：「エコタウンの達成と低炭素社会の地域循環拠点としての期待」
 藤田　壮 氏（東洋大学 教授・（独）国立環境研究所 室長）
PM   13：00～16：00
分科会  ※ 3分科会を平行して開催
テーマ①：次世代環境経営の推進に向けて
実際に環境経営に取り組む企業の担当者、環境経営を支援するコンサルタントや監査法人
等の専門家により、今後の環境経営について意見交換を行います。
コーディネーター
・安藤　　眞 氏（（株）オフィスメイ エコビジネスネットワーク 代表）
パネラー
・鈴木　　哲 氏（味の素（株） 川崎事業所 総務・エリア管理グループ課長）
・佐藤　英明 氏（富士通（株） 環境本部 環境企画統括部 プロジェクト部長）
・喜多川和典 氏（（財）日本生産性本部 エコ・マネジメントセンター長）
・赤坂真一朗 氏（KPMGあずさサステナビリティ（株） アシュアランス事業部 シニア）

テーマ②：エコタウン間連携等による資源循環の更なる高度化に向けて
地域を越えた広域での資源循環を目指す企業や自治体の先進事例を通じ、効率的な地域
循環圏の実現に向けた意見交換を行います。
コーディネーター
・小野田弘士 氏（早稲田大学 環境総合研究センター 准教授）
パネラー
・橋本　博巳 氏（愛知県 環境部資源循環推進課 循環グループ 主幹）
・山口　昭彦 氏（フルハシEPO（株） 代表取締役副社長）
・河東　千恵 氏（三栄レギュレーター（株） 総合企画室）
・三輪　陽通 氏（三光（株） 代表取締役社長）

テーマ③：低CO2型エココンビナートの形成に向けて
各地域で低CO2 型エココンビナートの推進に先進的に取り組む専門家や企業により、今
後のエココンビナートの更なる発展に向けて意見交換を行います。
コーディネーター
・能村　郁夫 氏（石油コンビナート高度統合運営技術研究組合 研究主幹）
パネラー
・乗越　　晃 氏（中電技術コンサルタント（株） 臨海・都市部 循環システムグループ グループリーダー）
・中館　荒樹 氏（東燃ゼネラル石油（株） 川崎工場　渉外部長）
・瀧田　　浩 氏（NPO法人 産業・環境創造リエゾンセンター 専務理事）

全体会／統括
●分科会検討成果報告
●統括コメント　経済産業省　産業技術環境局リサイクル推進課
●閉会のご挨拶
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※エクスカーションのお申し込みは 1月 27日（水）必着でお願いします。


