2016年度
参加者お役立ち度

91.6%
ご来場者様
アンケートより

企業・自治体・一般の方々必見です！ 入場無料！
環境貢献の仕組みづくりに役立つヒントをご紹介

― 持続可能な社会のための環境貢献最先端成功事例 ―

私たちにできること。
EVI 2017

日 時 ： 2017 年

検索

受付10：00／開会10：30

場 所：

（火）

東京国際フォーラム ホールB7
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-5-1

主 催：

カルネコ株式会社 EVI推進協議会

ブース出展者
同時募集

ご招待 Invitation

今すぐお申し込みください。

参加・ブース出展 無料好評受付中！

10月24日

事前登録制
9／22（金）締切

EVIは日本の森と水と空気を守ります。

EVI 環境マッチングイベント2017

好評受付中！

スマートフォン
からも、お申込
いただけます。

300

名 ※定員になり次第締め切らせていただきます。
第5回カーボン・
定 員：
オフセット大賞 特別賞受賞
対 象：●最先端の環境貢献型プロモーションに興味がある方
●環境に貢献する商品で差別化を図りたい方
●カーボン・オフセットに興味のある方
後 援：EVI森を守る92プロジェクト、EVI参加企業77社、日本UNEP協会、
（予定） NPO法人気象キャスターネットワーク、
環境自治体会議環境政策研究所、足立区、石狩市、
横手市、津山市、
日南町、小国町（熊本県）
（順不同）ほか
協賛メディア：宣伝会議（販促会議・環境会議）、月刊公論、Poco'ce、産通、東京新聞（順不同）ほか
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館22階
TEL.03-5220-6234（代表）FAX.03-5220-6264 http://www.evic.jp/

詳しくは、裏面をご覧ください！

くらしの中の環境貢献

私たちにできること。

専門家が語る地球環境の現状と未来への指針、企業や自治体による環境貢献成功事例、
今日から始められる「環境貢献」
と皆様の交流の場をご提供します。

Information
体験イベント情報

会場は
「セミナーエリア」
「ブース展示エリア」
「相談会エリア」
「ワークショップ
エリア」
に分かれています。
２つの会場は自由に行き来することができ、
参加者
の皆様に
〝効率的なマッチング〟
と
〝セミナーの聴講〟
を行っていただくことが
※講演中の入退室はお控え下さい。
できます。
隣の会場の様子を

モニターできます！

ステージ

Introduction

Program

ごあいさつ

プログラム
10:30

加藤 孝一

10:40

今年で７回目となった本イベントのテーマは
「私たちに

11:20

できること」です。環境貢献のために、
それぞれの立場
から私たちにできることは何か、環境問題に対する専
門的な知識を深め、企業・団体・自治体が実施する環
境プロモーションに関心を向けながら一歩ずつ実行し
ていくことが必要です。
プログラムでは、環境分野の専
として、地球温暖化を抑制する環境省の方針や森林
の役割と現状への理解、未来に向けての知見を深め
ていただき、EVIがネットワークする森林事業に携わる
方々と企業や自治体によるクレジットを活用した更な
る環境プロモーション事例の実績や提案をご紹介し
ます。EVIは
「日本の森と水と空気を守る」
をコンセプト
に、森林クレジットを活用した国内における環境貢献
活動を行い、
カーボン・オフセットの普及と普段のお買

環境省 地球環境局

世界の潮流をふまえた
脱炭素化の取組

地球温暖化対策課長

持続可能な企業経営と
カーボンプライシング（仮題）

松澤 裕 氏

国連環境計画・金融イニシアチブ(UNEP FI)
特別顧問 国際金融アナリスト

末吉 竹二郎 氏

６年間にわたる消費者の環境意識調査
ブースツアー（昼食） マッチングタイム
（12：20〜13：40）
水の汚れをどう考えるか

14:10
14:20

新社名と連携したＣＳＲ活動と
情報発信の両立について
環境への取組み 足立区とＥＶＩ

道の駅連携コラボ

15:10

地域に根ざした商品の開発と環境貢献を同時に実現
し、持続可能な地域の活性化に役立つプラットフォー
16：00

商品開発室 室長

正村 晃一 氏

足立区環境部環境政策課計画推進係長

小山 秀一

氏

横手市農林部農林整備課森林整備係

日南町 横手市 津山市 魚沼市 小国町 石狩市 日南市

知見を実践へ
14:50
今、
はじめる。明日のために。

馬場 一 氏

武藤 悟 氏

末吉 竹二郎氏
国連環境計画
金融イニシアチブ
(UNEP FI)特別顧問
国際金融アナリスト

日南町 ご担当様

相談会

閉会

当日相談会エリアを設け、環境貢献型商品開発やクレジットなどに
ついて、
ご質問にできる限りお答えいたします。

※都合によりご対応できなかった方へは、後日ご質問にお答えできるよう
フォローさせていただきます。

内海 真生氏

筑波大学
生命環境系 准教授
つくば3Eフォーラム
事務局長

※プログラムの内容は、変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。 ※このイベントで排出されるCO2の一部をEVI推進協議会がオフセットいたします。
※本イベントの参加をご希望される方は、以下の
「個人情報のお取扱いについて」
にご同意いただいた上で、
お申し込みください。
【個人情報のお取扱いについて】
いただきました個人情報は、
カルネコ株式会社での共有及びセミナー・イベント情報等のご案内に利用させていただき、他の目的には利用致しません。
また当該情報は同社が管理し、社内で取
り扱うものです。上記のほか当社の個人情報に対する取組方針については、
当社ホームページに掲載された個人情報保護方針をご参照ください。http://info.calneco.jp/privacy.html

今すぐ
へ
Web

EVI 2017

検索

事前登録制

40ブース
（予定）

展示ブースエリア

入口

入口
開催中、
自由に行き来ができます！

皆様の交流の場をご提供

新たな環境ビジョンを語る

環境貢献事業成功事例はもとより、日本
の未来に向けたこれからの実践的な活動
についてもお話させていただきます。

環境貢献事例紹介・展示ブース

相談会エリアを新設

ワークショップスペース

来場者アンケート
ノベルティをプレゼント！

各地から集まった企業や自治体それぞれ お申し込みの際、事前にご質問をいただい
の環境貢献取組事例を展示しております。 ていた方の相談会を実施予定。
※都合に
【出展無料・先着順】9/22 (金)締め切り
より内容が変更となる場合があります。
間伐材のうちわやはがきを使用
した大人も楽しめるワークショッ
プを11時〜15時まで開催。

アンケートにお答えいただいた方にもれなく
間伐材のノベルティ
（予定）
をプレゼント！

EVI環境マッチングイベント2016「もっと、
身近に。」

加藤 孝一（内閣府 地域活性化伝道師）

各地から集まった企業や自治体の環境貢献取組事例を展示して
おります。(40ブースを予定)
【出展無料・先着順】9/22(金)締め切り

日本各地からの環境貢献事例

Matching Event Report 2016

カルネコ株式会社 代表取締役社長

スライドによる環境プロジェクトの紹介と企業の支援紹介からブースツアーへ

ブースツアー

気軽に

相談会エリア

講師／森林事業者／企業
地方自治体／メディア／一般

全席指定300席をご用意。
この機会を利
用してご希望に合った企業・森林事業者
とのマッチングが期待できます！

内海 真生 氏

横手市 市民サービス 東北カーボンオフセットグランプリ 主査

14:40

環境省
地球環境局
地球温暖化対策課長

九州ジージーシー株式会社 営業本部

足立区 環境ゼミナール 地球環境フェア 再生館環境教育

横手の森林を守るために何ができるのか（仮題）

14:30

松澤 裕氏

ソフトバンク SBパワー株式会社
代表取締役社長

楽しく参加

ワークショップ
エリア

当日受付あり

筑波大学 生命環境系 准教授

つくば3Eフォーラム事務局長

日本初の環境保全団体寄付型電気
「自然でんき」
について（仮題）

14:00

創出してきました。
これらの活動を通じて、
これからも

ムを目指してまいります。
どうぞご期待ください。

加藤 孝一（内閣府 地域活性化伝道師）

12:20
13:40

セミナーエリア

米森 優子氏

12:10

３部
︻ブースツアー︼

い物を通して環境貢献できる仕組みや事例を数多く

開会挨拶 カルネコ株式会社 代表取締役社長

2部︻事例紹介︼

門家をお招きし、環境プロモーションを推進する背景

〈総合司会〉磯谷 祐介氏

開場・受付
1部︻基調講演︼

カルネコ株式会社 代表取締役社長
（内閣府 地域活性化伝道師）

10:00

環境貢献成功事例を語る！

スクリーン

生態系、地球システムは、
その変化の時定数が大きく、複雑
に絡み合っています。近視眼的な理解ではなく、
自然に対す
る謙虚な姿勢を忘れずに挑むことが求められます。持続可
能な社会の構築を最終的な目標にするとしても、
グローバ
ルな関係性が密になっている現代においては、国際的、地
球的な視野に立って、全体最適を図ることが必要です。
自己
の利益のためにというよりも他者（地球全体のシステム）へ
貢献する喜びを生きがいとする時代に入っています。

「地球有限時代へのパラダイムシフト 〜発想の転換」
より
東京大学名誉教授「日本UNEP協会」代表理事

鈴木 基之氏

参加・ブース出展 無料好評受付中！

スマートフォン
からも、お申込
いただけます。

