
２０１６年度「グリーン購入キャンペーン」 参加団体 取り組み内容  

 

126団体 

団体名 取り組み内容 画像 

アインズ(株) 取引先や地域住民への呼びかけ(10/29 竜王町清流

会主催の河川環境美化)みんなで始めよう森づくり

活動 10/15 びわ湖環境ビジネスメッセ 2016 参

加 10/19～ 

 

(特非)碧いびわ湖 キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置  

(株)アケボノ 社員・職員への呼びかけ(朝礼)、取引先や地域住民

への呼びかけ(取引先等に口頭で呼びかけ), 

 

アケボノ特機(株) キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置、「シ

ンボルマーク」または「エコぺん」の活用(ＨＰ)、

その他(入会案内のパンフレットを事務所内に設

置) 

 

旭化成住工(株)本社滋

賀工場 

社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、「調達方針」「購入基準」等の

策定、見直し、その他(「環境にやさしい買い物キャ

ンペーン」への参加) 

 

アズマヤ(東屋紙店) 社員・職員への呼びかけ(朝礼)、  

(株)イケダ光音堂 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、 

 

インプリモ(株) 社員・職員への呼びかけ、「グリーン購入自己診断

システム」による、取り組みレベルのチェック、 

 

(株)ウィードプランニ

ング 

社員・職員への呼びかけ、取引先や地域住民への呼

びかけ(ポスターを貼った), 

 

(株)ウチダビジネスソ

リューションズ 

社員・職員への呼びかけ、  

ウッドワーク滋賀 堤

木工所 

取引先や地域住民への呼びかけ(口頭にて)  

(有)浦田 キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置取引先

や地域住民への呼びかけ「調達方針」「購入基準」

等の策定、見直し 

 

(株)エスサーフ 社員・職員への呼びかけ、取引先や地域住民への呼

びかけ,「調達方針」「購入基準」等の策定、見直し、

その他(社員へのグリーン購入啓発) 

 

近江印刷(株) 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの  



掲示、のぼりの設置、その他(朝礼・社内放送での社

員・職員への呼びかけ) 

近江鉄道(株) 社員・職員への呼びかけ、「グリーン購入自己診断

システム」による、取り組みレベルのチェック、そ

の他(「グリーン購入に関するアンケート」の実施) 

 

大阪ガス(株) 滋賀事

業所 

社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、 

 

太田印刷所 キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置、  

(株)太田種苗 「調達方針」「購入基準」等の策定、見直し、  

大津紙業写真印刷(株) 社員・職員への呼びかけ、  

(株)奥山ポンプ商会 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、「調達方針」「購入基準」等の

策定、見直し、「グリーン購入自己診断システム」

による、取り組みレベルのチェック、その他(店頭に

環境にやさしい商品を陳列している) 

 

音伍繊維工業(株)滋賀

営業所 

社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、その他(社員・家族含むレジ袋

を断る運動) 

 

(株)オフィス・サービス 社員・職員への呼びかけ(朝礼)、  

オフィストータル(株) 社員・職員への呼びかけ、取引先や地域住民への呼

びかけ(掲示),「シンボルマーク」または「エコぺん」

の活用(名刺、チラシ)、 

 

兼松綜合印刷(株) 社員・職員への呼びかけ、  

企業組合ねっこの輪 社員・職員への呼びかけ  

(有)キクヤオフィスサ

ービス 

社員・職員への呼びかけ(朝礼、研修会)、取引先や

地域住民への呼びかけ(来社企業、個人あて説明),

「調達方針」「購入基準」等の策定、見直し、「グリ

ーン購入自己診断システム」による、取り組みレベ

ルのチェック、 

 

(株)きじまや 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、 

 

キステム(株) 社員・職員への呼びかけ(朝礼)、  

(株)木の家専門店 谷

口工務店 

「調達方針」「購入基準」等の策定、見直し、  

木村文具 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、 

 



(有)キャリアネットワ

ーク滋賀 

社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、 

 

(株)清友商会 社員・職員への呼びかけ、  

草津市 取引先や地域住民への呼びかけ,その他(10/15,16 

イオンモール草津で開催した。草津地球冷やしたい

推進フェアにおいて、環境にやさしいお買い物ゲー

ムを実施。又、滋賀 GPNパンフを配置し、市民に

広く啓発した。) 

 

クチムラ キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置、 

 

甲賀市 キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置、その

他(11/3 エコフェスタのブース掲示 エコリレー日

誌に写真添付) 

 

甲良町 キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置  

コスガ印判 キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置、「グ

リーン購入自己診断システム」による、取り組みレ

ベルのチェック、 

 

(株)湖睦電機 社員・職員への呼びかけ（朝礼、社内放送）、キャ

ンペーンポスターの掲示、のぼりの設置、 

 

(株)コンセ キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置、  

サイテック(株) 「調達方針」「購入基準」等の策定、見直し  

(株)斉藤ポンプ工業 社員・職員への呼びかけ、  

(有)澤五車堂 「調達方針」「購入基準」等の策定、見直し、「グリ

ーン購入自己診断システム」による、取り組みレベ

ルのチェック、 

 

三協高圧(株) 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、「調達方針」「購入基準」等の

策定、見直し、「グリーン購入自己診断システム」

による、取り組みレベルのチェック、 

 

(株)サンクス キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置、取引

先や地域住民への呼びかけ(取引先社長に説明・勧

誘),その他 

 

(株)サンコー製作所 社員・職員への呼びかけ(研修会)、キャンペーンポ

スターの掲示、のぼりの設置 

 

(株)シガウッド キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置  

(株)しがぎん経済文化

センター 

社員・職員への呼びかけ、「調達方針」「購入基準」

等の策定、見直し 

 



滋賀県生活協同組合連

合会 

社員・職員への呼びかけ「三方よしエコフェア/エネ

ルギー自治推進フォーラム 12/3」の告知チラシの

配布 

 

滋賀県地域女性団体連

合会 

社員・職員への呼びかけ  

公立大学法人滋賀県立

大学 

キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置  

滋賀中央森林組合 「調達方針」「購入基準」等の策定、見直し  

滋賀トヨペット(株) 社員・職員への呼びかけ、「調達方針」「購入基準」

等の策定、見直し 

 

滋賀ビジネスマシン

(株) 

社員・職員への呼びかけ、その他(KES STEP1 継

続的な取り組み) 

 

(株)シバタプロセス印

刷 

社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、取引先や地域住民への呼びか

け(取引先に口頭にて呼びかけ),「調達方針」「購入

基準」等の策定、見直し、「グリーン購入自己診断

システム」による、取り組みレベルのチェック、「シ

ンボルマーク」または「エコぺん」の活用(名刺)、

その他 

 

(株)シミズ事務機 キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置  

上西産業(株) 社員・職員への呼びかけ(朝礼),取引先や地域住民へ

の呼びかけ 

 

(有)正野博文堂 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、「グリーン購入自己診断シス

テム」による、取り組みレベルのチェック 

 

進々堂商光(株) キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置  

(株)杉山電設 社員・職員への呼びかけ(朝礼)、キャンペーンポス

ターの掲示、のぼりの設置 

 

(株)ずゞ平 社員・職員への呼びかけキャンペーンポスターの掲

示、のぼりの設置 

 

(株)スマイ印刷工業 キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置  

(有)スミダヤ 社員・職員への呼びかけ  

(有)総合防災ニシザワ キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置  

(有)創楽 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置(年中掲示 後日郵送します)、

取引先や地域住民への呼びかけ(来店客へのレジ袋

省略呼びかけ) 

 

ソエダ(株) 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、その他(・社員へのキャンペー

ンの説明と取り組みのお願い・店舗にてキャンペー

ンポスターの掲示) 

 



(株)ダイフク 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置 

 

高島市 社員・職員への呼びかけ  

多賀町 ポスター掲示、入会案内配布  

(株)タグチ 社員・職員への呼びかけ(朝礼)、取引先や地域住民

への呼びかけ(取引先へグリーン購入法適合商品の

案内),「グリーン購入自己診断システム」による、

取り組みレベルのチェック 

 

(有)田中印刷所 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、「グリーン購入自己診断シス

テム」による、取り組みレベルのチェック 

 

(株)田中誠文堂 社員・職員への呼びかけ、「グリーン購入自己診断

システム」による、取り組みレベルのチェック 

 

谷口印刷(株) 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、「調達方針」「購入基準」等の

策定、見直し、「シンボルマーク」または「エコぺ

ん」の活用 

 

(有)タニグチオフィス

システム 

社員・職員への呼びかけ  

タネダオフィスシステ

ム(株) 

社員・職員への呼びかけ、店頭でお買い物のお客様

にレジ袋使用削減の協力を呼びかけ 

 

(株)タマヤ 社員・職員への呼びかけ、「グリーン購入自己診断

システム」による、取り組みレベルのチェック 

 

(有)他谷無線商会 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置 

 

(株)中央精器 滋賀支

店 

キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置  

角川電機(株) キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置、その

他(簡易包装のお願い、事務所蛍光灯の LED化) 

 

(株)帝産観光バス滋賀 社員・職員への呼びかけ(朝礼)  

(株)デジ・プリント滋賀 社員・職員への呼びかけ  

寺村書店 社員・職員への呼びかけ  

トーア(株)マキノ工場 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置 

 

トラヤ商事(株) 社員・職員への呼びかけ  

長岡産業(株) 社員・職員への呼びかけ(朝礼)、キャンペーンポス

ターの掲示、のぼりの設置、取引先や地域住民への

呼びかけ(玄関扉にポスター貼る),「グリーン購入自

己診断システム」による、取り組みレベルのチェッ

ク、その他(・アンケート調査の実施(回収 91枚) ・

 



スポーツ大会&バーベキューでマイハシ・マイカッ

プ・マイ皿持参の実施) 

中川テント(株) キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置、取引

先や地域住民への呼びかけ,その他(環境にやさし

い買い物キャンペーンへの参加) 

 

中島商事(株) 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、その他(朝礼での呼びかけ) 

 

(株)ナユタ 社員・職員への呼びかけ(朝礼、イントラネット)「グ

リーン購入自己診断システム」による、取り組みレ

ベルのチェック 

 

(株)西堀 社員・職員への呼びかけ(朝礼、イントラネット)、

取引先や地域住民への呼びかけ(取引先に LED 蛍

光灯を期間中に提案) 

 

日本電気硝子(株) キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置(添付

資料あり、掲示ポスター)、その他(関連会社(会員)

へキャンペーン参加の要請を行った) 

 

ネッツトヨタ滋賀(株) 社員・職員への呼びかけ、「シンボルマーク」また

は「エコぺん」の活用(名刺) 

 

(有)畑中金物店 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、その他(「環境にやさしい買い

物キャンペーン」店頭啓発活動への参加 10/23イ

オン西大津) 

 

社会福祉法人八身福祉

会 八身共同印刷 

社員・職員への呼びかけ、「グリーン購入自己診断

システム」による、取り組みレベルのチェック 

 

(株)ハン六 社員・職員への呼びかけ(朝礼)、キャンペーンポス

ターの掲示、のぼりの設置、取引先や地域住民への

呼びかけ(お客様へリサイクルペーパーの使用や文

具用品の交換補充出来る物のご提案) 

 

(有)ハン六タイプ 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置 

 

(有)東呉竹堂 社員・職員への呼びかけ（朝礼）、キャンペーンポ

スターの掲示、のぼりの設置、その他(印刷時の予備

を減らし、捨て紙の減少への取組み。日本産及び滋

賀産の食材購入を心がける。) 

 

(株)ヒキタ事務機 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、取引先や地域住民への呼びか

け(店頭でのポスター掲示等実施),「グリーン購入自

己診断システム」による、取り組みレベルのチェッ

ク、その他 

 



樋口金物(株) キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置 

 

(株)ヒサダ昭栄堂 キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置  

日野町 キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置  

(株)平柿文仙堂 取引先や地域住民への呼びかけ(仕事仲間へ呼びか

け),「グリーン購入自己診断システム」による、取

り組みレベルのチェック 

 

(株)ふうしん 社員・職員への呼びかけ、取引先や地域住民への呼

びかけ(再生コピー用紙使用のおねがい),「調達方

針」「購入基準」等の策定、見直し 

 

冨士出版印刷(株) 社員・職員への呼びかけ  

藤野商事(株) 社員・職員への呼びかけ、「グリーン購入自己診断

システム」による、取り組みレベルのチェック、そ

の他(事務消耗品購入の見直し) 

 

(有)ふるき 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、「グリーン購入自己診断シス

テム」による、取り組みレベルのチェック 

 

(株)文昌堂 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、取引先や地域住民への呼びか

け 

 

(株)平和堂 社員・職員への呼びかけ、「シンボルマーク」また

は「エコぺん」の活用(びわ湖環境ビジネスメッセの

ブース)、その他(「環境にやさしい商品応援キャン

ペーン」を毎月実施し、対象商品にエコポイントを

付与。環境月間・3Ｒ推進月間・省エネルギー月間

に店頭回収やお買物袋持参運動等の強化推進月間

として全店で取組みを実施。) 

 

(株)ベストハウス 社員・職員への呼びかけ、取引先や地域住民への呼

びかけ(木質バイオマス利用の促進) 

 

豊国商事(株) キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置 

 

(株)本庄 社員・職員への呼びかけ(朝礼)、キャンペーンポス

ターの掲示、のぼりの設置、「グリーン購入自己診

断システム」による、取り組みレベルのチェック 

 



米原市 キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置、その

他(入会案内パンフの配布) 

 

(有)正木屋商店 社員・職員への呼びかけ、取引先や地域住民への呼

びかけ,「調達方針」「購入基準」等の策定、見直し 

 

(株)松山商店 社員・職員への呼びかけ  

(有)南商店 社員・職員への呼びかけ、「シンボルマーク」また

は「エコぺん」の活用 

 

宮川印刷(株) 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置 

 

(株)宮川商店 社員・職員への呼びかけ、取引先や地域住民への呼

びかけ（エコ商品等の販促チラシ） 

 

(株)ムーヴテック 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、取引先や地域住民への呼びか

け,「調達方針」「購入基準」等の策定、見直し、そ

の他(会社来客用玄関へポスター貼付、入会案内パ

ンフの紹介) 

 

村防工業(株) 社員・職員への呼びかけ  

(株)村田自動車工業所 社員・職員への呼びかけ(朝礼)  

(株)ヤサカ 社員・職員への呼びかけ（朝礼、研修会）、キャン

ペーンポスターの掲示、のぼりの設置 

 

野洲市 キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置、その

他(「環境にやさしい買い物キャンペーン」店頭啓発

活動への参加、HP掲載) 

 

(有)柳印刷店 社員・職員への呼びかけ  

(株)ヤマジ 社員・職員への呼びかけ、「グリーン購入自己診断

システム」による、取り組みレベルのチェック 

 

(株)ヤマダ 社員・職員への呼びかけ  

(有)ヤマダ油脂 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、「調達方針」「購入基準」等の

策定、見直し 

 

(株)山名印刷 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置 

 

(株)ユニーズ キャンペーンポスターの掲示、のぼりの設置(店内

にのぼり)、取引先や地域住民への呼びかけ(取引先

様にエコマーク商品の呼びかけ),「シンボルマー

 



ク」または「エコぺん」の活用(名刺) 

栗東市 社員・職員への呼びかけ、キャンペーンポスターの

掲示、のぼりの設置、その他(環境政策課窓口での掲

示) 

 

 


