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一般社団法人滋賀グリーン購入ネットワーク 

２０１６年度 事業報告書 

 

Ⅰ 実践促進事業 ～事業者の環境行動の水準を高める～ 

フォーラムや地域エネルギー交流見学会等の開催により、グリーン購入をはじめとする環境情報を提

供し、事業者の環境行動を促進した。自治体向けには、担当者の連絡会議を開催し、環境省グリーン購

入担当者による講義や参加者間の情報交換を通して自治体の取組拡大を支援した。また、今年度も会員

講師の派遣事業を実施し、大学等の講義に会員講師を派遣した。 

 

１．「グリーン購入フォーラム 2016in 滋賀 

びわ湖から始めよう！～「三方よし」なモノづくりとは～ 
 

2016 年 10 月 21 日（金）  参加者：97 名 
 

会 場：長浜バイオ大学 命北館 5F 大講義室 2（長浜市） 

内 容：基調講演：「琵琶湖をはじめとする滋賀県の環境問題と 

その歴史～ビジネスメッセでどう変わったか～」 

                 びわこ成蹊スポーツ大学 学長 嘉田 由紀子氏 

    基調報告：「これからの社会を創る『三方よし』なモノづくりについて」 

                   滋賀県立大学 工学部 教授 徳満 勝久氏 

報告リレー：「持続可能な地域をつくる、滋賀発エコ商品・エコサービス事例」 

                          かたぎ古香園 六代当主 片木 明氏 

                            クミノ工房 代表 井上 慎也氏 

                     日産陶業株式会社 開発 代表者 宮脇 由直氏 

                  琵琶湖汽船株式会社 代表取締役 社長 川戸 良幸氏 

                    株式会社古川与助商店 代表取締役 河村 朱美氏 

                          有限会社山本材木店 青木 みどり氏 

 

２．事業所見学会「地域エネルギー交流見学会」 
 

2016 年 11 月 16 日（水）  参加者：36 名 
 

  見学先：あいとうふくしモール、あいとうマーガレットステーション、 

あいとうエコプラザ菜の花館、薪遊庭（全て東近江市） 

  内 容：・あいとうふくしモール施設見学 

・報告「しがエネルギービジョンについて」 

   滋賀県 エネルギー政策課 課長補佐 中嶋 洋一氏 

・講演「あいとうふくしモールの活動について」 

・あいとうマーガレットステーション見学 

・あいとうエコプラザ菜の花館施設見学 

・講演「エネルギーの地域自立に向けて～東近江市の事例から～」 

   （特非）菜の花プロジェクトネットワーク代表 藤井 絢子氏 

・講演「森林資源を活かす薪エネルギーの活用について」 

   薪遊庭 代表  村山 英志氏 

・薪遊庭施設見学と「薪割り体験」 

※平成 28 年滋賀県地域エネルギー活動支援事業補助金により開催 

 
３．グリーン購入キャンペーン 
 

2016 年 10 月 1 日～31 日  参加会員数 126 団体 （※別紙 2 参照） 
 

会員の内外にグリーン購入を拡大する取り組み強化月間とし、会員がそれぞれ自主的な取り組み 

を展開した。 
 

グリーン購入フォーラムの様子 

地域エネルギー交流見学会 

参加者集合写真 
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４．自治体のグリーン購入担当者連絡会議 
 

第 1 回自治体のグリーン購入担当者連絡会議 
 

2016 年 7 月 15 日（金）  参加者：18 名 
 

会 場：大津合同庁舎（大津市） 

内 容：講演「グリーン購入法について」 

     環境省総合環境政策局環境経済課 課長補佐 荒木 肇氏 

事例報告「グリーン購入方針を作成するまで」 

     甲賀市 総務部公有財産管理室 主査 曽和 宏之氏 

 

第 2 回自治体のグリーン購入担当者連絡会議・自治体地域エネルギー会議 
 

2017 年 1 月 25 日（水）  参加者：24 名 
 

会 場：県庁 北新館 5-D 会議室（大津市） 

内 容：1.自治体のグリーン購入担当者連絡会議 

     開会挨拶 米原市 環境保全課 主任 中嶌 工氏 

     今年度の啓発リレー実施報告、アンケート結果の報告 

     滋賀ＧＰＮの役員改選について 

    2.自治体地域エネルギー会議 

     開会挨拶・主旨説明 甲賀市 生活環境課 係長 伊東 正樹氏 

     講演「地域エネルギー自立の意義と自治体の役割」 

       （特非）気候ネットワーク 主任研究員 豊田 陽介氏 

     報告「湖南市のエネルギー政策の推進について」 

       湖南市 市民環境部地域エネルギー課 係長 池本 未和氏 

     報告「滋賀県の電力グリーン入札について」 

       滋賀県 会計管理局管理課 副主幹 太田 久美子氏 

※2は、平成 28 年滋賀県地域エネルギー活動支援事業補助金により開催 

 

５．自治体のグリーン購入アンケート調査 
 

2016 年 12 月実施 

 

６．入会案内パンフレットの修正 
 

2016 年 4 月より、ロゴマークが新しくなったため、作成済パンフ 

レットの修正作業を行った。 

 

 ７．会員証発行 
 

2016 年度会員証を発行し、会費入金のあった正会員に 

順次送付した。 

 

８．入会促進 
 

GP プラン滋賀基礎研修会、グリーン購入基礎セミナーや研究会セミナー等で入会案内を行った。 

 

 

Ⅱ 連携推進事業 ～会員の想いと活動をつなげる 

「びわ湖環境ビジネスメッセ」への会員連携による出展、会員の情報交換を促し、互いのメリットにつ

なげるための公開シンポジウムや交流会を開催した。今年度は「会員連携事業」として第２回「買うエコ

大賞」を実施し、県産品およびエコ商品（環境配慮型商品）の普及拡大と、県民へのグリーン購入の理解

促進と実践促進を図った。 

 

１.「びわ湖環境ビジネスメッセ 2016」出展 
 

2016 年 10 月 19 日（水）～21 日（金） 
 

会 場：長浜バイオ大学ドーム（長浜市） 

自治体地域エネルギー会議 

ビジネスメッセ 出展風景 

第 1 回自治体のグリーン購入

担当者連絡会議 

2016 年度 

会員証→ 
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出展内容：出展内容： S サイズ小間（2m×2m）１小間に出展 

     ・「買うエコ大賞」のノミネート 6商品を展示し、来場者投票を実施 

・滋賀県会計管理局管理課ブースと連携してＰＲに努めた。 

・会場に出展する会員 44 団体が、自社ブースに「滋賀 GPN ロゴマーク」を掲示して、 

グリーン購入の普及啓発を実施。 

 

２.環境配慮商品紹介事業 
 

１）「会員発いちおしグリーン商品リスト」発行 
 

      1 回目（Ver.16）2016 年 5 月発行    2 回目（Ver.17）2016 年 10 月発行 
 

２）「第 2回買うエコ大賞受賞商品紹介パンフレット」発行 
 

2017 年 2 月発行 

 

３. 会員情報交換会（公開シンポジウム） 
 

   2016 年 5 月 26 日（木）  参加者 159 名 
 

会 場：ピアザ淡海 3 階 大会議室（大津市） 
 

びわ湖から考える COP21 の表と裏 

～持続可能な社会をつくるための、企業・行政・市民の役割～ 
 

開会挨拶  滋賀ＧＰＮ副会長 力石 伸夫 

（（公財）淡海環境保全財団） 

講演「COP21 を踏まえた我が国の地球温暖化対策」 

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課長  松澤 裕氏 

講演「パリ協定から見えてくること」 

（特非）気候ネットワ－ク 事務局長   田浦 健朗氏 

講演「地球温暖化と琵琶湖～滋賀県の緩和策・適応策～」 

滋賀県知事  三日月 大造氏 

フロアトーク「持続可能な社会をつくるための、企業・行政・市民の役割」 

コーディネーター：（特非）菜の花プロジェクトネットワーク 代表  藤井 絢子氏 

パネリスト：環境省 地球環境局 地球温暖化対策課長 松澤 裕氏 

（特非）気候ネットワ－ク 事務局長  田浦 健朗氏 

滋賀県知事               三日月 大造氏 

滋賀県立大学 RREC 受講生  新村 佳嗣氏 

滋賀県立大学大学院 環境科学研究科 教授 高橋 卓也氏  

 

４. 会員交流会 
 

     2016 年 5 月 26 日（木）  参加者：45 名 
 

会 場：あたか飯店（大津市） 

  総会、会員情報交換会に引き続き、開催した。 

 

５. 会員連携事業 
 

  ■ロゴマーク使用申込 18 件 
 

  【ロゴマーク使用団体】（50 音順） 

  アケボノ特機(株)、近江印刷(株)、近江鉄道(株)、(株)オフィス・サービス、 

オフィストータル(株)、(有)キタジマ和光堂、(株)木の家専門店谷口工務店、(株)滋賀銀行、 

（公財）滋賀県環境事業公社、(株)ダイニチ、谷口印刷(株)、電気硝子ユニバーサポート(株)、 

(株)ナイキ、日本電気硝子(株)、ネッツトヨタ滋賀(株)、(株)日吉、(有)南商店、(有)山本材木店 

 

  ■びわ湖環境ビジネスメッセ 2016 において、会員 44 団体がロゴマーク掲示 
 

【ロゴマーク掲示団体】（50 音順） 

アインズ(株)、油藤商事(株)、(株)アヤハディオ、(株)エコパレット滋賀、 

（公財）淡海環境保全財団、大阪ガス(株)滋賀事業所、（一財）関西電気保安協会滋賀支店、 

（一社）ｋｉｋｉｔｏ、(株)木下カンセー、木村電工(株)、(株)キャムズ、近畿環境保全(株)、 

甲賀高分子(株)、(株)コクヨ工業滋賀、(株)コンセ、(株)彩生舎、(株)三東工業社、 

公開シンポジウム 
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(株)しがぎん経済文化センター、(株)滋賀銀行、滋賀県、（公財）滋賀県環境事業公社、滋賀建機(株)、 

（公財）滋賀県産業支援プラザ、公立大学法人滋賀県立大学、(株)清水商会、新江州(株)、 

(株)スマイ印刷工業、(株)セブンワンツリーズ、(株)千成亭、ダイキン工業(株)滋賀製作所、 

多賀町、髙橋金属(株)、ティーエムエルデ(株)、(株)テクノサイエンス、中島商事(株)、 

夏原工業(株)、西村建設(株)、日本ソフト開発(株)、日本電気硝子(株)、(株)平和堂、 

(株)明豊建設、山岡ヤマゼン(株)、(株)山久、山室木材工業(株) 

 

６． 第２回「買うエコ大賞」 
 

 環境に配慮した滋賀県産の商品（原材料が滋賀県産のものも含む）またはサービスを幅広く募集し、

応募があった中から、審査会で選ばれた 6 点について、ウェブサイト等を活用して紹介し、一般投票

で大きな支持を得られた商品・サービスの表彰を行った。第 2回となる今回は新たに、グリーン購入

活動をはじめとする環境負荷低減に関する優れた取り組みを行った事業者、民間団体を表彰する「活

動部門」を設けた。また受賞商品・事例を紹介する冊子を作成・配布した。 

 

  応募団体：20 団体（商品・サービス部門、活動部門合計） 

  一般投票数：3943 票 
 

  ※受賞商品の詳細は、別紙 3「第 2 回『買うエコ大賞』受賞団体」参照 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

７. ワーキンググループ（研究会）支援 
 

     ○食のグリーン購入研究会 
 

       2016 年 9 月 16 日（金） 第 4回会議 

       2016 年 10 月 7 日（金） 第 5回会議 

       2016 年 11 月 10 日（木） 第 6回会議 

       2016 年 12 月 3 日（土） 「三方よしエコフェア 2016」出展 

       2017 年 1 月 26 日（木） 第 7回会議 

       2017 年 2 月 24 日（金） 第 8回会議 

       2017 年 3 月 22 日（水） 第 9回会議 

 

     ○生物多様性と CSR 研究会 
 

       2016 年 4 月 20 日（水） 企画会議 

 

      ・セミナー「滋賀の企業の環境貢献活動はじめの一歩セミナー」 
 

2016 年 6 月 10 日（金）   参加者 71 名 
 

会 場：草津市市民交流プラザ 大会議室（草津市） 

        主 催：マザーレイクフォーラム運営委員会、滋賀 GPN『生物多様性と CSR 研究会』 

        後 援：湖南・甲賀環境協会、(公社)滋賀県環境保全協会、草津市、滋賀県 

        内 容：基調講演「これならわかる！三方よしビジネスのコツ 

                 ～ 生物多様性保全と持続可能性を目指す CSR/CSV 戦略 ～」 

(株)伊藤園 常務執行役員 ＣＳＲ推進部長  笹谷 秀光氏 

報告「これならできる！滋賀の企業による様々な環境・社会貢献活動」 

(株)琵琶湖ホテル コミュニティ室 ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 吾郷 令湖氏 

(株)ノエビア滋賀工場          坂本 公美恵氏 

滋賀建機(株)            専務取締役  蔭山 大輔氏 

(株)日吉 総務部総務課           課長代理  梶田 由胤氏 

「第３回びわ湖チャリティー100km 歩行大会について」 

びわ湖チャリティー100km 歩行大会 副実行委員長 太田智真氏 

ビジネスメッセにおける「来場者投票」 受賞者記念撮影 三方よしエコフェア時の展示 
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報告「琵琶湖の現状と琵琶湖保全再生法の概要」 

  滋賀県 琵琶湖保全再生課  松本直幸氏 

ディスカッション「はじめの一歩～わが社にもできる環境活動とは？」 

閉会挨拶 滋賀 GPN「生物多様性と CSR 研究会」リーダー 横地 富重 

 

       2016 年 9 月 21 日（水） 企画会議 

       2016 年 10 月 31 日（月） 企画会議 

       2017 年 1 月 24 日（火） 企画会議 

 

      ・セミナー「企業が取り組むべき生物多様性保全」とは何か？ 
 

2017 年 2 月 9日（木）   参加者 45 名 
 

会 場：ピアザ淡海 205 会議室（大津市） 

        主 催：滋賀 GPN『生物多様性と CSR 研究会』 

        後 援：滋賀県、滋賀県中小企業家同友会 

        内 容：開会挨拶・主旨説明 

               滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 主任研究員 宮永 健太郎 

講演①「企業のこれからめざしていく環境マネジメントのあり方について」 

平安女学院大学 国際観光学部 准教授 山本 芳華氏 

講演②「企業が取り組む生物多様性：主に土地利用への配慮を中心に」 

(株)地域環境計画 技術統括部長 増澤 直氏 

パネルディスカッション 

パネラー：山本 芳華氏、増澤 直氏、坂田 徳一氏（滋賀県中小企業家同

友会 相談役理事、(株)坂田工務店 代表取締役） 

コーディネーター：宮永 健太郎 

閉会挨拶 滋賀 GPN「生物多様性と CSR 研究会」リーダー 横地 富重 
 

       2017 年 3 月 16 日（木） 企画会議 

 

 

Ⅲ 暮らし方普及事業 ～環境に配慮した暮らしを広める～ 

グリーン購入体験イベント「三方よしエコフェア」を、『子どもたちの未来のために、食とエネルギー

とエコを考えよう！』というテーマにて開催し、滋賀県内で流通する様々な環境配慮型商品や地場産食材

を展示・販売すると共に、エコクイズラリーやワークショップ等を通して「環境に配慮した暮らし方」の

普及啓発を実施した。また、自治体の連携による「『買うならエコ！』リレー」の実施、地域事業への参

加や出前講座の実施、「環境にやさしい買い物キャンペーン」への参加、地域の関係団体との連携を通し

て、「環境に配慮した暮らし方」の普及拡大に努めた。 

 

１. 三方よしエコフェア 
 

    2016 年 12 月 3 日（土）  来場者：約 1000 名 
 

会 場：ピアザ淡海 3 階 大会議室（大津市） 

後 援：滋賀県 

同日開催：おおつ環境フェスティバル 2016 

テーマ：『子どもたちの未来のために、食とエネルギーと 

エコを考えよう！』 

内 容：展示・啓発ブース、エコグッズ等販売、飲食コーナー、 

滋賀の「食」体験コーナー等を設置し、環境に配慮した暮らし方の普及啓発を行った。 

また、エネルギー体験学習会や、ステージイベントとして「らんま先生のエコ・サイエ 

ンスショーを 2 回開催し、第 2回「買うエコ大賞」表彰式も行った。 

※「エネルギー体験学習会」は平成 28 年滋賀県地域エネルギー活動支援事業補助金 

により開催 
 

エコフェア出展団体 プログラム 

碧いびわ湖 雨水・太陽熱・森の木々を活かした暮らしづくり 

いちばん カレーライスの販売 

三方よしエコフェア 

オープニングセレモニーの様子 
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エスサーフ 近江の地酒「利き酒クイズ」と販売 

大阪ガス 滋賀事業所 エネルギー体験学習会 

ガールスカウト滋賀県連盟 野外料理や災害時の料理の紹介 

朝宮茶 かたぎ古香園 無農薬 朝宮茶の試飲・販売 

木の家専門店 谷口工務店 環境に配慮した住まいづくりのご紹介 

木の人形をつくる会 木の人形をつくる体験 

クミノ工房 きぐみのつみき KUMINO（クミノ）で遊ぼう 

ケーエム建設 熱を遮断する省エネ塗料の実験 

コクヨ工業滋賀 リエデンびわこ文具シリーズの販売 

sachi-kou-bou ヨシでつくるモビール 

JA おうみ冨士 おうみんち 近江野菜と弁当の販売 

滋賀県 循環社会推進課 滋賀県における食品ロス削減等の取り組み紹介 

滋賀県漁連 青年会 びわ湖の恵み 魚介類の販売 

滋賀県産間伐材有効利用促進グループ 滋賀県産間伐材製「戦国カロム」体験 

滋賀県生活協同組合連合会 環境保全活動の紹介と関連食品 

滋賀県地域女性団体連合会 滋賀の伝統的な家庭料理の紹介 

滋賀県地球温暖化防止活動推進センター 再生可能エネルギーを体験しよう！ 

滋賀県農業協同組合中央会 滋賀県産農産物の紹介 

滋賀県立大学 環境政策デザイン論 A 班 知ろう！グリコン エコツアー！！ 

滋賀県立大学 環境政策デザイン論 B 班 親子でクイズラリー 

滋賀県立大学 環境政策デザイン論 C 班 エコぺんと学ぼう！ 

滋賀県立大学グリーンコンシューマーサークル ポスター展示・「旬あてゲーム」 

(公財)滋賀県緑化推進会 緑の募金の普及啓発 

滋賀ＧＰＮ 食のグリーン購入研究会 県内農産物の自給率を知ろう！ 

せせらぎの郷 地域の採れたて野菜とお米の販売 

千成亭 近江牛弁当 他の販売 

辻茶道教室 こども茶道教室 

バンプープロジェクト✕スタジオ RASK 竹の食器とダンボールのお家でエコな暮らしをイメージ！ 

琵琶湖とつながる生きもの田んぼ物語推進協議

会 
生きものと田んぼについて学ぼう！ 

びわ湖 100km チャリティー歩行大会実行委員会 びわ湖 100km ﾁｬﾘﾃｨｰ歩行大会ご紹介 

パン工房ヤックル 国産小麦、天然酵母のパンや、定番のパンの販売 

山本材木店・こにゃんの森エネルギー研究会 ペレットストーブの展示、ねこ砂の販売 

第 2 回「買うエコ大賞」 受賞 9 団体 受賞内容の紹介 

 

２.びわ湖一周「買うならエコ！」リレー実施（県内全自治体連携） 
 

１）パネル展示  県・8市・6 町が参加、庁舎内におけるパネル展示活動をリレー 

展示期間 実施市町･担当課 展示した場所 感想・次の走者へのメッセージ 

5／30(月) 
～6／2(木) 

大津市 
環境政策課 

本館 1 階 
市民ギャラリー 

展示の際に、体験コーナーのようなものを設置して

おけばよかったかな、と思います。次回は啓発資材

をお借りして展示をパワーアップさせたいです。 
6／6(月) 

～6／9(木) 
滋賀県 

循環社会推進課 
県庁本館 1 階 
県民サロン 

協力し合って滋賀県でもっとグリーン購入を広めま

しょう。 
6／13(月) 
～6／16(木) 

高島市 
ごみ減量対策課 

高島市役所 
本庁 西側玄関 

パネルが思っていたよりも大きく、全てを展示する

ことが出来なかったので、次回はより広く展示場所

を取らないといけないと感じた。 

6／22(水) 
～6／30(木) 

栗東市 
環境政策課 

栗東市立図書館 
本館 ロビー 

グリーン購入について知ってもらういいきっかけに

なると思います。工夫を凝らしながら興味をもって

もらえるよう広げて行きましょう。 

7／1(金) 
～7／7(木) 

野洲市 
環境課 

市民活動支援センタ

ー ロビー（図書館） 

グリーン購入について、周知を図り認知度を高める

ためには継続した取り組みが必要ですので、みなさ

ん引き続いてリレーしていきましょう。 
7／11(月) 
～7／14(木) 

湖南市 
生活環境課 

湖南市役所 
東庁舎 玄関ホール 地道に取り組みを続けていきたいと思います。 
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7／15(金) 
～7／21(木) 

日野町 
総務課 

日野町立図書館 
展示コーナー 

夏休みをむかえ、多くの子どもたちに知っていただ

きたい。 
7／25(月) 
～7／28(木) 

愛荘町 
環境対策課 

愛知川図書館 
展示コーナー 

スペースの確保が大切だと思います。思っているよ

り大きいと感じました。 
8／1(月) 

～8／4(木) 
多賀町 
総務課 

多賀町役場 
玄関 

めくりパネルは子供さんでも届く位置に展示するな

どしました。 
8／8(月) 
～8／12(金) 

米原市 
会計室 

米原市役所 
本庁舎 玄関付近 

全てを展示するにはかなりのスペースが必要。事前

に庁舎管理の担当課に相談をするべきでした。 
8／12(金) 
～8／18(木) 

甲良町 
総務課 甲良町立図書館 暑さと他の仕事量に負けず、啓発してください。 

8／22(月) 
～8／25(木) 

豊郷町 
総務課 

役場本館 
正面玄関前 猛暑に負けず、頑張ってください！！ 

8／29(月) 
～9／1(木) 

近江八幡市 
管財契約課 

本庁舎 
玄関ロビー 

9 月に入っても残暑が厳しいです！もう少しで最終

走者！必ずタスキをつなげて下さい！ 
9／5(月) 

～9／8(木) 
竜王町 
総務課 

竜王町公民館 
交竜フロア ラスト一週間がんばって下さい！ 

9／12（月） 
～9／15（木）

守山市 
総務課・環境政

策課 

市役所本庁 
1F ロビー 

パネルを通して、多くの方に「エコ」について考え

るきっかけを作ることができたと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

２）ブース啓発チーム  5 市が参加、地域イベントにおける独自の啓発活動を実施 

実施日･事業名等 展示中に気付いたこと 次の走者へのメッセージ 

9 月 11 日(日) 
草津市 
環境課 

 
リサイクルフェ

ア草津 2016 

環境ラベルのパネルやグリーン購入クイズ、統一省エネラ

ベルのパネルの展示を行いました。環境ラベルは未就学の

こどもには少し難しかったようですが、小学生の中には、

「知ってる」「学校で習った」という声も聞かれ、友達同

士で教えあっていました。大人の方で環境ラベル（エコマ

ーク）はどんなものについているのか問われ、パネルの解

説の他、グリーン購入のクイズに使用していたノートや職

員の蛍光ペンや作業服にマークがついていることを伝え

ると、「そんなにいろいろあるのね。知らなかったわ。」と

おっしゃっていました。 

生活に身近で簡単に理解できる

内容なので、解説もしやすく、

大人から子どもまで興味を持っ

ていただけると思います。グリ

ーン購入を多くの方に知ってい

ただき、少しでも日々の生活に

取り入れていただくことができ

るよう頑張ってください。 

10 月 24 日(月) 
～11 月 2 日(水) 

東近江市 
生活環境課 

 
かんきょう広場 

ショッピングセンター内で環境にかかる様々な取組を集

めて展示するイベントの一環としてブースを設けました。

同じ階に飲食ができるスペースや子どもたちが遊ぶスペ

ースなどがあり、小さな子どもからお年寄りまで、幅広い

年齢層の方に見てもらえたのではないかと思います。 

たくさんの方にグリーン購入に

知ってもらえる良い機会になり

ました。このイベントを通じて

一人でも多くの方が日々の生活

にグリーン購入を取り入れてい

ってもらえればと思います。 

11 月 3 日(木) 
甲賀市 

生活環境課 
 

甲賀市エコフェ

スタ 2016 

大人から子どもまで楽しめるようなレイアウトや展示方

法を工夫した。コノ字型にブースを配置した方が、各ブー

スが見やすく来場者の動線的にも良いと感じました。体験

コーナーなど一時的に混雑するブースがありましたが、全

体的にスムーズな運営ができました。また、市長自ら啓発

活動を行うなど来場者アンケートにおいても全体的に好

評でした。 

住民・事業者・行政が協働で環

境対策を進めるための情報発信

できる機会は貴重であり、環境

の保全や省エネルギーを子ども

たち次世代に伝えていけるよう

な活動を今後も大切にしていき

たいと思います。 

甲良町の展示風景 近江八幡市の展示風景 高島市の展示風景 湖南市の展示風景 
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11 月 12 日(土) 
～11 月 13 日(日) 

彦根市 
生活環境課 

 

ひこねエコフェ

スタ 2016 

県立大学の湖風祭内でグリーン購入のパネル掲示を行い

ました。今年は珍しく 2 日間とも晴れて暖かい日となり

来場者も大勢来られ賑やかなイベントとなりました。湖風

祭は、学生はもちろん、地域の方々との繋がりも大切にし

ており、子どもからお年寄りの方まで幅広い世代に楽しん

でいただけることから、パネル掲示等には最適な場所だと

感じました。グリーン購入のパネルを掲示したブース内に

は、小学生の環境学習の作品を一緒に展示したことから、

親子でパネルを見ていただけました。 

こまめに電気を消したりごみを

分別して資源のリサイクルをす

ることと同じようにグリーン購

入はすぐにでも始められること

です。今後も継続して私たち行 
政などがグリーン購入の啓発活

動を実施し、一人でも多くの人が

環境に配慮した買い物をしても

らうことが大切だと思います。 

3 月 11 日(土) 
長浜市 

環境保全課 
 

環境にやさしい

フェア 

親子での参加が多いイベントであったため、子ども目線で

の配置を心がけました。パネルを指さし、親が子に説明し

ておられる親子が何組もありました。他の環境団体の展示

パネルも多数あり、目立ちにくかったと思います。通路沿

いでの展示で人の往来が多く、たくさんの人の目に止まっ

たことは良かったのですが、来場者が多く、人影でパネル

が隠れてしまう場面もあったように思います。混雑してい

てゆっくり見ていただくことができなかったのではない

かと感じました。 

子どもが興味を示すと、親子で

自然とエコについて会話が生

まれると思います。 
・親子連れが多いイベントで

は、子ども目線の掲示位置が確

保できればと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
３．啓発資材の作成、貸出 

 

   啓発パネル等の貸出実績 7 件 

 

４.「環境にやさしい買い物キャンペーン」への参加  
 

「買い物ごみ減量推進フォーラム・しが」が実施するキャンペーンに、会員延べ14名 

（10団体）が参加した。 
 

    ＜参加団体＞ 

    旭化成住工(株)／ＪＡおうみ冨士 おうみんち／田中建材(株)／たねやグループ／ 

中川テント(株)／(株)日本エナジー研究所／(有)畑中金物店／(株)ユニーズ／東近江市／ 

（事務局 4名） 参加者：延べ 14 名 

 

５.地域事業等への協力・参加、出前講座の実施 

 

2016 年 5 月 13 日 

2016 年 5 月 21 日 

2016 年 5 月 28 日 

2016 年 6 月 23 日 

2016 年 7 月 1日 

2016 年 7 月 3日 

2016 年 7 月 23 日 

2016 年 7 月 31 日 

2016 年 8 月 2日 

2016 年 8 月 24 日 

2016 年 8 月 31 日 

2016 年 9 月 25 日 

2016 年 9 月 26 日 

「第 6回環境マイスター研修会」講師協力 

県立大 RREC スクーリング講師協力 

「消費者月間シンポジウム」パネリスト協力 

「県庁舎周辺の一斉清掃」協力 

「びわ湖の日 環境美化活動」参加 

瓜生津町「環境講演会」講師協力 

「くらしの安心カレッジ」講師協力 

「おおつ ECO FESTA 2016」出展参加 

「滋賀県小・中学校教育課程研究協議会」協力 

「水銀廃棄物処理施設見学会」協力 

「草津エコフォーラム」出展参加 

県立大 RREC 推進委員会 参加 

「JICA 廃棄物管理能力向上研修」講師協力 

主催：日本自販連滋賀県支部 

主催：滋賀県立大学 

主催：滋賀県、消費者ﾈｯﾄ･しが 

主催：滋賀県 

主催：滋賀県 

主催：瓜生津町婦人会・他 

主催：大津市消費生活センター 

主催：大津市 

主催：滋賀県教育委員会 

主催：蛍光管リサイクル協会 

主催：草津市・草津商工会議所 

主催：滋賀県立大学 

主催：京都市環境保全活動推進協会 

甲賀市のブース啓発 東近江市のブース啓発 彦根市のブース啓発 
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2016 年 10 月 11日 

2016 年 10 月 15～ 

16 日 

2016 年 10 月 26 日 

2016 年 10 月 29日 

 

2016 年 11 月 8 日 

2016 年 12 月 3 日 

2017 年 1 月 10 日 

2017 年 1 月 19 日 

2017 年 1 月 28 日 

2017 年 2 月 26 日 

2017 年 3 月 4日 

2017 年 3 月 13 日 

2017 年 3 月 14 日 

 県立大 環境政策デザイン論 講師協力 

「びわ湖ﾁｬﾘﾃｨｰ 100km 歩行大会」後援 

 

 湖南・甲賀環境協会研修会 講師協力 

「CO2 削減啓発市民向けｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ」後援 

 

県立大 環境政策デザイン論 講師協力 

「おおつ環境フェスティバル」 出展 

県立大 環境政策デザイン論 講師協力 

滋賀県生協連賀詞交換会 参加 

第 16 回草津市こども環境会議 出展 

県立大 RREC 地域ビジネスプラン講義協力 

県立大 RREC 推進委員会 参加 

みえ GPC 臨時総会 併催セミナー 講師協力 

京都 GPN 自治体向けセミナー 講師派遣・協力 

主催：滋賀県立大学 

主催：同実行委員会 

 

主催：湖南・甲賀環境協会 

主催：大津市地球温暖化防止活動推

進センター 

主催：滋賀県立大学 

主催：おおつ環境フォーラム 

主催：滋賀県立大学 

主催：滋賀県生活協同組合連合会 

主催：同実行委員会 

主催：滋賀県立大学 

主催：滋賀県立大学 

主催：みえ GPC 

主催：京都 GPN 

 
６．会員講師の派遣 

 

     ■滋賀県立大学「環境活動講座」（グリーンコンシューマーサークル主催） 

4 月 20 日 たねやグループ 環境企画室 係長       木田 幸司氏 

 

4 月 25 日 大阪ガス(株)滋賀事業所 滋賀地域共創チーム 青木 覚氏 

 

     ■立命館大学経済学部「現代環境論」 

11 月 17 日 新江州(株) 経営企画部 営業支援グループ 中川 武司氏 

 (株) 沢田商店 代表取締役 沢田 昌宏氏 

 

11 月 24 日 (株)木の家専門店 谷口工務店 代表取締役 谷口 弘和氏 

 (株) ダイフク CSR 本部 環境品質グループ   谷口 浩氏 

 

     ■滋賀県立大学環境科学部「環境経営論」 

11 月 24 日 たねやグループ 環境企画室 係長       木田 幸司氏 

 前出産業(株) 環境部 樋上 慎吾氏 

 

12 月 22 日 (株)ノエビア 滋賀工場 ISO 事務局 坂本 公美恵氏 

 (株)滋賀銀行 総合企画部 CSR 室長 辰巳 勝則氏 

 

     ■GP プラン滋賀「グリーン購入実践講座」講師 

10 月 4 日 （公財）淡海環境保全財団 滋賀県地球温暖化防止活動推進センター 

キャリアアドバイザー 来田 博美氏 

 

11 月 25 日 ヨコタ農園 代表            横田 尚美氏 

 食まちアグリゲーション 代表 渡辺 維子氏 

 
 

     ■京都 GPN「地方自治体が協働で進める持続可能な消費・購入活動研修会」 

3 月 14 日 滋賀県会計管理局管理課 課長補佐       寺村 功氏 

 

７.「会員従業員アンケート」 
 

実施協力団体 13 団体 1571 名（人数は事務局実施分含む） 

(株)エスサーフ、近江鉄道(株)、コスガ印判、田中建材(株)、谷口印刷(株)、 

ティーエムエルデ(株)、寺村書店、長岡産業(株)、(株)ヤサカ、(有)山本材木店、 

甲賀市役所生活環境課、高島市、東近江市 
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８.「エネルギー自治推進フォーラム～地域から広がる『新しいエネルギー社会』づくり～」 
 

    2016 年 12 月 3 日（土） 14：30～16：00（エコフェアと同日開催） 来場者：約 100 名 
 

会 場：ピアザ淡海 3 階 大会議室（大津市） 

主 催：滋賀県、滋賀ＧＰＮ 

内 容：事例発表とパネルディスカッション 

コーディネーター：滋賀 GPN 理事・NPO 法人碧いびわ湖 代表理事   村上 悟氏 

パネリスト：こにゃんの森エネルギー研究会 運営委員 吉本 智氏 

生活協同組合コープしが 副理事長 小澤 郁乃氏  

ヤマムログループ 営業統括部  三宅 直子氏 

株式会社滋賀銀行 県庁支店  稲荷 智子氏 

滋賀県県民生活部 エネルギー政策課 竹村 直樹氏 

 

９. 地域の関係団体との連携  
 

 ・近江地域学会 理事として参加 

 ・買い物ごみ減量推進フォーラムしが 参加 

 ・滋賀県環境審議会 委員として参加 

 ・滋賀・びわ湖ブランドネットワーク 幹事として参加 

 ・滋賀プラス・サイクル推進協議会 参加 

 ・第 79 回国民体育大会滋賀県開催準備委員会 委員として参加 

 ・マザーレイクフォーラム 参加 

 ・滋賀県立大学「地域資源・エネルギーコーディネーター育成プログラム」推進委員として参加 
 

 

Ⅳ 情報提供・企画事業 

会員のグリーン購入取組状況、環境配慮型商品・サービスの先進事例、国・県・市町の動向等を情報収

集に努め、ニュースレター、メルマガ、ホームページを通じて組織購入者・一般消費者向けの情報提供を

行った。また、2017 年度からの新たな活動ビジョンを策定した。 

 

１. ニュースレター 
 

    第 30 号 8 月 10 日発行 

    第 31 号 3 月 10 日発行 

 

２. メルマガ・FAX リリース  12 回発行 
 

    第 223 号（2016.4.7）   第 224 号（2016.5.16） 

  第 225 号（2016.6.7）   第 226 号（2016.7.7） 

  第 227 号（2016.8.8）   第 228 号（2016.9.8） 

  第 229 号（2016.10.6）  第 230 号（2016.11.10）  

  第 231 号（2016.12.12）  第 232 号（2017.1.5） 

  第 233 号（2017.2.2）   第 234 号（2017.3.2） 

 

３. ホームページ   随時更新 

 

４.ＧＰＮ「全国フォーラム」等への参加 
 

2016 年 12 月 8 日 エコプロ 2016 同時開催国際シンポジウム 

「世界のグリーン公共調達と環境ラベルの最新動向」参加 

 

５.活動成果の確認、次期ビジョンの検討 
 

    各部会にて活動成果を随時確認、次期ビジョンについては企画部会を中心に検討し、 

    2017 年度からの「新活動ビジョン」を作成した。 

    ※別紙 1参照 

 

ニュースレター第 31 号 
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６. 新「ロゴマーク」の作成 
 

    新ロゴマークを作成し、会員に活用を呼びかけた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※滋賀 GPN 会員は、無料で印刷物・ホームページ等に活用できる。（事前申請が必要） 

 

 

Ⅴ ＧＰプラン滋賀登録制度推進事業【県受託】 

中小企業者のグリーン購入の取り組みを促進する「グリーン購入実践プラン滋賀登録制度（略称：ＧＰ

プラン滋賀）」を運営し、県内事業者のグリーン購入実践促進に取り組んだ。 

 

１. 登録受付、登録証発行、登録者管理、登録者の実践支援 
 

    登録者数（年度当初） 192 事業者 

      STEP２： 27（A コース： 9、B コース：18） 

      STEP１： 165（A コース：68、B コース：97） 

      ※現在の登録者リストは別紙 4参照 
 

 

２. 登録証交付式 
 

      2016 年 4 月 13 日（水）  参加者：31 名 

 

３. グリーン購入実践講座 
 

前期１ 2016 年 4 月 13 日（金） 大津会場 参加者：46 名 

      「グリーン購入の新たなカタチ～自立分散型循環 

システムと経済の創出～」 

      講師：アミタ(株) 代表取締役社長 佐藤 博之氏 
 

前期２ 2016 年 6 月 17 日（金） 彦根会場 参加者：20 名 

      「グリーン購入リーダー講座 1～グリーン購入を 

地域に広げよう～」 

      講師：(一社)滋賀 GPN 竹ケ原 経子 
 

前期３ 2016 年 7 月 28 日（木） 彦根会場 参加者：29 名 

「新しいエネルギー社会の実現に向けて」 

講師：滋賀県 県民生活部 エネルギー政策課 

課長補佐 中嶋 洋一氏 
 

前期４ 2016 年 8 月 30 日（火） 大津会場 参加者：40 名 

「エシカル購入の勧め」 

講師：東京大学 名誉教授 山本 良一氏 

 

後期１ 2016 年 10 月 4 日（火） 彦根会場 参加者：16 名 

「環境学習を始めましょう 

～参加体験型プログラムのご紹介～」 

       講師：滋賀県地球温暖化防止活動推進センター キャリアアドバイザー 来田 博美氏 

 
 

登録証交付式の様子 

実践講座 前期２ 
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後期２ 2016 年 11 月 25 日（金） 近江八幡会場 参加者：27 名 

     「フェイス to フェイス 笑顔がみたいから」 

      講師：ヨコタ農園 代表 横田 尚美氏 

     「地産地消で人・まちを元気に～つくるから販売までを 

通して届けたい近江野菜の魅力～」 

      講師：食まちアグリゲーション 代表 渡辺 維子氏 
 

後期３ 2017 年 1 月 17 日（火） 彦根会場 参加者：20 名 

「グリーン購入リーダー講座 2～グリーン購入の基礎を 

広げよう～」 

      講師：(一社)滋賀 GPN 竹ケ原 経子 
 

後期４ 2017 年 2 月 23 日（木） 大津会場 参加者：54 名 

        「滋賀県経済の特徴と今後の課題」 

講師：滋賀県立大学 名誉教授 秋山 道雄氏 
 

     ※実践講座では毎回、滋賀県 会計管理局管理課による 

「滋賀県グリーン入札について」の報告も実施した。 

 

４. グリーン購入基礎研修会 
 

    2016 年 4 月 13 日（水）  大津会場  参加者：15 名 

    2016 年 7 月 28 日（水）  彦根会場  参加者：8名 

    2017 年 1 月 17 日（火）  大津会場  参加者：12 名 
 

    各回とも滋賀県会計管理局管理課と滋賀 GPN 事務局が 

講師を務め、滋賀県グリーン入札制度とグリーン購入の 

基礎的な考え方、取り組み方について説明した。 

なお、4/13、7/28 は「グリーン購入基礎セミナー」とし

て実施した。 

 

５. ヒアリングの実施 
 

    STEP２登録の全事業者を対象に個別ヒアリングを、STEP１ 

事業者 2 者を対象に訪問ヒアリングを実施した。 

 

 

Ⅵ 総会・理事会等の開催 

１. 第４回定時会員総会の開催 
 

■実 施 日：2016 年 5 月 26 日（木） 

■場  所：ピアザ淡海 3 階 大会議室（大津市） 

■出席者数：会員 103 団体（委任状 226 団体） 

出席者総数 133 名 

■審議事項：定款の一部変更について 

2015 年度事業報告および決算報告について 

理事の選任について 

■報告事項：2016 年度事業計画・予算について 

■公開シンポジウム:総会後に開催 

 

２. 理事会の開催 
 

■第 12 回理事会 

■第 13 回理事会 

■第 14 回理事会 

（2016 年 5 月 13 日） 

（2016 年 9 月 27 日） 

（2017 年 3 月 15 日） 

出席者 理事 5名 監事 1名  陪席者 6名 

出席者 理事 6名 監事 2名  陪席者 6名 

出席者 理事 7名 監事 2名  陪席者 4名 

 

 

 

 

実践講座 後期２  

フロアトークの様子 

実践講座 後期４ 

グリーン購入基礎セミナー 

会員総会での 2015 年事業報告の様子 
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３. 幹事会・部会の開催 
 

■2016 年度第 1回幹事会（第 70 回） 

■2016 年度第 1回事業者実践部会（第 9回） 

■2016 年度第 1回会員活動部会（第 9回） 

■2016 年度第 1回暮らし方普及部会（第 8回） 

■幹事勉強会（講演会） 

■2016 年度第 1回企画部会 

■2016 年度第 2回暮らし方普及部会（第 9回） 

■中小企業会員の意見交換会 

■2016 年度第 2回企画部会 

■2016 年度第 1回自治体コアメンバー会議 

■2016 年度第 3回企画部会 

■2016 年度第 2回事業者実践部会（第 10 回） 

■2016 年度第 2回幹事会（第 71 回） 

■2016 年度第 4回企画部会 

■2016 年度第 3回暮らし方普及部会（第 10回） 

■2016 年度第 5回企画部会 

■2016 年度第 4回暮らし方普及部会（第 11回） 

■2016 年度第 3回事業者実践部会（第 11 回） 

■2016 年度第 2回会員活動部会（第 10回） 

■2016 年度第 3回幹事会（第 72 回） 

（2016 年 4 月 27 日） 

（2016 年 4 月 27 日） 

（2016 年 4 月 27 日） 

（2016 年 4 月 27 日） 

（2016 年 4 月 27 日） 

（2016 年 6 月 6 日） 

（2016 年 7 月 6 日） 

（2016 年 7 月 14 日） 

（2016 年 7 月 14 日） 

（2016 年 7 月 15 日） 

（2016 年 8 月 17 日） 

（2016 年 9 月 13 日） 

（2016 年 9 月 13 日） 

（2016 年 10 月 3 日） 

（2016 年 11 月 11 日） 

（2016 年 11 月 21 日） 

（2017 年 1 月 18 日） 

（2017 年 3 月 15 日） 

（2017 年 3 月 15 日） 

（2017 年 3 月 15 日） 

出席者 26名 

出席者 6名 

出席者 7名 

出席者 6名 

出席者 25名 

出席者 10名 

出席者 9名 

出席者 11名 

出席者 13名 

出席者 6名 

出席者 13名 

出席者 9名 

出席者 25名 

出席者 14名 

出席者 9名 

出席者 12名 

出席者 6名 

出席者 8名 

出席者 4名 

出席者 28名 

 

 

Ⅶ その他 

１. 協賛バナー広告協力団体について 
 

＜1年間＞ (株)エコパレット滋賀、(株)木の家専門店 谷口工務店、 

杉本総合会計、 (株)平和堂 
 

＜半年間＞ 谷口印刷(株) 

 

２. 熊本地震義援金について 
 

熊本地震被災地の皆さまにたいして、滋賀グリーン購入ネットワークとしてできることを検討し、 

2016 年 4 月 18 日より「義援金」を募ったところ、下記の金額が集まりました。 

滋賀 GPN は、この義援金を、迅速にかつ確実に「必要とされている現場」へ届けるため、九州 GPN 

と連携し、被災地に届けましたことを報告いたします。 

ご協力いただいた皆さまに深く感謝申し上げます。 

 

集まった義援金 

（4/18～6/30 まで募集） 
送金先 

363,000 円 

九州 GPN 357,000 円 

※九州 GPN より以下の団体に送金 

・環境ネットワークくまもと 100,000 円 

・熊本学園大学 100,000 円 

・熊本県（義援金窓口）  78,500 円 

・大分県（義援金窓口）  78,500 円 

※締切後の入金は以下に送金 

日本赤十字社（義援金窓口） 
  6,000 円 

 

 

滋賀 GPN ホームページ 
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＜別紙１＞ 策定した新活動ビジョン 
 
 

ビジョン

活動理念

ミッション
A.事業者の環境行動の水準を

高める

B.会員の想いと活動を

つなげる

C.環境に配慮した暮らしを

広める

D.未来に向けて活動を

深める

活動の
テーマ

・グリーン購入を実践する事業者を増やす
・環境に配慮した商品・サービスの提供者を増
やす
・事業者の環境活動を支援する

・会員に活動への参加を促す
・会員の交流の場を提供する
・会員相互の連携を促す

・消費者にグリーン購入の意義を広める
・グリーン購入を実践する消費者を増やす
・会員事業所の従業員にグリーン購入を普及
させる

・グリーン購入推進への政策提言を行う
・同じ目的を持つ他団体との連携を深める
・ビジョン実現のために組織運営を強化する

実践促進事業 連携推進事業 暮らし方普及事業 情報提供・企画事業

・グリーン購入フォーラム
・環境関連セミナー
・グリーン購入キャンペーン（事業者）
・自治体のグリーン購入担当者連絡会議
・環境イベントやセミナーのコーディネート
・講師の紹介および派遣
・滋賀県「GPプラン滋賀」運営　　等

・設立20周年記念事業（2019年度）
・買うエコ大賞（偶数年度）
・会員情報交換会、会員交流会
・「びわ湖環境ビジネスメッセ」参加
・エコ通勤研究会、食のグリーン購入研究
会、生物多様性と環境・ＣＳＲ研究会、ゼロ
エミ研究会、ＭＯＲＩとくらしの研究会等の研
究会活動
・会員の連携事業コーディネート
・環境配慮型商品のリスト発行　　等

・消費者向け環境啓発イベント
・びわ湖一周『買うならエコ！』リレー
・グリーン購入キャンペーン（個人）
・会員従業員アンケート
・啓発資材の作成、貸出
・地域事業への出展・参加・協力等
・環境イベントやセミナーのコーディネート
・講師の紹介および派遣　　等

・メルマガ・ＦＡＸリリース発行
・ニュースレター発行
・ホームページによる情報提供

・会員拡大キャンペーン

・活動成果の確認と調整
・政策提言　等

今期
活動目標

・グリーン購入キャンペーン参加200団体 ・年間1回以上活動に参加する会員70％
・グリーン購入キャンペーンへの個人参加者
1000人

・会員数500団体

2017.4.1

　滋賀から「グリーン経済」をつくる

～子や孫の世代まで幸せや豊かさを実感できる安全・安心な環境の創造を、市場を通して実現していく～

会員の連携による活動を、共につくりあげる　　「みんなで！構えないで！楽しく！」

プロジェクト

活動期間 ： 2017年4月から2020年3月
初年度 ： 2017年4月から2018年3月

第２年度 ： 2018年4月から2019年3月
最終年度 ： 2019年4月から2020年3月

滋賀ＧＰＮ活動ビジョン
ミッションの位置づけ
A.事業者の環境行動の水準を高める

B.会員の想いと活動をつなげる

C.環境に配慮した暮らしを広める

D.未来に向けて
活動を深める
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＜別紙２＞    2016 年度グリーン購入キャンペーン 参加団体一覧 

（2016 年 10 月実施） 

 

＜企業＞ 

(株)アインズ 

(株)アケボノ 

アケボノ特機(株) 

旭化成住工(株)本社滋賀工場 

アズマヤ(東屋紙店) 

(株)イケダ光音堂 

インプリモ(株) 

(株)ウィードプランニング 

(株)ウチダビジネスソリューションズ 

ウッドワーク滋賀 堤木工所 

(有)浦田 

(株)エスサーフ 

近江印刷(株) 

近江鉄道(株) 

大阪ガス(株) 滋賀事業所 

太田印刷所 

(株)太田種苗 

大津紙業写真印刷(株) 

(株)奥山ポンプ商会 

音伍繊維工業(株)滋賀営業所 

(株)オフィス・サービス 

オフィストータル(株) 

兼松綜合印刷(株) 

企業組合ねっこの輪 

(有)キクヤオフィスサービス 

(株)きじまや 

キステム(株) 

(株)木の家専門店 谷口工務店 

木村文具 

(有)キャリアネットワーク滋賀 

(株)清友商会 

クチムラ 

コスガ印判 

(株)湖睦電機 

(株)コンセ 

サイテック(株) 

(株)斉藤ポンプ工業 

(有)澤五車堂 

三協高圧(株) 

(株)サンクス 

(株)サンコー製作所 

(株)シガウッド 

(株)しがぎん経済文化センター 

滋賀トヨペット(株) 

滋賀ビジネスマシン(株) 

(株)シバタプロセス印刷 

(株)シミズ事務機 

上西産業(株) 

(有)正野博文堂 

進々堂商光(株) 

(株)杉山電設 

(株)ずゞ平 

(株)スマイ印刷工業 

(有)スミダヤ 

(有)総合防災ニシザワ 

(有)創楽 

ソエダ(株) 

(株)ダイフク 

(株)タグチ 

(有)田中印刷所 

(株)田中誠文堂 

谷口印刷(株) 

(有)タニグチオフィスシステム 

タネダオフィスシステム(株) 

(株)タマヤ 

(有)他谷無線商会 

(株)中央精器 滋賀支店 

角川電機(株) 

(株)帝産観光バス滋賀 

(株)デジ・プリント滋賀 

寺村書店 

トーア(株)マキノ工場 

トラヤ商事(株) 

長岡産業(株) 

中川テント(株) 

中島商事(株) 

(株)ナユタ 

(株)西堀 

日本電気硝子(株) 

ネッツトヨタ滋賀(株) 

(有)畑中金物店 

(株)ハン六 

(有)ハン六タイプ 

(有)東呉竹堂 

(株)ヒキタ事務機 

樋口金物(株) 

(株)ヒサダ昭栄堂 

(株)平柿文仙堂 

(株)ふうしん 

冨士出版印刷(株) 

藤野商事(株) 

(有)ふるき 

(株)文昌堂 

(株)平和堂 

(株)ベストハウス 

豊国商事(株) 

(株)本庄 

(有)正木屋商店 

(株)松山商店 

(有)南商店 

宮川印刷(株) 

(株)宮川商店 

(株)ムーヴテック 

村防工業(株) 

(株)村田自動車工業所 

(株)ヤサカ 

(有)柳印刷店 

(株)ヤマジ 

(株)ヤマダ 

(有)ヤマダ油脂 

(株)山名印刷 

(株)ユニーズ 

 

＜団体＞ 

(特非)碧いびわ湖 

滋賀県生活協同組合連合会 

滋賀県地域女性団体連合会 

公立大学法人滋賀県立大学 

滋賀中央森林組合 

社会福祉法人八身福祉会 八身共

同印刷 

 

＜行政＞ 

草津市 

甲賀市 

高島市 

米原市 

野洲市 

栗東市 

甲良町 

日野町 

 

合計 １２６団体 
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＜別紙３＞      第２回「買うエコ大賞」受賞団体一覧 
 

 

■商品・サービス部門  受賞団体 

賞の種類 受賞商品・サービス 受賞団体 

大 賞 電気のいらない陶器の加湿器 日産陶業株式会社 

滋 賀 県 知 事 賞 

日本初の軽合金製トリマラン[三胴]型クルーズ船 

「ｍｅｇｕｍｉ」(めぐみ)による湖上&湖上を結ぶ 

体験クルーズ 

琵琶湖汽船株式会社 

滋賀ｸﾞﾘｰﾝ購入ﾈｯﾄﾜｰｸ会長賞 こにゃんのねこ砂 木（こ）にゃん 有限会社山本材木店 

優 秀 賞 

農薬不使用栽培 朝宮茶 かたぎ古香園 

きぐみのつみき「ＫＵＭＩＮＯ（クミノ）」 クミノ工房 

和紙糸で作る自分色のジャケット 株式会社古川与助商店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■活動部門  受賞団体 

賞の種類 活動テーマ 受賞団体 

環境活動表彰 

近江の古民家再生 

～「大津百町スタジオ」プロジェクト～ 

株式会社 木の家専門店 

 谷口工務店 

滋賀グリーン購入ネットワークの会員で「ゆるやかにつなが

る環境ビジネスネットワーク」を作ろう! 滋賀県産・木質系

バイオマス燃料の普及活動でエネルギー自給自足を実現! 

[活動名 こにゃんの森エネルギー研究会] 

有限会社 山本材木店 

株式会社 ベストハウス 

ちずたび びわ湖一周 自転車 BOOK（ビワイチ公式ガイド）

の発行を通じた、滋賀・琵琶湖の環境・観光情報の発信によ

る、交通のエコロジー化の促進 
輪の国びわ湖推進協議会 
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＜別紙４＞ 「グリーン購入実践プラン滋賀登録制度（ＧＰプラン滋賀）」登録者リスト 

2017 年 5 月 23 日現在 

■「STEP２」（上級コース）登録者 

居川電機商会 

(株)ウィードプランニング 

ウッドワーク滋賀 堤木工所 

オフィストータル(株) 

(有)キタガワ 

木村文具 

三協高圧(株) 

(株)サンコー製作所 

滋賀県広告美術協同組合 

滋賀中央森林組合 

(株)シミズ事務機 

(株)ずゞ平 

谷口印刷(株) 

中川テント(株) 

(有)ハヤシ 

(株)ヒキタ事務機 

(株)ヒサダ昭栄堂 

(株)平柿文仙堂 

(有)ふるき 

(株)文昌堂 

(株)本庄 

(株)ボンズカンパニー 

マルイ商事(株) 

(株)ミナミイ 

(有)南商店 

(有)ゆたか商会 

渡辺圭商店 

 

■「STEP１」登録者 

アインズ(株) 

(特非)碧いびわ湖 

(株)あきない応援団 

(株)アケボノ 

アケボノ特機(株) 

旭化成住工(株) 本社・滋賀工場 

(株)アズマ 

アズマヤ（東屋紙店） 

(株)イケダ光音堂 

(株)いと源 

インプリモ(株) 

(株)ウエノ 

(株)ウチダビジネスソリューションズ 

(有)浦田 

Ａ・Ｖヒサダ 

(株)エスサーフ 

愛知印刷(株) 

近江印刷(株) 

近江鉄道(株) 

大阪ガス(株)滋賀事業所 

太田印刷所 

(株)太田種苗 

大津紙業写真印刷(株) 

(有)オービット 

(株)奥山ポンプ商会 

音伍繊維工業(株) 

(株)オフィス・サービス 

(有)オフィスプロ 

兼松綜合印刷(株) 

(株)カワシマ 

企業組合ねっこの輪 

(有)キクヤオフィスサービス 

(株)きじまや 

キステム(株) 

(株)キタサ・ケン・インテリア 

(有)キタジマ和光堂 

(有)キットカット 

(株)木の家専門店 谷口工務店 

キノンビクス(株) 

(有)キャリアネットワーク滋賀 

(株)清友商会 

(株)近新 

クチムラ 

国友工業(株) 

熊谷電工(株) 

(株)クリエイト 

(株)京滋マツダ 

(有)k カンパニー 

コスガ印判 

コダマ印刷 

(株)湖睦電機 

(株)コンセ 

サイテック(株) 

(株)さいとう 

(株)斉藤ポンプ工業 

坂口テレビサービス(株) 

佐々木印刷(有) 

(有)澤五車堂 

(株)サンクス 

三野紙店 

サンライズ出版(株) 

(有)しがエレテック 

(株)しがぎん経済文化センター 

(一社)滋賀グリーン購入ネットワーク 

滋賀県生活協同組合連合会 

滋賀スバル自動車(株) 

(株)滋賀厨房 

滋賀トヨタ自動車(株) 

滋賀トヨペット(株) 

(株)シガドライウィザース 

滋賀日産自動車(株) 

滋賀ビジネスマシン(株) 

滋賀日野自動車(株) 

滋賀三菱自動車販売(株) 

株式会社シバタプロセス印刷 

(株)松栄サービス 

上西産業(株) 

(有)正野博文堂 

進々堂商光(株) 

(株)杉山電設 

(株)スズキ自販滋賀 
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(株)スマイ印刷工業 

(有)スミダヤ 

スミ利文具店 

(株)成功産業 

(有)センシブル・キタデ 

(有)創楽 

ソエダ(株) 

(株)大都工芸 

(株)ダイフク 滋賀事業所 

(株)タグチ 

(有)田中印刷所 

(株)田中誠文堂 

(株)田中電機商会 

(株)タナカヤ 

(株)田辺消防システム 

(有)タニグチオフィスシステム 

タネダオフィスシステム(株) 

たねやグループ 

田渕卓商店 

(株)タマヤ ニュータウン店 

(有)他谷無線商会 

(株)中央精器 滋賀支店 

帝産湖南交通(株) 

(株)テクノサイエンス 

(株)デジ・プリント滋賀彦根営業所 

寺村書店 

(株)寺村電機商会 

(有)土肥印刷 

(株)トヨタレンタリース滋賀 

トラヤ商事(株) 

長岡産業(株) 

中島商事(株) 

中村印刷(株) 

(株)ナユタ 

(株)西堀 

日産プリンス滋賀販売(株) 

日本電気硝子(株) 

日本防火産業(株) 

ネッツトヨタ滋賀(株) 

(有)野瀬電機商会 

博善社印刷(株) 

(有)畑中金物店 

(社福）八身福祉会 八身共同印刷 

(株)パルス 

(株)ハン六 

(有)ハン六タイプ 

(有)東呉竹堂 

樋口金物(株) 

(株)ヒコハン 

ビジネスサービス(株) 

(有)平居印刷所 

(株)ふうしん 

冨士出版印刷(株) 

藤野商事(株) 

プラスエー(株) 

フローリン(有) 

(株)平和堂 

(株)ベストハウス 

豊国商事(株) 

(株)ホンダベルノ滋賀 

(有)正木屋商店 

(株)松山商店 

マルキ印刷(株) 

ミナイ事務機販売(株) 

宮川印刷(株) 

(株)宮川商店 

(株)ムーヴテック 

村防工業(株) 

村田印刷(株) 

(株)村田自動車工業所 

守山ガス器具センター住設(株) 

(有)森冷暖房サービス店 

モリワキ印刷 

(株)ヤサカ 

(有)柳印刷店 

(株)ヤマジ滋賀営業所 

(株)ヤマダ 

山田印刷所 

(有)山田東店 

(有)ヤマダ油脂 

(株)山名印刷 

(有)山本教育システム 

(株)ユニーズ 

リビング館 KYOTO 

(有)ワイケーデベロッパー

 

 

登録者数：１９３ 

（ＳＴＥＰ２登録者数：２７、ＳＴＥＰ１登録者数：１６６） 

2017 年 5 月 23 日現在 
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一般社団法人滋賀グリーン購入ネットワーク 

2016 年度（第 4 期）決算報告書 

 

 

 

自：2016 年 4 月 1 日 

至：2017 年 3 月 31 日 

 

 

 

 

貸 借 対 照 表 

正 味 財 産 増 減 計 算 書 

財 産 目 録 
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（単位：円）

科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

Ⅰ  資産の部

   1. 流動資産

          現金預金 3,110,598 3,763,754 △ 653,156

          未収金 0 24,000 △ 24,000

          立替金 2,119 0 2,119

        流動資産合計 3,112,717 3,787,754 △ 675,037

   2. 固定資産

     (1)基本財産

        基本財産合計 0 0 0

     (2)特定資産

        特定資産合計 0 0 0

     (3)その他固定資産

        その他固定資産合計 0 0 0

        固定資産合計 0 0 0

        資産合計 3,112,717 3,787,754 △ 675,037

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債

          未払費用 1,003,437 1,051,647 △ 48,210

          未払消費税等 266,900 286,700 △ 19,800

          前受金 20,000 155,600 △ 135,600

          預り金 22,380 25,760 △ 3,380

        流動負債合計 1,312,717 1,519,707 △ 206,990

   2. 固定負債

          事業引当金 1,600,000 1,300,000 300,000

        固定負債合計 1,600,000 1,300,000 300,000

        負債合計 2,912,717 2,819,707 93,010

Ⅲ  正味財産の部

   1. 指定正味財産

   2. 一般正味財産 200,000 968,047 △ 768,047

        正味財産合計 200,000 968,047 △ 768,047

        負債及び正味財産合計 3,112,717 3,787,754 △ 675,037

貸借対照表

2017年（平成 29年） 3月 31日 現在

一般社団法人　滋賀グリーン購入ネットワーク
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（単位：円）

科　　　　目 当　年　度 前　年　度 増　 　減

Ⅰ  一般正味財産増減の部
   1. 経常増減の部

     (1)経常収益

          受取会費
            正会員受取会費 5,002,000 5,072,000 △ 70,000

            個人賛助会員受取会費 57,000 54,000 3,000

          受取会費計 5,059,000 5,126,000 △ 67,000

          事業収益
            事業収益 2,019,578 1,892,807 126,771

          受取補助金等

            受取地方公共団体補助金 2,400,000 1,900,000 500,000
            受取受託金 5,190,000 5,990,000 △ 800,000

          受取補助金等計 7,590,000 7,890,000 △ 300,000

          受取寄付金

            受取寄付金 265,560 400,878 △ 135,318
          雑収益

            受取利息 236 550 △ 314

            雑収益 0 2,650 △ 2,650
          雑収益計 236 3,200 △ 2,964

        経常収益計 14,934,374 15,312,885 △ 378,511

     (2)経常費用

          事業費
            給料手当 6,686,247 7,046,023 △ 359,776

            法定福利費 841,124 1,048,940 △ 207,816

            旅費交通費 280,048 344,468 △ 64,420
            通信運搬費 461,041 479,433 △ 18,392

            消耗品費 324,508 167,544 156,964

            印刷製本費 665,703 625,806 39,897

            賃借料 648,838 402,648 246,190
            保険料 0 5,500 △ 5,500

            諸謝金 396,900 202,344 194,556

            租税公課 2,200 2,400 △ 200
            委託費 448,128 370,064 78,064

            雑費 53,324 15,282 38,042

          事業費計 10,808,061 10,710,452 97,609
          管理費

            給料手当 1,817,750 1,777,469 40,281

            退職金共済掛金 96,000 96,000 0

            福利厚生費 31,420 29,877 1,543
            法定福利費 204,662 287,238 △ 82,576

            旅費交通費 71,740 86,680 △ 14,940

            通信運搬費 264,337 155,742 108,595
            消耗什器備品費 239,760 0 239,760

            消耗品費 307,975 261,350 46,625

            賃借料 816,384 205,376 611,008

            租税公課 277,900 297,900 △ 20,000
            委託費 21,600 329,400 △ 307,800

            全国ネット参加費 34,560 809,200 △ 774,640

            雑費 38,072 39,876 △ 1,804
          管理費計 4,222,160 4,376,108 △ 153,948

        経常費用計 15,030,221 15,086,560 △ 56,339

          評価損益等調整前当期経常増減額 △ 95,847 226,325 △ 322,172

          当期経常増減額 △ 95,847 226,325 △ 322,172
   2. 経常外増減の部

     (1)経常外収益

        経常外収益計 0 0 0
     (2)経常外費用

          その他の経常外費用

            ２０周年事業費 600,000 300,000 300,000

            買うエコ大賞事業費 0 300,000 △ 300,000
          その他の経常外費用計 600,000 600,000 0

        経常外費用計 600,000 600,000 0

          当期経常外増減額 △ 600,000 △ 600,000 0
          税引前当期一般正味財産増減額 △ 695,847 △ 373,675 △ 322,172

          法人税、住民税及び事業税 72,200 72,200 0

          当期一般正味財産増減額 △ 768,047 △ 445,875 △ 322,172

          一般正味財産期首残高 968,047 1,413,922 △ 445,875
          一般正味財産期末残高 200,000 968,047 △ 768,047

Ⅱ  指定正味財産増減の部

          当期指定正味財産増減額 0 0 0
          指定正味財産期首残高 0 0 0

          指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ  正味財産期末残高 200,000 968,047 △ 768,047

正味財産増減計算書

2016年（平成28年） 4月  1日 から 2017年（平成29年） 3月 31日 まで

一般社団法人　滋賀グリーン購入ネットワーク
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（単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　額
（流動資産）

普通預金 滋賀/県庁(NO.506188) 1,330,099

関西ｱｰﾊﾞﾝ/びわこ
(NO.2090411)

180,499

定期預金 20周年事業 1,600,000

立替金 2,119

3,112,717

0

3,112,717

（流動負債）

未払費用 1,003,437

未払消費税等 266,900

前受金 20,000

預り金 源泉所得税 22,380

1,312,717

（固定負債）

事業引当金 20周年事業 1,600,000

1,600,000

2,912,717

200,000　　正味財産

一般社団法人　滋賀グリーン購入ネットワーク

　　資産合計

流動負債合計

固定負債合計

　　負債合計

財　産　目　録

平成 29年  3月 31日 現在

貸　借　対　照　表　科　目

流動資産合計

固定資産合計

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入の部 （単位：円）

正会員会費　（467団体分） 5,002,000

賛助会員会費　（18名分） 57,000

県 滋賀GPN補助金 1,900,000

県 地域エネルギー活動支援補助金 500,000

事業所見学会参加費 46,800

MLFセミナー運営負担金 234,333

講師謝金等 371,590

エコフェア協賛金・出展料 418,000

エネルギーフォーラム負担金 83,655

協賛バナー広告 583,200

チラシ同封サービス・NL購読費他 282,000

グリーン購入実践プラン滋賀 4,990,000

メッセ主催セミナー 200,000

びわ湖100km歩行大会実行委員会 200,000

その他寄附金 65,560

　雑収益 4,153 236 236

　買うエコ大賞事業
　準備金取崩

300,000 300,000 300,000

　前年度繰越金 968,047 968,047 968,047

収入合計 15,230,000 16,202,421 16,202,421

支出の部 （単位：円）

実践促進事業 887,580

連携推進事業 2,107,269

暮らし方普及事業 1,683,012

情報提供・企画事業 1,432,300

グリーン購入実践プラン滋賀 4,805,300

メッセ主催セミナー 192,600

給料手当・法定福利費等 2,149,832

事務所費等 816,384

旅費・通信運搬費・消耗品費等 954,484

全国ネットワーク参加費 34,560

　租税公課 350,000 339,100 339,100

　事業引当金 300,000 600,000 600,000 20周年記念事業積立金 600,000

　予備費 550,000 0 0

支出合計 15,230,000 16,202,421 16,002,421

収支差額 200,000

　受取寄付金 40,000 265,560 265,560

20周年記念事業積立金合計額 　　1,600,000円

　管理費 3,700,000 3,955,260 3,955,260

　事業費 10,330,000 11,308,061 11,108,061

　受取会費

　受取補助金

　事業収益

　受託金

5,210,000

1,900,000

1,617,800 2,019,578 2,019,578

5,190,000 5,190,000 5,190,000

補正後予算額

補正後予算額

5,059,000

2,400,000

一般社団法人 滋賀グリーン購入ネットワーク

２０１６年度 収支決算書(案）

科　　　目 決　算　額当初予算額

科　　　目 当初予算額 決　算　額 内　訳

内　訳

5,059,000

2,400,000

＜参考資料＞


