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一般社団法人滋賀グリーン購入ネットワーク 

２０１７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～ 

京都、三重の地域団体との共催で、国連の持続可能な開発目標（SDGs）をテーマに生物多様性の

視点から企業等の取り組みを考えたグリーン購入フォーラム、講義と参加者間の情報交換を通して

自治体の取り組み支援を行った担当者連絡会議、今年から「グリーン購入」「エコ通勤・エコトリ

ップ」「食品ロス削減」の３行動を呼びかけることとしたグリーン購入キャンペーン等、各種の事

業で県内事業者の環境行動を促した。また、会員の活躍の場として 3 大学に延べ 16 名の会員講師

を派遣した。 

 

１．グリーン購入フォーラム 2017in 滋賀 

「持続可能な生産と消費」を生物多様性の視点から考える 開催 
 

2017 年 10 月 19 日（木）  参加者：125 名 
 

主 催：びわ湖環境ビジネスメッセ実行委員会、滋賀ＧＰＮ、 

   ＫＧＰＮ、みえグリーン活動ネットワーク（みえＧｒＡＮ） 

後 援：滋賀県・滋賀県地球温暖化防止活動推進センター 

内 容：・基調講演「SDGs～世界の動向から日本の事業者・消費者の取り組みを考える」 

     ［講師］東京都市大学環境学部教授・幸せ経済社会研究所所長 枝廣 淳子氏 

・生物多様性保全に関する取組事例報告 

「味の素グループの SDGs への取り組み」 

    味の素(株) グローバルコミュニケーション部 

                                 CSR グループ長 長谷川 泰伸氏 

 「滋賀銀行と生物多様性保全 ～「いきものがたり」活動～」 

    (株)滋賀銀行 総合企画部 CSR 室長    辰巳 勝則氏 

 「生物多様性の「見える化」で進める環境経営 

    ～見えないものを見えるようにする島津製作所の取り組み～」 

    (株)島津製作所 地球環境管理室 主任   岡野 雅通氏 

 「SDGs,環境・生物多様性問題に関する"地方"からの社会人教育と普及」 

    三重大学大学院 生物資源学研究科 教授   佐藤 邦夫氏 

   ・パネルディスカッション：「持続可能な生産と消費」を生物多様性の視点から考える 

                  ～つくる責任・つかう責任～ 

 

２．グリーン購入キャンペーン 
 

2017 年 10 月 1 日～31 日 

  参加会員数 130 団体 （※別紙１参照） 
 

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。今年度は次の３つの取り組みを呼びかけ、

会員 130 団体が参加してそれぞれ自主的な取り組み

を展開した。 
 

［2018 年度の呼びかけ項目］ 

1. グリーン購入の取り組み 

2. エコ通勤・エコトリップ 

3. 食品ロス削減の取り組み 

枝廣氏 

パネルディスカッション 

窓口に設置された 

キャンペーン・ポップ 

（草津市役所） 

全社員に配布されたチラシ 

（(株)ダイフク） 

イントラネットを活用した 

社員への呼びかけ 

（三陽建設(株)） 
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３．会員講師の派遣 
 

■立命館大学「現代環境論」ゲスト講師 

11 月 9 日(木) (株)平和堂 総務部 CSR 推進室 室長 鷦鷯 真知子氏 

        おうみ冨士農業協同組合 ﾌｧｰﾏｰｽﾞ･ﾏｰｹｯﾄ事業部 部長 川端 均氏 
 

11 月 16 日(木) (株)コクヨ工業滋賀 総務グループ 課長 太田 俊浩氏 

        (株)ノエビア 滋賀工場内 ISO 事務局 坂本 公美恵氏 

 

■京都産業大学「マネジメント特論（環境人材とパートナーシップ）」ゲスト講師 

11 月 24 日(金) ダイキン工業(株) 滋賀製作所 空調生産本部企画部管理ｸﾞﾙｰﾌﾟ光永 健一氏 

 (株)たねや 愛知川製造本部 係長 木田 幸司氏 
 

12 月 1 日(金)  草津市 総合政策部 副部長 藤田 雅也氏 
 

12 月 15 日(金)  滋賀ダイハツ販売(株) 代表取締役社長 後藤 敬一氏 

        セトレマリーナびわ湖 ゼネラルマネージャー（総支配人）波田 裕明氏 
 

■京都産業大学「ソーシャル・ガバナンス論」ゲスト講師 

12 月 15 日(金) 滋賀県 会計管理局管理課 課長補佐 青木 純一氏 
 

12 月 22 日(金)  コクヨマーケティング(株) 関西支社 京滋支店 副支店長 高橋 伸年氏 
 

1 月 12 日(金)  油藤商事(株) 専務取締役 青山 裕史氏 

 

■滋賀県立大学「環境経営論」ゲスト講師 

12 月 20 日(水)  (株)ダイフク 人事総務本部 環境品質グループ グループ長 横地 富重氏 

        旭化成住工(株)本社・滋賀工場 RC 管理部環境安全課 担当課長 松宮 秀典氏 
 

1 月 17 日(水)  (株)山久 環境事業部 部長 森田 基仁氏 

        山室木材工業(株) 営業統括部 福永 直子氏 

 

    ■GP プラン滋賀「グリーン購入実践講座」講師 
6 月 22 日（木） 滋賀県 琵琶湖環境部 温暖化対策課主任主事 竹内 雅美氏 

  日産陶業(株) 開発 代表 宮脇 由直氏 
 

7 月 25 日（火） 滋賀県 農政水産部 食のブランド推進課 参事 森野 真氏 
 

9 月 5 日（火） (有)山本材木店 青木 みどり氏 

 クミノ工房 代表 井上 慎也氏 
 

11 月 22 日（水）琵琶湖汽船(株) 代表取締役 川戸 良幸氏 
 

1 月 24 日（水）大阪ガス(株) エネルギー・文化研究所 主席研究員 当麻 潔氏 

 

 

 

 

 

立命館大学の講義風景 

講師：(株)ノエビア 坂本氏 

京都産業大学の講義風景 

講師：ダイキン工業(株) 光永氏 

滋賀県立大学の講義風景 

講師：旭化成住工(株) 松宮氏 
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４．自治体のグリーン購入担当者連絡会議 
 

○平成 29 年度自治体のグリーン購入担当者連絡会議 

2017 年 7 月 7日（金） 参加者：19 名 

場 所：大津合同庁舎 7 階 7-D 会議室 

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「京都市の環境への取り組み」 

京都市 環境政策局 地球温暖化対策室 

 地球温暖化対策課長 安田 真也氏 

 

５．自治体のグリーン購入取組アンケート調査 
 

2017 年 12 月実施 

 

 ６．会員証発行 
 

正会員および賛助会員に 2017 年度会員証を発行・送付した。 

 

Ⅱ 連携推進事業 ～会員の想いと活動をつなげる 

協働・連携をテーマとする公開シンポジウムや会員交流会を開催し、会員のつながりの場を提供

した。 

食のグリーン購入研究会、ゼロエミ研究会では、様々な地域イベントに出展し、生物多様性と環境・

CSR 研究会、エコ通勤研究会ではメンバーの連携によるセミナーを開催する等して、それぞれ普及

啓発活動を行った。さらに、第 20 回記念大会として開催されたびわ湖環境ビジネスメッセでは、

より省資源な大会を目指して、賛同する出展者との協働により公式エコバッグを企画・作成した。 

 

 １．公開シンポジウム 
これならわかる！持続可能な企業戦略と地域との協創 

～ 協働・連携で進める、私たちの環境・社会貢献活動～  
 

2017 年 6 月 2日（金） 参加者 160 名 

会 場：コラボしが 21 3 階 大会議室 

内 容：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「これならわかる、持続可能な企業戦略と地域との協創 

～フォーチュン誌『世界を変える企業 50 選』で 18 位の伊藤園等を事例と 

して CSR・CSV・SDGs を考える～」 

(株)伊藤園 常務執行役員 CSR 推進部長  笹谷 秀光氏 

フロアトーク「小さな取り組みから大きな成果を！ 

            ～協働・連携で進める、私たちの環境・社会貢献活動～」 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ：(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 人事総務本部 環境品質ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 横地 富重氏 

 たねやグループ (株)たねや 環境企画室 係長 木田 幸司氏 

 滋賀県 琵琶湖環境部 循環社会推進課 主幹 沼波 輝氏氏 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：滋賀県立大学 名誉教授・滋賀 GPN 会長 秋山 道雄 

 滋賀 GPN 事務局長 辻 博子 

  

自治体のグリーン購入 

担当者連絡会議 

2017 年度会員証 

笹谷氏 

フロアトーク 
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２．会員交流会 
 

2017 年 6 月 2日（金）  参加者 52 名 

公開シンポジウムに引き続き、コラボしが２１ 1 階 コルネットにて開催 

 

３. 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 
 

     2017 年 4 月 21 日（金） 第 10 回会議 

     2017 年 7 月 20 日（金） 第 11 回会議 

 

     2017 年 8 月 27 日（日） 

「集まれ！エコっ子フェスティバル」出展 
 

場 所：ビバシティ彦根 

主 催：エコっ子フェスティバル実行委員会（県立大学生有志） 

後 援：彦根市、滋賀県立大学 

内 容：食のグリーン購入に関する調査と啓発活動 

 

     2017 年 12 月 9 日（土） 

「三方よしエコフェア 2017」出展 
 

場 所：ピアザ淡海 3 階 大会議室 

内 容：食のグリーン購入に関する調査と啓発活動 

 

     2018 年 1 月 27 日（土） 

「第 17 回草津市こども環境会議」出展 
 

場 所：草津市役所 2 階 特大会議室 

内 容：食のグリーン購入に関する調査と啓発活動 

 

   ○ゼロエミ研究会  
 

     2017 年 8 月 27 日（日） 

 「集まれ！エコっ子フェスティバル」出展 
 

場 所：ビバシティ彦根 

主 催：エコっ子フェスティバル実行委員会（県立大学生有志） 

後 援：彦根市、滋賀県立大学 

内 容：学生による劇「ゴミステスト！」開催支援、 

エコクイズ・ラリーの実施 

 

   ○生物多様性と環境・CSR 研究会  
 

2017 年 5 月 24 日（火） 企画会議  

2017 年 12 月 26 日（火） 企画会議 

2018 年 3 月 22 日（木） 企画会議 

 

 

 

草津市こども環境会議 

エコっ子フェスティバル 

食の GP 研究会ブース 

エコっ子フェスティバル 

啓発劇「ゴミステスト！」の一場面 

三方よしエコフェア 

エコっ子フェスティバル 

エコクイズ・ラリー 
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2017 年 7 月 12 日（水） 

「滋賀らしい生物多様性保全とメリットをチョイス！」 

事例相談会 開催 
 

場 所：環びわ湖大学・地域コンソーシアム会議室 

主 催：滋賀 GPN 生物多様性と環境・CSR 研究会 

後 援：滋賀県・滋賀県中小企業家同友会 

参加者：38 名 

内 容： 

開会挨拶・趣旨説明 

       千々岩 哲（生物多様性と環境・CSR 研究会／(株)地域環境計画） 

   基調講演「『生物多様性しが戦略』の概要とその取り組みについて」 

       野村 俊夫氏（滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課） 

   事例報告 

   ①森林における生物多様性保全活動実践事例 

「琵琶湖森林づくりパートナー協定」の現状と課題 

行政：田上 秀彦氏（滋賀県琵琶湖環境部森林政策課） 

「コープの森 命を育む『どんぐりプロジェクト』の取り組み 

企業：冨田 剛氏（コープしが） 

②農村における生物多様性保全活動実践事例 

「農山村における『生物多様性保全の取組』 ～世界農業遺産の視点から～」 

行政：青田 朋恵氏（滋賀県農政水産部農政課） 

「工場の部材を有効活用した 琵琶湖の生物多様性保全活動」 

企業：藤本 浩司氏（積水化学工業(株)滋賀栗東工場） 

③企業敷地とその周辺における生物多様性保全活動実践事例 

    「企業による生物多様性保全活動の支援」 

行政：野村 俊夫氏 

    「企業連携による湖東地域の生物多様性保全を目指して ～トンボ 79 大作戦～」 

企業：渡邉 共則氏（旭化成(株)守山製造所／ 

生物多様性湖東地域ネットワーク） 

         フロアトーク（総合討論＆質疑応答） 

         「何があったら生物多様性保全に取り組める？？全員事例相談会」 

           パネラー：冨田 剛氏、藤本 浩司氏、渡邉 共則氏 

           コーディネーター：千々岩 哲 

閉会挨拶  辰巳 勝則（生物多様性と環境・CSR 研究会／(株)滋賀銀行） 

 

     2017 年 9 月 7 日（木） 

「世界農業遺産認定を目指して モニターツアー」協力 
 

主 催：滋賀県農政水産部農政課世界農業遺産推進係 

企画協力：滋賀 GPN 生物多様性と環境・CSR 研究会 

場 所：魚のゆりかご水田（野洲市須原）、 

漁民の森（野洲市大篠原） 

参加者：27 名 

内 容：・魚のゆりかご水田の現地見学 

・稲刈り体験 

・漁民の森見学と取組説明 他 

 

 

生物多様性と環境・CSR 研究会セミナー 

参加メンバーの記念写真 



6 
 

    ○エコ通勤研究会  
 

コアメンバー会議開催 

2017 年 7 月 19 日（木）、2017 年 8 月 24 日（木）、 

     2017 年 9 月 11 日（月）、2017 年 11 月 6 日（月）、 

     2018 年 1 月 23 日（火）、2018 年 3 月 12 日（月） 

 

     2017 年 11 月 27 日（月） 

セミナー エコ通勤で経営をステップアップ！ 

 効率的に 健康的に 環境配慮型に 組織が変わる 

   「エコ通勤優良事業所認証」取得のススメ 開催 
 

場 所：環びわ湖大学・地域コンソーシアム会議室 

主 催：滋賀 GPN エコ通勤研究会 

後 援：滋賀県・滋賀県中小企業家同友会 

参加者：34 名 

内 容： 

エコ通勤とは、「エコ通勤優良事業所認証」とは 

 国土交通省 近畿運輸局 交通政策部環境・物流課 課長補佐 橋本 朋彦氏 

 県内事業者 4 社の取組報告・ディスカッション 

   アインズ(株) 購買部 部長  村田 均氏

  

(株)滋賀銀行 人事部厚生グループ調査役  徳地 敦士氏 

近江鉄道(株)  人事部課長   山田 史氏 

   (株)木の家専門店谷口工務店 設計部カスタマーセンター課 佐藤 恭子氏 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ：輪の国びわ湖推進協議会事務局長 佐々木 和之氏 

 エコ通勤に係る支援制度の情報提供  滋賀県、守山市、近江鉄道(株) 

 

４.「びわ湖環境ビジネスメッセ 2017」出展  
 

    2017 年 10 月 18 日（水）～20 日（金） 

会 場：長浜バイオ大学ドーム 

内 容：県の会計管理局管理課、循環社会推進課、森林政策課と連携出展 

         「グリーン購入相談コーナー」を設置。3日目はエコマーク事務局も常駐 

         出展する 52 会員が、「滋賀 GPN ロゴマーク」を掲示して普及啓発を実施 

  【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 
(一社)ｋｉｋｉｔｏ 
(株)木の家専門店 谷口工務店 
(株)木下カンセー 
木村電工(株) 
(株)キャムズ 
近畿環境保全(株) 
国友工業 
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 

(株)しがぎん経済文化センター 
(株)滋賀銀行 
(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 
(一社)滋賀県造林公社 
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 
ダイハツ工業(株)滋賀(竜王)工場 
髙橋金属(株) 
匠堂 
ティーエムエルデ(株) 
(株)テクノサイエンス 

夏原工業(株) 
西村建設(株) 
日本電気硝子(株) 
日本ソフト開発(株) 
(株)日吉 
(株)フジサワ建設 
(株)平和堂 
ベストハウス 
前出産業(株) 
(株)マンアップ 
(株)明豊建設 
(株)森田電器工業所 
(株)山久 
ヤマジックス(株) 
山室木材工業(株) 
(株)ラーゴ 
 

エコ通勤研究会セミナー 



7 
 

 

５. びわ湖環境ビジネスメッセ第 20 回記念公式エコバッグ事業  
 

出展団体のうち賛同する事業者で同じバッグを作成し、来場者に配布することで、 

配るバッグの総量を減らし、省資源な大会を目指そうという企画。 

17 団体が参加、バッグを 3150 枚作成した。 
 

  【事業への参加団体】（50 音順） 

アインズ(株) 

アヤハグループ 

(株)エコパレット滋賀 

(公財)淡海環境保全財団 

大阪ガス(株) 

(株)木下カンセー 

(株)三東工業社 

(株)滋賀銀行 

滋賀 GPN 

 

(株)滋賀建機 

(公財)滋賀県産業支援プラザ 

新江州(株) 

西村建設(株) 

日本テクノ(株) 

(株)平和堂 

前出産業(株) 

(株)山久 

６.「会員発いちおしグリーン商品リスト」発行 
 

  6 月 2 日 会員総会時に、Ver.18 を発行 

 169 商品＋巻頭買うエコ大賞受賞商品（11）掲載 

 

７. 第２回「買うエコ大賞」 

 

 5 月 1 日～31 日 滋賀県東京事務所ディスプレイにて 

商品・サービス部門受賞 6商品を展示 

 

８. 設立 20 周年記念事業の企画検討 
 

  企画部会が担当することとし、2回の部会を開催して実施事業について検討した。 

 

 

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」では「エネルギー体験ひろば」を併設して再

生可能エネルギーの普及啓発にも注力した。過去最高の来場者数となり子どもたちの来場も多かっ

たことから、効果的な啓発活動が実施できた。県内全自治体連携の啓発リレーでは、グリーン購入 

キャンペーンと連動して「食品

ロス削減」の啓発も実施した。 

また、「おおつエコフェスタ

2017」や「草津こども環境会議」

等、各種の地域イベントに参加

して「環境に配慮した暮らし方」

の普及拡大に努めた。 

 

 

ディスプレイ展示の様子 

公式エコバッグ（手前）と 

来場者にバッグを手渡すスタッフ 

三方よしエコフェア 2017 
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１. 三方よしエコフェア 2017 
 

    2017 年 12 月 9 日（土） 来場者：約 1500 名 

会 場：ピアザ淡海 3 階 大会議室  

  主 催：滋賀 GPN 

後 援：滋賀県、大津市、滋賀県教育委員会、 

大津市教育委員会 

内 容：・県産食材や工芸品等、環境配慮商品等の展示・販売 

         ・子ども向けのエコ体験、ワークショップ 

        ・ステージイベント 

          11：00～11：45 らんま先生の「エコ・体験マジックショー」 

          13：00～13：50 子どもエコ座談会「三方よし小学校」 

         ・エネルギー体験ひろば 

          ※滋賀県地域エネルギー活動支援事業補助金により開催 
 

    【三方よしエコフェア 2017・エネルギー体験ひろば出展者】（50 音順） 

NPO 碧いびわ湖 
循環型社会創造研究所 えこら 
(特非)エコロジーオンライン／ 

里山エネルギー(株) 
(株)エスサーフ 
大阪ガス(株)滋賀事業所 
大津市地球温暖化防止活動推進ｾﾝﾀｰ 
(一社)ガールスカウト滋賀県連盟  
かみおかべ古民家活用計画 

-SLEEPING BEAUTY－ 
木の人形をつくる会 
草津市国際交流協会 
(株)クリーンベンチャー21 
(有)甲賀もち工房 
(株)コクヨ工業滋賀 
sachi-kou-bou 
滋賀ＧＰＮ食のグリーン購入研究会 
滋賀県県民活動生活課／消費生活ｾﾝﾀｰ 

滋賀県循環社会推進課 
滋賀県産間伐材有効利用促進グループ 
滋賀県生活協同組合連合会 
滋賀県地球温暖化防止活動推進センター 
(公財)滋賀県緑化推進会 
コーヒーハウス ショコラ 
せせらぎの郷 
(株)千成亭 
ちっち＆みっきー 
夏原工業(株) 
日本エコ照明(株) 
(特非)日本食品リサイクルネットワーク 
びわ湖 100km ﾁｬﾘﾃｨｰ歩行大会実行委員会 
びわこみみの里 
守山わくわくマルシェ 
(有)山本材木店 
輪の国びわ湖推進協議会 

 

２.グリーン購入キャンペーン（個人対象） 
 

○会員従業員への普及啓発 

  2017 年 10 月月間 

滋賀ＧＰＮ会員から従業員に向けて、以下の取り組みを呼びかけた。（会員 130 団体が参加） 

・グリーン購入の取り組み 

・エコ通勤・エコトリップ（自動車を使わない通勤、買い物、旅行等） 

・食品ロス削減の取り組み（宴会時の「3010 運動」の実施等） 
 

○一般消費者への普及啓発 

        2017 年 10 月 23 日～12 月 2 日 

      県が実施する「環境にやさしい買い物キャンペーン」に延べ 16 名が参加して、レジ袋の削減や 

 グリーン購入の取り組みを買い物客に呼びかけた。 

       参加団体：旭化成住工(株)本社・滋賀工場、大西電子(株)、滋賀県地域女性団体連合会、 

(株)ずゞ平、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、滋賀ＧＰＮ事務局 

子どもエコ座談会 
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３.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 
5／29(月) 

～6／1(木) 
高島市 

ごみ減量対策課 
高島市役所 
正面玄関 

女性を中心に足を止めて見てくれる方が何名かいま

した。 

6／5(月) 
～6／8(木) 

大津市 
環境政策課 市民ギャラリー 

展示用パンフレット類の中で、直売所マップが一番

人気がありました。具体的な情報や生活に密着し活

かせる情報が手に取ってもらいやすいのかもしれま

せん。 

6／12(月) 
～6／15(木) 

滋賀県 
循環社会推進課 

県庁本館 1 階 
県民サロン 

パネルはイラストを用いて見やすく作成されてお

り、記載されている内容も充実しているので、読み

ものとして、非常におもしろいと思いました。パネ

ルを活かすためにも設置する場所が重要と感じまし

た。 
6／27(火) 
～6／29(木) 

野洲市 
環境課 

市民活動支援 
センター 

マイバックお買い物マナーのチラシと食を推進する

冊子が減っており、関心の高さをうかがうことがで

きました。 
7／3(月) 
～7／6(木) 

湖南市 
生活環境課 

湖南市役所 
東庁舎 玄関 

展示場所に近い職員によると、足を止めてじっくり

パネルの内容を読んでいる方もいたとのことです。 
7／10(月) 
～7／13(木) 

日野町 
総務課 

日野町立図書館 
展示コーナー 

バイコットペンギン看板を目にとまる場所に置くと

よいかもしれません。 
7／18(火) 
～7／20(木) 

愛荘町 
環境対策課 

ゆうがくの郷 
秦荘図書館 

図書館 2 ヶ所に設置し、両職員の方が、子どもが良

く見ていたと言われていました。又、夏休みに入っ

たため保護者の方も見られていたそうです。 

7／24(月) 
～7／27(木) 

多賀町 
総務課 

多賀町総合福祉 
保険センター 
ふれあいの郷 

例年展示している玄関前が今年は使えなかったので

場所を変えて行いましたが、いつもと違う層のお客

様に見ていただけていたようで、今後の展示に活か

していきたいと思いました。 
7／31(月) 

～8／3(木) 
米原市 

環境保全課 
米原市役所 
本庁庁舎 

照明等によりパネルを分りやすく（見えやすく）す

ると、より住民の目を引くかと思います。 
8／7(月) 
～8／10(木) 

甲良町 
総務課 

甲良町役場 
正面玄関 

めくりパネルやマスコットペンギン看板が住民の足

をとめる要因になっていました。 

8／14(月) 
～8／17(木) 

豊郷町 
総務課 

豊郷町役場 
正面玄関 

エコぺんが住民の目によくうつっていたように感じ

ました。それをきっかけにパネルの確認もされてい

ました。 

8／21(月) 
～8／24(木) 

近江八幡市 
管財契約課 

市役所 
玄関玄関ロビー 

来庁者の出入りが多く、目にも止まりやすい玄関の

ロビーに設置することが望ましいと思います。 
設置したパンフレットは半分以上持ち帰っていた。

エコに関心を持つ方も多くいることがうかがえまし

た。 

8／28(月) 
～8／31(木) 

竜王町 
総務課 

竜王町公民館 
交流フロア 

夏休み期間中であり、子ども連れや学生の方の来所

が多く、マスコットのペンギンに足をとめてパネル

を見て頂き、分りやすい啓発をすれば、関心を持っ

てもらえると感じました。 

9／4（月） 
～9／7（木）

守山市 
環境政策課 

市役所正面玄関 
横スペース 

長期にわたり、県・市町でつないだ啓発リレーも次

で最後となりました。栗東市さん、アンカーよろし

くお願いします！！ 
9／8(金) 
～9／15(金) 

栗東市 
環境政策課 栗東西図書館 工夫を凝らされた展示なので、啓発の事も含め今後

も実施していただきたいです。 
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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 
7 月 1 日(土) 

甲賀市 
生活環境課 

 
2017 キャンドル

ライトコンサー

ト in 甲賀 

今回、はじめてこのイベントでの啓発としましたので、

来場者には新鮮さがあったと思います。しかし設置場

所が限られていたことから、少し寄り付きにくい感じ

もありました。「COOL CHOICE」の PR はできたと

思います。 

昨年度は市長にも見てい

ただきましたが、今回は

副市長に見ていただきま

した。やはりトップセー

ルスは必要かと思いま

す。 

9 月 10 日(日) 
草津市 
環境課 

 
リサイクルフェ

ア草津 2017 

「環境ラベル」と「みんなでグリーン購入」のパネル

を展示しました。大人の方が子どもに教えながら環境

ラベルの？マークをめくる姿が多くみられました。小

学生未満の子どもには難しい内容であったようです

が、楽しそうにマークをめくっていました。大人の方

にも「知らなかった」「こんなにたくさんのマークがあ

るのね」と関心を持っていただくことができ、また、

啓発している職員の作業服についているエコマークを

見せると、身近にある様々なものに環境ラベルがつい

ていることに驚いておられました。 

生活に身近な内容で、関

心を持ってみていただけ

るものと思います。来場

者の方とコミュニケーシ

ョンをとりながら、自ら

も楽しみながら頑張って

ください。 

11 月 3 日(金) 
東近江市 
生活環境課 

 
ECO まつり 

＜市民の反応＞ 

・子どもが手回し発電機には、興味を示していました。 

＜良かったこと＞ 

・借用物だけで展示ができたので、非常に助かりまし

た。 

＜困ったこと＞ 

・自転車での発電機が故障して借りれなかったこと。・

使い方のマニュアルなど、各啓発物品の使い方が分か

りにくかった。・借用物品のリスト等の借用物の詳細

が分かるようなリストが無かったことから、返却時に

借用物が分かりにくかった。（「エコマークを探せ」

の箱に入っていた物とイベントで使用する事務用品が

混同する可能性があったため）・エコマークの趣旨の

説明パネルなど、ゲームだけでなく、ゲームの意義が

分かるような掲示物がないため、市民から質問があっ

た場合に答えにくいと思いました。 

（例えば、リサイクルをしたら何に変わるのかなどが

分かるような説明があると良いと思いました。） 

手回し発電機は、電球と

蛍光灯では無く、蛍光灯

と LED などの比較の方

が日常生活と関連づけや

すいのでないかと感じま

した。 

11 月 11 日(土) 
～11 月 12 日(日) 

彦根市 
生活環境課 

 

ひこねエコフェ

スタ 2017 

「ついているかな？ エコマーク」、「買い換えるなら 

省エネ家電」など、来場者の方々に体験いただくこと

を中心に啓発活動を行いました。体験いただくことに

よって、来場者の方々に新たな気づきなどがあったよ

うで、環境に配慮した物品の購入について今まで以上

に理解をしていただけたと思います。 

体験いただく啓発活動

は、環境に配慮した物品

の購入等の理解をより深

めていただけると思いま

す。 
来場者の方々に声をかけ

ながら、市民の皆様等の

理解の状況を感じ取っ

て、普及・啓発に努めて

ください。 
3 月 11 日(日) 

長浜市 
環境保全課 

 
長浜市環境にや

さしい日フェア 

環境に関心のある市民の参加が多く、パネル展示を見

た人は、熱心に読んでおられた。 
イベントに来場された方が常に足を止めるといったよ

うなことはなかったのが残念でした。 

来場者にアピールする展

示方法を検討する必要が

あると感じました。 
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４．啓発資材の作成、貸出 
 

  2017 年 5 月 「食品ロス削減」啓発パネル 1 枚作製 

 

啓発パネル等の貸出実績 9件 

 

 

５.地域事業等への協力・参加、出前講座の実施 
 

2017 年 5 月 10 日 

2017 年 5 月 10 日 

2017 年 6 月 9日 

2017 年 6 月 21 日 

2017 年 7 月 21 日 

2017 年 7 月 30 日 

2017 年 8 月 9日 

2017 年 8 月 27 日 

 

2017 年 10 月 2 日 

2017 年 10 月 8 日 

2017 年 10 月 20日 

2017 年 10 月 21～ 

2017 年 12 月 1 日 

2017 年 12 月 1 日 

2017 年 12 月 15日 

2018 年 1 月 27 日 

2018 年 3 月 4日 

関西電力懇話会 参加 

社会福祉法人しがぎん福祉基金 評議員会 出席 

「第 7回環境マイスター研修会」講師協力 

第 1回「エコっ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」実行委員会 参加 

「草津エコフォーラム 2017」出展参加 

「おおつエコフェスタ 2017」出展参加 

第 2回「エコっ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」実行委員会 参加 

「集まれ！エコっ子ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」後援･ 

事務局業務協力

「JICA 廃棄物管理能力向上研修」講師協力 

「協同 2017 全国集会」分科会パネリスト協力 

 BBC「滋賀創生ゼミナール」収録協力 

22 日 「びわ湖ﾁｬﾘﾃｨｰ 100km 歩行大会」後援 

平成 29 年度「県下一斉清掃運動」参加 

京都産業大学「マネジメント特論」出講 

京都産業大学「ｿｰｼｬﾙ・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ論」出講 

 第 17 回草津こども環境会議 出展 

平成 29 年度「環境講演会」講師協力 

主催：関西電力 

主催：滋賀銀行 

主催：日本自販連滋賀県支部 

主催：同実行委員会 

主催：草津市・草津商工会議所 

主催：大津市 

主催：同実行委員会 

主催：同実行委員会 

 

主催：京都市環境保全活動推進協会 

主催：同実行委員会 

主催：びわ湖放送 

主催：同実行委員会 

主催：滋賀県 

主催：京都産業大学 

主催：京都産業大学 

主催：同実行委員会 

主催：高島市エコライフ推進協議会 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

６．地域の関係団体との連携  
 

・近江環人評価委員会 評価委員として参加 

・近江地域学会 理事として参加 

・社会福祉法人しがぎん福祉基金 評議員として参加 

・滋賀県買い物ごみ・食品ロス削減推進協議会 

・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 

・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 

食品ロス削減に関する 

啓発パネル 

JICA 廃棄物研修 びわ湖チャリティ 100ｋｍ歩行大会 

びわコミ会議 
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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・市町の動向等に関する情報収集に努め、ニュースレター、

メルマガ、ホームページを通じて情報提供を行った。 

 

１. ニュースレター 
 

第 32 号 8 月発行 

第 33 号 3 月発行 

 

２. メルマガ・FAX リリース  14 回発行 
 

 

第 235 号（2017.4.6）   第 236 号（2017.5.11）  第 237 号（2017.6.13） 

第 238 号（2017.6.20）   第 239 号（2017.7.6）   第 240 号（2017.8.1） 

第 241 号（2017.9.7）   第 242 号（2017.10.10）  第 243 号（2017.11.1） 

第 244 号（2017.12.6）   第 245 号（2018.1.10）  第 246 号（2018.1.22） 

第 247 号（2018.2.7）   第 248 号（2018.3.8） 

 

３. ホームページ 
 

情報発信力を強化するため、20 周年記念事業の一環として

ホームページをリニューアルすることとし、トップページを

含む主要ページのリニューアルを先行して行った。 

お知らせ欄、活動報告欄等を随時更新した。 

 

４. ＧＰＮ「全国フォーラム」等への参加 
 

2018 年 1 月 29 日 九州ＧＰＮ設立 10 周年記念講演会 

「グリーン購入とＳＤＧsを考える」参加 

 

５. 入会案内パンフレットの作成 
 

  7 月発行 

 

 

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） 193 事業者 

     STEP２： 27（A コース： 9、Bコース：18） 

     STEP１： 166（A コース：68、Bコース：98） 
 

※現在の登録者リストは、別紙２参照 

ニュースレター第 33 号 

GP プラン滋賀 

登録証交付式の様子 

新ホームページのトップページ 
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２. 「登録証交付式」 
 

  2017 年 4 月 14 日（金） 参加者：25 名 

 

３. 「グリーン購入実践講座」 
 

前期１ 2017 年 4 月 14 日（金） 大津会場  参加者：42 名 

     「琵琶湖保全再生法と今後の琵琶湖の保全」 

        滋賀県立大学 環境科学部 教授 井手 慎司氏 
 

前期２ 2017 年 6 月 22 日（木） 彦根会場  参加者：32 名 

「滋賀県低炭素社会づくり推進計画について」 

滋賀県 琵琶湖環境部 温暖化対策課 主任主事 竹内 雅美氏 

「伝統産業と環境配慮製品について」 

日産陶業株式会社 開発 代表 宮脇 由直氏 
 

前期３ 2017 年 7 月 25 日（火） 大津会場  参加者：38 名 

「日本一の環境こだわり農業」～１５年間の軌跡とこれから～ 

滋賀県 農政水産部 食のブランド推進課 参事 森野 真氏 

「有機農業の実践とこれからの可能性」 

針江のんきぃふぁーむ 代表 石津 大輔氏 
 

前期４ 2017 年 9 月 5 日（火） 彦根会場  参加者：19 名 

「木質バイオマスペレットから猫砂へ 

 こにゃんの森エネルギー研究会の報告」 

有限会社山本材木店 青木 みどり氏 

「ローカルベンチャーに取り組んで～1年目の報告～」 

クミノ工房 代表 井上 慎也氏 

フロアトーク：「どんな事業所でもできる森林資源の活用とは？」 

コーディネーター：滋賀県立大学 環境科学部 教授 高橋 卓也氏 

 
 

後期１ 2017 年 10 月 5 日（木） 彦根会場  参加者：24 名 

「グリーン購入リーダー講座 3～環境配慮商品の選び方を身につけよう～」 

滋賀ＧＰＮ 事務局長 辻 博子 
 

後期２ 2017 年 11 月 22 日（水） 彦根会場  参加者：26 名 

「観光業を通じた環境・地域創りの取り組み」 

         琵琶湖汽船(株)  代表取締役  川戸良幸氏 
 

後期３ 2018 年 1 月 24 日（水） 近江八幡会場 

  参加者：32 名 

     「地球温暖化とエネルギーのグリーン購入」 

         大阪ガス(株) エネルギー・文化研究所 

主席研究員 当麻潔氏 
 

後期４ 2018 年 2 月 20 日（水） 大津会場  参加者：43 名 

        「地域活動から始めるサステナブル（ＳＤＧｓ）な社会づくり」 

(一社)ロハス・ビジネスアライアンス 共同代表 大和田順子氏 

 

     ※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。 

 

 

実践講座 前期１ 

講師：井手慎司氏 

実践講座 前期４ 

実践講座 後期３ 

講師： 当麻潔氏 

実践講座 

県 管理課 青木氏報告風景 
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４. グリーン購入基礎研修会 
 

2017 年 4 月 14 日（金）  大津会場  参加者：6名 

2017 年 9 月 5日（火）   彦根会場  参加者：11 名 

2017 年 11 月 22 日（水）  彦根会場  参加者：9名 

2018 年 2 月 20 日（木）  大津会場  参加者：13 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。 

 

５. ヒアリングの実施 
 

  STEP２全登録 27 者を対象に個別ヒアリングを、STEP１登録 

 2 者を対象に訪問ヒアリングを実施した。 

 

６. その他 

  ホームページ管理、パンフレット作成、説明開催等により制度の広報活動を行った。 

 

 

Ⅵ 総会・理事会等の開催 

 

１. 第５回定時会員総会の開催 
 

  実施日：2017 年 6 月 2日（木） 

  会 場：コラボしが２１ 3 階 大会議室 

出席者数：総会 出席正会員数 294 団体 

（うち出席 104 団体、委任状 190 団体） 

出席者数 135 人 

  審議事項：・2016 年度事業報告および決算報告について 

       ・第 3 期理事および第 3期監事の選任について 

  報告事項：・アドバイザーおよび第 3 期幹事について 

       ・2017 年度事業計画・予算について 

 

２. 理事会の開催 
 

■第 15 回理事会 

■第 16 回理事会 

■第 17 回理事会 

■第 18 回理事会 

（2017 年 5 月 23 日） 

（2017 年 6 月 2 日） 

（2017 年 9 月 26 日） 

（2018 年 3 月 22 日） 

出席者 理事 7名 監事 2名  陪席者 6名 

出席者 理事 7名 監事 2名  陪席者 1名 

出席者 理事 6名 監事 2名  陪席者 3名 

書面評決 

 

３. 幹事会・部会の開催 
 

■2017 年度第１回幹事会（第 73 回） 

■幹事勉強会（講演会） 

■2017 年度第 2 回（第 74 回）幹事会 

■2017 年度第 3 回（第 75 回）幹事会 
 

■2017 年度第 1 回企画部会 

■2017 年度第 2 回企画部会 

（2017 年 5 月 9 日） 

（2017 年 5 月 9 日） 

（2017 年 8 月 31 日） 

（2018 年 3 月 7 日） 
 

（2017 年 12 月 25 日） 

（2018 年 3 月 7 日） 

出席者 33 名 

出席者 31 名 

出席者 23 名 

出席者 18 名 
 

出席者 16 名 

出席者 13 名 

グリーン購入基礎研修会 

会員総会 報告時の役員席 

ヒアリング風景 
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■2017 年度第 1 回キャンペーン部会 

■2017 年度第 2 回キャンペーン部会 
 

■2017 年度第 1 回エコフェア部会 

■2017 年度第 2 回エコフェア部会 

■2017 年度第 3 回エコフェア部会 

■2017 年度第 4 回エコフェア部会 
 

■第 1回収益事業検討会 

■第 2回収益事業検討会 

 

（2017 年 5 月 23 日） 

（2017 年 7 月 4 日） 
 

（2017 年 8 月 1 日） 

（2017 年 9 月 25 日） 

（2017 年 11 月 21 日） 

（2018 年 1 月 16 日） 
 

（2018 年 1 月 23 日） 

（2018 年 2 月 28 日） 

 

出席者 9 名 

出席者 11 名 
 

出席者 10 名 

出席者 11 名 

出席者 11 名 

出席者 9 名 
 

出席者 4 名 

出席者 5 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 

杉本総合会計 

(株)平和堂 
 

 

＜半年間＞ (株)木の家専門店 谷口工務店 

 

 

２. 寄附 
 

・2017 年 11 月 イオンリテール株式会社様より 40,251 円 
 

・2017 年 12 月 びわ湖チャリティー100km 歩行大会実行委員会様より 30 万円 

 

    ご寄附をいただき、ありがとうございました。大切に使わせていただきます。 

 

 

 

びわ湖チャリティー100km 歩行大会実行委員会様 

への感謝状贈呈の様子 

2017 年 4 月 1 日現在のホームページ 
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別紙１ 

２０１７年度「グリーン購入キャンペーン」 参加団体一覧 

（2017 年 10 月実施） 

 

 

＜企業＞ 

アインズ(株) 

(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 

(株)エフエム滋賀 

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) 

(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 

(株)清友商会 

クチムラ 

熊谷電工(株) 

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 

佐々木印刷(有) 

(有)澤五車堂 

三協高圧(株) 

(株)サンクス 

(株)サンコー製作所 

三陽建設(株) 

サンライズ出版(株) 

 

 

 

(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 

新江州(株) 

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) 

たねやグループ 

(株)タマヤ 

(有)他谷無線商会 

(株)中央精器 滋賀支店 

角川電機 

帝産湖南交通(株) 

(株)デジ・プリント滋賀 

寺村書店 

電気硝子ユニバーサポート(株) 

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) 

日本ガラストロニクス(株) 

企業組合ねっこの輪 

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 

びわ湖パナソニックファミリー会 

(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 

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 

守山ガス器具センター住設(株) 

(株)ヤサカ 

(有)柳印刷店 

(株)ヤマジ 

(株)ヤマダ 

(有)山田東店 

(有)ヤマダ油脂 

(株)山名印刷 

(有)山本材木店 

(株)ユニーズ 

 

＜団体＞ 

(特非)碧いびわ湖 

(公財)淡海環境保全財団 

滋賀県生活協同組合連合会 

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＞ 

近江八幡市 

草津市 

東近江市 

 

合計 １３０団体 
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別紙２ 

「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 

2018 年 5月 29 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 

いすゞ自動車近畿(株) 

(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) 

(株)ＦＭおおつ 

近江印刷(株) 

（公財）淡海環境保全財団 

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)滋賀営業所 

(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) 

滋賀設備(株) 

(株)滋賀厨房 

滋賀トヨタ自動車(株) 

滋賀トヨペット(株) 
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(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)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 

新江州(株) 

進々堂商光(株) 

(株)杉山電設 

(株)スズキ自販滋賀 

(株)スマイ印刷工業 

 (有)スミダヤ 

スミ利文具店 

(有)センシブル・キタデ 

(有)創楽 

ソエダ(株) 

(株)ダイフク滋賀事業所 

(有)髙宮ビジネス 

(株)タグチ 

(有)田中印刷所 

(株)田中誠文堂 

(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 

(有)他谷無線商会 

(株)中央精器 

角川電機 

ＴＤＳ(株) 

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 

寺村書店 

(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) 

(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 

ベストハウスネクスト(株) 

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 

(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 

(有)山本材木店 

(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：１９６  

（ＳＴＥＰ２登録者数：２７、ＳＴＥＰ１登録者数：１６９）
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一般社団法人滋賀グリーン購入ネットワーク 

2017 年度（第 5 期）決算報告書 

 

 

 

自：2017 年 4 月 1 日 

至：2018 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 3,357,106 3,110,598 246,508

          立替金 0 2,119 △ 2,119

        流動資産合計 3,357,106 3,112,717 244,389

   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 3,357,106 3,112,717 244,389

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債

          未払費用 991,087 1,003,437 △ 12,350

          未払消費税等 0 266,900 △ 266,900

          前受金 132,600 20,000 112,600

          預り金 22,980 22,380 600

        流動負債合計 1,146,667 1,312,717 △ 166,050

   2. 固定負債

          事業引当金 1,900,000 1,600,000 300,000

        固定負債合計 1,900,000 1,600,000 300,000

        負債合計 3,046,667 2,912,717 133,950

Ⅲ  正味財産の部

   1. 指定正味財産

   2. 一般正味財産 310,439 200,000 110,439

        正味財産合計 310,439 200,000 110,439

        負債及び正味財産合計 3,357,106 3,112,717 244,389

貸借対照表

2018年（平成 30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



（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 4,894,000 5,002,000 △ 108,000
            個人賛助会員受取会費 78,000 57,000 21,000
          受取会費計 4,972,000 5,059,000 △ 87,000
          事業収益
            事業収益 2,548,779 2,019,578 529,201
          受取補助金等
            受取地方公共団体補助金 2,350,000 2,400,000 △ 50,000
            受取受託金 5,340,000 5,190,000 150,000
          受取補助金等計 7,690,000 7,590,000 100,000
          受取寄付金
            受取寄付金 373,441 265,560 107,881
          雑収益
            受取利息 281 236 45
        経常収益計 15,584,501 14,934,374 650,127
     (2)経常費用
          事業費
            給料手当 6,622,483 6,686,247 △ 63,764
            法定福利費 681,468 841,124 △ 159,656
            旅費交通費 200,267 280,048 △ 79,781
            通信運搬費 556,583 461,041 95,542
            消耗品費 487,058 324,508 162,550
            修繕費 12,960 0 12,960
            印刷製本費 730,512 665,703 64,809
            賃借料 323,358 648,838 △ 325,480
            諸謝金 464,828 396,900 67,928
            租税公課 2,000 2,200 △ 200
            支払寄付金 20,821 0 20,821
            委託費 1,295,959 448,128 847,831
            雑費 24,600 53,324 △ 28,724
          事業費計 11,422,897 10,808,061 614,836
          管理費
            給料手当 1,731,499 1,817,750 △ 86,251
            退職金共済掛金 96,000 96,000 0
            福利厚生費 24,390 31,420 △ 7,030
            法定福利費 330,816 204,662 126,154
            旅費交通費 101,570 71,740 29,830
            通信運搬費 97,791 264,337 △ 166,546
            消耗什器備品費 0 239,760 △ 239,760
            消耗品費 248,894 307,975 △ 59,081
            賃借料 817,019 816,384 635
            諸謝金 5,000 0 5,000
            租税公課 30,800 277,900 △ 247,100
            委託費 140,000 21,600 118,400
            全国ネット参加費 15,000 34,560 △ 19,560
            雑費 40,186 38,072 2,114
          管理費計 3,678,965 4,222,160 △ 543,195
        経常費用計 15,101,862 15,030,221 71,641
          評価損益等調整前当期経常増減額 482,639 △ 95,847 578,486
          当期経常増減額 482,639 △ 95,847 578,486
   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 0 600,000 △ 600,000
            買うエコ大賞事業費 300,000 0 300,000
          その他の経常外費用計 300,000 600,000 △ 300,000
        経常外費用計 300,000 600,000 △ 300,000
          当期経常外増減額 △ 300,000 △ 600,000 300,000
          税引前当期一般正味財産増減額 182,639 △ 695,847 878,486
          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 110,439 △ 768,047 878,486
          一般正味財産期首残高 200,000 968,047 △ 768,047
          一般正味財産期末残高 310,439 200,000 110,439
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 310,439 200,000 110,439

正味財産増減計算書

2017年（平成 29年）  4月  1日 から2018年（平成 30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) 1,130,846

関西ｱｰﾊﾞﾝ/びわこ
(NO.2090411)

326,260

定期預金 20周年事業
買うエコ大賞

1,900,000

3,357,106

0

3,357,106

（流動負債）

未払費用 991,087

前受金 132,600

預り金 源泉所得税 22,980

1,146,667

（固定負債）

事業引当金 20周年事業
買うエコ大賞

1,900,000

1,900,000

3,046,667

310,439

24

　　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

2018年（平成 30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 
 

 

一般社団法人滋賀グリーン購入ネットワーク ２０１７年度収支決算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収入の部 （単位：円）

正会員会費　（４６０団体分） 4,894,000

賛助会員会費　（２５名分） 78,000

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 450,000

メッセエコバッグ事業収入 1,072,400

講師謝金等 378,760

エコフェア協賛金ほか 395,819

協賛バナー広告 453,600

チラシ同封サービス・NL購読費他 248,200

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 350,000

　受取寄付金 200,000 372,800 373,441
びわ100
イオンリテール
その他

300,000
40,251
33,190

　雑収益 3,800 200 281

　前年度繰越金 200,000 200,000 200,000

収入合計 16,280,000 15,783,000 15,784,501

支出の部 （単位：円）

実践促進事業 602,715

連携推進事業 2,153,964

 　（内メッセエコバッグ事業　933,170）

暮らし方普及事業 1,733,772

情報提供・企画事業 1,584,627

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 357,819

給料手当・法定福利費等 2,182,705

事務所費等 817,019

旅費・通信運搬費・消耗品費等 664,241

全国ネットワーク会費 15,000

　租税公課 72,200 72,200 72,200

　事業引当金 300,000 300,000 300,000 買うエコ大賞事業積立金 300,000

　予備費 300,000 300,000 0

支出合計 16,280,000 15,783,000 15,474,062

収支差額 310,439

　　20周年記念事業積立金合計額 　　 1,600,000円

　　買うエコ大賞事業積立金合計額 300,000円

2,350,000

2,548,779

5,340,000

決算額

11,422,897

　受取会費 5,110,000 4,972,000

科　　　目 当初予算額
補正後
予算額

決算見込額の内訳決算額

4,972,000

　受取補助金 1,900,000 2,350,000

　事業収益 3,526,200 2,548,000

　受託金 5,340,000 5,340,000

科　　　目 当初予算額
補正後
予算額

　管理費 3,717,800 3,710,800

決算見込額の内訳

　事業費 11,890,000 11,400,000

3,678,965

参考資料 


