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一般社団法人滋賀グリーン活動ネットワーク 
 

２０１９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～ 

〇メッセ実行委員会との共催セミナーを「グリーン経済フォーラム」として開催し、サーキュラーエコノミ

ーとプラスチックをテーマに取り上げて、循環経済について考えた。同時に、国連の持続可能な開発目標

Sustainable Development Goals(略称：SDGs)」の理解促進・取り組み促進を図った。 

○全自治体（県・19 市町）による連絡会議では、普及効果を高めるため、「買うならエコ！」リレーの各自

治体における広報活動の強化、啓発内容の充実および開催方法の見直しを行った。 

〇県との協働で「グリーン購入＋エシカル キャンペーン」を実施し、環境面だけでなく社会面をも視野に入

れた「これからのグリーン購入」の実践を県内事業者に呼びかけた。 

 

１．グリーン経済フォーラム  （※SDGs連続講座 第 3 回として開催） 

「サスティナブルな未来のビジョン 

～サーキュラーエコノミー（循環経済）とプラスチックの行方～」 
 

2019年 10 月 17日（木） 会場：長浜バイオ大学（長浜市） 

参加者：137 名 主催：SGN、びわ湖環境ビジネスメッセ実行委員会 
 

講演１「循環経済と new plastics economy ～循環ビジネスと SDGs～」 

同志社大学 名誉教授 郡嶌 孝氏 

講演２「未来のために知っておきたい、海とプラスチックの話」  

大阪商業大学 公共学部 准教授／プロジェクト保津川 代表 原田 禎夫氏 

事例報告「スターバックスの使い捨てプラスチック削減と資源循環の取り組みについて」  

スターバックス コーヒー ジャパン(株) サプライチェーン本部 

           エシカルソーシング・サステナビリティチーム チームマネジャー 普川 玲氏 

パネルディスカッション「SDGsと企業活動を資源循環から考える」 

コーディネーター：京都産業大学 経営学部 准教授 宮永健太郎氏 

 

２．グリーン購入＋エシカル キャンペーン（事業者対象） 
 

2019年 10月～12月  参加団体：141団体（※別紙参照） 
  

 [取り組み項目別参加団体] 

・グリーン購入＋エシカルの取り組み（環境面に加え社会面も視野に入れた購入） 141団体 

・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）      35 団体 

・食品ロス削減の取り組み（宴会時の「3010 運動」の実施等） 45 団体 

 

３．会員講師の派遣 
 

    ■GP プラン滋賀「グリーン購入実践講座」講師 
 

6 月 27日（木）  (株)みんなの奥永源寺 代表取締役   前川 真司氏 

8 月 28日（火）  旭化成(株) 守山製造所 環境安全部      渡邉 共則氏 

11月 12日（火） (公財)淡海環境保全財団 キャリアアドバイザー 来田 博美氏 

1 月 21日（火）  せせらぎの郷 代表  堀 彰男氏 

          びわこみみの里 主任  田中 欣也氏 
 

■滋賀県立大学「環境経営論」ゲスト講師 

10月 23日(水)   (株)滋賀銀行 広報室長兼 CSR室長  嶋﨑 良伸氏 

10月 30日(水)   コクヨマーケティング(株)関西支社   

 関西サプライ営業部 部長      高橋 伸年氏 

11 月 6 日(水) 日本電気硝子(株) 環境管理部 部長代理  外間 喜春氏 

11 月 13 日(水)   ティーエムエルデ(株)メンテナンスサービス部部長 藤井 健氏 
 

■立命館大学「現代環境論」ゲスト講師 
 

11 月 7日(木)  山室木材工業(株) エネルギー事業本部 部長  清水 国行氏 

              (株)みんなの奥永源寺 代表取締役  前川 真司氏 

パネルディスカッションの様子 
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11月 14日(木)  びわ湖放送(株) 営業局長 松本 圭司氏 

           クミノ工房 代表  井上 慎也氏 
 

 

■京都産業大学「ソーシャル・ガバナンス論」ゲスト講師 
 

12月 12日(木)  滋賀県 農政課 主席参事  青田 朋恵氏 

      せせらぎの郷 代表 堀 彰男氏 

12月 19日(木)  たねやグループ 経営企画室  水森 貴文氏 

             (株)みんなの奥永源寺 代表取締役   前川 真司氏 

1 月 9日(木)  リコージャパン(株)経営企画本部 関西ビジネスサポートグループ 

 リーダー 花畑 雅広氏、村田 和子氏 

 オリックス・ファシリティーズ(株) 

 事業統括部 担当部長  山之内 禎生氏 

 

４．自治体のグリーン購入担当者連絡会議 

 2019年 7月 5日（金） 会場：草津まちづくりセンター（草津市） 出席者：27名 

 内 容：環境省 環境経済課による「グリーン購入法」に関する研修と連絡会議 

 

５．自治体のグリーン購入取組アンケート調査 2020 年 2月実施 

 

６．会員証発行 正会員および賛助会員に 2019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 

 〇20周年記念事業として記念のフォーラムと、お世話になった方々を招いての式典および会員交流会を開催 

した。フォーラムでは、前グリーン購入ネットワーク会長で日本エシカル推進協議会会長の中原 秀樹氏と 

三日月大造知事を講師に招き、20年間の活動を振り返りつつ、今後の活動について参加者全員によるディ 

スカッションを行った。 

〇20周年記念事業の一環として、４研究会が合同で企画するセミナーを初開催。各研究会の活動テーマに合

わせたセミナーと、中小企業者の経営に SDGs を落とし込むためのワークショップ型の経営塾との二部構成

で、全５回の連続講座とし、毎回多数の参加者を集めて好評を博した。 

〇県の関係各部局 20部局が集う検討会を前年に引き続き開催し、キャンペーンの効果的な実施方法等につい 

て意見交換を行い、県の関係部局との協働をさらに深めた。 

 

 １．20 周年記念フォーラム（会員総会と同日開催） 
 

「滋賀から『グリーン経済』をつくる、私たちの取り組み 

 ～これまでと、これから～」 
 

2019年 6月 4日（火） 会場：ピアザ淡海 大会議室（大津市） 

参加者：227 名   
 

記念講演 1「これからのグリーン購入と SDGs」 

(一社)日本エシカル推進協議会(JEI)  会長 中原 秀樹氏 

記念講演 2「SDGs×Sustainable 滋賀～真の循環型社会を目指して～」 

滋賀県知事  三日月 大造氏 

受賞報告  第 3回「買うエコ大賞」大賞受賞『魚のゆりかご水田米』 

せせらぎの郷 代表  堀 彰男氏 

報告とディスカッション 

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 

報告者 (一社)滋賀グリーン活動ネットワーク事務局  竹ヶ原 経子 

(株)滋賀銀行 総合企画部 広報室長兼 CSR室長    嶋﨑 良伸氏 

草津市 環境経済部 部長   藤田 雅也氏 

(有)南商店   南 敬子氏 

旭化成住工(株) RC管理部 環境安全課 担当課長 松宮 秀典氏 

循環型社会創造研究所えこら 代表   藤田 アニコー氏 

廃棄物バスターズ 代表   金澤 喗氏 

油藤商事(株) 代表取締役   青山 裕史氏 

  金澤氏の報告 

せせらぎの郷 堀氏の報告 
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２．20周年記念式典・会員交流会（会員総会と同日開催） 
 

 2019年 6月 4日（火） ホテルピアザびわ湖 6階 クリスタルルーム（大津市） 参加者：108名  

  

３．グリーン購入活動功労者表彰（会員総会と同日開催） 
 

 2019年 6月 4日（火） ピアザ淡海（大津市） 

 表彰者：82団体 
 

 設立より 20 年間継続して会員だった企業・団体を 

 活動功労者として表彰した。 

（※被表彰団体は「資料集」参照） 

 

４. 20周年記念・研究会連携 SDGs連続講座 

「これならできる！ここならできる！SDGs」（全５回） 
 

第１回は研究会連携、第２回はエコ交通研究会、第３回はゼロエミッション研究会、第４回は食の 

グリーン購入研究会、第５回は生物多様性と環境・CSR 研究会（生物研）が企画・運営を担当した。 

各回（第３回を除く）２部構成とし、第２部は「SDGs実践・交流塾」と称して、SDGsと企業経営を 

結び付ける実習を伴うワークショップ型で行った。以下、第１部と第２部を分けて報告する。 
 

  第１、２、４、５回の会場：ピアザ淡海 207 会議室（大津市） 

  第３回の会場のみ：長浜バイオ大学（長浜市）※前出の「グリーン経済フォーラム」として開催 
 

 

  【第１部】セミナー 
 

第 1回「世界の潮流 SDGsでビジネスチャンスをつかもう！」 
 

2019年 8月 23日（金） 参加者：63名 
 

講演「世界の潮流 SDGsでビジネスチャンスをつかもう！」」 

SDGsパートナーズ有限会社 代表取締役 CEO 田瀬 和夫氏 
 

第 2回「交通エコ・シフトで進める地球温暖化対策と健康経営」  
 

2019年 9月 17日（火） 参加者：42名 
 

問題提起「持続可能な社会での交通のあり方とは？」 

立命館大学 理工学部 環境都市工学科 教授  小川 圭一氏 

提言「エコ交通の必要性と豊田市エコ交通をすすめる会の取組」 

(公財)豊田都市交通研究所 研究部  石井 真氏 

報告「営業用自動車に代わる電動アシスト自転車の導入」 

パナソニック(株)ライフソリューションズ社 滋賀営業所 平山 紀秀氏 

報告「エコ通勤で進める健康経営 SDGs対応における位置づけ」 

(株)日立建機ティエラ 総務部 環境・安全グループ 牛谷 健司氏 

意見交換ワークショップ 

コーディネーター 輪の国びわ湖推進協議会 事務局長 佐々木 和之氏 
 

第 3回「サスティナブルな未来のビジョン 

～サーキュラーエコノミー（循環経済）とプラスチックの行方～」（再掲） 
 

 

2019年 10月 17 日（木） 参加者：137 名  ※「グリーン経済フォーラム」として開催 

 

  第 4回「食品ロスの現状と 

“食の未来”を SDGsの視点から考える」  
 

 

2019年 11月 20 日（水） 参加者：52名 
 

講演「食品ロスの現状と『食の未来』～SDGs の視点から～」 

農林水産省 大臣官房政策課  鈴木 健太氏 

報告 たねやグループ  製造部 主任 木田 幸司氏 

 (株)国華荘びわ湖花街道 代表取締役社長  佐藤 祐子氏 

 しが農業女子 100 人プロジェクト 副代表  渡辺 維子氏 

 フードバンクびわ湖 共同代表・事務局長 堀 豊氏 

パネルディスカッション「『食の未来』を SDGs の視点から考えよう」 

コーディネーター 農林水産省 大臣官房政策課 鈴木 健太氏 

 

グリーン購入活動功労者の皆さん 

第 1 回セミナーの様子 

第 2 回セミナーの様子 

第 4 回セミナーの様子 
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    第 5回「生物多様性で拓く未来 

～2020愛知目標の 10年とこれからの 10年～」  
 

 2019年 12月 18 日（水） 参加者：42名 
 

基調講演「SDGｓと生物多様性 

   2030 年に向けた 10年間に考えるべきこと」 

(公財)日本自然保護協会 広報会員連携部長 道家 哲平氏 

報告 1「滋賀･琵琶湖を守る取り組み：生物多様性保全の観点から」 

琵琶湖博物館 専門学芸員  中井 克樹氏 

報告 2「みなくち子どもの森の里山における生物多様性保全の実践」 

 みなくち子どもの森 学芸員 河瀬 直幹氏 

 フロアトーク「2020 愛知目標の 10年とこれからの 10年」 

 コーディネーター 生物研メンバー   宮永 健太郎氏 

（京都産業大学 経営学部 准教授） 
 

  【第２部】SDGs実践・交流塾 

「中小企業が経営に SDGs を落とし込むには？」その１～４  
 

第 1回、2回、4回、5 回のセミナー終了後に開催 
 

ナビゲーター：(株)滋賀銀行 広報室長兼 CSR室長 嶋﨑 良伸氏 

 油藤商事(株) 代表取締役 青山 裕史氏 

コーディネーター： 京都産業大学 経営学部 准教授 宮永 健太郎氏 

 くうのるくらすの創造舎 代表 南村 多津恵氏 
 

参加者数 その１：48 名、その２：37名、その３：38 名、その４：37名 

  

５．第３回「買うエコ大賞」表彰式（会員総会と同日開催） 
 

2019年 6月 4日（火） 

ピアザ淡海 3階 大会議室（大津市） 
 

2019年 3月 27日に結果発表した受賞者の表彰式を行った。 
 

商品・サービス部門 

【大    賞】魚のゆりかご水田米 

     せせらぎの郷（野洲市） 

【滋賀県知事賞】滋賀チェア        (株)安藤製材所（彦根市） 

【ＳＧＮ会長賞】「スカイライトチューブ」  (株)井之商（大津市） 

【優秀賞】    「木製名刺ケース」 滋賀県産間伐材有効利用促進グループ（彦根市） 

自然と共に生きる体験型宿泊施設「志我の里」 志我の里（高島市） 

MURASAKI no ORGANIC    (株)みんなの奥永源寺（東近江市） 

環境活動表彰  (株)木の家専門店 谷口工務店（竜王町） 「大津町家ホテルプロジェクト」 

(株)日立建機ティエラ（甲賀市） 「低炭素社会づくりに向けたエコ通勤活動の推進」  

 

６.「会員発いちおしグリーン商品リスト Ver.20」発行  2019年 6月 掲載商品数：169 

 

７. 県関係各部局連携による設立 20周年事業の企画検討 

第 3回 滋賀 GPNを活用した「三方よし」な部局連携に関する検討会  
 

2019年 4月 10日（水） 会場：大津合同庁舎（大津市） 参加者：16名   

キャンペーン「行動項目」について検討し、連携方法を探った。 

 

８．ワーキンググループ（研究会）支援 
 

前出の「SDGs連続講座」を 4研究会が協働で企画・運営した。 

その他、活動の記録を以下に記す。 
  

 ○食のグリーン購入研究会  
 

企画会議  2019年 8月 5 日（月）   参加者：6名 

企画会議  2019年 9月 27 日（月）  参加者：6名 

企画会議  2019年 11月 15 日（金） 参加者：７名 
 

「グリーン購入＋エシカル キャンペーン」イベント出展  2019年 11月 17日（日） 

「第 19回草津市こども環境会議」出展 2020 年 2月 2日（日） 

   

買うエコ大賞 表彰式 

実践・交流塾のワークショップ 

第 5 回セミナーの様子 

草津市こども環境会議の様子 
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 ○エコ交通研究会  
 

企画会議  2019年 5月 16 日（水） 参加者：12名 

企画会議  2019年 7 月 26 日（金） 参加者：10名 

企画会議  2020年 2 月 4 日（火）  参加者：10名 
 

 ○生物多様性と環境・CSR 研究会  
 

企画会議  2019年 4月 16 日（火）  参加者：7名 

企画会議  2019年 7月 9日（火）   参加者：4名 

企画会議  2019年 11月 20 日（水）  参加者：5名 

企画会議  2020年 3月 26 日（木）  参加者：7名 

 

Ⅲ 暮らし方普及事業 ～環境に配慮した暮らしを広める～ 

〇20周年記念事業のひとつとして行った「グリーン購入＋エシカル キャンペーン」では、県との協働で参加

宣言者を募ることとしたが、会員団体からその従業員への呼びかけの協力を得て、15,000人に近い参加者を

獲得することができた。参加宣言を募るにあたり、会員企業の協賛により抽選で 59 名に当たるプレゼント

を準備し、話題を集めることができた。 

〇「三方よしエコフェア」も 2019年度のテーマを「グリーン購入＋エシカル」とし、会場内でキャンペーン

への参加宣言を募った。また、出展者の協力で環境面に福祉面を加えた購入行動の実践促進を図った。ステ

ージでは、ミニコンサートでキャンペーン・ソングを披露して「グリーン購入＋エシカル」の啓発を行った。

さらに、滋賀県出身の落語家による「SDGs 落語」により琵琶湖のプラスチックごみ問題についても考えた。 

 

１. 20周年記念一斉行動キャンペーン 

「グリーン購入＋エシカル キャンペーン」（個人対象） 
 

実施期間：2019年 10月～12 月（参加宣言は 2020 年 2月まで受付） 
 

呼びかけ項目： ①マイバッグ・マイボトルを持っていこう  

 ②包装の少ないものや、つめかえ品をえらぼう 

 ③滋賀県産をえらぼう 

 ④フェアトレード商品をえらぼう 

 ⑤「買い物メモ」を持っていこう 

 ⑥近いところなら自転車でいこう 
 

キャンペーン参加宣言者数：14,820 人（参加宣言書の回収数） 
 

参加者プレゼント協賛団体： 

エコロテック(株)〔脳トレボードゲーム３名様〕 

観光交流企画室 TAC〔滋賀県産間伐材を使ったメモ台３名様〕 

工房シーダーノ〔天然麦わらストローと麦茶５名様〕 

 (株)コクヨ工業滋賀〔『ReEDEN PREMIUM Shiga』ノート５名様〕 

 (株)国華荘 びわ湖花街道〔温泉ペア入浴券 10名様〕 

(株)千成亭風土〔千成亭 商品券 2000 円３名様〕 

琵琶湖汽船(株)〔ミシガン ペア乗船券５名様〕 

 (株)平和堂〔平和堂 1000 円分商品券 20 名様〕 

 (株)明豊建設〔有機肥料「湖の恵」２袋セット５名様〕       

     ご協賛いただいた事業者様、ありがとうございました。 

 

２．「環境にやさしい買い物キャンペーン」への参加 
 

実施期間：2019年 10月～11 月 

滋賀県他が実施する「環境にやさしい買い物キャンペーン」に、 

会員他 20名が参加した。 

参加団体：旭化成住工(株)／(有)浦田／(株)杉山電設／ 

たねやグループ／中川テント(株)／(有)畑中金物店／ 

(株)ユニーズ／滋賀県地域女性団体連合会／大津市／ 

高島市／長浜市(2名)／米原市（2名）／竜王町／ 

ＳＧＮ事務局(5 名) ※人数の記載が無い団体は１名参加 

 

生物多様性と環境・CSR 研究会 

会議の様子 

会員もポスター掲示で協力（三大宝建設） 

ラジオで参加宣言を呼びかけ（FM 滋賀にて） 

ご協賛いただいた景品 

環境にやさしい買い物キャンペーン（西武大津） 
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３. 三方よしエコフェア 2019 
 

2019年 12月 7日（土）  会 場：ピアザ淡海（大津市）  

主 催：SGN、滋賀県 

後 援：大津市、滋賀県教育委員会、大津市教育委員会 

協 賛：アインズ(株)、(株)アオヤマエコシステム、 

旭化成住工(株) 滋賀工場、(株)アスト滋賀、 

(株)エスサーフ、(公財)淡海環境保全財団、 

大阪ガス(株) 滋賀事業所、(特非)おおつ環境フォーラム、(有)オフィス・エルランティ、 

(株)滋賀銀行、(公財)滋賀県産業支援プラザ、滋賀県生活協同組合連合会、新江州(株)、 

(株)千成亭風土、たねやグループ、日本電気硝子(株)、眠りのプロショップ Sawada、 

Bistro Chicci、びわ湖パナソニックファミリー会、(株)平和堂、(株)山久 

ご協賛、ありがとうございました。 

来場者：約 600 人（スタンプラリー参加者 183人） 

テーマ：グリーン購入＋エシカル消費 

内 容：・環境配慮商品、県産品や県食材等の販売 

・ワークショップや手作り教室 

・「子ども落語教室・SDGs落語」 

・GINLALA によるミニコンサート 

・キャッフィー＆チャッフィー撮影会 
 

【三方よしエコフェア 2019 出展者】（50 音順） 

(特非)碧いびわ湖／アスト滋賀／(株)エスサーフ／近江もーれつや／大阪ガス(株)滋賀事業所／大津市企業局

／大津市地球温暖化防止活動推進センター／(有)オフィス・エルランティ／(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／京セラ(株)／草津市国際交流協会／ 

コーヒーハウス ショコラ／(有)甲賀もち工房／(株)コクヨ工業滋賀／ごみ減量と資源再利用推進会議／

sachi-kou-bou／滋賀県 県民活動生活課×滋賀県立大学グリーンコンシューマーサークル／ 

滋賀県 全国植樹祭推進室／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／ 

生活協同組合コープしが／滋賀県立 野洲養護学校／(公財)滋賀県緑化推進会／循環型社会創造研究所えこら／

せせらぎの郷／(株)千成亭風土／夏原工業(株)／端材工房／Bistro Chicci／びわ 100実行委員会／ 

びわこみみの里／フードバンクびわ湖／ねこのひたい／守山わくわくマルシェ／パン工房 ヤックル 

 

４.びわ湖一周「買うならエコ！」リレー実施（県内全自治体連携） 
 

■パネル展示 

展示期間 実施市町 展示期間 実施市町 

5／27(月)～5／30(木) 大津市 7／29(月)～8／1(木) 多賀町 

6／3(月)～6／6(木) 高島市 8／5(月)～8／8(木) 米原市 

6／10(月)～6／13(木) 滋賀県 （調整期間）  

6／17(月)～6／20(木) 栗東市 8／19(月)～8／22(木) 甲良町 

6／24(月)～6／27(木) 湖南市 8／26(月)～8／29(木) 豊郷町 

7／1(月)～7／4(木) 竜王町 9／2(月)～9／5(木) 守山市 

7／8(月)～7／11(木) 甲賀市 9／9(月)～9／12(木) 野洲市 

7／15(月)～7／18(木) 日野町 9／16(月)～9／19(木) 近江八幡市 

7／22(月)～7／25(木) 愛荘町 

■ブース啓発 

実施日 実施市町 イベント名称 

9 月 29 日(日) 草津市 リサイクルフェア草津 2019 

11 月 3 日(土） 東近江市 ECO まつり 

11 月 9 日(土)～10 日(日) 彦根市 ひこねエコフェスタ 2019 

2020 年 3 月 15 日(日) 長浜市 長浜市環境にやさしい日フェア 

※長浜市環境にやさしい日フェアは新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止 

 

５．啓発資材の作成、貸出  啓発パネル等の貸出 実績 4 件 

 

エコフェア 販売ブースの様子 

エコフェア ステージイベントの様子 

ブース啓発の様子(草津市) 

ブース啓発の様子(彦根市) 
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６.地域事業等への協力・参加 

開催日 事業名等 主催者 

2019年 5月 17日 

 

2019年 7月 19日 

2019年 7月 28日 

2019年 8月 9日 

 

2019年 8月 22日 

2019年 8月 31日 

2019年 9月 18日 

2019年 10月 3日 

2019年 10月 7日 

 

2019年 10月 8日 

 

2019年 10月 10日 

2019年 10月 16日 

～12月 19日 

2019年 11月 10日 

 

2019年 11月 16日 

 

2019年 11月 27日 

2019年 12月 9日 

 

2019年 12月 14日 

2020年 1月 16日 

2020年 1月 27日 

 

2020年 2月 2日 

2020年 2月 9日 

 

2020年 2月 14日 

第 10 期環境マイスター認定研修会 講師協力 

 

草津エコフォーラム 出展・参加 

おおつエコフェスタ 出展・参加 

しが発低炭素ブランド認定有識者アドバイザー 

意見聴取会 

うみゴミ調査隊 アイディア会議 講師協力 

第 9回びわコミ会議 コメンテーター協力 

令和元年度「滋賀県協働プラットフォーム」出席 

「JICA 廃棄物管理能力向上研修」講師協力 

「大津・SDGsくるくるチャリティプロジェクト 

      SDGsフォーラム」パネリスト協力 

オリックス・ファシリティーズ 

 「パートナーズ研修会」講師協力 

KGPN 運営会議 参加 

滋賀県「事業所等による自転車活用推進モデル事業」 

協力 

「大津・SDGsくるくるチャリティプロジェクト 

SDGs絵画コンクール表彰式」出席 

「キャンパス SDGs びわ湖大会」 

ファシリテーターとして協力 

「県下一斉清掃運動」参加 

JICA 中国国別研修「グリーンサプライチェーン 

政策プログラム」講師協力 

「世界農業遺産 第 6 回シンポジウム」出展 

2020 年滋賀生協連「新年賀詞交歓会」出席 

「たからの環ワークショップ～地域循環共生圏 

 の形成に向けて～in 滋賀」協力・参加 

「草津市こども環境会議」出展 

「持続可能なエネルギーとまちづくりセミナー１ 

 カードゲームで学ぶ SDGs と地方創生」後援 

「滋賀プラス・サイクル・シンポジウム」 

後援・パネリストとして協力 

(一社)日本自動車販売協会 

連合会滋賀県支部 

草津市 

おおつ環境フォーラム 

滋賀県 

 

びわ湖放送 

マザーレイクフォーラム 

滋賀県 

JICA 

大津市市民活動センター 

 

オリックス・ファシリティーズ 

 

KGPN 

滋賀県 

 

大津市市民活動センター 

 

滋賀県立大学 

 

滋賀県 

JICA 

 

滋賀県 

滋賀県生活協同組合連合会 

環境省 

 

草津市 

環人 8プラス、地域エネルギー

研究会 他 

滋賀プラス・サイクル推進協議

会 他 
 

７．地域の関係団体との連携  
 

・うみごみ対策琵琶湖プロジェクト実行委員会 

委員として参加 5/16 

・第 79回国民体育大会・第 24 回全国障碍者スポーツ大会 

   滋賀県開催準備委員会 委員として参加  5/17 

・(福)しがぎん福祉基金 評議員として参加 5/29 

・滋賀県環境審議会 委員として参加 6/7・11/18・1/22 

・滋賀プラス・サイクル推進協議会 委員として参加 6/10 

・滋賀県買い物ごみ・食品ロス削減推進協議会 参加 8/28・2/10 

・大津市廃棄物減量等推進審議会 委員として参加 2/3 

・近江環人評価委員会 評価委員として参加 3/6 

  

7/28 おおつエコフェスタの様子 

11/16 キャンパス SDGs びわ湖大会の様子 
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Ⅳ 情報提供・企画事業 ～未来に向けて活動を深める～  

○団体名称の変更に伴い、新たなロゴマークや入会案内パンフレットを作成した。入会案内パンフレットでは、

活動への参加メリットを分かりやすく伝えるため、組織の困りごとに対応する形で活動を紹介した。 

〇ホームページでは、新コーナーとして「20周年記念ページ」を作成し、会長およびアドバイザー、会員から 

のメッセージを集めて掲載した。また、これまでの「あゆみ」を取りまとめ、団体設立の経緯やグリーン購 

入の歴史、20年間の活動履歴等に関する情報を公開した。 

○2020年度から適用する新たな活動ビジョンについて企画部会を中心に検討を行い、「子や孫の世代まで幸せ 

や豊かさを実感できる『未来よし』な社会をつくる」ことをビジョンに掲げ、ミッション・活動のテーマを 

見直すと共に、2020年度以降 3年間の中期計画・中期目標を策定した。 

 

１. 新ロゴマークの作成 
 

2019年 6 月に団体名称が変わったことから、新ロゴマークを 

作成。用途に応じて使用できるよう３パターン作った。 

 

２. 入会案内パンフレットの改定 
 

団体名称の変更に伴い、パンフレットを一新した。 

 

３. ホームページ 新コーナーの作成 
 

「20周年記念ページ」を作成・公開（2019年 6月 4日）し、お知らせ欄、 

活動報告欄等を随時更新した。 

「グリーン購入＋エシカル キャンペーン」キャンペーン・ソング公開に 

伴い、3種類の動画を作成し、YouTube を通して公開した。 
 

・エシカル・ソング ～アニメ ver.～ 

 https://youtu.be/jeTuomE94Zw 

・エシカル・ソング ～みんなでダンス♪ver.～ 

https://youtu.be/i3sQ2PBY3us 

・エシカル・ソング ～たっぷり GINLALA♪ver.～ 

https://youtu.be/8zDa68vV6cE 

 

４. ニュースレターの発行  1回発行 
 

第 36 号 8月発行     

 
５. メルマガ・FAXリリースの発行  13回発行 

 

第 261号発行（2019年 4月 4日）   第 262号発行（2019年 5月 9日） 

第 263号発行（2019年 6月 11 日）   第 264号発行（2019年 7月 9日） 

第 265号発行（2019年 8月 8日） 第 266号発行（2019年 9月 3日） 

第 267号発行（2019年 10月 3日）  第 268号発行（2019年 11月 5日） 

第 269号発行（2019年 12月 5日）   第 270号発行（2020年 1月 9日） 

号 外 （2020年 1月 16日） 第 271号発行（2020年 2月 6日） 

第 272号発行（2020年 3月 9日） 

 

６.「入会促進キャンペーン」 
 

20 周年を機に組織力をさらに強化するため、会員に新規会員をご紹介 

いただくよう文書・メール等で依頼した。 

2019年度中に、以下の会員より新規会員をご紹介いただいた。 
 

  ２者ご紹介：食まちアグリゲーション様 

１者ご紹介：(株)FMおおつ様、(株)国華荘 びわ湖花街道様、(株)ユニーズ様、 

GINLALA様、くうのるくらすの創造舎様、せせらぎの郷様 

 

７. 2020年度以後の「新活動ビジョン」策定 
 

※作成した「新活動ビジョン」「中期計画」は、別紙参照 

 

ニュースレター第 36 号 

入会案内パンフレット 
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Ⅴ ＧＰプラン滋賀登録制度推進事業【県受託】 

〇グリーン購入に取り組む中小企業者の登録制度「グリーン購入実践プラン滋賀登録制度（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。 

○今年度より、環境面に加えて福祉面も研修テーマ等に取り入れることとした。 

 

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、STEP１：166） 

 

２. 支援プログラム 
 

（１）基礎研修会 
 

2019 年 4 月 23 日（火） 会場：ピアザ淡海（大津市）       参加者：10 名 

2019 年 8 月 29 日（木） 会場：G-NET しが（近江八幡市）   参加者：5 名 

2019 年 11 月 12 日（火） 会場：滋賀県消費生活センター（彦根市） 参加者：6 名 

2020 年 2 月 13 日（木）  会場：ピアザ淡海（大津市）       参加者：7 名 
 

内容「滋賀県のグリーン購入の取組・グリーン入札制度について」滋賀県 会計管理局 管理課 

「グリーン購入の基礎について」SGN 事務局 
 

 

（２）グリーン購入実践講座 
 

全 6 回とも冒頭で滋賀県 会計管理局管理課が「滋賀県グリーン入札について」説明した。 
 

○前期１ ＜大津会場＞ 
 

2019年 4月 23日（火） 会場：ピアザ淡海（大津市） 

参加者：54名 

「SDGs を経営戦略に実装するには 

～横浜の『SDGs 実装ゼミナール』を検証する～」 

横浜市資源リサイクル事業協同組合 企画室 室長・ 

横浜グリーン購入ネットワーク 事務局長 戸川 孝則氏 
 

○前期２ ＜彦根会場＞ 
 

2019年 6月 27日（木） 会場：滋賀県消費生活センター（彦根市） 参加者：36 名 

「奥永源寺地域から見る『SDGs商品』の可能性」 

(株)みんなの奥永源寺 代表取締役   前川 真司氏 

      「SDGsとグリーン購入～環境と福祉の融合による持続可能な社会づくり～」 

(特非)滋賀県社会就労事業振興センター 理事長兼センター長  城 貴志氏 
 

○前期３ ＜近江八幡会場＞ 
 

2019年 8月 29日（木） 会場：G-NET しが（近江八幡市） 参加者：31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～」 

SGN事務局長  辻 博子 
 

○後期１ ＜彦根会場＞ 
 

2019年 11月 12 日（火） 会場：滋賀県消費生活センター（彦根市） 参加者：23 名 

「地球温暖化防止から考える SDGs」 

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 
 

○後期２ ＜近江八幡会場＞ 
 

2020年 1月 21日（火） 会場：G-NET しが（近江八幡市） 参加者：33名 

「“魚のゆりかご水田”から見た SDGs」 

せせらぎの郷 代表   堀 彰男氏 

「障害福祉サービス事業所“びわこみみの里”の取り組み報告」 

びわこみみの里 主任   田中 欣也氏 
 

○後期３ ＜大津会場＞ 
 

2020年 2月 13日（木） 会場：ピアザ淡海（大津市） 

参加者：59名 

「琵琶湖でいま、何が問題になっているのか？」  

滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 

  総合解析部門 主任研究員  佐藤 祐一氏 2/13 実践講座 後期３ 

4/23 基礎研修会の 

ワークショップ風景 
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３. ヒアリング  STEP２登録 27者に個別ヒアリング実施、STEP１登録 2者に訪問ヒアリング実施 
 

 

４.ナイスハート物品購入制度の普及啓発   
 

滋賀県「ナイスハート物品購入制度」の普及に向けて、企業ヒアリングや意見交換等を実施した。  

 

Ⅵ 滋賀県発の新しい消費行動推進事業【県受託】 

〇エシカル消費を含めた持続可能な滋賀県発の新しい消費行動を、県民一人ひとりが自分事として捉え、日々

の生活に定着させることを目的として、普及啓発キャンペーンの実施、消費者リーダー育成講座の開催、

ラジオの特別番組による啓発等を実施した。 

 

１．普及啓発キャンペーンの実施  （※「グリーン購入＋エシカルキャンペーン」として実施） 
 

実施期間：2019年 10 月～12 月  
 

  （１）「宣言書」兼 PRチラシの作成 
 

     SGN事業を通して、また、SGN会員および協力小売店等 約 550者を通して県民に配布した。 
 

  
「宣言書」兼 PR チラシ （表）                 「宣言書」兼 PR チラシ （裏） 

 

  （２）PR ポスター、PR ポップの作成 
 

     SGN会員、県と県内各市町の庁舎および関係機関、県内協力小売店等で掲示した。 

 

 

 

 

 

 

 

                         PR ポップ①                  PR ポップ② 

 

 

 

 

 

 

 

PR ポスター                 PR ポップ③                   PR ポップ④ 

 

 （３）啓発ソングおよび動画の作成、公開 
 

     ・曲名：「グリーン購入＋エシカル de未来よし」 

     ・歌：GINLALA  ・作詞：らら＆みーこ（菅野らら・辻博子） ・作曲：菅野らら 

     ・活用実績： ①FMラジオ等の番組で放送 

            ②協力小売店等でナレーションと共に店内放送による啓発 

            ③動画を YouTube にて公開し、滋賀県・SGNのホームページ等から紹介 
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（４）啓発イベントの開催 
 

① 「グリーン購入＋エシカルキャンペーン」イベント 

      2019年 11月 17 日（日）  

会 場：ビバシティ彦根（彦根市） 

    協 力：彦根市     参加者：約 500 人  
    

   ② 「三方よしエコフェア 2019」(再掲)  

      2019年 12月 7 日（土） 

 会 場：ピアザ淡海（大津市） 

    参加者：約 600人 

 
（５）企業・小売店の協力実績 

 

    平和堂 74 店舗、イオンリテール 4店舗で 

店内放送やポップの掲示等を行う等、県内 

207店舗がキャンペーンに参加した。 

 

２．「未来をつくる消費者講座」の開催 
 

2019年 7 月～9 月 会場：滋賀県庁（大津市） 
 

【第１回】「グリーン購入+エシカル」と SDGs 参加者：29名 

講義１「グリーン購入＆エシカル消費を楽しく学ぼう」 

講義２「SDGsってなあに？カードゲームで体感しよう」 

 講師：SGN 事務局・滋賀県 県民活動生活課 

    京都産業大学 教授 佐藤 賢一氏 
 

【第２回】地球温暖化と滋賀の環境 参加者：28名 

講義３「滋賀県のエネルギー政策」 

講義４「暮らしの中での地球温暖化防止～消費者が持つべき視点～」 

講義５「びわ湖の『いま』」 

講義６「滋賀県の森林と私たちの暮らし」 

講義７「『世界農業遺産』認定を目指して 漁業と農業が織りなす『琵琶湖システム』」 

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 

    滋賀県 エネルギー政策課・琵琶湖環境部・森林政策課・農政課    
 

【第３回】未来よしライフスタイルのデザイン・ワークショップ１ 参加者：17名 

【第４回】未来よしライフスタイルのデザイン・ワークショップ２ 参加者：17名 

講義８・９ 講師：東京都市大学 環境経営システム学科 教授 古川 柳蔵氏 
 

【第５回】エシカル消費 参加者：22名 

講義 10「10 年後の彼を見つめた就労支援～未来へのしたごしらえ～」 

講義 11「しが SDGs エシカルコスメによる地方創生の可能性」 

講義 12「若者の視点からフェアトレードを学ぶ」 

講義 13「海外の暮らしからエコ・エシカルを学ぶ」 

 講師：働き・暮らし応援センター“Tekito－” 野々村 光子氏 

(株)みんなの奥永源寺 代表取締役   前川 真司氏 

りとるあーす元代表 日比野 都麦氏 

循環型社会創造研究所えこら 代表 藤田 アニコー氏 
 

【第６回】グループごとのオリジナル・プログラム作成・発表 参加者：21名 

講義 14「賢い消費者リーダーになるために私から広げる『何か』を見つけよう」 

講義 15「自分探しのワークショップ」 

 講師：(特非)碧いびわ湖 代表理事 村上 悟氏 ・ SGN事務局長 
 

なお、12月 16日と 2月 6日に講座修了生の会を開催し、意見交換等に 

より修了生の交流を図った。 

 

３．シンポジウムの開催（中止） 
3 月開催予定で準備を進めていたが、新型コロナウィルス感染症の発生 

状況を踏まえ、感染拡大防止の観点から止む無く開催を中止した。 

 

ビバシテイ彦根 ワークショップの様子 

三方よしエコフェア オープニング・セレモニーの様子 

講座の様子 

講座の様子 

作成したシンポジウムのチラシ 
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４．ラジオの特別番組「今日からできるエシカル消費」による啓発 
 

2020年 3月 21日（土） ※FM放送（e-radio）55分間の特別番組 

出演者：パーソナリティ 中野 栄美子氏  

滋賀県 県民活動生活課、SGN 事務局長、「未来をつくる消費者講座」修了生の代表者 6名 

    内 容：「エシカル消費とは」「未来をつくる一消費者としての提案」「私からひろげるエシカル消費」 

 

Ⅶ 総会・理事会等の開催 

１. 第７回定時会員総会の開催 
 

2019年 6月 4日（火）  会場：ピアザ淡海（大津市） 

出席者：134 団体、187名 

内 容：2018年度事業報告・決算報告について/会費 

規程の一部変更について/理事・監事の選任について/ 

定款の一部変更について/アドバイザー・幹事について 

/2019 年度事業計画・予算について 

 

２. 理事会の開催 
 

■第 24回理事会 

■第 25回理事会 

■第 26回理事会 

■第 27回理事会 

（2019 年 5 月 20日） 

（2019 年 6 月 4日） 

（2019 年 10月 1日） 

（2020年 3 月 13日） 

出席者 理事 5名 監事 2 名 陪席者 7名 

出席者 理事 8名 監事 2 名 陪席者 2名 

出席者 理事 7名 監事 2 名 陪席者 5名 

出席者 理事 6名 監事 2 名 陪席者 5名 

 

３. 幹事会・部会の開催 
 

■2019年度第１回（第 79回）幹事会 

■2019年度第 2 回（第 80回）幹事会 

■2019年度第 3 回（第 81回）幹事会 
 

■2019年度第 1 回企画部会 

■2019年度第 2 回企画部会 

■2019年度第 3 回企画部会 

■2019年度第 4 回企画部会 
 

■2019年度第 1 回自治体部会 

■2019年度第 2 回自治体部会 

■2019年度第 3 回自治体部会 
 

■2019年度第 1 回エコフェア部会 
 

■正副会長会議 

（2019年 5月 14日） 

（2019年 9月 9 日） 

（2020年 2月 27日） 
 

（2019年 5月 14日） 

（2019年 7月 25日） 

（2019年 9月 9 日） 

（2020年 2月 7 日） 
 

（2019年 5月 14日） 

（2019年 9月 9 日） 

（2020年 1月 15日） 
 

（2019年 11月 7日） 
 

（2020年 1月 30日） 

出席者 31名 

出席者 30名 

出席者 19名 
 

出席者 17名 

出席者 17名 

出席者 17名 

出席者 12名 
 

出席者 7 名 

出席者 8 名 

出席者 9 名 
 

出席者 10名 
 

出席者 6 名 

 

 

Ⅶ その他 

 

１. 団体名称の変更 2019 年 6月 4日より、一般社団法人滋賀グリーン活動ネットワークに名称変更した。 

 

２. 協賛バナー広告協力団体 
 

滋賀ダイハツ販売株式会社様（１年間） 

株式会社 平和堂様（１年間） 

 

３. 寄附をいただいた団体 
 

・2019年 8月  イオンリテール株式会社様より 68,023 円 

・2019年 8月  株式会社ダイフク様より 20 万円 

・2020年 1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 

 
● 

第 7 回定時会員総会に引き続き開催した 

20 周年記念フォーラムの一場面 
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別紙１  策定した新活動ビジョン  

ビジョン

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.「未来よし」な暮らしを

広める

D.未来に向けて活動を

深める

事業名 実践促進事業 連携推進事業 暮らし方普及事業 企画広報事業

活動の
テーマ

・事業者のグリーン購入の取組推進
・環境・CSR・CSV活動の推進

・様々な分野における消費行動を通じた課
題解決の研究推進
・会員の連携した取り組みの推進

・グリーン購入、エシカル消費の普及啓発
・環境配慮商品に関する情報提供

・活動のアピール、情報提供
・グリーン購入推進方法の検討や
　政策提言
・活動全体の総括

活動期間： 2020年4月～2023年3月（3年間）

事業

　1.キャンペーン活動
　2.自治体連絡会議

　3.GPプラン滋賀推進事業【県委託】
　　①実践講座×6回
　　②基礎研修会×4回
　　③登録者ヒアリング・実践支援 他

　1.会員交流の場の提供

　2.食のグリーン購入研究会
　3.ゼロエミッション研究会
　4.エコ交通研究会
　5.生物多様性と環境・ＣＳＲ研究会
　6.ＭＯＲＩと暮らしの研究会　他

　7.グリーン経済フォーラム

　1.環境配慮商品紹介（いちおしリスト他）
　2.自治体部会「買うならエコ！」リレー
　3.啓発資材の作成・貸出
　4.講師派遣事業
　5.啓発イベント等開催・出展・参加
　6.グリーン購入＋エシカル キャンペーン
　
　7.グリーン購入＋エシカル推進事業
　　【県委託】　※2020年限り
　　①普及啓発キャンペーン
　　②消費者リーダー育成講座

　1.会員総会

　2.ニュースレター
　3.ホームページ
　4.メルマガ・FAXリリース
　5.表彰制度
　6.活動成果の確認と調整
　7.政策提言　他

担当 実践促進部会 連携推進部会（＝研究会合同会議） 暮らし方普及部会 企画広報部会

中期目標
キャンペーン参加団体数
年間２００団体を目指す

研究会事業への参加者
３年間で延べ５００人以上とする

キャンペーン個人参加者
　年間１万人以上を目指す

年１回以上活動に参加する会員を
３年間で７０％に引き上げる

　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「未来よし」な社会をつくる ～

ＳＧＮ新活動ビジョン

ＳＧＮ中期計画

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.「未来よし」な暮らしを広める

D.未来に向けて
活動を深める
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別紙２  2019年 グリーン購入＋エシカル キャンペーン 参加団体リスト（会員） 

※実施報告書の提出があった団体を掲載しています。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アインズ(株) 

(株)アオヤマエコシステム 

(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)アヤハディオ 

(有)荒木テクニカル 

(株)イケダ光音堂 

(株)ウィードプランニング 

ウッドワーク滋賀 堤木工所 

(有)浦田 

エコロテック(株) 

(株)エスサーフ 

(株)FM おおつ 

近江印刷(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) 

(有)キタガワ 

(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 

(株)近新 

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 

三大宝建設(株) 

三陽建設(株) 

 

サンライズ出版(株)  

(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) 

(株)シガドライウィザース 

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 

(株)松栄サービス 

上西産業(株) 

(有)正野博文堂 

新江州(株) 

(株)ジンジ 

進々堂商光(株) 

(株)杉山電設 

(株)ずゞ平 

(株)スマイ印刷工業 

(有)創楽 

ソエダ(株) 

(株)ダイフク 

(有)髙宮ビジネス 

(株)タグチ 

(有)田中印刷所 

田中建材(株) 

(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 

ティーエムエルデ(株) 

TDS(株) 

帝産湖南交通(株) 

(株)デジ・プリント滋賀 

寺村書店 

トラヤ商事(株) 

長岡産業(株) 

中川テント(株) 

中島商事(株) 

(株)西堀 

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) 

Bistro chicci 

(株)日吉 

(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)プリセット 

(株)文昌堂 

(株)平和堂 

ベストハウスネクスト(株) 

豊国商事(株) 

(株)本庄 

(有)正木屋商店 

(有)南商店 

宮川印刷(株) 

(株)宮川商店 

(株)ムーヴテック 

(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)山田東店 

(有)ヤマダ油脂 

(株)山名印刷 

(株)ユニーズ 

リコージャパン(株)滋賀支社 

滋賀県 

草津市 

甲賀市 

高島市 

日野町 

(特非)碧いびわ湖 

(公財)淡海環境保全財団 

(特非)滋賀県社会就労事業振興センター 

滋賀県生活協同組合連合会 

(一社)滋賀県造林公社 

滋賀県地域女性団体連合会 

滋賀県立大学廃棄物バスターズ 

滋賀中央森林組合 

(福)八身福祉会 八身共同印刷 

Link＋しが 

 

１４１団体 

（企業・行政・団体の 50 音順） 
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一般社団法人滋賀グリーン活動ネットワーク 
 

2019年度（第 7期）決算報告書 

 
・貸 借 対 照 表 

・正味財産増減計算書 

・財 産 目 録 

  

  

（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 2,445,251 2,413,593 31,658

          未収会費 0 54 △ 54

          未収金 209,000 0 209,000

        流動資産合計 2,654,251 2,413,647 240,604

   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 2,654,251 2,413,647 240,604

Ⅱ  負債の部

   1. 流動負債

          未払費用 2,103,987 1,072,267 1,031,720

          前受金 5,000 0 5,000

          預り金 23,540 22,170 1,370

        流動負債合計 2,132,527 1,094,437 1,038,090

   2. 固定負債

          事業引当金 0 1,000,000 △ 1,000,000

        固定負債合計 0 1,000,000 △ 1,000,000

        負債合計 2,132,527 2,094,437 38,090

Ⅲ  正味財産の部

   1. 指定正味財産

   2. 一般正味財産 521,724 319,210 202,514

        正味財産合計 521,724 319,210 202,514

        負債及び正味財産合計 2,654,251 2,413,647 240,604

一般社団法人　滋賀グリーン活動ネットワーク

貸借対照表

2020年（令和2年）3月31日 現在
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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 5,048,000 4,990,000 58,000
            個人賛助会員受取会費 78,000 81,000 △ 3,000
          受取会費計 5,126,000 5,071,000 55,000
          事業収益
            事業収益 1,204,885 1,838,130 △ 633,245
          受取補助金等
            受取地方公共団体補助金 1,800,000 2,400,000 △ 600,000
            受取受託金 12,359,000 4,950,000 7,409,000
          受取補助金等計 14,159,000 7,350,000 6,809,000
          受取寄付金
            受取寄付金 627,861 424,572 203,289
          雑収益
            受取利息 37 362 △ 325
        経常収益計 21,117,783 14,684,064 6,433,719
     (2)経常費用
          事業費
            給料手当 9,598,084 6,893,672 2,704,412
            法定福利費 1,057,525 708,483 349,042
            旅費交通費 147,366 199,372 △ 52,006
            通信運搬費 613,493 462,311 151,182
            消耗品費 774,591 254,529 520,062
            印刷製本費 1,645,290 430,248 1,215,042
            賃借料 669,919 419,811 250,108
            保険料 0 12,600 △ 12,600
            諸謝金 885,740 553,034 332,706
            租税公課 2,000 2,000 0
            委託費 2,341,733 1,725,856 615,877
            雑費 250,129 19,196 230,933
          事業費計 17,985,870 11,681,112 6,304,758
          管理費
            給料手当 1,804,897 1,882,288 △ 77,391
            退職金共済掛金 96,000 96,000 0
            福利厚生費 22,896 30,833 △ 7,937
            法定福利費 378,726 340,571 38,155
            旅費交通費 65,410 68,300 △ 2,890
            通信運搬費 194,532 181,999 12,533
            消耗品費 345,530 333,625 11,905
            賃借料 843,960 825,245 18,715
            租税公課 52,000 11,000 41,000
            全国ネット参加費 0 15,000 △ 15,000
            雑費 53,248 37,120 16,128
          管理費計 3,857,199 3,821,981 35,218
        経常費用計 21,843,069 15,503,093 6,339,976
          評価損益等調整前当期経常増減額 △ 725,286 △ 819,029 93,743
          当期経常増減額 △ 725,286 △ 819,029 93,743
   2. 経常外増減の部
     (1)経常外収益
          その他の経常外収益
            引当金取崩益 1,000,000 900,000 100,000
        経常外収益計 1,000,000 900,000 100,000
     (2)経常外費用
        経常外費用計 0 0 0
          当期経常外増減額 1,000,000 900,000 100,000
          税引前当期一般正味財産増減額 274,714 80,971 193,743
          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 202,514 8,771 193,743
          一般正味財産期首残高 319,210 310,439 8,771
          一般正味財産期末残高 521,724 319,210 202,514
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 521,724 319,210 202,514

一般社団法人　滋賀グリーン活動ネットワーク
正味財産増減計算書

2019年（平成31年）4月1日 から2020年（令和2年）3月31日 まで
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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)

2,377,985

関西みらい/びわこ
(NO.2090411)

67,266

未収金 209,000

2,654,251

0

2,654,251

（流動負債）

未払費用 2,103,987

前受金 5,000

預り金 源泉所得税 23,540

2,132,527

0

2,132,527

521,724

固定資産合計

一般社団法人　滋賀グリーン活動ネットワーク

財　産　目　録

2020年（令和2年）3月31日 現在

貸　借　対　照　表　科　目

流動資産合計

　　正味財産

　　資産合計

流動負債合計

固定負債合計

　　負債合計
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２０１９年度 決算報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 

収入の部 （単位：円）

正会員会費　（４７９団体分） 5,048,000

賛助会員会費　（２５名分） 78,000

　受取補助金 1,800,000 1,800,000 1,800,000 県 ＳＧＮ補助金 1,800,000

講師派遣料等 417,505

エコフェア協賛金 340,000

協賛バナー広告 259,200

チラシ同封サービス・ＮＬ購読費他 174,210

グリーン購入実践プラン滋賀 4,959,000

滋賀発新しい消費行動推進事業 7,200,000

メッセ主催セミナー 200,000

びわ湖100ｋｍ歩行大会実行委員会様 300,000

イオンリテール様 68,023

ダイフク様　※研究会活動へ寄付 200,000

その他 59,838

　雑収益 6,190 990 14,007

買うエコ大賞
事業準備金取崩

0 0 0

20周年記念事業
積立金取崩

1,000,000 1,000,000 1,000,000

　前年度繰越金 319,210 319,210 319,210

収入合計 22,070,000 22,398,000 22,436,993

支出の部 （単位：円）

実践促進事業 832,826

連携推進事業 1,928,754

暮らし方普及事業 1,346,249

情報提供・企画事業 1,519,041

グリーン購入実践プラン滋賀 4,959,000

滋賀発新しい消費行動推進事業 7,200,000

メッセ主催セミナー 200,000

給料手当・法定福利費等 2,302,519

事務所費等 843,960

旅費・通信運搬費・消耗品費等 710,720

　租税公課 72,200 72,200 72,200

　事業引当金 0 0 0

　予備費 300,000 300,000 0

支出合計 22,070,000 22,398,000 21,915,269

収支差額 521,724 　※うち200,000円は研究会への寄付金分

3,857,199

5,126,000

1,190,915

12,359,000

627,861

決算額

17,985,870　事業費 17,804,000 18,162,000

　管理費 3,893,800 3,863,800

科　　　目 当初予算額
補正後
予算額

決算額の内訳

　受託金 12,150,000 12,360,000

　受取寄付金 350,000 627,800

　受取会費 5,146,000 5,112,000

　事業収益 1,298,600 1,178,000

科　　　目 当初予算額
補正後
予算額

決算額の内訳決算額


