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一般社団法人滋賀グリーン活動ネットワーク 
 

２０２１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～ 

【中期目標：キャンペーン参加団体数、年間 200 団体を目指す】 

○事業者の環境行動を推進するため、会員から情報を収集し、「未来よしな社会」を見据えたキャンペーン

を展開した。 

○様々な社会状況に対応するため、連絡会議により県内全自治体の協力体制をさらに固めた。 

○グリーン購入に取り組む中小企業者の登録制度「ＧＰプラン滋賀」では、CO2ネットゼロを全体テーマと

して設定し、環境面に福祉面を加えた事業者のＣＳＲ行動を支援した。 

○キャンペーン参加団体数は、年間目標（200団体）に届かなかったものの、昨年度の 142団体からは 6団

体増加した。 

 

１．グリーン購入＋エシカル キャンペーン（事業者対象） 
 

2021年 10月 1日～12 月 31 日   参加団体：148団体（※別紙：参加団体リスト参照） 
  

 【取り組み項目別参加団体】 

・グリーン購入＋エシカルの取組  148団体 

     ・エコ通勤・エコトリップの取組（自動車を使わない通勤、買い物、旅行等） 48 団体 

     ・食品ロス削減の取組（フードバンクへの寄付、買い物メモ持参の実施等）  78 団体 

     ・CO2ネットゼロの取組（環境省「うちエコ診断」の実施等） 49 団体 

 

２．自治体のグリーン購入担当者連絡会議 
 

開催日：2021年 7月 16日（金）  

会場：大津合同庁舎 7階 7-C会議室（大津市）  

出席者：23名（講師田中氏はオンラインにて出席） 

内 容： 

講演「グリーン購入について」 

環境省 大臣官房 環境経済課 課長補佐 田中 裕涼氏 

連絡会議  

・令和 3 年度自治体グリーン購入啓発リレーについて 

・各自治体における新たな CO2削減の取組について（意見交換） 

 

３．自治体のグリーン購入取組アンケート調査 2021 年 12 月実施 

 

４．ＧＰプラン滋賀登録制度推進事業【県受託】 ※後掲 

 

 

Ⅱ 連携推進事業 ～会員の想いと活動をつなげる～  

【中期目標：研究会事業への参加者を 3 年間で延べ 500 人以上とする。】 

○CO2ネットゼロ社会の実現に向けて、「グリーン経済フォーラム」をオンラインで開催し、会員がそれぞ

れの立場からなすべきことについて考える機会とした。 

○「食のグリーン購入」「ゼロエミッション」「エコ交通」「生物多様性と環境・CSR」「MORI と暮らし」

各研究会は、総会後のオンライン会員交流会にてテーマ別グループの進行を担当し、会員の連携した活動

の拡大を図った。 

○研究会連携企画として、2050年 CO2ネットゼロが実現された社会で中心となる世代の考えを聞き、意見交

換をするセミナーを開催した。 

○研究会事業への参加者は、2020年度の 380人以上に続き、2021年度は 318 人以上となり、2 年目にして

7/16 環境省 田中氏による講演 
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中期目標を達成するに至った。 

 

１．グリーン経済フォーラム 2021 
 

『滋賀からエネルギー転換と脱炭素を考える 

～「CO2ネットゼロ社会」を目指して～』 

開催日：2021年 11月 17日（水） ※ZOOM 利用によるオンライン開催 

参加者：95名以上 

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： 

報告「CO2ネットゼロ社会づくり推進条例・計画（素案）」 

滋賀県 総合企画部 CO2ネットゼロ推進課 中嶋 洋一氏 

基調講演「加速するエネルギー転換と脱炭素に向かう世界と日本」 

公益財団法人 自然エネルギー財団 事業局長 大林 ミカ氏 

基調報告「中小企業の省エネ診断状況報告と 

脱炭素化経営推進手法について」 

株式会社エスコアドバンス 代表取締役 正木 準氏 

質疑応答・ディスカッション 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：高橋 卓也氏（滋賀県立大 環境科学部教授・SGN副会長） 

 

２．食のグリーン購入研究会  
 

会員交流会運営（ｵﾝﾗｲﾝ）2021年 6月 2 日（水）   参加者：6名 

交流テーマ「食からグリーン経済を考える」 

企画会議（ｵﾝﾗｲﾝ）    2021年 9月 17日（金）   参加者：4名 

アンケート実施      2021年 12月 21日（木）  対象者：17名 

対象：SGNセミナーで当研究会に興味があると回答した会員・賛助会員 

 

３．ゼロエミッション研究会 
 

企画会議（ｵﾝﾗｲﾝ）  2021年 5月 17日（月）  参加者：7名 

会員交流会運営（ｵﾝﾗｲﾝ） 2021年 6月 2日（水）    参加者：11名 

交流テーマ「プラスチックと循環経済」 

企画会議（ｵﾝﾗｲﾝ）  2021年 9月 15日（水）  参加者：5名 

映画上映会共催 ※後掲  2021年 10月 30 日（日）   参加者：150 名以上 

 

４．エコ交通研究会  
 

第 17 回コアメンバー会議（ｵﾝﾗｲﾝ併催）2021 年 4月 23 日（金）参加者：11名 

第 18 回コアメンバー会議（ｵﾝﾗｲﾝ併催）2021 年 5月 26 日（水）参加者：10名 

会員交流会運営（ｵﾝﾗｲﾝ）       2021年 6月 2日（水） 参加者：7名 

交流テーマ「エコ通勤と人・社会・自然の健康について」 

滋賀県自転車通勤体験事業 意見交換会 共催（ｵﾝﾗｲﾝ）  

2022年 2月 3日（木）   参加者：17名 

    内容：「自転車通勤を進めよう 気候変動対策・健康増進・ 

業務効率の改善に」と題しての意見交換 

第 19 回コアメンバー会議（ｵﾝﾗｲﾝ）  2022 年 2月 7 日（月）参加者：5名 

 

５．生物多様性と環境・CSR 研究会 
 

企画会議（ｵﾝﾗｲﾝ）  2021年 5月 12日（火）  参加者：5名 

会員交流会運営（ｵﾝﾗｲﾝ） 2021年 6月 2日（水）   参加者：9名 

交流テーマ「生物多様性と企業の CSR」 

企画会議（ｵﾝﾗｲﾝ） 2021年 10月 19 日（火）  参加者：5名 

セミナー開催 ※後掲 2022年 1月 17日（月）  参加者：34名 

 1/17 生物研セミナー 

11/17 オンラインで講演いただいた 
中嶋 洋一氏 

10/30 映画上映会 

2/3 自転車通勤体験事業意見交換会 

11/17 オンラインで講演いただいた 
大林 ミカ氏 

11/17 オンラインで講演いただいた 
正木 準氏 
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６．MORIと暮らしの研究会 
 

会員交流会（ｵﾝﾗｲﾝ） 2021年 6月 2日（水） 参加者：7名 

現地取材 2021年 11月 9日（火） 参加者：12名 

 場所：小林製材所（多賀森林循環事業協同組合）、多賀町中央公民館 

「多賀結いの森」（以上多賀町）、菅山寺散策コース、ながはま 

森林マッチングセンター（以上長浜市） 

 内容：小林製材所ならびに多賀森林循環事業協同組合の木材加工所の 

見学と組合の事業説明を受けたのち、多賀結いの森の施設見学。 

菅山寺散策コースの周遊と、ながはま森林マッチングセンター 

に移動し、森林サービス業と SGN会員との連携を協議した。 

 

７．研究会企画セミナー  
 

（１）ゼロエミッション研究会 共催 

『2050年をみんなで描くマイクロプラスチック・スト―リー上映会』 

開催日：2021年 10月 30日（土） 参加者：150名以上  

会 場：（草津市立市民交流プラザ）＆ ｵﾝﾗｲﾝ（ZOOM使用）の併催 

主 催：しがローカル SDGs 研究会 

参加者：150 名以上（主催者発表） 

内 容： 

・映画「マイクロプラスチック・ストーリー～ぼくらが作る 2050 年～」Vimeo リンクによる視聴 

 ・ディスカッション 「2050年を『マイクロプラスチック・ストーリー』から考える」 

      ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  滋賀県立大学廃棄物バスターズ代表・SGN ゼロエミッション研究会 岩井 柊太氏 

           その他のパネリスト 4名（中高生のため氏名省略） 

      ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 琵琶湖環境科学研究センター 専門研究員  佐藤 祐一氏 

 

（２）生物多様性と環境・CSR 研究会 企画 

『生き物観察が社会インフラ整備に!?  

生き物調査アプリ「バイオーム」が広げる企業 CSR活動』 

開催日：2022年 1月 17日（月） 参加者：34名以上  

開催方法：ZOOM 使用のオンライン開催 

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： 

講演１「生き物調査アプリ『バイオーム』を知ろう！」 

   株式会社バイオーム 代表取締役 藤木 庄五郎氏 

講演２「生き物観察から広げる企業 CSR活動・自然資本経営」 

   京都産業大学 生命科学部 准教授 西田 貴明氏 

パネルディスカッション「企業の CSRに活用できる生き物観察活動の可能性とは」 

   ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 京都産業大学 経営学部 准教授・SGN 研究会ﾒﾝﾊﾞｰ 宮永 健太郎氏 

ﾊﾟﾈﾘｽﾄ  京都産業大学 生命科学部 准教授 西田 貴明氏 

   株式会社バイオーム 代表取締役 藤木 庄五郎氏 

  旭化成株式会社 守山製造所 環境安全部 渡邉 共則氏  

  ながはま森林ﾏｯﾁﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 森林環境保全員 橋本 勘氏  

 

（３）研究会連携セミナー（連携推進部会 企画） 

『未来世代と考える「持続可能性×仕事」 

～CO2ネットゼロ時代の事業経営のあり方とは』 

開催日：2022年 3月 16日（水） 参加者：38名以上  

開催方法：ZOOM 使用のオンライン開催 

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： 

ディスカッション「未来世代と考える 2050 年 CO2ネットゼロ社会」 

1/17 生物研セミナーの様子 

11/9 ながはま森林マッチングセンター 
での協議の様子 

11/9 小林製材所での現地取材 

10/30 ゼロエミ研共催の映画上映会 
「プラスチック・ストーリー」 
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   ＜未来世代からの活動報告＞ 

     立命館大学 3回生＆(一社)ｲﾝﾊﾟｸﾄﾗﾎﾞ 理事  豊田 真彩氏 

     Fridays For Future Shiga    玉崎 蕗氏 

     くさつ Farmers’Market 発起人   内田 修次氏 

     アインズ株式会社 企画ﾁｰﾑ frau(ﾌﾗｳ)   寳田 萌花氏 

   ＜働き世代からの企業紹介＞  

     株式会社滋賀銀行 サステナブル戦略室 室長  嶋﨑 良伸氏 

     たねやグループ 経営本部 リーダー   木田 幸司氏 

     株式会社コクヨ工業滋賀 開発グループ 次長  岡田 佳美氏 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：くうのるくらすの創造舎 主宰  南村 多津恵氏 

          (特非)碧いびわ湖 代表理事・SGN 理事  村上 悟氏   

 

 

  

Ⅲ 暮らし方普及事業 ～「未来よし」な暮らしを広める～ 

【中期目標：キャンペーン個人参加者、年間 1 万人以上を目指す】 

○会員お薦めのグリーン商品の情報を募集し、リストにして Web掲載をすることで、一般消費者に向けて情

報発信を行った。 

○全自治体連携の啓発リレーを今年も実施した。子ども向けの啓発資材として「エシカルすごろく」卓上版

を新たに作成したが、コロナ禍につき活用することが出来なかった。 

○大学への会員講師の派遣、地域事業への出展・参加を積極的に行った。 

○前年度に引き続き、グリーン購入にエシカルの視点をプラスした行動を広げる「グリーン購入＋エシカル 

キャンペーン」を実施し、市町の広報誌やイベント会場での普及啓発に加え、会員団体からその従業員・

ご家族への呼びかけの協力も得て、15,000 人を超える参加宣言者を獲得することができた。参加宣言者に

抽選で当たる景品（希望制）は会員企業の協賛によるもので、11者より昨年を上回る計 120名分の景品を

ご協賛いただき、会員企業の環境配慮の製品や取組を知ってもらう機会となった。 

 

１. 「会員発いちおしグリーン商品リスト Ver.22」発行  2021年 6 月 掲載商品数：196（66 団体） 

 

２. 自治体部会「買うならエコ！」リレー実施（県内全自治体連携） 
 

■パネル展示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ブース啓発 

 

 

 

 

 

 

 

3/16 研究会連携セミナーの様子 

展示期間 実施市町 展示期間 実施市町 

2021年 6／28（月）～7／1（木） 栗東市 2021年 9／6（月）～9／9（木） 竜王町 

2021年 7／5（月）～7／8（木） 守山市 2021年 9／13（月）～9／23（木） 豊郷町 

2021年 7／12（月）～7／15（木） 滋賀県 2021年 9／27（月）～9／30(木) 甲良町 

2021年 7／19（月）～7／22（木） 高島市 2021年 10／4（月）～10／7（木） 多賀町 

2021年 7／26（月）～7／29（木） 大津市 2021年 10／11（月）～10／14（木） 米原市 

2021年 8／2（月）～8／5（木） 湖南市 2021年 10／18（月）～10／21（木） 彦根市 

（調整期間）  2021年 10／25（月）～10／28（木） 近江八幡市 

2021年 8／23（月）～8／26（木） 甲賀市 2021年 11／1（月）～11／4（木） 愛荘町 

2021年 8／30（月）～9／2（木） 日野町 2021年 11／8（月）～11／11（木） 東近江市 

2021年 9／1（水）～9／10（金） 草津市   

 

実施日・予定日 実施市町 イベント名称 

2021年 9月 3日(土)・４日(日) 草津市 リサイクルフェア草津 2021 → 中止・パネル展示に移行 

2021年 10月 24 日(日） 愛荘町 愛荘 66かまど祭 → パネル展示のみ実施 

2021年 11月 東近江市 ＥＣＯまつり → 中止・パネル展示に移行 

2021年 12月 5日（日） 野洲市 環境フェスタ 2021 

2022年 3月 20日(日) 長浜市 長浜市環境にやさしい日フェア 
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３．啓発資材の作成、貸出   
 

作成：エシカルすごろく（卓上用） 

貸出：啓発パネル等の貸出 5件 

 

 

４．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 

2021年 6 月 22 日（火） 大阪ガス(株) 滋賀事業所 京滋導管部 地域コミュニティ室  中村 哲氏 

ベストハウスネクスト（株） 代表取締役   吉本 智氏 

2021年 8 月 31 日（火） (特非)愛のまちエコ倶楽部 理事長   野村 正次氏 

2021年 12月 7日（火）  木村電工(株) 代表取締役    木村 禎氏 

 油藤商事(株) 代表取締役    青山 裕史氏 

2022年 1 月 27 日（木） 滋賀県立琵琶湖博物館 専門学芸員   中井 克樹氏 
 

■滋賀県立大学「環境経営学」講師 

2021年 11月 24 日（水） アインズ(株) 購買部 部長    西川 豊之氏 

 油藤商事(株) 代表取締役    青山 裕史氏 

2021年 12月 15 日（水） (株)滋賀原木 特販製造営業部 部長   木村 和彦氏 

 (株)明豊建設 企画営業部 部長   白石 昌之氏 
 

■京都産業大学「ソーシャル・ガバナンス論」オンライン講師 

2021年 12月 17 日（金） 三菱ケミカル株式会社 滋賀研究所 ＧＭ  政野 広治氏 

2021年 12月 24 日（金） (一社)ワンダフルライフ 代表理事   野矢 貴之氏 

 

５.啓発イベント等開催・出展・参加 

■地域事業等への出展・参加 

 

開催日 事業名等 主催者 

2021年 5月 9日 しがローカル SDGs 研究会設立記念フォーラム  

講演及び登壇 

しがローカル SDGs 研究会 

2021年 7月 1日 令和 3年度「びわ湖を美しく運動（大津地区）」参加 滋賀県 琵琶湖環境部 循環社

会推進課 

2021年 7月 1日 エシカル消費意見交換会 参加 滋賀県 県民活動生活課 

2021年 8月 1日 「おおつエコフェスタ 2021」 出展  

※後掲 

大津市地球温暖化防止活動推進

センター 

2021年 9月 11日 

～9月 26日 

令和 3年度滋賀県消費生活フェスタ 出展  

※後掲 

滋賀県消費生活センター 

2021年 10月 17日 エンカツ（縁活）in KUSATSU with SDGs 出展 

 ※後掲  

近鉄百貨店・studio-L 協働 

縁活事務局 

2021年 10月 12日 ゼロエミッション研究会共催 映画上映会 記者会見 

出席 

しがローカル SDGs 研究会 

エシカルすごろく（卓上用） 

パネル展示の様子(日野町) パネル展示の様子(竜王町) 12/5 ブース啓発の様子 

（野洲市環境フェスタ 2021） 
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・おおつエコフェスタ 2021  

  開催日：2021 年 8月 1日（日）    

  会 場：ピアザ淡海 3F 大会議室   来場者：300 名以上 

  主 催：大津市地球温暖化防止活動推進センター 

内 容：「買うときはエコを選ぼう！」「旬の食材を選ぼう！」 

「フェアトレードってなあに？」等の啓発パネル展示と、 

環境・ ひと・社会にやさしい「お買い物」について学ぶ 

「お買い物ゲーム」の実施。 

    ・令和 3年度滋賀県消費生活フェスタ 

      開催日：2021年 9月 11日（土）～9月 26 日（日）  

  会 場：ビバシティ彦根   来場者：約 1,500名 

  主 催：滋賀県消費生活センター 

 内 容：「グリーン購入+エシカをはじめよう！」「SDGs ってなあに？」 

 「フェアトレードってなあに？」「つくる責任・つかう責任」 

等の啓発パネル展示。 

(緊急事態宣言発令中のため、ワークショップ形式は中止) 

2021年 10月 19日 第 10 回「健康しが」共創会議（オンライン） 出席 滋賀県 健康医療福祉部 健康

寿命推進課 健康しが企画室 

2021年 10月 27日 しが CO2 ネットゼロを目指した事業者向け脱炭素経営

普及啓発事業 事前説明会（オンライン） 出席 

（公財）淡海環境保全財団 

2021年 11月 11日 環境マイスター認定研修会 講師協力 （一社）日本自動車販売協会連

合会 滋賀県支部 

2021年 11月 13日 チャリティーイベント「秋ほくほく」 協賛・出展 

 ※後掲 

大津市市民活動センター 

2021年 11月 29日 令和 3年度「県下一斉清掃運動（大津地区）」 参加 滋賀県 琵琶湖環境部 循環社

会推進課 

2021年 12月 2日 ＷＷＦジャパン ヒアリング（オンライン） 協力 ＷＷＦジャパン 

2021年 12月 18日 

～19日 

草津市地球冷やしたい推進フェア 出展 

 ※後掲 

草津市 

2021年 12月 23日 第 1回びわ湖とプラスチックごみ問題について考える

MLGs 協働テーブル 参加 

マザーレイクゴールズ推進委

員会事務局 

滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖

保全再生課 

2022年 1月 24日 琵琶湖サポーターズ・ネットワーク第 2回交流フォー

ラム（オンライン） 参加 

琵琶湖サポーターズ・ネットワ

ーク事務局（滋賀県 琵琶湖環

境部 琵琶湖保全再生課） 

2022年 2月 3日 令和 3年度 滋賀県自転車通勤体験事業 意見交換会 

参加 

滋賀プラス・サイクル推進協議

会、輪の国びわ湖推進協議会 

2022年 2月 9日 「もったいないフェス 2022」 記者会見 出席 もったいないフェス実行委員

会 2022 

2022年 2月 10日 

     ～28日 

令和 3年度第 20回草津市こども環境会議 出展 

※交流の部は中止 

パネル展示①2/10～24 ②2/26・27、YouTube 発信 

草津市くさつエコスタイルプ

ラザ 

2022年 2月 18日 第 2回びわ湖とプラスチックごみ問題について考える

MLGs 協働テーブル 参加 

マザーレイクゴールズ推進委

員会事務局 

滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖

保全再生課 

2022年 2月 23日 「もったいないフェス 2022」プレイベント  

映画『マイクロプラスチックストーリー』上映会 協

力  ※後掲 

もったいないフェス実行委員

会 2022 

2022年 3月 26日 「もったいないフェス 2022」参加協力 

※後掲 

もったいないフェス実行委員

会 2022 

9/11～ 滋賀県消費生活フェスタの風景 

8/1 おおつエコフェスタ 2021 の風景 
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    ・もったいないフェス 2022 プレイベント 

      開催日：2022年 2月 23日（水・祝） 参加者：39名 

  会 場：甲賀市まちづくり活動センター まるーむ    

  主 催：もったいないフェス実行委員会 2022 

内 容：映画「マイクロプラスチックストーリー」上映会と 

感想や想いを共有するシェア会の開催。 

    ・もったいないフェス 2022  

 開催日：2022年 3月 26日（土） 来場者：74名以上 

会 場：MINORI Lab＠Ncafe（甲賀市土山町）    

  主 催：もったいないフェス実行委員会 2022 

 内 容：くるくる交換会/エシカル SHOP/石けんの量り売り/ 

ばら売りクッキーの販売/こだわり ZERO WASTE ランチ/ 

ワークショップ（石けん活用/信楽焼端材アクセサリー/ 

ヴィーガン料理/端材サイコロパズル）/野菜販売等を通して、 

世の中にあふれる「もったいない」を減らしつつオシャレに 

暮らす暮らし方のヒントの提案。 

 

 

■地域の関係団体との連携 
 

 

・滋賀県環境審議会（委員） 

2021年 6月 10日（木）  総会（書面による議決） 

2021年 6月 21日（月）  第 1回 CO2ネットゼロ部会 出席（ｵﾝﾗｲﾝ） 

2021年 9月 7日（火）  第 1回環境企画部会 出席（ｵﾝﾗｲﾝ） 

2021年 9月 13日（月）  第 2回 CO2ネットゼロ部会 出席（ｵﾝﾗｲﾝ） 

2021年 11月 19 日（金）  第 3回 CO2ネットゼロ部会 出席（ｵﾝﾗｲﾝ） 
 

・滋賀県買い物ごみ・食品ロス削減推進協議会（委員） 

2021年 8月 30日（月）  第 1回会議 出席（ｵﾝﾗｲﾝ） 

2022年 2月 7日（月） 第 2回会議 出席（ｵﾝﾗｲﾝ） 
 

・滋賀県契約の在り方検討懇話会（委員） 

2021年 9月 30日（木）  第 1回会議 出席（ｵﾝﾗｲﾝ） 
 

・滋賀県契約審議会（委員） 

2021年 11月 1日（月）  第 1回会議 出席 

2021年 11月 24 日（水） 第 2回会議 出席 
 

・大津市廃棄物減量等推進審議会（委員） 

2021年 6月 22日（火）  令和 3・4年期第 2 回会議 出席 

2021年 7月 26日（月）  令和 3・4年期第 3 回会議 出席 

2021年 11月 15 日（月）  令和 3・4年期第 4 回会議 出席 
 

・(社福)しがぎん福祉基金評議員会（評議員） 

2021年 5月 24日（火）  第 1回評議員会 出席（ｵﾝﾗｲﾝ） 

2021年 11月 5日（金）  第 2回評議員会 出席（ｵﾝﾗｲﾝ） 
 

・滋賀プラス・サイクル推進協議会（委員） 

2021年 6月 8日（火）  監査 

2021年 8月 22日（日）  総会（書面による議決） 
 

・うみごみ対策琵琶湖プロジェクト実行委員会（委員） 

2021年 4 月  総会（書面による議決） 
 

・うみと日本プロジェクト in 滋賀県（コーディネート） 

   2021年 7月 25日（日） イベント（奥びわ湖山門水源の森）出席 

   2021年 7月 31日（土） イベント（三和漁業協同組合）出席 

   2021年 8月 11日（水） イベント（生活協同組合コープしが ぜぜ店）出席（ｵﾝﾗｲﾝ） 
 

・第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会 滋賀県開催準備委員会（委員） 

   2021年 8月 3日（火） 第 9回総会 委任状提出 
 

3/26 もったいないフェス ばら売りクッキー 

2/23 もったいないフェス 映画上映＆シェア会 
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・日本エシカル推進協議会（会員） 

2021年 6月 29 日（火） 定時総会 委任状提出 
 

・滋賀県総合企画部 県民活動生活課 

   2021年 6 月～12月 「エシカル消費」啓発冊子作成協力 
 

・滋賀県琵琶湖環境部・農政水産部 

   2022年 1月 18日（火）  意見交換 

 

 

■地域の関係団体への後援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６. 「グリーン購入＋エシカル キャンペーン」（消費者対象） 
 

（１）キャンペーンの実施 
 

○実施期間：2021年 10月 1 日～12 月 31日 
 

○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、つめかえ品を選ぼう 

  ③滋賀県産（地元産）の商品をえらぼう 

  ④フェアトレード商品を選ぼう 

  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 
 

○呼びかけ方法： ①会員から従業員への呼びかけ（ポスター、チラシの掲出） 

 ②市町から市民・町民への呼びかけ：4 者 

（ポスター・チラシ掲出、広報誌への記事掲載） 

 ③協力小売店にて店内放送による来店者への呼びかけ：2者  

 ④関係団体にメルマガ等への掲載を依頼し配信：6者 

 ⑤びわ湖放送株式会社の番組内で告知 
 

○キャンペーン参加宣言者数：15,971 人（参加宣言書の回収数） 

■参加者プレゼント協賛団体：会員 11 者様より景品のご提供をいただいた。 

ご協賛いただいた会員事業者様、ありがとうございました。       

 

NPO法人愛のまちエコ倶楽部 菜ばかり 500g 引換券 10 名様分 

（株）一花 フラワーアレンジメント（2000円相当） 5 名様分 

（株）叶 匠寿庵 あも もしくは 季節のあも 5 名様分 

観光交流企画室 TAC 木製 SDGsキーホルダー（ヒノキ間伐材） 5 名様分 

工房シーダーノ すとろーている・大麦ストロー（ケース入り） 10 名様分 

（株）コクヨ工業滋賀 小役立ちノート 15 名様分 

（株）国華荘 びわ湖花街道 温泉ペア入浴券（10組） 20 名様分 

グリーン近江農業協同組合 地産地消セット  10 名様分 

滋賀県地域女性団体連合会 びわ湖せっけんエコクリーン（粉石けん） 10 名様分 

琵琶湖汽船（株） ミシガンペア乗船券（5組） 10 名様分 

（株）平和堂 1000円商品券 20 名様分 

開催日 事業名など 主催者 

2021年 5月 9日 
しがローカル SDGs 研究会設立記念フォーラム 

「滋賀から始める持続可能な社会づくり」 後援 
しがローカル SDGs 研究会 

2021年 6月 1日 

～10月 31日 
びわ湖トンボフォトコンテスト 後援 生物多様性びわ湖ネットワーク  

2021年 7月 17日 

～7月 18 日 

第 10 回人と環境にやさしい交通をめざす全国大会

in 滋賀 後援 

人と環境にやさしい交通をめざす

全国大会 in 滋賀実行委員会 

2022年 3月 21日 おおつ交通まちづくり推進会 第 4 回講演会 おおつ交通まちづくり推進会 

 

キャンペーンのポスター 
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（２）キャンペーンの広報 
 

   ・彦根市 広報ひこね 10 月号掲載 

   ・野洲市 市ホームページ掲載 

   ・大津市 広報おおつ 12 月 1日号掲載 

   ・東近江市 広報ひがしおうみ 12月 1 日号掲載 

   ・エコロしーが（琵琶湖博物館 環境学習センター） ホームページ掲載 

   ・琵琶湖サポーターズ・ネットワーク事務局（滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課）  

2021年 10月 22 日（金）配信メールマガジン掲載 

・近畿環境パートナーシップオフィス 2021年 10月 27 日（水）配信メールマガジン掲載   

   ・滋賀県地球温暖化防止活動推進センター 2021 年 10月 27日（水）配信メールマガジン掲載  

    ・淡海ネットワークセンター（淡海文化振興財団） 2021年 10月 30 日（土）配信メールマガジン掲載 

・びわ湖放送株式会社  

     日時：2021年 11 月 19日（金） 19:00～20:00 

     内容：「金曜オモロしが」番組内で、約 1分間の告知 

   ・滋賀県地球温暖化防止活動推進センター 2021 年 11月 23日（木）配信メールマガジン掲載  

 

 

（３）啓発イベントの実施 
 

【草津会場】 ※緊急事態宣言発令により中止 

開催日：2021年 9月 3 日（金）・4日（土） 

 事業名：草津リサイクルフェア 

 会 場：キラリエ草津（市民総合交流センター） 

      主 催：ごみ問題を考える草津市民会議・草津市・草津商工会議所 

【草津会場】 

  開催日：2021年 10月 17 日（日）   

来場者：50名以上 

  事業名：「エンカツ（縁活）in KUSATSU with SDGs」 

会 場：近鉄百貨店草津店 4階 特設会場 

  主 催：近鉄百貨店・studio-L 協働縁活事務局 

内 容：啓発パネル展示とともに「グリーン購入で地球を守ろう♡ 

学んで作ろう！マイエコバッグ」と題し、資料説明・視聴 

による学習+エコバック作成のワークショップを行った。 

【近江八幡会場】 

      開催日：2021年 10 月 31日（日）  

来場者：210 名以上（キャンペーンチラシ配布者） 

      会 場：JAグリーン近江ファーマーズマーケット「きてか～な」店頭 

      主 催：ＳＧＮ 

      内 容：来客に対し、キャンペーンへの参加宣言を呼びかけるとともに、 

「グリーン購入」と「エシカル消費」の店頭啓発を行った。 

【大津会場】 

     開催日：2021年 11 月 13日（土）  

来場者：450 名以上（キャンペーンチラシ配布者） 

事業名：チャリティーイベント「秋ほくほく」 

会 場：大津市市民活動センター（明日都浜大津 1階） 

主 催：大津市市民活動センター  

      内 容：会場来場者に対して、キャンペーンへの参加宣言を呼びかけると 

ともに、「グリーン購入」と「エシカル消費」の啓発を行った。 

【草津会場】 

     開催日：2021年 12 月 18日（土）・19日（日）  

来場者：350 名以上（SGNブース来場者）うちゲーム参加者 93名 

事業名：「草津市地球冷やしたい推進フェア」 

会 場：イオンモール草津 1 階セントラルコート（草津市新浜町 300） 

主 催：草津市 

      内 容：啓発パネル展示とともに、「環境ラベルを探そうゲーム」を 

実施し、グリーン購入やエシカル消費を行う上での重要な 

手がかりとなる環境ラベルについて周知した。 

10/17 エンカツの風景 

11/13 秋ほくほくの風景 

12/18・19 地球冷やしたい 
推進フェアの風景 

10/31 JA「きてか～な」での 
店頭啓発の風景 
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Ⅳ 企画広報事業 ～未来に向けて活動を深める～  

【中期目標：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】 

○社会的状況から、会員総会は書面表決をお願いしての開催となった。 

○オンラインでエネルギーから SDGsと地域経済を考える「グリーン購入 Web ミーティング」を開催し、引き

続き会員交流の場を設けた。 

○新役員紹介や会員の取組紹介、エコトピックスとして法律や条例等、グリーン購入情報満載のニュースレ

ターを 2 回作成し、お届けした。 

○ホームページやメルマガ・FAXリリースを活用して随時広報活動に努めたことと、オンラインセミナー後の

講師資料配布等に会員専用ページを活用した。 

○中期目標「年 1 回以上活動に参加する会員の割合の引き上げ」については、2年目である 2021年度は 55.6％

の会員が年 1回以上の活動に参加するという実績を得た。 

 

１. 第９回定時会員総会の開催 
 

開催日：2021年 6月 2 日（水）  会場：コラボしが 21（大津市） 

出席者：275 団体（出席 3、委任状 24、議決権行使書 248） 

内 容：2020年度事業報告・決算報告について/第 5期理事・ 

監事の選任について/アドバイバー・第 5 期幹事に 

ついて／2021年度事業計画・収支予算について 

 

 ２．グリーン購入 Web ミーティング（会員総会と同日開催） 
 

   『エネルギーから SDGs と地域経済を考える  

～CO2 ネットゼロ社会を目指して～』 
 

開催日：2021年 6月 2 日（水） 13：30～15：50 

開催方法：ZOOM 使用のｵﾝﾗｲﾝ開催 

開催事務局：コラボしが 21 3階 研修室（大津市） 

参加者：96名以上 

内 容：   

講演１『なぜ、かまぼこ屋がエネルギーのことを考えたのか？』  

鈴木 悌介氏 （鈴廣かまぼこグループ 代表取締役副社長／ 

小田原箱根商工会議所 会頭／（一社）エネ経会議 代表理事） 

講演２『見せるための SDGs からの脱却～脱炭素社会に向けた挑戦～』  

大川 哲郎氏 （大川印刷株式会社 代表取締役社長） 

質疑応答・ディスカッション 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ：村上 悟氏（SGN 理事・(特非)碧いびわ湖 代表理事） 

 

３. オンライン会員交流会   
 

開催日：2021年 6月 2 日（水） 

開催方法：ZOOM 使用のｵﾝﾗｲﾝ開催 

開催事務局：コラボしが 21 3階 研修室（大津市） 

参加者：40名以上   

内 容： 

新規会員の紹介 

交流ディスカッション（テーマ別グループでの交流） 

  A：食からグリーン経済を考える（食のグリーン購入研究会担当） 

  B：プラスチックと循環経済（ゼロエミッション研究会担当） 

  C：生物多様性と企業の CSR（生物多様性と環境・CSR 研究会担当） 

  D：森とエネルギーを考える（MORIと暮らしの研究会担当） 

  E：エコ通勤と人・社会・自然の健康について（エコ交通研究会担当） 

 

 

 

 

6/2 オンラインで講演いただいた 
大川 哲郎氏 

6/2 オンラインで講演いただいた 
鈴木 悌介氏 

6/2 第 9 回定時会員総会の風景 
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４. 入会案内パンフレットの改定   
 

2022年 3 月発行     

 

 

５. ニュースレターの発行  2 回発行 
 

第 38 号 2021年 8 月発行 

第 39 号 2022年 3 月発行 

 

 

６. ホームページ 随時更新 
 

・グリーン購入啓発資材使用申込書 改訂 

・会員ページのパスワード変更（2021年 4月 26日以降）、 

会員総会案内文書とともに郵送で通知 

 

１）バナーの整理・公開 

  ・グリーン購入＋エシカル de未来よし 
 

２）オンラインセミナー後の講師配布資料を 

パスワード付きで会員ページにて公開 

 

 

７. メルマガ・FAXリリースの発行  12回発行 
 

 vol.285 号発行（2021 年 4月 1日） vol.286 号発行（2021 年 5月 11 日） 

 vol.287 号発行（2021 年 6月 10 日） vol.288 号発行（2021 年 7月 8日）  

 vol.289 号発行（2021 年 8月 5日） vol.290 号発行（2021 年 9月 7日）  

 vol.291 号発行（2021 年 10 月 5 日） vol.292 号発行（2021 年 11 月 4 日）  

 vol.293 号発行（2021 年 12 月 2 日）  vol.294 号発行（2022 年 1月 6日） 

 vol.295 号発行（2022 年 2月 3日） vol.296号発行（2022年 3月 3日） 

 

 

８.インターネット活用による活動方法に関する検討 
 

・新型コロナウィルス感染症感染拡大に伴い、その対策として、会議やセミナー等のオンライン対応

が必要となったため、会場とオンライン双方のハイブリッド開催にも対応するよう、環境の整備や

運用方法等について研究・検討を重ねた。 

 

 

９. 会員紹介者の表彰等 
 

2021年度中に、以下の会員より新規会員をご紹介いただいた。 
 

１者ご紹介：宮川印刷株式会社様 

 滋賀県会計管理局管理課エコオフィス係様 

 

 

１０．会員証発行  
 

正会員に 2021年度会員証を発行・送付した。 

賛助会員の新規申込者に会員証を発行・送付した。 

 

 

１１．キャラクター使用規程の施行 

   2021 年 10月 7 日 第 33 回理事会上程の後、施行した。  

 

 

 

 

 

 

ニュースレター第 38 号・39 号 

入会案内パンフレット 2022 年 3 月版 
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Ⅴ ＧＰプラン滋賀登録制度推進事業【県受託】 

○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。 

○今年度は、新型コロナウィルス感染症対応策として、開催形態にオンラインも取り入れた支援プログラム 

も実施した。 

 

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）187 事業者（STEP2：25事業者、STEP1：162 事業者） 

 

２. 支援プログラム 
 

（１）基礎研修会 
 

2021 年 4 月 22 日（木） 会場：ピアザ淡海（大津市） 参加者：8 名 

2021 年 6 月 22 日（火） 会場：滋賀県消費生活センター（彦根市） 参加者：3 名 

2021 年 11 月 2 日（火） 会場：G-NET しが（近江八幡市）<ｵﾝﾗｲﾝ併催> 参加者：8 名 

2022 年 1 月 27 日（木） 会場：ピアザ淡海（大津市）<ｵﾝﾗｲﾝ併催> 参加者：12 名 
 

内容：「滋賀県のグリーン入札」 滋賀県 会計管理局 管理課 

「グリーン購入から学ぶ SDGs」 SGN 事務局 
 

 

（２）グリーン購入実践講座 

冒頭で滋賀県 会計管理局 管理課が前期 3 回は「滋賀県グリーン入札について」を、 

後期 3回は「滋賀県 CO2ネットゼロ社会づくりにおけるグリーン購入」について説明した。 
 

○前期１ ＜大津会場＞ 

2021年 4月 22 日（木）  

会場：ピアザ淡海（大津市） 参加者：49名 

「2050年 CO2ネットゼロと私たちの暮らし 

～これからの中小企業に求められること～」 

特定非営利活動法人 気候ネットワーク 上席研究委員 豊田 陽介氏 

 

○前期２ ＜彦根会場＞ 
 

2021年 6月 22日（火）  

会場：滋賀県消費生活センター（彦根市）  参加者：26名 

「エネルギーの CO2 ネットゼロへ向けた取組」 

大阪ガス株式会社 滋賀事業所 京滋導管部 

 地域コミュニティー室 中村 哲氏 

「住まいと SDGs ～SDGs を知らなくても自然と始めていること～」 

ベストハウスネクスト株式会社 代表取締役 吉本 智氏 

 

○前期３ ＜近江八幡会場＞ 
 

2021年 8月 31日（木）  

会場：G-NET しが（近江八幡市）<ｵﾝﾗｲﾝ併催>   参加者：50名 

「食・エネルギー・ケアの自給による安心の地域づくりを目指して」 

特定非営利活動法人 愛のまちエコ倶楽部 理事長  野村 正次氏 

「知って納得！ぶっちぎりにエシカルな消費・フェアトレードって？」 

有限会社シサム工房 取締役／国際関係学修士 人見 とも子氏 

 

○後期１ ＜近江八幡会場＞ 
 

2021年 11月 2日（火）  

会場：G-NET しが（近江八幡市）  参加者：15名 

「グリーン購入リーダー講座 2～グリーン購入の基礎を伝えよう～」 

SGN事務局 竹ヶ原 経子 

 

 

4/22 実践講座前期 1 の風景 

6/22 実践講座前期 2 の風景 
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○後期２ ＜彦根会場＞ 
 

2021年 12月 7日（火）  

会場：滋賀県消費生活センター（彦根市）<ｵﾝﾗｲﾝ併催> 

参加者：39名 

 「脱炭素とサステイナブル・デザイン 

～マイクロ水力発電とまちづくり～」 

木村電工株式会社 代表取締役 木村 禎氏 

「じぶんのしごとをパラダイムシフトする 

～ガソリンスタンドはまちのエコロジーステーション～」 

油藤商事株式会社 代表取締役 青山 裕史氏  
 

 
○後期３ ＜大津会場＞ 

 

2022年 1月 27日（木） 参加者：71名 

会場：ピアザ淡海（大津市）<ｵﾝﾗｲﾝ併催> 

       「湖国・滋賀の生き物たちの『にぎわい』と『つながり』を未来へ」 

滋賀県立琵琶湖博物館 専門学芸員 中井 克樹氏 

 

 

３. ヒアリング  
 

・STEP2登録事業者 25 者に個別ヒアリング実施（対面及びオンライン） 

  2021年 8月 26 日（木） 開催方法：オンライン（Zoom 利用） 対象者：6者 

  2021年 9月 7日（火） 開催場所：滋賀県庁  対象者：6者   

  2021年 9月 9日（木） 開催場所：滋賀県消費生活センター 対象者：4者 

  2021年 9月 14 日（火） 開催方法：オンライン（Zoom 利用） 対象者：9者 

 

 

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、アンケート実施、企業訪問や訪問ヒアリング、

検討会を実施した。  

 

 

Ⅶ 理事会・幹事会等の開催 

１. 理事会の開催 
 

 

２. 幹事会の開催 
 

 

 

 

 

 

 

 

■第 31回理事会（ｵﾝﾗｲﾝ併催） 

■第 32回理事会（ｵﾝﾗｲﾝ併催） 

■第 33回理事会（ｵﾝﾗｲﾝ） 

■第 34回理事会（ｵﾝﾗｲﾝ） 

（2021年 5月 11日） 

（2021年 6月 2 日） 

（2021年 10月 7日） 

（2022年 3月 2 日） 

出席者 理事 6 名 監事 2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 1名 陪席者 6名 

出席者 理事 7 名 監事 1名 陪席者 6名 

■第 84回（2021年度第 1回）幹事会（ｵﾝﾗｲﾝ併催） 

■第 85回（2021年度第 2回）幹事会（ｵﾝﾗｲﾝ） 

■第 86回（2021年度第 3回）幹事会（ｵﾝﾗｲﾝ） 

（2021年 4月 27日） 

（2021年 9月 27日） 

（2022年 2月 24日） 

出席者 21名 

出席者 25名 

出席者 23名 

1/27 実践講座【後期 3】の風景 

9/7 ヒアリングの風景 

12/7 実践講座【後期 2】ｵﾝﾗｲﾝ 
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３. 部会の開催 

 

 

 

 

Ⅶ その他 

 

１. 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） 

 

 

２. 寄附をいただいた団体 
 

 2021年 6月 29日 イオンベーカリー株式会社 様（有料レジ袋収益金） 16,994 円 

 2021年 6月 30日 株式会社 未来屋書店 様（有料レジ袋収益金） 16,799 円 

 2021年 6月 30日 株式会社ダイフク 様 150,000 円 

 2021年 7月 12日 辻 博子 様  350,000 円 

 2021年 7月 20日 イオンペット株式会社 様（有料レジ袋収益金）  3,178 円 

 2021年 9月 21日 イオンリテール株式会社 様（有料レジ袋収益金）  139,433 円 

 2021年 11月 30 日 株式会社メガスポーツ 様（有料レジ袋収益金）  8,501 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■2021年度第１回 実践促進部会（ｵﾝﾗｲﾝ） 

■2021年度第 2 回 実践促進部会（ﾒｰﾙ会議） 

 

（2021年 7月 1 日） 

（2022年 3月 30日） 

出席者 5 名 

出席者 8 名 

■2021年度第 1 回 連携推進部会（ｵﾝﾗｲﾝ） 

■2021年度第 2 回 連携推進部会（ｵﾝﾗｲﾝ） 

■2021年度第 3 回 連携推進部会（ｵﾝﾗｲﾝ） 

■2021年度第 4 回 連携推進部会（ｵﾝﾗｲﾝ） 

 

（2021年 6月 30日） 

（2021年 8月 4 日） 

（2021年 9月 8 日） 

（2021年 10月 7日） 

 

出席者 12名 

出席者 11名 

出席者 8 名 

出席者 12名 

 

■2021年度第 1 回 暮らし方普及部会（ｵﾝﾗｲﾝ） 

 

（2021年 6月 29日） 

 

出席者 8 名 

 

■2021年度第 1 回 企画広報部会（ﾒｰﾙ会議） 

■役員候補者選出委員会（企画広報部会）（ﾒｰﾙ会議） 

■2021年度第 2 回 企画広報部会（ﾒｰﾙ会議） 

■2021年度第 3 回 企画広報部会（ﾒｰﾙ会議） 

 

（2021年 4月 8 日） 

（2021年 4月 27日） 

（2021年 6月 29日） 

（2022年 3月 30日） 

 

出席者 13名 

出席者 8 名 

出席者 13名 

出席者 8 名 

 

■2021年度第 1 回 自治体部会 担当者連絡会議 （2021年 7月 16日） 出席者 23名 
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アインズ（株） （株）シガウッド 樋口金物（株）

（株）アケボノ （株）しがぎん経済文化センター （株）ヒサダ昭栄堂

アケボノ特機（株） （株）滋賀銀行 （株）平柿文仙堂

アズマヤ（東屋紙店） 滋賀トヨペット（株） 琵琶湖汽船（株）

（有）荒木テクニカル 滋賀ビジネスマシン（株） びわ湖放送（株）

（株）イケダ光音堂 （株）シバタプロセス印刷 （株）ふうしん

（株）一花 （株）シミズ事務機 冨士出版印刷（株）

（株）ウィードプランニング （株）松栄サービス 藤野商事（株）

ウッドワーク滋賀　堤木工所 上西産業（株） （株）プリセット

ゼネラルサプライ（株） （有）正野博文堂 （有）ふるき

（株）エスサーフ 新江州（株） （株）文昌堂

（株）FMおおつ （株）ジンジ （株）平和堂

近江印刷（株） 進々堂商光（株） ベストハウスネクスト（株）

近江鉄道（株） （株）杉山電設 豊国商事（株）

大阪ガス（株）　滋賀事業所 （株）ずゞ平 （株）本庄

太田印刷所 （株）スマイ印刷工業 （有）正木屋商店

（株）太田種苗 （有）創楽 （株）三峰環境サービス

大津紙業写真印刷（株） ソエダ（株） （有）南商店

（株）奥山ポンプ商会 (株)ダイフク 宮川印刷（株）

音伍繊維工業（株）滋賀営業所 （有）髙宮ビジネス （株）宮川商店

（株）オフィス・サービス （株）タグチ （株）ムーヴテック

オフィストータル（株） （有）田中印刷所 （株）村田自動車工業所

兼松綜合印刷（株） 田中建材（株） （株）ヤサカ

（株）叶匠寿庵 （株）田中誠文堂 （有）柳印刷店

観光交流企画室　ＴＡＣ　 谷口印刷（株） （株）ヤマジ

（有）キクヤオフィスサービス （有）タニグチオフィスシステム （株）ヤマダ

（株）きじまや タネダオフィスシステム（株） （有）山田東店

キステム（株） 田渕卓商店 （有）ヤマダ油脂

(株)木の家専門店　谷口工務店 （株）タマヤ （株）山名印刷

木村文具 （有）他谷無線商会 （株）ユニーズ

（有）キャリアネットワーク滋賀 （株）中央精器　滋賀支店 滋賀県

（株）清友商会 角川電機 大津市

クチムラ ティーエムエルデ（株） 草津市

熊谷電工（株） TDS（株） 東近江市

（株）髙陽建設 帝産湖南交通（株） 彦根市

（株）コクヨ工業滋賀 （株）デジ・プリント滋賀 米原市

コスガ印判 寺村書店 野洲市

（株）国華荘 びわ湖花街道 トーア（株）マキノ工場 栗東市

（株）湖睦電機 トラヤ商事（株） （特非）愛のまちエコ倶楽部

（株）コンセ 長岡産業（株） （特非）碧いびわ湖

サイテック（株） 中川テント（株） （公財）淡海環境保全財団

（株）斉藤ポンプ工業 （株）西堀 （特非）おおつ環境フォーラム　

佐々木印刷（有） 日本電気硝子（株） 　　　KES普及推進事業チーム

（有）澤五車堂 企業組合ねっこの輪 グリーン近江農業協同組合

三協高圧（株） ネッツトヨタ滋賀（株） 工房シーダーノ

（株）サンクス （有）畑中金物店 滋賀県生活協同組合連合会

（株）サンコー製作所 （株）ハン六 滋賀県地域女性団体連合会

（株）サンファミリー （有）ハン六タイプ 滋賀中央森林組合

三陽建設(株) （有）東呉竹堂 社会福祉法人八身福祉会　八身共同印刷

サンライズ出版（株） （株）ヒキタ事務機

148団体（企業・行政・団体の50音順）

2021年度　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）

別紙 
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【参考資料】２０２１年度 事業報告書

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

2021年度
事業

 ・グリーン購入＋エシカルキャンペーン
　　  （事業者対象）（148団体）

 ・自治体のグリーン購入担当者
　　　　　　　　　　　　　連絡会議（23名）

 ・GPプラン滋賀事業【県委託】
　①実践講座×6回（延べ250名）
　②基礎研修会×4回（延べ31名）
　③登録者ヒアリング・実践支援（25者）
　④ナイスハート購入制度PR等

 ・グリーン経済フォーラム（95名以上）

 ・食のグリーン購入研究会（27名）
 ・ゼロエミッション研究会（50名）
 ・エコ交通研究会（36名）
 ・生物多様性と環境・ＣＳＲ研究会
　　　　　　　（53名以上）
 ・ＭＯＲＩと暮らしの研究会（19名）

 ・研究会連携セミナー（38名以上）

 ・いちおしグリーン商品リスト
 ・自治体部会「買うならエコ！」リレー
 ・啓発資材の作成・貸出
 ・講師派遣事業（12名）
 ・地域事業への出展・参加（22件）

 ・グリーン購入＋エシカル キャンペーン
　　（消費者対象）（15,971名）

 ・会員総会（275団体）
 ・会員情報交換会（Webミーティング）
　　　　　　　　　　　　　　（96名）
 ・ニュースレター　2回発行
 ・ホームページ随時更新
 ・メルマガ・FAXリリース　12回発行
 ・インターネット活用による
　　　　　　活動方法に関する検討
 ・会員紹介者の表彰等

担当部会 連携推進部会 暮らし方普及部会 企画広報部会

中期目標
2020～

2022年度

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

2021年度
実績

G購入＋ｴｼｶﾙｷｬﾝﾍﾟｰﾝ参加
148団体

研究会事業への参加者
2020年度　380人以上
2021年度　318人以上

G購入＋ｴｼｶﾙｷｬﾝﾍﾟｰﾝ個人参加者
15,971人

年1回以上活動に参加した会員
（2020-2021年度）58.3％

活動
報告

○事業者の環境行動を推進するため、会員から情
報を収集し、「未来よしな社会」を見据えたキャン
ペーンを展開した。
○様々な社会状況に対応するため、連絡会議によ
り県内全自治体の協力体制をさらに固めた。
○グリーン購入に取り組む中小企業者の登録制度
「ＧＰプラン滋賀」では、CO2ネットゼロを全体テーマと
して設定し、環境面に福祉面を加えた事業者のＣ
ＳＲ行動を支援した。
○キャンペーン参加団体数は、年間目標（200団
体）に届かなかったものの、昨年度の142団体からは
6団体増加した。

○CO2ネットゼロ社会の実現に向けて、「グリーン経
済フォーラム」をオンラインで開催し、会員がそれぞれ
の立場からなすべきことについて考える機会とした。
○「食のグリーン購入」「ゼロエミッション」「エコ交通」
「生物多様性と環境・CSR」「MORIと暮らし」各研
究会は、総会後のオンライン会員交流会にてテーマ
別グループの進行を担当し、会員の連携した活動の
拡大を図った。
○研究会連携企画として、2050年CO2ネットゼロ
が実現された社会で中心となる世代の考えを聞き、
意見交換をするセミナーを開催した。
○研究会事業への参加者は、2020年度の380人
以上に続き、2021年度は318人以上となり、2年目
にして中期目標を達成するに至った。

○会員お薦めのグリーン商品の情報を募集し、リス
トにしてWeb掲載をすることで、一般消費者に向けて
情報発信を行った。
○全自治体連携の啓発リレーを今年も実施した。
子ども向けの啓発資材として「エシカルすごろく」卓上
版を新たに作成したが、コロナ禍につき活用すること
が出来なかった。
○大学への会員講師の派遣、地域事業への出展・
参加を積極的に行った。
○グリーン購入にエシカルの視点をプラスした行動を
広げる「グリーン購入＋エシカル キャンペーン」を実施
し、市町の広報誌やイベント会場での普及啓発を
行い、15,000人を超える参加宣言者を獲得すること
ができた。参加宣言者に抽選で当たる景品（希望
制）は会員企業にご協賛いただき、会員企業の環
境配慮の製品や取組を知ってもらう機会となった。

○社会的状況から、会員総会は書面表決をお願
いしての開催となった。
○オンラインでエネルギーからSDGsと地域経済を考
える「グリーン購入Webミーティング」を開催し、引き
続き会員交流の場を設けた。
○新役員紹介や会員の取組紹介、エコトピックスと
して法律や条例等、グリーン購入情報満載のニュー
スレターを2回作成し、お届けした。
○ホームページやメルマガ・FAXリリースを活用して随
時広報活動に努めたことと、オンラインセミナー後の
講師資料配布等に会員専用ページを活用した。
○中期目標「年1回以上活動に参加する会員の割
合の引き上げ」については、2年目である2021年度
は55.6％の会員が年1回以上の活動に参加すると
いう実績を得た。

　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 ～

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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一般社団法人滋賀グリーン活動ネットワーク 

2021 年度（第 9期）決算報告書 

    
・貸  借  対  照  表 

・正 味 財 産 増 減 計 算 書 

・財    産    目    録 

  
 

    

 
   

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 

2022年（令和 4年）3月 31 日 現在 

   
（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 1,780,395 1,903,489 △ 123,094 

          未収金 0 1,000 △ 1,000 

        流動資産合計 1,780,395 1,904,489 △ 124,094 

   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 1,780,395 1,904,489 △ 124,094 

Ⅱ  負債の部       

   1. 流動負債       

          未払費用 694,901 1,077,519 △ 382,618 

          未払消費税等 242,800 0 242,800 

          前受金 0 11,000 △ 11,000 

          預り金 22,970 31,650 △ 8,680 

        流動負債合計 960,671 1,120,169 △ 159,498 

   2. 固定負債       

        固定負債合計 0 0 0 

        負債合計 960,671 1,120,169 △ 159,498 

Ⅲ  正味財産の部       

   1. 指定正味財産       

   2. 一般正味財産 819,724 784,320 35,404 

        正味財産合計 819,724 784,320 35,404 

        負債及び正味財産合計 1,780,395 1,904,489 △ 124,094 
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2021年（令和3年）4月1日 から2022年（令和4年）3月31日 まで （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 5,414,000 5,484,000 △ 70,000

            個人賛助会員受取会費 75,000 84,000 △ 9,000

          受取会費計 5,489,000 5,568,000 △ 79,000

          事業収益

            事業収益 474,300 588,110 △ 113,810

          受取補助金等

            受取地方公共団体補助金 1,800,000 1,800,000 0

            受取受託金 4,870,000 11,570,000 △ 6,700,000

          受取補助金等計 6,670,000 13,370,000 △ 6,700,000

          受取寄付金

            受取寄付金 706,085 592,229 113,856

          雑収益

            受取利息 33 30 3

        経常収益計 13,339,418 20,118,369 △ 6,778,951

     (2)経常費用

          事業費

            給料手当 6,777,918 9,324,384 △ 2,546,466

            法定福利費 679,769 1,097,638 △ 417,869

            旅費交通費 44,532 100,660 △ 56,128

            通信運搬費 511,744 691,730 △ 179,986

            消耗品費 97,720 970,640 △ 872,920

            印刷製本費 446,270 754,050 △ 307,780

            賃借料 235,764 473,003 △ 237,239

            保険料 0 5,000 △ 5,000

            諸謝金 167,000 410,000 △ 243,000

            租税公課 2,000 2,000 0

            委託費 158,400 2,012,710 △ 1,854,310

            雑費 53,585 110,207 △ 56,622

          事業費計 9,174,702 15,952,022 △ 6,777,320

          管理費

            給料手当 1,614,490 1,789,223 △ 174,733

            退職金共済掛金 96,000 96,000 0

            福利厚生費 27,524 36,234 △ 8,710

            法定福利費 351,137 392,400 △ 41,263

            旅費交通費 290,882 52,650 238,232

            通信運搬費 207,482 235,974 △ 28,492

            消耗品費 229,103 269,317 △ 40,214

            賃借料 970,340 855,608 114,732

            租税公課 252,800 20,000 232,800

            年会費 10,000 10,000 0

            雑費 7,350 74,145 △ 66,795

          管理費計 4,057,108 3,831,551 225,557

        経常費用計 13,231,810 19,783,573 △ 6,551,763

          評価損益等調整前当期経常増減額 107,608 334,796 △ 227,188

          当期経常増減額 107,608 334,796 △ 227,188

   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

        経常外費用計 0 0 0

          当期経常外増減額 0 0 0

          税引前当期一般正味財産増減額 107,608 334,796 △ 227,188

          法人税、住民税及び事業税 72,204 72,200 4

          当期一般正味財産増減額 35,404 262,596 △ 227,192

          一般正味財産期首残高 784,320 521,724 262,596

          一般正味財産期末残高 819,724 784,320 35,404

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 819,724 784,320 35,404

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
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一般社団法人 滋賀グリーン活動ネットワーク 

     

財 産 目 録 

2022年（令和 4年）3月 31日 現在 

    
（単位：円） 

貸 借 対 照 表 科 目 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) 

  1,780,395 

流動資産合計   1,780,395 

固定資産合計   0 

  資産合計 1,780,395 

（流動負債）         

  未払費用     694,901 

  未払消費税等     242,800 

  預り金 源泉所得税   22,970 

流動負債合計   960,671 

固定負債合計   0 

  負債合計 960,671 

  正味財産 819,724 
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収入の部 （単位：円）

正会員会費（462団体分） 5,414,000

賛助会員会費（23名分） 75,000

　受取補助金 1,800,000 1,800,000 滋賀県 1,800,000

講師派遣料等 100,000

協賛バナー広告料 264,000

チラシ同封サービス・ＮＬ購読料他 103,300

セミナー等参加料 7,000

　受託金 4,870,000 4,870,000 グリーン購入実践プラン滋賀 4,870,000

イオンリテール(株)様、イオンベーカリー(株)
様、(株)未来屋書店様、イオンペット(株)様、
(株)メガスポーツ様

184,905

(株)ダイフク様 150,000

辻 博子様 350,000

その他 21,180

　雑収益 1,980 33 33

　前年度繰越金 784,320 784,320

収入合計 13,700,000 14,123,738

支出の部 （単位：円）

実践促進事業 947,016

連携推進事業 1,166,890

暮らし方普及事業 798,651

情報提供・企画事業 1,613,445

グリーン購入実践プラン滋賀 4,648,700

給料手当・法定福利費等 2,350,507

事務所費等 835,700

旅費・通信運搬費・消耗品費等 628,101

　租税公課 316,000 315,004 消費税・地方税

　予備費 300,000 0

支出合計 13,700,000 13,304,014

収支差額 819,724 ※うち200,000円は㈱ダイフク様より研究会への寄付分

　管理費 3,770,000 3,814,308

科　　　目 当初予算額 決算見込額の内訳決算額

　事業費 9,314,000 9,174,702

　受取寄付金 180,000 706,085

　受取会費 5,596,000 5,489,000

　事業収益 467,700 474,300

２０２１年度　決算報告（案）

科　　　目 当初予算額 決算額 決算見込額の内訳

参考資料
一般社団法人 滋賀グリーン活動ネットワーク 
 


