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埼玉グリーン購入ネットワークニュース

10 周年記念特別号（20 号） 2018 年 2 月
～ 環境への負荷が少ない商品・サービスの優先購入を進める
首都圏初の地域ネットワーク ～

会長

ごあいさつ

江田元之

埼玉グリーン購入ネットワークはこのたび 10 周年

には 2020 年以降の温室効果ガス排出削減等のため

を迎えることとなりました。皆様の日ごろの温かいご

の新たな国際枠組み「パリ協定」が発効されたことや

支援、ご鞭撻とご協力に心から感謝とお礼を申し上げ

2015 年 9 月の国連サミットでは「持続可能な開発目

ます。

標 SDGs」が採択されました。SDGs では、17 の大きな

埼玉グリーン購入ネットワークは、全国組織であ

目標が掲げられており、その中の 12 番目に「つくる

る「グリーン購入ネットワーク」の支部組織として、

責任、つかう責任」持続可能な消費と生産パターンを

2007 年 7 月に設立しました。埼玉県を始めとし県内

確保するが挙げられています。まさに、グリーン購入

自治体様、企業様など地域の幅広い団体・個人の参加

の活動そのものが、これからの社会に対して果たすべ

をいただき、県内においてグリーン購入の取組を促進

き役割だと重く受け止めています。環境に配慮した消

するために活動して参りました。各主体にグリーン購

費をとおして、企業活動のグリーン化を図ることによ

入を理解し自ら取り組んでいただくために、主に 3 つ

り、持続可能な社会を構築していきたいと考えます。

の活動指針を持って事業を行っています。１

埼玉県

さらに、2017 年には、特定非営利活動法人環境ネッ

民と連携し、地球環境への負荷の小さい商品やサービ

トワーク埼玉と一緒に草の根活動による低炭素社会へ

スを優先的に購入するグリーン購入活動を促進しま

のムーブメント作りとして「パリクラブ 21 埼玉」も立

す。２

ち上げ、活動の幅が広がりました。

グリーン購入に関する普及啓発や情報提供、

調査研究などを行ないます。３

環境負荷の小さい商

これからの 10 年、社会がどのように変化していくの

品やサービスのグリーン市場を県内に形成し、地球温

か予測の難しい時代ですが、その時のニーズや課題に

暖化防止や３Ｒ推進等に貢献し、持続可能な発展、社

対して迅速かつ的確に対応し、誰もが安心して住みや

会経済と環境との共生、循環型社会の構築を目指しま

すい環境を整えることが私たちに課せられたミッショ

す。これらを目標とし、設立から 10 年間活動を続けて

ンと思っています。皆様のご支援をいただきながら、

参りましたが、微力ながら小さな足跡を残せたのでは

今後もより一層の努力を図り活動を展開してまいりた

と自負しております。

いと思っています。応援よろしくお願いいたします。

今世界の環境を取り巻く状況は、設立当初とは随
分と変化してきているのを感じます。2016 年 11 月
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埼玉グリーン購入ネットワーク設立 10 周年に寄せて
このたび、埼玉グリーン購入ネットワークが、記念すべき設立 10 周年を迎えられまし
たことを、心からお祝い申し上げます。
貴団体は、平成 19 年の設立以来、環境負荷の少ない商品やサービスの普及、経済と環
境との共生、循環型社会の構築等を目指して、研修会やセミナーの開催、情報提供事業に
活発に取り組まれております。また、全国組織と連携して、地域のグリーン購入の推進に
大きな貢献をしてこられました。
これもひとえに、江田元之会長をはじめ関係者の皆様の熱意とこれまでの並々ならぬ
御努力のたまものであると、改めて深く敬意を表する次第です。
埼玉県知事

上田

清司

さて、県では、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない持続的に発

展することができる社会の構築を図るため、
「埼玉県環境基本計画」を策定し、施策を推進しています。
この計画では、長期的な目標として「限りある資源を大切にする循環型社会づくり」を掲げ、廃棄物の減量化や
循環利用を推進しています。また、県の率先した取組として、
「埼玉県グリーン調達推進方針」に基づき、グリーン
購入の実施や分別廃棄の徹底などのエコオフィス化を進めています。
地球温暖化問題をはじめとする今日の環境問題の解決には、社会の在り方そのものを環境負荷の少ない持続的
発展が可能なものに変革していくことが不可欠です。グリーン購入の取組は、環境負荷の低減を実現するために
非常に有効な方策であると確信しています。
貴団体におかれましては、引き続き、グリーン購入の取組の推進にお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
結びに、埼玉グリーン購入ネットワークの今後ますますの御発展、関係者の皆様の御活躍を心からお祈り申し
上げ、お祝いの言葉とさせていただきます。
埼玉グリーン購入ネットワークが設立 10 周年を迎えられましたことを心よりお祝い
申し上げます。埼玉 GPN は 6 番目の地域ネットワークとして 2007 年に設立され、GPN
と共にグリーン購入の普及に取り組んでこられました。江田元之会長のご指導の下、埼
玉 GPN の発展・運営にご尽力いただいている関係者の方々や会員団体の皆様のご支援・
ご協力に厚く御礼申し上げます。昨年は「パリクラブ２１埼玉」も立ち上げられ、地域か
らグローバルな課題の解決にも取り組まれる活動の広さには、GPN も勇気づけられてお
ります。もとよりグリーン購入は、県や市町村における地元の組織や市民に根付いた活
動によって根付き、広がってゆくものであり、地域ネットワークの会員同士の顔の見え
GPN会長

平尾

雅彦

る活動が全国での活動の大きな支えとなっております。

世界では、私たちが暮らす社会を持続可能な形へと転換するための枠組みが大きく動いています。国際標準化
機構は 2017 年に持続可能な調達の規格（ISO20400）を発行しました。オリンピック・パラリンピック東京 2020
大会においても持続可能性に配慮した調達の実施が準備されています。
会員の皆さんも目にされていると思いますが、国連が定めた持続可能な開発目標（SDGs）には 17 の目標と 169
のゴールが設定されています。目標 12 では私たちの消費と生産のあり方を持続可能なものとすることが目標とし
て掲げられており、まさにグリーン購入ネットワークが目指すものであります。社会を持続可能にするためには、
私たちが自らの「消費と生産」を社会に責任をもてる形に高めていくことが重要かつ有効な手段であると位置づ
けられているのです。また、目標 17 は「パートナーシップで目標を達成しよう」とあります。埼玉 GPN・GPN は
企業、行政、民間団体、大学がパートナーシップを築き、集うネットワークであり、私たちのネットワークを活か
すことで SDGs の目標を達成することも可能になります。
会員の皆様におかれましては、自らの組織の価値向上とともに埼玉県における持続可能な社会構築に向けた優
れた取り組みを共有するために、より一層埼玉 GPN というパートナーシップの場を活用し、広げていっていただ
きたいと思います。最後に、埼玉 GPN ならびに会員団体の皆様の更なる発展とご健勝を祈念致しまして、お祝い
の言葉とさせていただきます。
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埼玉 GPN10 年のあゆみ
■総会・フォーラムの開催

■学習会・自治体向け研修会等の開催

毎年 6 月に総会を開催しています。総会を記念し
て毎年フォーラム・交流会を開催し会員との交流
を深めています。

一般、自治体向けの研修会や実践講座等を開催し、グ
リーン購入の普及拡大に努めました。

▲設立総会・フォーラム（2007.7）

■見学会の開催

■その他様々な取組

◇埼玉 GPNNEWS
広報誌を年 2 回発行し、これまで
に第 19 号まで発行しました。

主に会員企業訪問や、環境の先進的な取組を年に 4 回
程度見学し、知見及び見聞を広めています。

▶埼玉 GPNNEWS 第 19 号

◇東日本大震災支援
震災で被害を受けたみやぎ
GPN を訪問し、義援金を
お届けしました。

（2012.3）

◇パリクラブ 21 埼玉
特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉と共に
立ち上げ、打ち水や見学会を開催しました。

◇埼玉県環境ビジネスセミナー（グリーンサロン）
埼玉県、関東経済産業局、
（公財）埼玉県産業振興
公社の三者と実行委員会を組織化し、セミナーを 24
回開催しました。
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会員リスト
感謝状贈呈会員
設立総会前より、会員としてグリーン購入の発展に多大なるご尽力をいただきまし
た。心より感謝申し上げます。ここに、感謝状を贈呈いたします。
株式会社東京化成製作所、埼玉県、コープみらい、アピカ株式会社、日高市、コクヨマー
ケティング株式会社 埼玉支店、富士ゼロックス埼玉株式会社、川口市、さいたま市、株
式会社ベルエール、株式会社ハイクレー、フォーレスト株式会社、サンケイ鋼器株式会
社、大成ロテック株式会社、株式会社ジャパンアート、株式会社アートドットコム、株
式会社シール堂印刷、株式会社 OA サプライフルサービス、社会福祉法人埼玉福祉会、毎
日興業株式会社、マルキユー株式会社、株式会社与野フードセンター、株式会社埼玉新
聞社、株式会社国太楼
＊ご入会年月日順

会員
株式会社ぶぎん地域経済研究所、株式会社ハイディ日高、株式会社テレビ埼玉、大宮アルディージャ、浦
和レッドダイヤモンズ、埼玉日産自動車株式会社、武州ガス株式会社、有限会社タカザワ企画、有限会社
パル、株式会社関東パイプ技研、埼玉トヨペット株式会社、ポラス株式会社、リコージャパン株式会社
埼玉支社、望月印刷株式会社、株式会社イーシティ埼玉、株式会社ＦＭ ＮＡＣＫ５、株式会社タカヤマ、
株式会社アクセル、株式会社埼玉りそな銀行、株式会社ビルテクノマイニチ、株式会社松永建設、株式会
社マッハ、税理士法人レッドサポート、株式会社武蔵野銀行、株式会社アルク設計事務所、埼玉縣信用金
庫、株式会社ワーム、株式会社ジャスト、東京ガス株式会社埼玉支社、株式会社ユーパーツ、株式会社エコ
環境システム、株式会社松柳園、株式会社甲商、株式会社ビルヒット、株式会社太陽商工、株式会社ヒメプ
ラ、サイエンス株式会社、東京サラヤ株式会社

北関東支店、戸田市、ＮＰＯ法人ＥＥハーモニー、埼玉県

商工会連合会、公益財団法人さいたま市産業創造財団、公益財団法人埼玉県産業振興公社、埼玉中小企業
家同友会、さいたま商工会議所、埼玉県中小企業団体中央会、公益財団法人埼玉県公園緑地協会、一般社
団法人埼玉県トラック協会、一般社団法人埼玉県環境検査研究協会
＊順不同
（2018 年 2 月現在）

■ 発行：埼玉グリーン購入ネットワーク
＜事務局＞ 〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5埼玉県浦和合同庁舎3階
特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉内
TEL. 048-749-1217／FAX. 048-749-1218／HomePage http://www.saitamagpn.jp/
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