
埼玉グリーン購入ネットワーク（埼玉 GPN） 

第 11 回通常総会 次第 

 

 

１ 日時 2018 年 6 月 13 日（水）14：00～ 

 

 

２ 会場 新都心ビジネス交流プラザ 4 階 

 

 

３ 内容 

 ① 来賓挨拶 

   埼玉県環境部 副部長 安藤 宏 様 

 

 ② 挨  拶 

   会長 江田 元之 

 

 ③ 議長選出 

 

 ④ 議事 

  第１号議案 2017 年度事業報告（案）及び決算報告（案） 

  第 2 号議案 2018 年度事業計画（案）及び予算（案） 

  第 3 号議案 役員の改選について 

 

 ⑤ 閉会挨拶 

 

 

 

 

 

[配布資料] 

 ・資料 1： 2017 年度事業報告（案）及び決算報告（案） 

 ・資料 2： 2018 年度事業計画（案）及び予算（案） 

 ・資料 3： 役員及び運営委員名簿、アドバイザー名簿 



【第１号議案】 

2017 年度事業報告（案） 

2017年 4月 1日から 2018年 3月 31日まで 

事業名 内 容 

埼玉グリーン 

購入フォーラム 

【期 日】７月７日（水） 新都心ビジネス交流プラザ 15:00～ 

【内 容】 

１  基調 講演 「 埼玉県 の温室 効果ガ ス 排出量の  

  これ までと これか ら 」  

  埼玉 県環境 科学国 際セン ター  温 暖化対策 担当  

  本城  慶多 氏  

２  情報 提供  

 ①目標 設定型 排出量 取引制 度につ い て  

  埼玉 県環境 部温暖 化対策 課  

  計画 制度・ 排出量 取引担 当主幹  森田  健 司氏  

 ②パリ クラブ ２１埼 玉につ いて  

  特定 非営利 活動法 人環境 ネット ワ ーク埼玉  

  理事  星野  弘志 氏  

参加者 数   ２ ６ 名  

ネットワーク 

の拡大 

【内 容】埼玉県内の環境活動などに取り組む様々な団体に対しネ

ットワークへの参加を呼びかけた。 

３月３１日現在 会員数７３ 

ホームページ 

の構築及び運用 

【期 間】通年・随時 

【内 容】グリーン購入に関連する地域情報などの提供を目的にホ

ームページの内容を適宜更新しながら運用した。 

会報（ニュース

レター）の発行 

【回 数】２回発行（９月／２月） 

【内 容】会員向けに情報提供として会報を作成し、全会員並びに

関係者に配付した。 

広報活動 【回 数】随時 

【内 容】メール（メールマガジン）や FAX により、会員に対して

タイムリーなグリーン購入に関連する情報を発信した。 

会員交流会 １ グリーン購入事業 

【内 容】会員がそれぞれの事業や活動を紹介しあう場を設け、ネ

ットワークを広げる機会とした。(総会後実施) 

２ パリクラブ２１埼玉事業 

【内 容】会員やパリクラブ２１埼玉にかかわる団体等が一同に会

する場を設け、ネットワークを広げる機会とする。（10周年

記念事業後実施） 

学習会の開催 １ グリーン購入事業 

見学会 

■雨水利用施設を巡る墨田区まち歩き 

【期 日】１０月１３日（金） 

【見学先】隅田公園、有季園（路地尊３号基）、路地尊２号機、他 

 参加人数 ８人 

 

■下水道施設見学会 

【期 日】１１月２８日（火） 

【見学先】中川下水道事務所（中川水循環センター） 

 参加人数 １０人 
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学習会 

■環境問題の現況と将来を展望するセミナー［一般社団法人環境検

査研究協会共催］ 

【期 日】９月１日（金） ソニックシティ市民ホール 

【内 容】 

① 基調講演「環境に良いことを見分ける力を養う！～ライフサイ

クルアセスメントとグリーン購入の基本～」 

  東京大学大学院工学研究科教授 

  グリーン購入ネットワーク会長 平尾 雅彦氏 

② 事例報告 

 ・第２０回環境コミュニケーション大賞受賞「来ハトメ工業株式

会社」の環境に関する取り組みと環境報告書 

  来ハトメ工業株式会社 管理部主任 環境管理責任者 

  石原 隆雅氏 

 ・グリーン購入ネットワークの紹介 

  グリーン購入ネットワーク 事務局長 深津 学治氏 

 参加人数 ９２人 

 

■実務担当者向けグリーン購入研修会（課題解決編）［グリーン購入

ネットワーク共催］ 

【期 日】１１月２日（木） 浦和コミュニティセンター 

【内 容】 

① グリーン購入の取り組み状況と課題 

② グリーン購入の取り組み事例 

③ 質疑応答 

④ 参加者による意見交換 

⑤ 課題解決のためのポイント解説 

⑥ GPNの活動紹介 

  講師 GPN事務局長 深津 学治氏 

 参加人数 １４人 

 

２ パリクラブ２１埼玉事業 

■埼玉打ち水の環 2017 

県内で打ち水を実施いただける団体・個人を募集し、身近な地球温

暖化対策である打ち水を広めるための活動を行った。 

【期 間】７月２２日（土）～８月２３日（水） 

【結 果】エントリー団体・個人 １２ 

■環境問題の現況と将来を展望するセミナー後援 

■下水道施設見学会共催 

■１０周年記念事業共催 



１０周年記念事

業 

■１０周年記念事業「２０３０年を見すえた環境を取り巻くビジネ

スの動向～SDGsから企業価値向上を目指して～」 

【期 日】２月２１日（水） 浦和コミュニティセンター 

【内 容】 

① 挨拶、感謝状贈呈 

② 課題提起「ビジネスは持続可能な開発目標に貢献できるか」 

  グリーン購入ネットワーク 会長 平尾 雅彦氏 

③ 記念講演｢積水ハウスにおける気候変動対策ビジネス｣ 

  積水ハウス株式会社環境推進部長 兼 温暖化防止研究所長 

  石田 建一氏 

④ 記念講演｢SDGsで正しく稼ぐ、これからの働き方｣ 

  株式会社大川印刷 代表取締役社長 大川 哲郎氏 

⑤ 話題提供「GPNが取り組む 持続可能な調達に向けたアクション 

  プログラムの紹介」 

  グリーン購入ネットワーク 事務局長 深津 学治氏 

 参加人数 ７２人 

全国 GPN との連

携事業 

【期間】随時 

【内容】学習会の企画・実施及び他の活動に対しての支援・連携を

行い、活動を促進した。 

環境イベント 

への出展 

■環境ビジネスセミナーへの参加 

【回数】２回開催 

１０月３０日（月） さいたま商工会議所会館 

３月２２日（木） 埼玉県県民健康センター 

【内容】 埼玉県が中心となって開催している環境ビジネスセミナー

の実行委員会メンバーとして、講座開催に積極的に参加をした。 

＜会議＞ 

◆ 総   会：年 1回開催（会則第 19条） ７月７日  

◆ 運営委員会：毎月開催（会則第 25条） 





【第２号議案】 

2018年度事業計画（案） 

2018年 4月 1日から 2019年 3月 31日まで 

事業名 内 容 

埼玉ＧＰＮフォーラム 【期日】６月１３日 

【内容】総会開催を記念したフォーラムを開催する。（１回） 

ネットワークの拡大 【期間】通年 

【内容】埼玉県内の環境活動などに取り組む様々な団体に対し、パ

リクラブ２１埼玉も通してネットワークへの参加を呼びか

ける。 目標会員数７５ 

ホームページの構築及び運

用 

【期間】通年・随時 

【内容】グリーン購入やパリクラブ２１埼玉に関連する地域情報な

どの提供を目的にホームページの内容を適宜更新しなが

ら運用する。 

会報（ニュースレター）の

発行 

【回数】２回発行 

【内容】会員向けに情報提供として会報を作成し、全会員並びに 

関係者に配付する。 

広報活動 【回数】随時 

【内容】メールやホームページ等により、会員等に対してタイムリ

ーなグリーン購入やパリクラブ２１埼玉事業に関連する

情報を発信する。 

会員交流会 １．グリーン購入事業 

【内容】会員がそれぞれの事業や活動を紹介しあう場を設け、ネッ

トワークを広げる機会とする。(総会後実施) 

２．パリクラブ２１埼玉事業 

【内容】会員やパリクラブ２１埼玉にかかわる団体等が一堂に会す

る場を設け、ネットワークを広げる機会とする。 

学習会の開催 １．グリーン購入事業 

【回数】４回開催（学習会２回、見学会２回） 

【内容】グリーン購入の幅広い普及啓発のため、事業者及び一般向

けグリーン購入の学習会や見学会を開催する。また埼玉県

環境ビジネスセミナーの実行委員メンバーとして積極的

に企画・運営に参加する。 

※環境ビジネスセミナーは２回開催 

２．パリクラブ２１埼玉事業 

【内容】パリクラブ２１埼玉として他団体と連携し、学習会や見学

会などを開催する。（打ち水大作戦７月２１日、他） 

埼玉版グリーン購入大賞の

開催に向けた検討及び準備 

【回数】１回 

【内容】埼玉版グリーン購入大賞開催に向けた検討・準備を行う。 

全国ＧＰＮとの連携事業 【期間】随時 

【内容】ＧＰＮが行うイベントやセミナー、及び他の活動に対して

支援・連携を行い、活動を促進する。 

環境イベント等への出展 【回数】２回以上 

【内容】地域の環境関連イベントなどに参加し、グリーン購入やパ

リクラブ２１埼玉事業における普及啓発を行うとともに

ネットワークの認知度を高める。 

＜会議＞ 

◆通常総会：年１回開催（会則第１９条） ◆運営委員会：月１回開催（会則第２５条） 
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<収　入> （単位：円）

<支　出> （単位：円）

今期収入合計 1,760,000

2018年度予算（案）
2018年4月1日から2019年3月31日まで

切手、会報誌発送、請求書発送、他

項　目 予算額 摘　要

収入合計

繰越金

印刷費 150,000

郵送費

1,807,290

同封ちらしサービス収入金等

会費収入

雑収入・寄付

全国GPN分配金

1,750,000

5,000

項　目 予算額 摘　要

会員数　75団体、入会金含む

利息含む

5,000

資料・会報誌、封筒、他

会費×30％
会員へのニュースレター送付費
＠98×会員数×4回

消耗品、交通費、事務局委託費

謝金 50,000 フォーラム、セミナー講師

ホームページ運用費 40,000 サーバー利用料、ドメイン使用料、他

全国ネットワークへの負担金

事務局経費

550,000

3,567,290

50,000

会場費、バス借り上げ費、他

雑費

パリクラブ21埼玉活動費 100,000 セミナー、イベント、交流会、他

借料・損料 100,000

0

3,567,290

会議所会費、お茶、他

400,000

20,000

埼玉版グリーン購入大賞準備費 50,000 広報費、他

今期支出合計 1,760,000

予備費 250,000

繰越金

支出合計

収支差額

1,807,290



 

 

役員及び運営委員名簿 

役員 団体名 役職 氏名 

会長 （一社）埼玉県環境検査研究協会 代表理事 星野 弘志 

副会長 NPO法人埼玉 OBサポーターズ倶楽部 理事 村重 嘉文 

NPO法人エコデザイン推進機構 代表理事 小澁 弘明 

（株）与野フードセンター 代表取締役社長 井原  實 

運営委員長 NPO法人埼玉 OBサポーターズ倶楽部 理事 村重 嘉文 

運営委員 （一社）埼玉県環境検査研究協会 代表理事 星野 弘志 

認定 NPO法人環境ネットワーク埼玉 事務局長 秋元 智子 

NPO法人エコデザイン推進機構 代表理事 小澁 弘明 

生活協同組合コープみらい 電気小売事業推進室 担当課長 齊藤  勉 

さいたま市 環境局環境共生部環境創造政策課長 小林 昌彦 

さいたま商工会議所 業務本部ものづくり支援課 課長 小林  敦 

（株）テレビ埼玉 常務取締役 川原 泰博 

東京ガス（株）埼玉支社 総務広報グループ 土屋ひろみ 

毎日興業（株） 代表取締役 男澤  望 

（株）与野フードセンター 代表取締役社長 井原  實 

リコージャパン（株）埼玉支社 事業管理部 事業管理グループ リーダー 増田  清 

（株）埼玉りそな銀行 法人部長 越智 孝明 

（一社）埼玉県トラック協会 経理部経営支援課 参与 梅田 敏直 

会計監事 川口市 環境総務課長 山脇 正和 

（株）ぶぎん地域経済研究所 取締役調査事業部長 兼 上席研究員 松本 博之 

（敬称略） 

アドバイザー名簿 

団体名 役職 氏名 

NPO法人環境生態工学研究所 理事長 須藤 隆一 

（一社）埼玉県中小企業診断協会 専務理事 江田 元之 

埼玉大学 名誉教授 外岡  豊 

芝浦工業大学 システム理工学部環境システム学科教授 中口 毅博 

NPO法人エコデザイン推進機構 代表理事 小澁 弘明 

NPO法人ゼリ・ジャパン 事務局長（グリーン購入ネットワーク代表理事） 竹内 光男 

（敬称略） 
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