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九州グリーン購入ネットワーク
九州が変わる、グリーン購入で変わる。

〜地球温暖化防止活動・3R推進活動・地産地消の推進はグリーン購入から〜
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◉九州GPNについて
九州GPNとは？

「その商品、
必要ですか？」
「地球環境に配慮した商品ですか？」
まずは立ち止まり考えてみてください。
この行動が
「グリーン購入」
のスタート
（一歩）
です。
九州グリーン購入ネットワークは、
「グリーン購入」
の普及を通じて、福岡・九州地域のものづくりや人々の暮らし
がより環境に配慮されたものになるよう働きかけていきます。
ネットワークには福岡県、
北九州市、福岡市のほか九
州地域の自治体、事業者、市民団体が参加しています。グリーン購入は環境負荷を低減し、持続可能な社会の構
築に繋がる行動です。商品に関する情報提供、福岡県内や九州地域の団体の取組みを通じ、グリーン購入への理
解を深め、
普及させていくために学習会や研究会などに取組んでいます。

行政機関等

学識者

九州グリーン購入ネットワーク
・同じ購入者の立場で
活動するネットワーク

企業

・みんなで知恵と力を
出し合い、環境先進
地九州を築いて行き
ます

学校・NPO
市民団体

一般消費者

活 動 方 針
❶環境に配慮した製品・サービスを九州地域内に普及し、グリーン市場を拡
大します。
❷九州地域内で、環境に配慮した製品・サービスを提供している事業者の活
動を促進します。
❸グリーン購入に取り組む消費者・事業者・行政の情報交換と活動促進の場
とします。
❹学校、企業、消費者への環境教育を協働で行い、グリーンコンシューマー育
成の場とします。
❺地球温暖化防止活動、3R推進活動や地産地消を推進いたします。
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これからの10年に向かって
九州グリーン購入ネットワーク（九州GPN）は、2007年2月に設立総会を開催し、当初「九州GPN・福岡」とし
て発足しました。翌年には、九州全域を活動の範囲とすることを目指して「九州GPN」となっています。グリーン購
入ネットワークが発足したのは1996年ですが、滋賀や三重、京都、宮城等全国に地域ネットワークが設立され、九
州GPNは5番目の地域ネットワークでした。会員数126団体（GPNからの移行会員69団体、新規会員57団体）で
した。当時は、福岡市のくらしの環境財団（現在のふくおか環境財団）の一角に事務局をおいていました。九州地
域のグリーン購入促進の取り組みとして、環境イベントでの展示やセミナー・先進企業見学会の開催などを行って
きています。その後、事務局が北九州市立大学に変わり（2010〜2012年）、さらに、2012年より一般財団法人九
州環境管理協会に事務局を担当していただくようになり、現在に至っています。2019年1月末現在、会員数が83
団体と、減少傾向にあります。
2015年9月の国連本部でのサミットで「持続可能な開発目標（SDGs）」が採択され、17のゴールが示されまし
た。その一つに「12．持続可能な消費と生産」があります。そして、2018年12月15日に閉幕したCOP24ポーランド
会議では、パリ協定実施のための各国の気候変動と政策を点検する共通ルールに合意しました。削減目標の達
成に向け、全世界での取り組みを進めなければなりません。こうした状況を受けて、GPNでは「持続可能な社会の
ためのグリーン購入基本原則」として改定が行われています。
九州GPNにおいても、その活動が10周年を迎え、これからの10年に向かってこれまで以上の取組を進めていこ
うとするところです。九州GPNの会員の活動状況をガイドブックに取りまとめました。グリーン購入の実践に役立
てていただけましたら幸いです。
九州グリーン購入ネットワーク・代表

二渡

了

（北九州市立大学・教授）

九州グリーン購入ネットワークは昨年設立10周年を迎え、更なる会員組織の拡大を図り会員相互の情報を共有
化する為のツールとして、この2019年版「九州グリーン購入ガイドブック」を作成しました。
このガイドブックの活用により、広く皆様に情報を発信し、環境をキーワードに九州循環圏の確立に繋げる活
動を、会員メンバーの皆様と連携して取り組んでいきます。

九州グリーン購入ネットワーク・幹事
ガイドブック作成作業部会 部会長

田中利和

（㈱田中商店水俣営業所・専務取締役）
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【行

ガイドブック掲載者リスト

政】

会員No.

団体名

所在地

電話番号

fax番号

BQ002

北九州市

福岡県北九州市小倉北区城内1 1

093 582 2173

093 582 2196

BQ003

苅田町

福岡県京都郡苅田町富久町1 19 1

093 434 1834

093 436 3014

BQ004

宮崎県

宮崎県宮崎市橘通東2 10 1

0985 26 7084
（内線2823）

0985 26 7311

BQ005

熊本県

熊本県熊本市中央区水前寺6 18 1

096 333 2278

096 383 7680

BQ008

福岡市

福岡県福岡市中央区天神1 8 1

092 733 5381

092 733 5592

BQ009

福岡県

福岡県福岡市博多区東公園7 7

092 643 3356

092 643 3357

BQ013

佐賀市

佐賀県佐賀市栄町1 1

0952 40 7201

0952 26 5901

BQ014

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10 1

099 286 2546

099 286 5539

BQ018

大分県

大分県大分市大手町3 1 1

BQ019

長崎県

長崎県長崎市尾上町3 1

095 895 2512

095 895 2566

BQ020

佐賀県

佐賀県佐賀市城内1 1 59

0952 25 7079

0952 25 7783

BQ023

水俣市

熊本県水俣市陣内1丁目1番1号

0966 63 1111

0966 63 9044

電話番号

fax番号

097 536 1111
097 506 3033
（直通）

097 506 1749

【民間団体】
会員No.

団体名

所在地

CQ003

特定非営利活動法人
男女・子育て環境改善研究所

福岡県福岡市中央区大名2 11 22

092 718 8010

092 718 8011

CQ004

公益財団法人 北九州観光
コンベンション協会

福岡県北九州市小倉北区浅野3 8 1

093 511 6848

093 521 8845

CQ006

公益財団法人
ふくおか環境財団

福岡県福岡市中央区那の津2 10 15

092 731 2704

092 731 2706

CQ009

一般社団法人
九州経済連合会

福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目1 82
電気ビル共創館6F

092 761 4261

092 724 2102

CQ010

北九州市立大学 国際環境
工学部
大学院国際環境工学研究科

福岡県北九州市若松区ひびきの1 1

093 695 3310

093 695 3368

CQ022

エフコープ生活協同組合

福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4826 1

092 947 9000

092 947 9191

CQ024

ワーカーズ・ごみ問題研究会

福岡県福岡市南区高宮1 9 21 302号

092 522 7511

092 522 7511

CQ027

一般財団法人
九州環境管理協会

福岡県福岡市東区松香台1 10 1

092 662 0410

092 662 0411
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【企

ガイドブック掲載者リスト

業】

会員No.

団体名

所在地

電話番号

fax番号

AQ020

まるは油脂化学株式会社

福岡県久留米市高野2 8 53

0942 32 9529

0942 39 4146

AQ036

株式会社田中商店水俣営業所

熊本県水俣市浜松町5 8

0966 69 2711

0966 69 2712

AQ040

株式会社
インク・アンド・ペーパー

福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4826 1
エフコープ篠栗センター内

092 947 7963

092 947 7962

AQ042

大口酒造株式会社

鹿児島県伊佐市大口原田643

0995 22 1213

0995 22 9381

AQ096

株式会社ノコス

福岡県福岡市博多区博多駅前3 9 5 813

092 432 8585

092 432 8586

AQ099

イオン九州株式会社

福岡県福岡市博多区博多駅南2 9 11

092 472 3590

092 472 4222

AQ101

有限会社日研

福岡県福岡市南区横手1 12 1

092 572 5826

092 572 5915

AQ104

株式会社三森屋

福岡県福岡市東区原田1 45 14

092 622 7090

092 622 7262

AQ144

株式会社
ドミックスコーポレーション

福岡県福岡市博多区博多駅南6 6 1

092 431 4061

092 411 4948

AQ189

和光コンクリート
工業株式会社

宮崎県日向市向江町2丁目125番地

0982 52 3610

0982 54 4681

一般社団法人
日本木製防護柵協会
宮崎県日向市向江町2丁目125番地
（事務局：和光コンクリート工業㈱）

0982 52 3610

0982 54 4681

0947 28 3817

0947 28 3813

AQ189

AQ198

原正商会

福岡県田川郡福智町上野1065 92
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【問合せ先】

【団体名】

〒803 8501 福岡県北九州市小倉北区城内１１
北九州市環境局総務政策部総務課
TEL 093 582 2173 FAX 093 582 2196

北九州市

E-mail：kan-soumu@city.kitakyushu.lg.jp

【環境取組・施策内容】

○「世界の環境首都」を目指して、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の構築や身近な生
活環境の保全、環境国際ビジネスの促進等に取り組んでいます。
○平成29年には「北九州市環境基本計画」を改定し、新たに副題として「環境首都・SDGｓ実
現計画」と名付け、市民環境力の更なる発展や超低炭素社会の実現、世界をリードする循環
システムの構築や環境・経済・社会の統合的向上を政策目標に、環境の観点から幅広く
SDGｓの達成を図っています。
【関連情報掲載ページ等】

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kankyou/kankyuou.html
【アピールポイント等】
◉OECD（経済協力開発機構）
から、SDGs（持続可能な開発目標）
推進に向けた世界のモデル都市としてアジア地域で初めて選定さ
れました。
◉SDGs達成に向け、優れた取組みを行っている企業・団体等を国が
表彰する「第1回ジャパンSDGsアワード」で、
「パートナーシップ
賞」
（特別賞）を受賞しました。
環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

◉平成30年6月には、国からSDGｓ達成に向けて優れた取組みを提
案する都市として「SDGｓ未来都市」に選定されました。
また、
「SDGｓ未来都市」のうち、特に先導的な取組みについて
選定される「自治体SDGsモデル事業」にも選定されました。

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（

）

SDGs

その他

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

【団体名】

【問合せ先】

〒800 0392 福岡県京都郡苅田町富久町1 19 1
苅田町役場環境保全課 林 慎太郎
TEL 093 434 1834 FAX 093 436 3014

苅田町

【環境取組・施策内容】

○第三次苅田町地球温暖化対策実行計画にグリーン購入の推進を定め、用紙類は再生紙を購
入、電気製品はエネルギー消費効率の高い製品を購入するなどの取り組みを行っています。

【関連情報掲載ページ等】

http://www.town.kanda.lg.jp
【アピールポイント等】

◉
「地球温暖化対策の推進に関する法律」
（地球温暖化対策推進法）に基づき、町の事務・事業に関し、温室効果ガス
の排出の抑制等のための措置により、地球温暖化対策の推進を図っています。

環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（

）

SDGs

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

その他
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【団体名】

【問合せ先】

〒880 8501 宮崎県宮崎市橘通東2 10 1
宮崎県環境森林部環境森林課温暖化・新エネルギー対策担当
TEL 0985 26 7084 FAX 0985 26 7311

宮崎県

E-mail:kankyoshinrin@pref.miyazaki.lg.jp

【環境取組・施策内容】

○毎年「環境物品等の調達方針」を策定し、全庁を挙げて、環境に配慮した物品等の調達に
取り組んでいます。
○「第4期宮崎県庁地球温暖化対策実行計画」及び「宮崎県庁地球温暖化対策実行計画の推
進のための運営要領（エコプラン）」に基づき、県庁が実施する事務・事業に伴う環境負荷
の継続的な低減を図っています。

ホームページ
「みやざきの環境」
キャラクター

【関連情報掲載ページ等】

テラちゃん

http://eco.pref.miyazaki.lg.jp/
【アピールポイント等】

◉
「九州の森林づくりに関する共同宣言」に基づき、九州地域で流通している間伐材を原料とした紙製品の調達に努
めています。
環境ラベル

環境マネジメントシステム

SDGs

‑

□エコアクション21
□ISO14001
■その 他（宮崎県庁地 球
温暖化対策実行計画の
推進のための運営要領
（エコプラン））

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

【自主環境
取組】

【団体名】

その他
宮崎県グリーン購入基本方針
環境物品等の調達方針
第４期宮崎県庁地球温暖化対策
実行計画

【問合せ先】

〒862 8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
熊本県環境生活部環境局循環社会推進課資源循環推進班
TEL 096 333 2278 FAX 096 383 7680

熊本県

E-mail:junkanshakai@pref.kumamoto.lg.jp

【環境取組・施策内容】

〇毎年「熊本県グリーン購入推進方針」を作成し、県の全機関を挙げて環境に配慮した物品
の調達に取り組んでいます。

【関連情報掲載ページ等】

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji̲501.html
【アピールポイント等】

◉熊本県グリーン購入推進方針に係る環境物品等の調達実績（全35分野）
平成29年度：90〜100％達成（32分野）、80〜90未満％（1分野）、調達実績なし（2分野）
◉地方公共団体のグリーン購入取り組みランキング（第3回）
15位／全地方公共団体（1,788団体）
（平成30年5月グリーン購入ネットワーク公表）
環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（

）

SDGs

その他

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

熊本県グリーン購入推進方針
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【問合せ先】

【団体名】

〒810 8620 福岡県福岡市中央区天神1丁目8 1
福岡市役所環境局環境政策部環境政策課経営企画係
TEL 092 733 5381 FAX 092 733 5592

福岡市

E-mail:k-seisaku.EB@city.fukuoka.lg.jp

【環境取組・施策内容】

○「福岡市環境基本計画」で掲げている福岡市がめざすまちの姿「豊かな自然と歴史に育まれ、
未来へいのちつなぐまち」の実現に向けて、様々な環境施策を展開しています。
○「福岡市グリーン購入ガイドライン」に基づき、環境に配慮した物品等の調達に全庁的に取り
組んでいます。
○事業者のエコアクション21認証・登録やISO14001認証取得を支援するとともに、いずれかを
取得し、本市の社会貢献優良企業（「環境配慮型事業所」）として認定された事業者に対して
は、本市の入札で優先指名する等の優遇制度を設けています。
【関連情報掲載ページ等】

福岡市の環境シンボル
キャラクター「エコッパ」

http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/index.html
【アピールポイント等】

◉本市の社会貢献優良企業（「環境配慮型事業所」）に認
定された事業者は、本市の入札・契約において優先指名
を受けるほか、総合評価方式の入札において予定価格に
応じて一定の評価（加点）が与えられるようになっていま
す。

◉福岡市環境審議会に環境施策の進捗状況等を毎年報
告し、その意見・提言を施策に反映させ、効果的な施策
の推進につなげています。
◉地方公共団体のグリーン購入取り組みランキング（第3
回）15位／全地方公共団体（1,788団体）
（平成30年5月グリーン購入ネットワーク公表）
環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（

SDGs

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

）

【団体名】

その他
「福岡市グリーン購入ガイドラ
イン」
「福岡市 地 球 温暖 化 対 策実行
計画」等

【問合せ先】

〒812 8577 福岡県福岡市博多区東公園7 7
福岡県環境部環境保全課地球温暖化対策係
TEL 092 643 3356 FAX 092 643 3357

福岡県

E-mail:chikyu@pref.fukuoka.lg.jp

【環境取組・施策内容】

福岡県県産リサイクル
製品認定マーク

○毎年「福岡県環境物品等調達方針」を作成し、県の全機関を挙げて環境に配慮した物品の調
達に取り組んでいます。
○「福岡県電力の調達に係る環境配慮方針」を策定し、環境に配慮した電力調達に取り組んで
います。
○「福岡県環境保全実行計画（第4期）」に基づき、県が率先して自らが排出する温室効果ガス
の削減等の環境負荷の低減を図っています。
○「県産リサイクル製品認定制度」を運用し、一定の基準を満たす県内で製造等されたリサイク
ル製品（生活関連用品）の利用促進を図っています。
【関連情報掲載ページ等】

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/
【アピールポイント等】
◉ 福岡県環境物品等調達方針の目標達成状況

平成19年度〜平成29年度

99.9％

◉ 地方公共団体のグリーン購入取り組みランキング（第3回）

15位／全地方公共団体（1,788団体）
（平成30年5月グリーン購入ネットワーク公表）

◉ SDGsの考え方を活かして、福岡県環境総合ビジョンを策定（平成30年3月）
環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（

）

SDGs

その他

□持続可能な調達アクション
プログラム
■その他

福岡県環境物品等調達方針
福岡県環 境保 全実行計画（第４
期）

KYUSHU GREEN PURCHASING NETWORK
九州グリーン購入ネットワーク

【問合せ先】

【団体名】

〒840 8501 佐賀県佐賀市栄町１番１号
佐賀市環境部環境政策課温暖化対策室
TEL 0952 40 7201 FAX 0952 26 5901

佐賀市

E-mail:kankyoseisaku@city.saga.lg.jp

【環境取組・施策内容】

〇佐賀市ではISO14001をベースとした独自の「佐賀市環境マネジメントシステム」の運用を行
い、環境の保護及び改善に資する活動の継続的な推進、率先行動及び効果的な行政運営に
努めています。
〇「第2次佐賀市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づき、市が率先して自らが排
出する温室効果ガスの削減等の環境負荷の低減を図っています。
〇「佐賀市電力の調達に係る環境配慮方針」を策定し、環境に配慮した電力調達に取り組ん
でいます。
【関連情報掲載ページ等】

https://www.city.saga.lg.jp/
【アピールポイント等】
◉地方公共団体のグリーン購入取り組みランキング（第3回）

32位／全地方公共団体（1,788団体）
（平成30年5月グリーン購入ネットワーク公表）
環境ラベル

環境マネジメントシステム

SDGs

その他

‑

□エコアクション21
□ISO14001
■その他（独自システム）

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

第2次佐賀市地球温暖 化 対 策実
行計画（事務事業編）
佐賀市電力の調達に係る環境配
慮方針

【自主環境
取組】

【団体名】

【問合せ先】

〒890 8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番１号
鹿児島県環境林務部地球温暖化対策課
TEL 099 286 2546 FAX 099 286 5539

鹿児島県

【環境取組・施策内容】

〇｢鹿児島県庁環境保全率先実行計画｣に基づき、県自らの事務事業及び事業に関し、率先し
て地球温暖化対策を実施しています。
〇環境に配慮した製品等の購入・使用等については、｢鹿児島県庁環境保全率先実行計画｣に
より取り組んでいるところでありますが、より一層の推進を図るため、毎年度｢鹿児島県環境
物品等調達方針｣を作成し、県の全所属を挙げて環境に配慮した製品の調達に取り組んで
います。
【関連情報掲載ページ等】

http://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/kankyo/ondanka/kenchosya/index.html
【アピールポイント等】
◉鹿児島県庁環境物品等調達方針の調達目標：各項目100％環境物品を調達する

結果：概ね達成できている。

◉地方公共団体のグリーン購入取り組みランキング（第３回）272位

（全国地方公共団体1,788団体、平成30年５月グリーン購入ネットワーク公表）

【自主環境
取組】

環境ラベル

環境マネジメントシステム

SDGs

その他

‑

□エコアクション21
□ISO14001
■その 他（ 鹿児島県環 境
マネジメントシステム）

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

・鹿児島県環境保全率先実
行計画
・鹿児島県環境物品等調達
方針

KYUSHU GREEN PURCHASING NETWORK
九州グリーン購入ネットワーク

【団体名】

【問合せ先】

〒870 8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号
大分県生活環境部うつくし作戦推進課企画・温暖化対策班
TEL 097 506 3033 FAX 097 506 1749

大分県

E-mail:a13060@pref.oita.lg.jp

【環境取組・施策内容】

○毎年「大分県環境物品等調達方針」を作成し、県の全機関を挙げて環境に配慮した物品の調
達に取り組んでいます。
○平成23年4月からISO14001に代え、県独自の「大分県環境マネジメントシステム」を構築し、
事業活動に伴う環境への負荷の低減及び環境保全活動の推進に取り組んでいます。
○「第4期大分県地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」に基づき、県が率先して自らが排出
する温室効果ガスの削減等の環境負荷の低減を図っています。
【関連情報掲載ページ等】

http://www.pref.oita.jp/
【アピールポイント等】

◉大分県環境物品等調達方針の目標達成状況
平成24年度〜平成29年度 90％以上（※金額ベース）

◉地方公共団体のグリーン購入取り組みランキング（第3回）
46位／全地方公共団体（1,788団体）
18位／都道府県（47団体）
（平成30年5月グリーン購入ネットワーク公表）

環境ラベル

環境マネジメントシステム

SDGs

その他

‑

□エコアクション21
□ISO14001
■その他（県独自のマネジ
メントシステム）

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

・大分県環境物品等調達方針
・第４期大分県地球温暖化対
策実行計画（事務事業編）

【自主環境
取組】

【団体名】

【問合せ先】

〒850 8570 長崎県長崎市尾上町3 1
長崎県環境部環境政策課未来環境班
TEL 095 895 2512 FAX 095 895 2566

長崎県

E-mail:s09010@pref.nagasaki.lg.jp

【環境取組・施策内容】

○「長崎県環境物品等調達方針」に基づき、環境物品等の調達を推進しています。
○「県庁エコオフィスプラン（第四次温暖化対策実行計画《事務事業編》）」を策定し、電気・
燃料使用量の削減や省資源の徹底等に取組んでいます。
○「長崎県庁環境マネジメントシステム」を県の全所属で運用し、県庁が実施する事務・事業に
伴う環境負荷の継続的な低減を図っています。
○リサイクル製品の活用促進を図るため、
「長崎県リサイクル製品等認定制度」を運用してい
ます。
【関連情報掲載ページ等】

http://www.pref.nagasaki.jp/
【アピールポイント等】

◉平成29年度は環境物品等調達方針で規定した21分野245品目について、環境物品等の調達を推進し、調達率は21分野
の単純平均で99.9％でした。
◉グリーン購入ネットワークが実施する、
「第19回グリーン購入大賞（平成30年度実施）」における「グリーン購入推進自治
体特別賞」を受賞しました。
環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
□ISO14001
■その 他（ 長 崎県 庁
EMS）

SDGs

その他

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

・長崎県環境物品等調達方針
・県庁エコオフィスプラン

KYUSHU GREEN PURCHASING NETWORK
九州グリーン購入ネットワーク

【団体名】

【問合せ先】

〒840 8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号

＜環境物品調達担当＞
佐賀県県民環境部環境課地球温暖化対策担当
TEL 0952 25 7079
FAX 0952 25 7783
E-mail：kankyou@pref.saga.lg.jp

佐賀県

＜認定リサイクル製品担当＞
佐賀県県民環境部循環型社会推進課3R推進担当
TEL 0952 25 7078 FAX 0952 25 7109
E-mail：junkangatasyakai@pref.saga.lg.jp

【環境取組・施策内容】
〇毎年「環境物品等の調達方針」を作成し、県の全機関を挙げて環境に配慮した物品の調達に取り組んでい
ます。
（平成30年度：17分野246品目）
〇地球温暖化対策に関する佐賀県率先行動計画に基づき、水・コピー用紙・ごみ等の削減に県職員全員で取り
組んでいます。
〇県内の事業所等で製造加工されるリサイクル製品のうち、一定の基準を満たすリサイクル製品を「佐賀県認
定リサイクル製品」として認定し、県の公共事業等において優先的な利用に努めるとともに、県民や事業者
にＰＲを行って利用促進を図っています。

(左)佐賀県環境マスコット
ピコピコ
(右)佐賀県
認定リサイクル製品マーク

【関連情報掲載ページ等】

http://www.pref.saga.lg.jp/
【アピールポイント等】
（6）
グリーン購入・グリーン契約の推進（7）
合法木材・県産木材の利
用
（8）
備品等の長期使用・廃棄時におけるリサイクルの推進（9）
紙
使用量の削減（10）
ごみの減量化・リサイクルの推進（11）
環境に積
極的な事業者等の取組支援（12）
イベントの低炭素化
◉佐賀県認定リサイクル製品については、平成 30年10月現在で24 事
業者、166 製品を認定しています。

◉環境物品等の調達方針における目標達成状況
平成17年度〜平成28年度 約99.8％
◉地球温暖化対策に関する佐賀県率先行動計画取組事項
（1）
省エネルギー化の推進（2）
新エネルギー・省エネルギー等率先
導入（3）
公用自動車の利用・管理における環境負荷の低減
（4）
温室効果ガスの発生源の適正な管理・処理（5）節水の推進
環境ラベル

【自主環境
取組】

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（
）

‑

SDGs

その他

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

・地球温暖 化 対策に関する佐賀
県率先行動計画
・佐賀県環境物品等の調達の推
進に関する基本方針

【団体名】

【問合せ先】

〒867 8555 熊本県水俣市陣内1 1 53
熊本県水俣市環境課環境政策室
TEL 0966 61 1612 FAX 0966 63 9044

水俣市

E-mail:kankyo@city.minamata.lg.jp

【環境取組・施策内容】
〇ゼロ・ウェイストの推進（ゴミ分別のさらなる推進、リサイクル推進事業）
〇再生可能エネルギーの導入促進（家庭部門低炭素総合補助金事業）

〇地域丸ごと環境ISOの推進（家庭版環境ISO推進事業、学校版環境ISO推進事業）

〇市民協働による環境モデル都市づくりの推進（環境モデル都市推進委員会、円卓会議）
〇公害・環境学習の拠点づくり

【関連情報掲載ページ等】

http://www.city.minamata.lg.jp/
【アピールポイント等】

◉水俣市は、平成4年に日本で初めての「環境モデル都市づくり宣言」を行い、ごみの高度分別や水俣独自の環境ISO
制度など、市民と協働で様々な環境政策に取り組んできました。平成20年7月、これまでの実績と今後の取り組みの
提案が評価され、国の環境モデル都市（認定時全国13都市、平成27年3月末現在全国23都市）に認定されました。

環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
□ISO14001
■その他（独自のEMS）

SDGs

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

その他

KYUSHU GREEN PURCHASING NETWORK
九州グリーン購入ネットワーク

【問合せ先】

【団体名】

特定非営利活動法人 男女・子育て
環境改善研究所

〒810 0041 福岡県福岡市中央区大名2 11 22
TEL 092 718 8010 FAX 092 718 8011
E-mail:info@kosodate-npo.jp

【環境取組・施策内容】

○一般市民への広報啓発活動を行っています。
○親子食育講座において、できるだけ地場の野菜を使うようにして、
「地産地消」の良さを参
加者にもお話しています。

【関連情報掲載ページ等】

http://www.kosodate-npo.jp
【アピールポイント等】

◉「おやじの会」や親子向けイベント、一般市民向けの催しなど、多様な機会で広報を行っています。

環境ラベル

【自主環境
取組】

環境マネジメントシステム

その他

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（
）

‑

SDGs

【団体名】

【問合せ先】

公益財団法人
北九州観光コンベンション協会
Kitakyushu Convention & Visitors Association

〒802 0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3 8 1
総務部総務課
TEL 093 511 6848 FAX 093 521 8845
E-mail：info@convention-a.jp

【環境取組・施策内容】

○エコアクション21を通じた施設における環境配慮への取り組み、カーボンオフセット・グ
リーン購入の推進、環境系展示会等の充実、周辺美化活動への参加、消防・防災訓練の
実施など
【関連情報掲載ページ等】

http://hello-kitakyushu.or.jp
【アピールポイント等】

◉SDGs未来都市の推進
平成30
（2018）
年8月、北九州市が「SDGs未来都市」に選定されたことを受け、SDGsの告知や事業化に向けた支援
を実施します。
◉アジアの展示会での北九州SDGsの紹介や、エコテクノにおける環境リサイクルやエネルギー等の問題解決に向け
たSDGs未来展の開催、福祉分野での世界の福祉機器の紹介など、SDGsのゴールに向けて取り組んでいきます。
環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

環境マネジメントシステム

■エコアクション21
□ISO14001
□その他（
）

SDGs

□持続可能な調達アクション
プログラム
■その他

その他

KYUSHU GREEN PURCHASING NETWORK
九州グリーン購入ネットワーク

【問合せ先】

【団体名】

公益財団法人
ふくおか環境財団

Fukuoka Environment Foundation

〒810 0071 福岡県福岡市中央区那の津2丁目10 15
総務部企画啓発課
TEL 092 731 2704 FAX 092 731 2706
E-mail:kikaku@f-kankyo.or.jp
【環境取組・施策内容】

１．ごみ収集・運搬業務（家庭系・事業系）、２．廃棄物埋立管理技術普及啓発事業、３．環境
学習事業（小学校リサイクル学習事業、小学校等環境学習事業）、４．環境分野における市民
啓発活動、５．循環型社会の形成に資する調査・研究等
【関連情報掲載ページ等】

http://f-kankyo.net/
【アピールポイント等】

１．循環のまち・福岡の構築に向けた事業推進：福岡市が目指す「循環のまち・ふくおか」の構築に向けたごみ減量・リ
サイクル等に関する公益性を重視した事業展開を推進しています。２．行政の補完的役割：民間事業では安定した業務
の継続が難しい事業の推進、災害等の不測の事態の対応、委託業務の効率化に関する企画、立案等民間業者とは異
なる機能を担っていきます。
【福岡市全額出資団体】
環境ラベル

【自主環境
取組】

環境マネジメントシステム

■エコアクション21
□ISO14001
□その他（
）

‑

【団体名】

SDGs

その他

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

①廃棄物資源循環学会公益会
員
②福岡市あき缶・びん対策協会
会員

【問合せ先】

一般社団法人 九州経済連合会
kyusyu economic federation

〒810 0004 福岡県福岡市中央区渡辺通2 1 82
産業振興部
TEL 092 761 4261 FAX 092 724 2102
E-mail：http://www.kyukeiren.or.jp

【環境取組・施策内容】

○九州地域戦略会議において、CO 2 排出量削減を目的とした「低炭素社会を目指す九州モデ
ル」を策定し、行政・経済界共同で低炭素社会実現に向けた各種の取組みを展開中。
○国や自治体主催の環境関連の活動や会議体（「EPO九州運営委員会」
「グリーンアジア国際
戦略特区地域協議会」
「福岡県環境県民会議」
「九州地域エネルギー温暖化対策推進会
議」ほか）に参画し、省エネ及び環境関連の取組みを展開中。
【関連情報掲載ページ等】

【アピールポイント等】

環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（
）

SDGs

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

その他

KYUSHU GREEN PURCHASING NETWORK
九州グリーン購入ネットワーク

【団体名】

【問合せ先】

北九州市立大学
国際環境工学部
大学院国際環境工学研究科

〒808 0135 福岡県北九州市若松区ひびきの1 1
北九州市立大学事務局企画管理課
TEL 093 695 3310 FAX 093 695 3368
E-mail：h-shomu@kitakyu-u.ac.jp

【環境取組・施策内容】
○北九州学術研究都市にある北九州市立大学ひびきのキャンパスでは、国際環境工学部、大学院国際環境工
学研究科および環境技術研究所において教育研究を行っています。
○国際環境工学部は、環境問題に対する深い意識（環境マインド）を持ち、工学の多様化に対応できる基礎素
養と工学的専門知識ならびに問題解決能力を備え、社会の持続的発展に貢献できる人材の養成を目的とし
ます。
○大学院国際環境工学研究科は、持続可能な発展を目指して、エネルギー・環境・情報について正しい認識を
持って社会に貢献できる、高度な技術者、研究者及び教育者の養成を目的とします。
【関連情報掲載ページ等】

https://www.kitakyu-u.ac.jp/env/
【アピールポイント等】
◉３つのビジョン「地域と歩む」・「環境を育む」・「世界（地球）とつながる」
2016年に創立70周年を迎えた北九州市立大学では、30年後の未来に向けて、
「地域」、
「環境」、
「世界（地球）」を3つのビジョンを位置
づけました。時代のニーズに応えるとともに、これらが共生する持続可能な社会の創造に向けて全力で取り組みます。
◉
「環境を育む」
環境都市「北九州市」の一員として、エネルギー・公害問題克服・生命など世界に誇る持続可能な環境共生社会の実現に貢献します。
環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

環境マネジメントシステム

SDGs

その他

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（
）

【問合せ先】

【団体名】

エフコープ生活協同組合

〒811 2495 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗4826 1
エフコープ生活協同組合総務部総務課 幸村（ゆきむら）
TEL 092 947 9000 FAX 092 947 9191
【環境取組・施策内容】

１．限りある資源を大切に使う循環型社会の実現をめざし、配達時や店舗のリサイクルボックスなどで再利用が可能な
ものを回収するリサイクル活動に取り組んでいます。２．2006 年度より、回収したカタログや牛乳パックなどのリサイク
ル収益の一部を、
「エフコープ環境助成金」として、地域の環境活動へ還元する助成事業に取り組んでいます。３．環境の
とりくみを継続し改善するために「原発に頼らない低炭素のくらしと地域づくり」
「自然と共生した持続可能な社会をめざ
した商品の普及」
「資源を活かす循環型のくらしと地域づくり」
「自然共生のくらしと地域づくり」の 4 つの視点から『エフ
コープ環境基本計画』を策定しています。４．身近な地域の環境の変化を感じ取ることを目的に、エフコープでは毎年、組
合員が簡易キットを使って県内各地の酸性雨と二酸化ちっ素の測定を行っています。５．
エフコープは毎年、県内各地で
開催されている「環境フェア」にイベントブースを出展しています。６．2012 年 3 月に作成した「原発に対する考え方」に基
づき、原子力発電の再稼働に反対する立場から、署名活動や脱原発集会への参加、政府への意見書や要請書の提出など
さまざまな活動を行っています。

【関連情報掲載ページ等】

http://www.fcoop.or.jp/
【アピールポイント等】
エフコープは、活動における環境負荷を減らすとともに、地域の環境保全に向けた活動やとりくみを支援するなど、地域とのつながりを重視したとりく
みを進めています。また、原発に頼らない再生可能エネルギーや、環境に配慮した商品などを作り広めていくことを重視しています。
こうした中で、エフコープは年度ごとに取り組んだ環境活動を、
「エフコープ環境基本計画」に基づき、
「原発に頼らない低炭素のくらしと地域づくり」
「自然と共生した持続可能な社会をめざした商品の普及」
「資源を生かす循環型のくらしと地域づくり」
「自然共生のくらしと地域づくり」の 4 つの視点か
らまとめた「エフコープ環境報告書」を発行しています。
今後とも、安心して暮らすことのできる地球環境を守り、次の世代により良い環境を手渡していくためにさまざまな活動に取り組んでいきます。

環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
□ISO14001
■その他（
）

SDGs

□持続可能な調達アクション
プログラム
■その他

その他
「2030温室効果ガス削減計
画」策定

KYUSHU GREEN PURCHASING NETWORK
九州グリーン購入ネットワーク

【団体名】

【問合せ先】

ワーカーズ・ごみ問題研究会

〒815 0083 福岡県福岡市南区高宮1丁目9 21 302（片山）
TEL 092 522 7511（片山） FAX 092 522 7511（片山）
E-mail:junko.katayama@icloud.com

【環境取組・施策内容】
【活動開始】廃棄物問題全般について市民団体として取り組む。
（1990年〜）
【これまでの取り組み】出前講座、ごみ雑学考座、会報誌、フィールドワーク、政策提案、ガレージセール、マイ
バック運動、他団体連携、他。
【現在の取り組み】
１、全国の団体・個人で構成する「容器包装の3Rを進める全国ネットワーク」
（「容リネット」）の政策委員とし
て参加。
「容器包装リサイクル法」改正に向けて取り組む。
（2006年〜）
２、
「ゼロ・ウェイスト宣言」の市町村で開催する「ゼロウェイスト会議」に当初より参加。
（徳島県上勝町、福岡
県大木町、熊本県水俣市、奈良県斑鳩町）
【関連情報掲載ページ等】
【アピールポイント等】
◉活動から約30年。年々、活動範囲や時間に制限も生じているが、九州グリーン購入ネットワークに参加することで会員の情報交換及び交
流が広がりつつある。
◉昨今のプラスティック問題について、
「容リネット」が作成した3R環境教育用・小冊子「容器包装を見直そう！」ー海洋プラスティックごみ
削減に向けてー（2018年10月作成・100円/１冊）を紹介。
詳細はホームページを参照。 http://www.citizens-i.org/gomi0/
環境ラベル

【自主環境
取組】

環境マネジメントシステム

SDGs

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（
）

‑

その他

【団体名】

【問合せ先】

一般財団法人 九州環境管理協会

〒813 0004 福岡県福岡市東区松香台1丁目10番1号
一般財団法人九州環境管理協会
TEL 092-662-0410 FAX 092-662-0411
E-mail syougai@keea.or.jp

【環境取組・施策内容】

○九州環境管理協会は、豊かな環境の保全と創造をとおして、地域住民の健康と生活を守
り、社会の持続的発展に貢献します。事業活動においては高度な技術実施、法令遵守、
環境負荷の削減を推進します。
【関連情報掲載ページ等】

http://keea.or.jp/
【アピールポイント等】

◉持続可能な循環型社会の実現を目指して、環境に関する普及啓発事業に取組んでいます。(福岡県地球温暖化防止活
動推進センター、エコアクション21地域事務局、九州グリーン購入ネットワーク事務局、エネルギー・環境情報セン
ター)
◉環境問題やその課題を解決するためには、現状を正しく理解する必要があります。そのため幅広い分野にわたって高
度な技術と高感度な機器を駆使して総合的な分析・試験を行い企画・提案します。(環境調査、動物・植物・生態系調
査、分析試験、環境影響評価・環境監視、環境計画)

【自主環境
取組】

環境ラベル

環境マネジメントシステム

SDGs

‑

■エコアクション21
□ISO14001
■その他（ISO/IEC17025
ISO9001）

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

その他

KYUSHU GREEN PURCHASING NETWORK
九州グリーン購入ネットワーク

【団体名】

【問合せ先】

まるは油脂化学 株式会社
三代目 重右衛門 林 眞一

〒830 0002 福岡県久留米市高野2 8 53
TEL 0942 32 9529 FAX 0942 39 4146
http://www.nanairo.co.jp
hayashi-s@nanairo.co.jp

http://e-soap-ﬁnish.com

【商品名又はサービス内容】

○七色 無添加石けんの製造と販売
○OEM受託製造「どんなオイルからでも石けんつくります。」
○New-Soap-Finish ＷＥＮＮＥＸ「無垢木の家具やフローリングの表面を石けんで保護。汚れても
洗いながら、安心なライフスタイルを愉しむ方法です。」
【商品・サービス購入方法、関連情報掲載ページ等】

・七色石けん【まるは油脂化学(株)】 http://www.nanairo.co.jp/
・七色ショッピング http://nanairo-sekken.com/
・石鹸塗装．COM http://e-soap-ﬁnish.com
【アピールポイント等】

◉七色無添加石けんやNew-Soap-Finish WENNEX石鹸塗料は、安心なライフスタイルをご提案します。石けんの起源は、
紀元前3000年〜5000年とも云われています。その頃はアレルギーもアトピーも無かったと思われます。現代は、洗剤も塗
料も成分は化学物質。体にも地球環境にも様々な悪影響が出ています。
環境ラベル

【自主環境
取組】

環境マネジメントシステム

その他

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（
）

‑

SDGs

【団体名】

【問合せ先】

株式会社 田中商店
水俣営業所

〒867 0068 熊本県水俣市浜松町5-8
担当者 田中 利和・大川 奈央美
TEL 0966 69 2711 FAX 0966 69 2712
E-mail：ecb-minamata@arion.ocn.ne.jp

【商品名又はサービス内容】

○リ・グラス(カットガラス工芸品)：廃びんを洗浄して熱加工したリメイク商品
水俣エコタウンペーパー：水俣市の分別回収(紙パック) 再生品

【商品・サービス購入方法、関連情報掲載ページ等】

㈱田中商店 リ・グラス事業部
担当 田中
【アピールポイント等】

◉平成13年に国より地域承認された水俣エコタウンの中核事業で、びんのリユース・リサイクル事業を水俣市と連携して取り
組んでいる会社です。平成15年には900ml茶Rびんを開発し、南九州を中心にリユース事業を展開しています。また、小中学
校の修学旅行・大学、自治体、JICA等の研修施設です。

環境ラベル

【自主環境
取組】

牛乳 パック再 利用マーク
酒パックリサイクル

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（
）

SDGs

その他

■持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

水俣エコタウン事業

KYUSHU GREEN PURCHASING NETWORK
九州グリーン購入ネットワーク

【団体名】

【問合せ先】

株式会社
インク・アンド・ペーパー

〒811 2405 福岡県糟屋郡篠栗町大字篠栗4826 1 2F
担当者 営業管理部 鈴木（すずき）
TEL 092 947 7963 FAX 092 947 7962
【商品名又はサービス内容】

○カタログ・チラシ、機関広報誌、HP制作

【商品・サービス購入方法、関連情報掲載ページ等】

http://www.inkandpaper.jp/
【アピールポイント等】

◉100％出資の子会社として親組織のエフコープ生活協同組合とともに、活動における環境負荷を減らすとともに、地域の環
境保全に向けた活動やとりくみに協力し、年度ごとに取り組んだ環境活動のとりくみをまとめた「エフコープ環境報告書」
の制作業務を担うなど、後方から支援しています。
◉今後とも、安心して暮らすことのできる地球環境を守り、次の世代により良い環境を手渡していくためにさまざまな活動へ
の取り組みを支援していきます。
環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
□ISO14001
■その他（組織内会議）

SDGs

その他

□持続可能な調達アクション
プログラム
■その他

「2030温室効果ガス削減計
画」策定

【団体名】

【問合せ先】

大口酒造株式会社

〒895 2506 鹿児島県伊佐市大口原田643（本社）
担当者 総務部 若松 朋恵
TEL 0995
（22）
1213 FAX 0995
（22）
9381

E-mail：okuchi@isanishiki.com

【商品名又はサービス内容】

○環境にやさしい900Rびん製品
○焼酎紙パックのリサイクル
○エコ通勤の推進（CO2削減・健康増進）
○焼酎粕と畜産のコラボレーション
【商品・サービス購入方法、関連情報掲載ページ等】

https://www.isanishiki.com/
【アピールポイント等】

◉環境省の「循環型社会形成実証事業」の一つである「南九州における900ml茶瓶統一リユースモデル事業」を経て
平成16年より900mlビン製品をすべてリユースビンへと移行し、再利用することによりCO2排出の削減など焼酎メー
カーの中でも積極的に環境活動へ取り組んでいます。

環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

環境マネジメントシステム

■エコアクション21
□ISO14001
□その他（
）

SDGs

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

その他

KYUSHU GREEN PURCHASING NETWORK
九州グリーン購入ネットワーク

【団体名】

【問合せ先】

〒812 0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3 9 5 813
TEL 092 432 8585 FAX 092 432 8586

株式会社ノコス

E-mail：kita@nocos.jp

【商品名又はサービス内容】

○カーボン・オフセット支援、排出権売買

【商品・サービス購入方法、関連情報掲載ページ等】

弊社問い合わせください。
http://www.nocos.jp
【アピールポイント等】

◉森林吸収系、削減系のクレジット（排出権）を利用し、CO₂削減に取組むカーボン・オフセットの実施をお手伝い致しま
す。
◉世界的な流れであるSDGｓへも有効な取組となっています。

環境ラベル

【自主環境
取組】

環境マネジメントシステム

その他

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（
）

‑

SDGs

【団体名】

【問合せ先】

〒812 0016 福岡県福岡市博多区博多駅南2-9-11
担当者 総務部環境社会貢献Ｇ 田島 由佳
TEL 092 472 3590 FAX 092 472 4222

イオン九州株式会社

E mail：tashima-yu@aeonpeople.biz

【商品名又はサービス内容】

○九州（沖縄を除く）・山口地方に総合小売店舗のイオン・イオンスーパーセンター・
ホームワイド・ワイドマート・イオンバイクを展開。

【商品・サービス購入方法、関連情報掲載ページ等】

http://aeon-kyushu.info/
【アピールポイント等】

◉イオン「サスティナブル基本方針」に基づき、環境面と社会面の重点課題に取り組んでいます。具体的には環境保全
や社会貢献につながる商品の販売、食品廃棄物の削減、レジ袋削減、被災地支援、各種募金、ボランティア活動、店
舗周辺の子どもたちへ環境学習・体験を通じ健全な育成を目指すチアーズクラブなど様々な取り組みを行っていま
す。
環境ラベル

【自主環境
取組】

M S C (海のエコラベ ル）
認証
FSC（森のエコラベル）
認証など

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
■ISO14001
□その他（
）

SDGs

その他

■持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

イオンふるさとの森づくり（植樹活動）
イオン チアーズクラブ（次世代育成）
フェアトレード商品販売
など

KYUSHU GREEN PURCHASING NETWORK
九州グリーン購入ネットワーク

【団体名】

有限会社

【問合せ先】

日

研

〒811 1311 福岡県福岡市南区横手1丁目12 1
担当者 佐々木 良信
TEL 092 572 5826 FAX 092 572 5915
【商品名又はサービス内容】

○環境計量証明事業 ○地下埋設タンク漏えい検査
○室内空気環境測定 ○マンション換気ダクト清掃
○空調・厨房ダクト清掃
【商品・サービス購入方法、関連情報掲載ページ等】

www.nk-fukuoka.com
【アピールポイント等】

◉日研が大気測定のスペシャリストとして誕生したのは、昭和42年のこと。日本中が高度成長期を謳歌し、と同時に公害や
環境汚染が社会問題としてクローズアップされ始めた時代以来、環境保全のための法律が整備されていきました。
これまで日研は、多くの企業や自治体の測定・分析をお手伝いしてまいりました。
これからは環境測定分析を通して環境を改善していくための提案等、人々の健やかに暮らしていける地域づくり、環境づ
くりに貢献していきたいと願っています。
環境ラベル

環境マネジメントシステム

SDGs

その他

‑

□エコアクション21
□ISO14001
■その他（エコステージ2）

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

福岡県エコ事業所登録

【自主環境
取組】

【団体名】

株式会社

【問合せ先】

三森屋

〒812 0063 福岡県福岡市東区原田1丁目45 14
TEL 092 622 7090 FAX 092 622 7262
【商品名又はサービス内容】

○カウネット（オフィス生活用品通信販売）

【商品・サービス購入方法、関連情報掲載ページ等】

http://mimoriya.com/
【アピールポイント等】

◉三森屋は、九州グリーン購入ネットワーク発足時より、事業活動における環境への影響と環境保全の重要性を認識
し、環境保全及び汚染の予防に取り組んでいます。
①環境に配慮した環境負荷の少ない製品及びサービスの提供に努めています。
②省エネルギー、省資源、グリーン購入、リサイクルを推進しています。
環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
■ISO14001
□その他（
）

SDGs

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

その他

KYUSHU GREEN PURCHASING NETWORK
九州グリーン購入ネットワーク

【団体名】

【問合せ先】

株式会社
ドミックスコーポレーション

〒812 0016 福岡県福岡市博多区博多駅南6丁目6 1
担当者 梶原
TEL 092 431 4061 FAX 092 441 4948
【商品名又はサービス内容】

○水なし印刷〜従来の印刷方式と違い印刷に必要な大量の水を使わず、有機溶剤を含ん
だ廃液が排出されない印刷方式です。
○カーボンオフセット印刷〜水なし印刷によるVOC削減とカーボンオフセットによる二
酸化炭素の相殺によって、より環境に配慮した印刷物を作製しています。
【商品・サービス購入方法、関連情報掲載ページ等】

http://www.domeix.co.jp/contact.html
【アピールポイント等】
◉印刷業である当社の事業活動によって生じる環境への影響を調査・検討し、環境負荷を低減するよう継続的改善に努め

ます。

【自主環境
取組】

環境ラベル

環境マネジメントシステム

・FSC認定
・グリーンプリンティング
認定

□エコアクション21
■ISO14001
□その他（
）

【団体名】

SDGs

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

その他

■ISO27001
■ISO9001

【問合せ先】

和光コンクリート工業株式会社

〒883-0051 宮崎県日向市向江町2丁目125番地
営業チーム
TEL 0982 52 3610 FAX 0982 54 4681
【商品名又はサービス内容】

○セーフマンプレミックスセメント

【商品・サービス購入方法、関連情報掲載ページ等】

https://www.wakocon.co.jp/product/05-283
【アピールポイント等】
◉高品質で環境に配慮したプレキャストコンクリート製品造りを通して人々の生命と財産を守り、地域社会に貢献し

ています。

◉当社製品の多くは宮崎県産フライアッシュを用いたコンクリートで製造されており、セーフマンプレミックスセメ

ントにも当該フライアッシュがミックスされています。
環境ラベル

【自主環境
取組】

‑

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（
）

SDGs

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

その他

KYUSHU GREEN PURCHASING NETWORK
九州グリーン購入ネットワーク

【団体名】

【問合せ先】

一般社団法人
日本木製防護柵協会

事務局（和光コンクリート工業㈱内）

〒883-0051 宮崎県日向市向江町2丁目125番地
TEL 0982 52 3610 FAX 0982 54 4681
【商品名又はサービス内容】

○木製車両用防護柵「ウッドＧｒ」

【商品・サービス購入方法、関連情報掲載ページ等】

https://wood-gr.jimdofree.com/ウッドｇｒについて/
【アピールポイント等】
◉私たちは木製防護柵の普及発展のために活動しています。
◉木製防護柵は、スギなどの間伐材を有効利用することで、森林の育成を支援しています。
◉
「ウッドGr」は木の温もりが感じられ、景勝地などの観光街道にも調和します。

※「防護柵の設置基準・同解説」に基づいた安全性能を有しています。
環境ラベル

【自主環境
取組】

環境マネジメントシステム

その他

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（
）

‑

SDGs

【団体名】

【問合せ先】

〒822 1102 福岡県田川郡福智町上野1065 92
TEL 0947 28 3817 FAX 0947 28 3813

原正商会

E-mail：m-harada.kcf@hb.tp1.jp

【商品名又はサービス内容】

○当社商品、頭頂部と帽子の間に装着『ヘッドパッド』や額と帽子の間に装着「デコパッド」
は、竹が持つ消臭性・抗菌性・吸湿性の機能を用いた帽子用消臭抗菌吸湿具です。
（竹繊維活用商品の製造・販売）
【商品・サービス購入方法、関連情報掲載ページ等】

http//haramasa.info

只今工事中です。

【アピールポイント等】
◉帽子やヘルメットは、仕事だけでなくファッション、レジャーでも被る機会は多く、蒸れや汗に対する悩みの解決は簡単で

はありません。特に自衛隊や警察官、警備員など、官民問わず着用が定められている人でこのような悩みを抱える人は多く
（個人差はあります）、ハンカチやタオルを挟んで帽子を被るなどの工夫で対応している事が少なくありません。帽子の頭
頂部に装着する事で、
（完全ではありませんが）汗を掻かない帽子・汗を吸収する帽子・汗臭くならない帽子等の向けた機
能性を強化する事が出来ます。
環境ラベル

【自主環境
取組】

カーボン・オフセット実施

環境マネジメントシステム

□エコアクション21
□ISO14001
□その他（
）

SDGs

その他

□持続可能な調達アクション
プログラム
□その他

グリーン購入法見直し、帽子判
断基準に追加（付属品等への竹
繊維の利用）

KYUSHU GREEN PURCHASING NETWORK
九州グリーン購入ネットワーク

入会のご案内
九州グリーン購入ネットワークは、福岡県内や九州地域のグリーン購入
の取組を促進するために設立されたネットワークです。地域の幅広い団体
の参加により、地域のグリーン購入促進の取組を行うとともに「全国グ
リーン購入ネットワーク」と連携して活動しています。ネットワークの趣
旨にご賛同いただける皆様のご入会をお待ちしております。

1

会員になるには？

団体会員

●入会手続

ネットワークの趣旨に賛同する九州に事業所のある法人・団体

であれば会員として入会できます。また、個人の場合はサポー

九州グリーン購入ネットワークに
入会すると全国グリーン購入ネッ
トワーク
（GPN）の会員にもなり
ます。

ターとして入会できます。入会申込書を事務局までご郵送く
ださい。

GPNの会員資格も得られる
団体会員をお薦めします

●会員の種類

会員には右の2種類があります。

2

会員になると？
主な内容

●九州GPNガイドブックへの掲載

会員の皆様の環境への取組みや商品・サービスなどを
九州GPNガイドブックやホームページに掲載し情報発
信します。

●会報の送付

グリーン購入に役立つ地域の具体的な情報や取組事
例紹介、
トピックスなどを満載した会報が送られます。

●Eメール、ファックス等による案内

必要な案内や情報がファックスやEメールで送られます。

●各種活動への参加

フォーラムや意見交換会、研究会等の各種活動に参加
することで、会員間の情報交換や連携が進みます。

●全国グリーン購入ネットワーク
（GPN）
の会員資格
GPN会員と同じ資格が得られ、名簿に登載できます。ま
た、GPNの情報が送られ、GPN主催のフォーラムなど
に参加できます。

3

団体会員

●

サポーター
（個人）

●
●

●

●

●

●

●

恵み豊かな環境を将来の世代に
引き継いで行く為には市民ひと
りひとりの活動の積み重ねこそ
が大事と考え、サポーター制度
を設けました。

会費は？

●年会費
５００人未満

18,000円以上

５００人以上１，
０００人未満

40,000円以上

１，
０００人以上５，
０００人未満

60,000円以上

５，
０００人以上

80,000円以上

■従業員数
企業会員

行政会員

●

サポーター（個人）

九州グリーン購入ネットワーク
のみに参加する活動支援者

※

民間団体
会
員

都道府県・政令指定都市

20,000円以上

その他の地方公共団体

15,000円以上

■前年事業年度の財政規模が ５００万円未満

5,000円以上

■前年事業年度の財政規模が ５００万円以上

15,000円以上

サポーター
（個人）

１口2千円

※民間団体 : 消費者団体、生協、財団、社団法人等の非営利団体
※会費は、全国グリーン購入ネットワーク会費と同じ額で、二重にご負担いただくことはありません。
※サポーター会員は、九州GPNだけの会員です。
（サポーター会員は、全国グリーン購入ネットワーク会員の資格はありません）
※入会申込書は九州GPNホームページからダウンロードできます。

●入会金

新規入会団体を対象に、
入会金を申し受けます。
入会金額は年会費と同額です。

お問い合わせ・入会お申し込み先

九州グリーン購入ネットワーク事務局
〒813-0004 福岡市東区松香台1-10-1

TEL 092-662-0410
E-mail : kyushugpn@keea.or.jp

一般財団法人 九州環境管理協会内

FAX 092-674-2361

URL：http://www.kyushugpn.jp/

印刷サービス
印刷サービスのグリーン購入に取り組んでいます

F

この印刷は：GPN-GL14
「オフセット印刷サービス」
発注ガイドラインに基づき作成しています。
用紙：再生紙

インキ：レベル２に該当する植物油含有量２０％以上

