
文具などのグリーン製品の判定（例）

対象製品群： 文房具類

文具などのグリーン製品の判定（例）

「紙製品」「筆記具」「接着剤・ﾃｰﾌﾟ」「その他」

判定基準 ： 環境ラベルの取得 ＋ 自主基準判定基準 ： 環境ラ ルの取得 ＋ 自主基準

ラベル あり ラベル なし

自主基準で、環境配慮を判定ｴｺﾏｰｸ ｸﾞﾘｰﾝﾏｰｸ

グリーン製品

ｏ環境負荷が少ない材料を使用

ｏ解体、分別や取り替えが容易グリ ン製品 解体、分別や取り替えが容易

ｏ再生プラスチックを使用 など



グリーン購入率の落とし穴グリーン購入率の落とし穴

購入基準を低くすれば、
Ｇ購入率は⾼くなるＧ購入率は⾼くなる

購入基準を⾼くすれば、
Ｇ購入率は低くなる

購入基準を満たす環境商品の数量（金額）
グリーン購入率グリーン購入率

購入した全ての商品の数量（金額）
グリーン購入率グリーン購入率＝

分⺟の対象範囲を限定すれば
他団体との単純な数値比
較はナンセンス 分⺟の対象範囲を限定すれば、

Ｇ購入率は⾼くなる
分⺟の対象範囲を広げれば

較はナンセンス

購入率１００％達成で止
まってはいけない 分⺟の対象範囲を広げれば、

Ｇ購入率は低くなる
まってはいけない



グリーン購入に取り組む分野グリーン購入に取り組む分野

≪戦略的に、効果的に≫
環境影響が大きく、組織での購入量が大きい分野• 環境影響が大きく、組織での購入量が大きい分野

• 環境技術開発の可能性（改善の余地）が高い分野
• 組織内にアピールしやすい分野• 組織内にアピールしやすい分野

– 例：コピー用紙、文具・事務用品、自動車、制服

• 対外的（顧客や市民）にアピールしやすい分野対外的（顧客や市民）にアピールしやすい分野
– 例：封筒、会社案内、カタログ、販促品、自動車
– 自らの事業活動に関連する分野（廃棄物利用など）

自らの事業活動が負荷を与えていると考えられる分野• 自らの事業活動が負荷を与えていると考えられる分野
≪取り組みやすいところから“Step by Step ”で≫
環境配慮商品が入手しやすい分野• 環境配慮商品が入手しやすい分野

• 環境情報が入手しやすい分野
– 既存の基準・ガイドライン・環境ラベルなどがある分野既存の基準・ガイドライン・環境ラベルなどがある分野

• コストがあまり上がらない分野



商品の選択基準・選び方
Ａ：環境ラベル、既存の指針、各種情報を活用

エコマークなどの各種環境ラベル、ＧＰＮのガイドライン・データベース・
情報プラザ、グリーン購入法判断基準、事業者のカタログ、先進的な団体の情報プラザ、グリーン購入法判断基準、事業者のカタログ、先進的な団体の
基準など

Ａ：唯一の絶対的な基準は存在しないＡ：唯一の絶対的な基準は存在しない
自分の頭で考えて選ぶ姿勢が必要、基本原則を参考に、多角的に考える

Ａ：“Ｂｅｓｔ”より“Ｂｅｔｔｅｒ”で選ぶＡ：“Ｂｅｓｔ”より“Ｂｅｔｔｅｒ”で選ぶ
従来品より優れていればよしとする－まず行動を－

チェックポイント～チェックポイント～【選択基準】
●Ｇ法、エコマーク等、既存の環境情報を十分に活用している
●ＧＰＮの基本原則やガイドラインを参考にして、より広範な配慮ポイント●ＧＰＮの基本原則やガイドラインを参考にして、より広範な配慮ポイント
を取り入れた基準を活用している。
●部材・包装材等、事業用の調達品についても基準を策定して実施している。
●運用面での工夫や取り組みの改善を行っている。



環境表示の課題環境表示の課題

•客観性や合理性の欠如（表示の根拠が不明確）

「環境にやさしい」などのあいまいな表現•「環境にやさしい」などのあいまいな表現

•製品間の比較が困難

•適切な環境情報の量と質、伝達方法、タイミング、

環境負荷低減効果、情報の一般性や透明性、科学

的な検証の必要性的な検証の必要性

•消費者が提供される環境情報を確かめる枠組み

35
出典：環境表示ガイドライン（2007年環境省作成）



地球温暖化とグリーン購入地球温暖化とグリーン購入地球温暖化とグリーン購入地球温暖化とグリーン購入
～温暖化防止とグリーン購入のつながり～～温暖化防止とグリーン購入のつながり～

3636



現状



現在の表面温度は過去1800年間で最高現在の表面温度は過去1800年間で最高

世界の平均気温の変化（GISS d ）世界の平均気温の変化（GISS data）
The Copenhagen Diagnosis, 2009



2010年の世界的な異常気象
8月15日現在、新聞等の報道による8月15日現在、新聞等の報道による

ロシア 1000年に一度の猛暑、西部の大森林火災
モスクワの気温が初めて37.8℃を突破
モスクワから10万人以上の市民が脱出
全耕作面積の2割で作物が枯れる、小麦の輸出をストップ

中国 北京 気温が40 6℃を突破中国 北京で気温が40.6℃を突破
6月以降、中部と南部で豪雨
1100人以上の死亡者、1億1300万人が被災

パキスタン 記録的大洪水、36時間で300mmの豪雨
1500人以上の死亡者、1400万人が被災

アメリカ ニ ーヨーク ワシントンで記録的な大雪アメリカ ニューヨーク、ワシントンで記録的な大雪
アイオワ州で127年ぶりの大洪水

南米南部 記録的寒波、ペルーでマイナス24℃

<原因>二つの偏西風の蛇行？
専門家は“地球温暖化の影響”を示唆専門家は“地球温暖化の影響”を示唆
世界気象機関は2010年は観測史上の最高気温を示すと予想



「食」の危機 食材の安全調達は？「食」の危機 食材の安全調達は？



日本の温室効果ガス排出量の推移及び見通し

昨年度より、京都議定書の第1約束期間が開始。日本は温室効果ガスの
６％削減目標を確実に達成するべく、一層の対策推進が求められている。
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だれが地球温暖化に貢献しているかだれが地球温暖化に貢献しているか

エネルギー企業や産業がエネルギー企業や産業が
削減努⼒をすればいい？削減努⼒をすればいい？



産業で製造された製品を
選んで使うのは私たち消費者 !!

場 産業部門

CO2

工場(産業部門)
CO2

CO

輸送(運輸部門) CO2
CO

CO2

販売(業務部門)

CO2

私たちの生活

販売(業務部門)
発電所

私たちの生活
消費⾏動が上流を決めている！消費⾏動が上流を決めている！



だれが地球温暖化に貢献しているかだれが地球温暖化に貢献しているか

エネルギー企業での排
出をエネルギー使用者
に割り振ると

家庭や事務所の家庭や事務所の
寄与はかなり多寄与はかなり多寄与はかなり多寄与はかなり多

いい



日本の温室効果ガス排出量の内訳（部門別）
日本の温室効果ガス排出量のうち、民生（家庭・業務）部門の割合は３０％。

民生（業務・家庭）部門のエネルギー起源ＣＯ２排出量は、９０年に比べて大幅
に増加 （業務部門 ＋ 家庭部門 ＋ ）に増加。 （業務部門：＋４１．７％ 家庭部門：＋４１．１％）

≪日本の温室効果ガス排出量の内訳≫

代替フロン等 1%

≪部門別のエネルギー起源ＣＯ２排出量増減≫

（ 年 年推移）

製造業
33%

非エネルギー起源CO2
（化学反応等により生成）

6%

メタン 2%
N2O  2% 代替フロン等 1%

その他

＋１５．０％

（90年→2007年推移）

２００７年度

産業
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33%

家庭

エネルギー転換
（発電所等）

6%
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家庭
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その他
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＋４１．７％
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（自動車・船舶等）

18% 農林水産業、
鉱業、建設業

2%

業務
（オフィスビル・店舗等）

17% 産業

▲１．３％

病院・介護施設
（2.8%）

学校
（2.3%）

エネルギー起源CO2
89%

２００７１９９０



改正省エネ法・改正温対法の施⾏
(施⾏:H21.4.1、報告H22.7.末)(施⾏:H21.4.1、報告H22.7.末)

1.事業者単位の報告
・全ての事業所やオフィスのエネルギー使⽤量

1 500kl/年以上 本社が全体の排出量を集約し1,500kl/年以上→本社が全体の排出量を集約し
定期報告

2.電気のCO2 換算係数の変更
・国が公表する各電機事業者ごとの換算係数を使⽤

3.京都メカニズム・クレジットを反映した排出量の創設
実排出量とクレジットを活⽤した調整後排出量の報告・実排出量とクレジットを活⽤した調整後排出量の報告



省エネ法の改正により、
エネルギ 使用量の把握 管理が強化エネルギー使用量の把握・管理が強化

平成22年4月施工（平成21年4月から1年間のエネルギー使用量の計測・記録が必要）

中小規模の事業場を数多く設置する事業者が新たに義務の対象に加わる









北九州グリーンフロンティアプランー２

目指すまち：世代を越えて豊かさを蓄積していく「ストック型社会」
・産業基盤を活かした「低炭素社会」

高齢者や子供にとって住み良い「少子高齢化社会に対応した社会」

低炭素社会づくり市⺠の環境への想いと絆 新しい価値観、文化の創造

・高齢者や子供にとって住み良い「少子高齢化社会に対応した社会」
・アジアの持続的発展を支える「環境国際協力」

地球温暖化問題の解決 都市活⼒の増⼤ アジアの発展 交流

低炭素社会づくり市⺠の環境への想いと絆 新しい価値観、文化の創造

地球温暖化問題の解決 都市活⼒の増⼤ アジアの発展･交流

CO 削減目標（2050年）北九州市域： 50％
アジアでの目標は、CO2削減目標（2050年）北九州市域： 50％

（現在の排出量:1,560万㌧/年） アジア地域： 150％相当

北九州市だけ！

環境が
先進の街を

環境が
経済を

環境が
人を

環境が
豊かな生活を

環境が
アジアの絆を

取組方針と5年間の取組

先進の街を
創る

経済を
拓く

人を
育む

豊かな生活を
支える

アジアの絆を
深める



グリーン購入制度と「ＩＳＯ１４００１」ー１

本庁舎を対象にしたＩＳＯ１４００１（認証取得：平成本庁舎を対象にしたＩＳＯ１４００１（認証取得：平成
１２年３⽉） における環境目標の項目にグリーン購入の
成果も含めている。

■ＩＳＯ14001の環境目標項目
１ 北九州市環境基本計画に関するもの１ 北九州市環境基本計画に関するもの

２ エコオフィスに関するもの
◇省エネルギ 省資源の推進（電気 ガス ⽔の使⽤量◇省エネルギー・省資源の推進（電気・ガス・⽔の使⽤量

削減）
◇ごみの資源化・減量化

(コピー⽤紙の使⽤量抑制、ごみの資源化・減量化）
◇グリーン購入の推進
◇公用⾞の適正管理(エコドライブ)◇公用⾞の適正管理(エコドライブ)

◇施設・整備の適正管理
◇環境保全活動の推進



グリーン購入制度と「ＩＳＯ１４００１」ー２

■ＩＳＯ14001のエコオフィス分野における成果■ＩＳＯ14001のエコオフィス分野における成果
（⼆酸化炭素排出量の推移）

平成12年度から平成２１年度末までに、⼆酸化炭素排出量を約7,400㌧
削減したことになる （平成１１年度を基準に各年度の削減分を累積）削減したことになる。（平成１１年度を基準に各年度の削減分を累積）

二酸化炭素排出量　㌧

4,468

4,172
4,043 4,126

3 556 3,641

3,9193,901

3,5664,000

5,000

3,556

3,252
3,052

3,000

1,000

2,000

0

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21



グリーン購入制度と「ＩＳＯ１４００１」ー３

■ＩＳＯ14001のエコオフィス分野における成果ＩＳＯ14001のエコオフィス分野における成果
（経費の推移）

平成12年度から平成２１年度末までに、経費を約2.5億円削減したことになる。
（平成１１年度を基準とした各年度の削減分を累積）

経費　千円

196,253 192,953 194,806
180,269

191,281
183,296

174,012179,064 179,937 174 887

209,763

200,000

250,000

,, 174,887

100,000

150,000

0

50,000

0

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21



グリーン購入基本原則と
商品選択の考え方

１ 必要性の考慮１．必要性の考慮

２．製品・サービスのライフサイクルの考慮２．製品・サービスのライフサイクルの考慮

2-1.環境汚染物質等の削減

2-2.省資源・省エネルギー

2 3天然資源の持続可能な利用

2-1.環境汚染物質等の削減

2-2.省資源・省エネルギー

2 3天然資源の持続可能な利用2-3.天然資源の持続可能な利用

2-4.長期使用性

2-5再使用可能性

2-3.天然資源の持続可能な利用

2-4.長期使用性

2-5再使用可能性

商品ごとに
環境配慮度を比較2 5.再使用可能性

2-6.リサイクル可能性

2-7.再生素材等の利用

2 5.再使用可能性

2-6.リサイクル可能性

2-7.再生素材等の利用

環境配慮度を比較
して購入

３ 事業者の取り組みの考慮３ 事業者の取り組みの考慮

2-8.処理・処分の容易性2-8.処理・処分の容易性

３．事業者の取り組みの考慮３．事業者の取り組みの考慮

４．環境情報の入手・活用



旬 地場の食材を購入する旬 地場の食材を購入する
基本原則２－２ 省エネルギー

旬・地場の食材を購入する旬・地場の食材を購入する

「旬」の食材なら、暖房などによる季節外れのハウス「旬」の食材なら、暖房などによる季節外れのハウス
栽培に比べ、必要なエネルギーも約1/10。
環境に負荷のかかる農薬や肥料も少なくて済みます。

トマト1k を栽培するのに、夏秋と冬春では、
●「旬」の購入
トマト1kgを栽培するのに、夏秋と冬春では、
生産エネルギーに換算して10倍も差が出ます。

農産物はできるだけ地場のもの。

●フードマイレージ（地産地消）

農産物はできるだけ地場のもの。
遠く離れた場所から運ばれる農産物は、
輸送の分だけエネルギーを多く使用し、
地球温暖化にも影響します。地元で採地球温暖化にも影響します。地元で採
れた野菜や魚なら、すぐに店頭に並ぶ
から新鮮です。



地場ものを買うことによる効果

米国産と北海道産を比較（消費地：東京）
距離 ⇒約9,500km

場 買 効

オーストラリア産と長野県産を比較（消費地：東京）

距離 ⇒約9,500km
1個あたり⇒約100g-CO2 出典）フードマイレージキャンペーンホームページ サンプルリスト（大地を守る

会）

距離 ⇒約7,500km
1個あたり⇒約340g-CO2 出典）フードマイレージキャンペーンホームページ サンプルリスト（大地を守る会）

オランダ産と長崎県産を比較（消費地 東京）オランダ産と長崎県産を比較（消費地：東京）
距離 ⇒約22,307km
1個あたり⇒約145g-CO2       出典）フードマイレージキャンペーンホームページ サンプルリスト（大地を守る会）

レジ袋１枚削減すると 46 5g-CO2/枚レジ袋１枚削減すると、46.5g CO2/枚
出典）「樹脂加工におけるインベントリーデータ 調査報告書」2000年1月（社）プラスチック処理促進協会

車のアイドリングを５分短く：63g-CO2車のアイドリングを５分短く：63g CO2
1日の冷房時間を１時間短くする：26g-CO2

出典）チームマイナス6％ホームページより



原材料の栽培 加工 容器包装 流通 消費

食品グリーン購入ガイドラインの検討範囲原材料
工程

原材料の栽培 加工 容器包装 流通 消費

化学物質
・化学肥料・農薬

・生産地の人の安全

・排水・排ガスの処理

・化学物質の利用

・パッケージへの印刷

・フードマイレージ ・加工時の省エネル ・軽量化(形状や変更、 ・輸送手段の工 ・調理時の省

環境配慮項目

省エネ・省
資源

フ ドマイレ ジ

・栽培・飼育時の省エネル
ギー

加工時の省エネル
ギー

・省エネ型設備の導入

・自然エネルギー導入

・エネルギー改善工夫

軽量化(形状や変更、
薄肉化、包装材の削減
等)
・過剰包装の廃止

輸送手段の工
夫
（低公害車・鉄
道利用等）

調理時の省
エネ（ガス・水
等）に繋がる工
夫

CO2ネルギ 改善 夫
・廃棄物発生抑制

天然資源の
持続可能な
利用

・土地・生態系への配慮

・資源の持続可能性

・フェアトレード

・自然エネルギー導入

CO2

利用 フェアトレ ド

長期使用性

再使用可能
性

・詰め替え商品 容器包装

リサイクル
可能性

・副産物の再資源化 ・減容化

・分別・リサイクル容易性

・廃棄物の再資源化

再生材料等 ・飼料（エコフィード）再生材料等
の利用

飼料（エコフィ ド）

・作物・飼料残さ、糞尿の処理

処理・処分
の容易性

・作物・飼料残さ、糞尿の処理

・その他の廃棄物の処理

その他

・事業者取組
・過剰品質による廃棄物増加

・食品添加物

・遺伝子組み換え

・事業者取組
・コミュニケーションツー
ルとしての活用



衣料品の環境配慮ポイント
（GPN 衣服グリーン購入ガイドラインより）

原材料 製造 包装 使用 廃棄

化学物質
●原産地で環境に配慮
した天然素材

工程
環境配慮項目

（GPN 衣服グリ ン購入ガイドラインより）

●製造ラインで環境
に配慮した素材

●省エネルギー・省資
源に繋がる製品設計

省エネ・省
資源

●環境に配慮した包
装材を使用

○クールビズ、
ウォームビズ

○ノーアイロン

天然資源の
持続可能な
利用

●原産地で環境に配慮
した天然素材

利用

長期使用性

●長期使用を可能に
するための製品設計
（記事や縫い目の強さ、
色落ちのしにくさ 防

●修理体制

○サイズ調整機能
（スラックス、スカート
等）色落ちのしにくさ、防

汚加工）
等）

再使用可能
性

●使用後に回収され
リサイクル
可能性

●使用後に回収され、
原料または各種素材
としてリサイクル

再生材料等
●再利用（未利用）素材 ●環境に配慮した包

装材を使用
再生材料等
の利用 ●リサイクル素材 装材を使用

処理・処分
の容易性



2.「風で織るタオル」ブランド説明

THE PUREST TOWELS IN THE WORLD
IK

E

世界で最も安全なタオルを提供する『IKT/風で織るタオル』のバックボーン
安全や環境は感情や勘定で語るのではなく実証されなければならない 今治タオルデザイン認定

EU
C

H
I TO

W
EL 

【製品性能】

C
O

.,LTD
.

１００％グリーンパワーで稼動する
日本最初の生産工場

乳幼児が口に含んでも安全な
最も厳しい最終商品エコテックス認定

EU規格で栽培畑だけでなく紡績工場
まで認証されたオーガニック綿

エネルギー消費を大幅削減し
CO２排出を抑えるオゾン漂白日本最初の生産工場 最も厳しい最終商品エコテックス認定まで認証されたオーガニック綿

【受賞歴】

CO２排出を抑えるオゾン漂白

60元気なモノ作り中小企業３００社
（2007年）

NYホームテキスタイルショー
New Best Award 2002SS受賞

第12回新エネ大賞（2007年）
審査委員長特別賞

LONDON DECOREX INTERNATIONAL
Best New Award 2007受賞




