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平成 30 年度第５回滋賀県協働プラットフォーム 議事要旨 

 
１ 日時 

平成 30 年７月 17 日（火） 10 時 15 分から 12時 00 分まで 

 

２ 場所 

一般社団法人 環びわ湖大学・地域コンソーシアム ４階会議室 

 

３ テーマ名 

ＳＤＧｓ目標達成に資する滋賀県発の新しい消費行動の推進 

  

４ 参加者 

(1) NPO・関係団体等関係者 

旭化成住工株式会社  

大阪ガス株式会社 

滋賀県生活協同組合連合会 

たねやグループ 

公益財団法人淡海環境保全財団 
(2) テーマの提案者 

一般社団法人滋賀グリーン購入ネットワーク 

(3) 県関係各課 
滋賀県 総合政策部 企画調整課 

滋賀県 県民生活部 県民活動生活課 

滋賀県 琵琶湖環境部 温暖化対策課 

滋賀県 琵琶湖環境部 自然環境保全課 生物多様性戦略推進室 

滋賀県 商工観光労働部 商工政策課 

滋賀県 農政水産部 農政課  

滋賀県 土木交通部 交通戦略課 

(4) 事務局 
滋賀県県民生活部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 

 

５ 協議内容 
(1)  テーマ提案者から提出理由・趣旨を説明 
○グリーン購入は、購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく、環境負荷ができるだ

け小さい製品・サービスを環境負荷の低減に努める企業から、優先して購入すること。環境負荷

を考慮した製品の購入だけでなく、できるだけ購入しないという「購入しないグリーン購入」も
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ある。どんな企業、個人、行政でも一人一人取り組むことができる環境行動であり、消費者の立

場から社会を変えていける行動でもある。日本のグリーン購入の歴史について、1980 年代頃から

一部の行政機関等で再生紙の購入運動が始まったが、一過性のキャンペーンに終わっていた。1994

年に、滋賀県庁が全国で初めて包括的な指針をつくって組織的な取組を始めたのが、グリーン購

入の取組の始まりだと言われている。滋賀県庁のグリーン購入により、更なる環境に配慮した製

品の開発や環境に配慮した製品の価格の低下につながった。また、周辺に取組が広がっていった。

当時の環境庁が、滋賀県の取組をもっと全国的に広げたいということで、1996 年に全国組織のグ

リーン購入ネットワークが設立され、その後、1999 年に滋賀グリーン購入ネットワーク（以下、

滋賀ＧＰＮ）が設立された。県の呼びかけで、任意団体として設立されたが、現在は、一般社団

法人となっており、県内全自治体、400 社近い企業と約 60の民間団体が会員となっている。滋賀

県での取組がきっかけとなり、2001 年にはグリーン購入法が施行された。 

全国のグリーン購入ネットワークの会員数を都道府県別に見ると、2012 年当時だが、一番多い

のは東京都、二番目に多いのは、滋賀県である。2013 年の資料だが、全国ネットワークに登録さ

れている地域組織の中で、ずば抜けて滋賀県の会員数が多かったことが分かる。ここ数年、滋賀

県の会員数は横ばいだが、それまでは伸び続けていた。会員数で言うと、県内で一番の大きな環

境団体になると思う。滋賀ＧＰＮでは、「滋賀からグリーン経済をつくる」ということを活動ビジ

ョンに掲げて、セミナー開催や自治体と連携した啓発、地域の住民に向けたエコイベントの開催

等を行っている。事務局や役員だけが頑張って活動しているわけではなく、会員みんなで難しく

考えないで、そして楽しく続けることで、活動そのものを持続可能なものにしていこうとしてい

る。約 470 の会員が、集うことで、異業種交流の場ともなっている。各種情報交換をはじめ、ビ

ジネスチャンスが生まれるきっかけにもなっている。 

 国連の持続可能な開発目標（以下、ＳＤＧｓという。）の目標の中で、12 番目の「つくる責任

つかう責任」（持続可能な生産と消費）という目標が、滋賀ＧＰＮの活動目標と一致すると考えて

いる。「ＳＤＧｓの目標達成に資する滋賀県発の新しい消費行動の推進」というテーマを今回提案

した。 

異常気象により自然災害が多発しており、地球温暖化の影響が本当に現れてきたと感じている

が、何かしないといけないという思いを持っている人は少なく、「異常気象による災害が増えてい

くなぁ」という意識で終わっている人が多いのではないか。持続可能な社会、すなわち、循環型

社会、低炭素社会、自然共生社会、これらの構築を目指して、県庁でも様々施策を進めているが、

その思いが全県に届いているとは言い切れないし、その成果も見えづらいと感じている。 

滋賀ＧＰＮでも、平成 11年からグリーン購入の普及啓発に取り組み、低炭素で、循環型な自然

とも共生する社会を目指しているところ。会員の中には、その理念は広がっているが、会員外に

広がっているとは言えない。さらに、持続可能な社会を目指す上で、環境、社会、経済の三側面

から考えた消費行動、生活様式が広まるということが望ましいと考える。「ＳＤＧｓ目標達成に資

する滋賀県発の新しい消費行動の推進」のため、多様な主体との協働により行動して、実際に自

分ごととして捉えて取り組んでいく人や企業が増えるような啓発活動ができないかと考えている。

これは、滋賀ＧＰＮだけで頑張るのではなく、行政との連携により進めることで、より効果が出

ると考えられることから、提案したものである。 
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(2) 対話・協議の内容 
〇琵琶湖と共生してきた滋賀の農林水産業を世界に発信していこうということで、「世界農業遺産」

の認定を目指しているところ。世界農業遺産認定に向けての取組もＳＤＧｓを達成するための一

つの大きなツールだと考えている。既に国内では 11 地域が認定を受けているが、滋賀は、生産者

だけでなく消費者からもたくさんの賛同をいただいている点が他地域と異なっていると思ってい

る。これは、滋賀ＧＰＮの活動とも関連しており、多くの共通点があると思う。認定に向けて、

行政だけでなく、消費者と生産者が手を取り合って、ＳＤＧｓの目標達成も含めて、認定取得に

取り組んでいきたい。持続可能な社会の実現のためのこうした活動が、グリーン購入の広がりに

もつながると考える。 

〇温暖化対策課では、低炭素社会づくりということで、ＣＯ２削減だけではなく、ＣＯ２の削減が

促進される社会・経済基盤の構築を目指しており、ＣＯ２削減効果の高い製品やサービスが積極的

に消費者に受け入れられること、また、その生産が滋賀から生まれていくことが大切と考えてい

る。そのため、企業が生産した製品等が社会全体で削減できると想定されるＣＯ２量の見える化を

促進してきた。今年度からは、ＣＯ２削減効果が高い製品やサービス等をしが低炭素ブランドとし

て認定し、より積極的に消費者に受入られるよう、ＰＲを進めていく予定であり、審査員として、

滋賀ＧＰＮにも協力してもらっている。 

〇自然環境保全課では、しが生物多様性取組認証制度を創設しようとしており、各企業や個人事

業者が取り組んでいる生物多様性に関する様々な取組について、見える化し、県内の取組を盛り

上げていける制度にしていきたい。滋賀ＧＰＮと説明会を一緒にしたりしており、先ほどのＳＤ

Ｇｓとも関連して取り組んでいきたい。 

〇県民活動生活課では、エシカル消費（倫理的消費）の推進を行っている。エシカル消費には、

環境に配慮した消費、社会に配慮した消費、地域に配慮した消費、という三つの視点があり、具

体的には、グリーン購入、フェアトレード商品の購入、あるいは作業所でつくられた商品の購入、

被災地応援商品などがある。持続可能な社会をつくっていくには、こうした消費を広めていく必

要があると考えている。今回のテーマに即したものと思っている。 

〇エシカル消費というのは、消費者庁でも推進しているもので、消費者の力でもって社会をより

よく変えていこうとするものである。ただ、言葉が非常にわかりにくいので、エシカル消費とい

う言葉を使うことにはこだわらず、グリーン購入等から更に取組を進めていきたいと考えている。 

〇バスなんかは、赤字で無くなった路線は行政の方で補てんしているが、限界がある。どうした

らいいのかというと、やっぱり利用者を増やすことが必要で、交通戦略課では公共交通の利用促

進を図っていくかに取り組んでいるところ。交通は、人が動き、経済活動につながる。 

車は便利だが、公共交通の利用に変えてもらうよう取り組んでおり、利用しやすいように、例え

ばバリアフリー化等に取り組んでいる。交通行動を変えることで、グリーン購入等の消費にもつ

ながると思う。モノ消費からコト消費へと変わる中で、交通行動も変えていければと思っている。

通勤や出張等で、できるだけ公共交通を利用してもらう取組、小さいうちから公共交通の大切さ

を伝える活動もやっている。 

〇交通戦略課で、小学生に公共交通の大切さを伝え、庁内および民間企業にエコ通勤の啓発活動

を行っている。滋賀県では、公共交通の不便なところが多いので、エコ通勤の理解が進んでいな
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いが、安全であったり、健康増進であったりというメリットも多いので、理解を求めていきたい

と考えている。交通行動の変容が、持続可能な社会の実現に資するものと考えているし、公共交

通が街を守っていくということにつながっていくと思う。その中で、滋賀ＧＰＮのネットワーク

を活用させてもらっている。 

〇交通戦略課で、エコ交通を担当している。持続可能な社会の実現には、交通行動を考えていく

ことも必要と考えている。エコ交通は、人と自然にやさしいということで、普及啓発活動をして

おり、グリーン購入の理念とも合致するところがある。エコ交通の啓発が十分でないので、普及

促進を進めていきたい。 

〇企画調整課では、ＳＤＧｓの総論的なことや旗振り役を担当している。これまでの滋賀ＧＰＮ

の取組を、ＳＤＧｓでより広げていくというイメージを持っておられると思う。フェアトレード

とか、今までなかったような価値観が消費行動に影響して、社会変革につながる。ＳＤＧｓ的考

え方だと思う。各部署で行っている消費者マインドを変えていくような取組を掛け合わせていけ

れば、よいものができるのではないかと思う。特に最近、プラスチックの海洋汚染が問題になっ

ており、具体的にも、スターバックスやマクドナルドでプラスチック製ストローを廃止する方針

を打ち出した。企業の取組が、消費者を変えるということも起き始めている。そういう流れの中

で、県内の企業と一緒に取り組める具体的なアイデアを考えていくと面白いと思う。 

〇生協連は、県単位の組織で、会員は賛助会員を含め、14生協から成っている。延べ組合員数は

42 万４千人となり、医療生協、共済生協、住宅生協、大学生協同等、異業種の生活協同組合の集

合体である。県内の消費者団体としての機能を持っており、一番県内では多い人数であると思っ

ている。協同組合間の協働を進めており、また、協同組合として、ＳＤＧｓの 17 目標全てについ

て、取組を進めている。今迄から、よりよい暮らしのためにということで、消費者の目線から運

動を進めてきたが、ＳＤＧｓを活用することで、さらに進めていこうと思っている。そういう中

で、企業あるいは行政と、どのようなネットワークをつくって、どのような協働ができるのかを

考えているところ。 

〇（公財）淡海環境保全財団では、ヨシを刈って、ヨシ紙やヨシ腐葉土をつくったり、また、特

に中国やアジアへの水環境ビジネスを県、ＪＩＣＡとともに進めている。さらには、地球温暖化

対策ということで、学校や自治会、企業等で講演や研修を行って、皆さんの意識を高めてもらう

取組をしている。今回のテーマについて、行政・民間が一緒になって取り組むということで、方

向性は理解できるので、一緒に取り組んでいきたいと思う。 

〇商工政策課でもＳＤＧｓに取り組んでおり、この秋には、「滋賀ＳＤＧｓ×イノベーションハブ」

を設立し、企業のＳＤＧｓ取組のアイデアとか協働の種を産み出し、社会課題の解決を図ってい

くハブ、プラットフォームを立ちあげる。特に中小企業は余裕がなく、ＳＤＧｓに取り組みたい

がなかなかできないという状況にあるが、取り組まないと生き残っていけないという認識を広め

ていく必要があると思う。また、企業は利益を上げなければならないので、消費者マインドが変

わらないと、利益を上げないといけないので、企業も変わっていけない。消費者がＳＤＧｓの視

点から商品やサービスを求めるという潮流をつくっていくと、商品開発等への投資もできるし、

マーケットが維持でき、経営も維持できる。 

〇旭化成住工では、へーベルハウスの部材を生産していて、へーベルハウスの８割ぐらいは東近
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江市の工場で生産している。メイドイン滋賀といってもいいぐらい。鉄骨中心の生産をしている

ため、自社でグリーン購入的なことがあまりできない面があるが、14年ぐらい前から、滋賀ＧＰ

Ｎに参画しており、コクヨのコピー用紙を外箱なしで共同作業所の方に運んでもらう「エコラボ

はーと・しが」の仕組みづくりにも関わり、現在も参加している。コストは多少高いが、その分

福祉の方へお金が回ることになる。「hana-wa プロジェクト」にも参画していて、ペットボトルキ

ャップをリサイクルしたプランターをレンタルすると、定期的に共同作業所の方がメンテナンス

してくるという取組。生物多様性への取組を重点にしており、生物多様性のびわこネットワーク

というのを立ち上げて活動している。当社以外に、ダイフク、積水樹脂、旭化成守山、オムロン、

ダイハツ、ヤンマーが加入されている。特にトンボをターゲットにして、滋賀県にはトンボが 100

種類ぐらい生息していて、トンボを守る取組をしている。トンボは、ヤゴの時代は、水の中で暮

らし、飛び立てば、水田や山で生活するので、水環境等の環境を示す指標として、重要な生き物

だと認識している。トンボの住む環境を保全する活動を中心に行うことによって、環境をよくし

ていく取組を行っている。例えば、各社では生き物観察会を行って、子どもに対する啓発を行っ

ている。 

〇たねやグループでは、お菓子の製造販売をしており、Ｂ to Ｃの側面と、Ｂ to Ｂの側面も持

っている。たねや農園を運営する会社も持っていて、お菓子に使う原材料、店舗のディスプレイ

に使う山野草を生産している。農業の６次産業化ができている。ＳＤＧｓに関しては、去年社長

も三日月知事他と一緒に登壇したキックオフイベントが開催されたこともあり、社を挙げて取り

組んでいるが、まだまだ社員個人の認知が完璧ではないと思っており、だれも取り残さないとい

うことについて、どうやって実践していくのかは、難しい課題であると思っている。たねや農園

では、無農薬での実践をやっているが、かなり先進的な取組ができていると思っている。 

〇大阪ガスにおけるＳＤＧｓの取組としては、エネルギー会社であるので、持続可能なエネルギ

ーの創出、また、特に 13番目の「気候変動に具体的な対策を」という点で、事業者・お客様含め

て、2030 年度までに、ＣＯ２の 7,000 万ｔの削減を目標にしている。その他７番目の「エネルギ

ーをみんなに、そしてクリーンに」など、それ以外の目標についても取り組んでいるところであ

る。また、次世代教育については、エネルギー環境分野のほかに、地産地消を含めた食育とか、

あるいは火に関すること、防災関係のことについて、生きる力をつけていただきたいということ

で、子どもたちに出張授業等を通じて、教育を行っている。 

〇滋賀ＧＰＮでは、2001 年から毎年 10 月を「グリーン購入キャンペーン月間」としており、会

員にグリーン購入の取組見直しを呼びかけ、外に広げていくきっかけにもしている。このキャン

ペーンで、100 団体ぐらいから取組報告が返ってくる。最初は 20～30 から始まったので、だんだ

ん浸透してきたと思う。取り組む事業所は増えたが、取り組んだことによる目に見える効果とい

うのを感じられていない。来年は、設立 20 周年となるので、取組を拡大して、成果を出していき

たいと思っている。会員として参加するだけでなく、組織内の従業員にまで呼びかけてもらい、

消費者としてのムーブメントを起こせないかと思っている。会員が 470 団体あり、従業員数を合

計すると 10 万人を超える。この 10 万人に届けることができれば、大きな効果が出てくると思う。

また、生協連のように、会員の中に構成団体があって、延べで 40 万人以上おられることも考える

と、更に広げることも可能ではないかと考えている。自治体も会員なので、自治体の広報誌を通
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じた呼びかけもできると思う。グリーン購入キャンペーンだけでは、わかりにくい。例えば、６

個程度、多くても 10 個程度の項目を絞って、消費者へ呼びかけていくという手法もあると思う。

グリーン購入は、再生紙や文具の購入から始まったが、持続可能な社会をつくるということで、

先ほど意見をいただいたように、広い視野で考えていく必要があると思う。県でも、ＳＤＧｓを

視野に入れて、2030 年を目標とした第５次環境総合計画が作られており、環境だけでなく、経済、

社会という面から記載されている。広い視野で考え、グリーン購入に、エシカル購入を加えたよ

うな考え方、滋賀発のこれからのグリーン購入の考え方を示していけるのではないかと考えてい

る。それが、新しい消費行動につながっていく。 

 グリーン購入を広く考えると、県産農水産物の購入、環境こだわり農産物の購入、滋賀の地酒

の購入、県産木材を使った製品の購入、琵琶湖の葦紙の購入といった地域のものを購入するに加

え、ばら売りや量り売り、できるだけ容器や包装を使わないものを購入する、移動手段のグリー

ン購入という意味での公共交通・自転車の利用も含まれてくる。さらに、広げていくと、モノを

買うということでなく、マイバック、マイはしを持ち歩く、買いすぎないということも入ってく

る。再生エネルギーの利用、ＥＳＧ投資もグリーン購入の範疇に入ってくる。さらに、エシカル

という所まで視野にいれると、フェアトレード製品を購入するとか、共同作業所の製品をできる

だけ購入する、ということも含まれるようになる。広義のグリーン購入であり、ある意味エシカ

ルの概念が入っているのが、「エコラボはーと・しが」や「hana-wa プロジェクト」の仕組であり、

滋賀ＧＰＮの研究活動から生まれた仕組みである。 

「TABLE FOR TWO」は、日本初の国際的な取組であり、対象となる定食等を購入すると 1食につ

き 20 円の寄付金が開発途上国の給食のために寄附される。このような仕組みを利用することも

「新しいグリーン購入」に含まれてもいいのではないかと思っている。 

グリーン購入は、小さな取組から大きく広がってきた。これからの「滋賀県発の新しいグリー

ン購入」は、環境のことを考えるだけでなく、社会、地域経済を考えた、消費者市民社会、持続

可能な社会をつくっていけるような、組織購入者も含めた消費者発の取組としていきたい。 

〇プラスチック容器が欧米で問題になっており、日本では消極的な動きとなっている。滋賀では、

せっけん運動のような基盤があるので、消費者発からの運動ができないかと思う。例えば、ペッ

トボトルの削減のため、水道水を利用したマイボトルの持参運動とかは考えられないかと思う。 

〇滋賀県立大学の学生も「hana-wa プロジェクト」に関わっており、環境保全運動に関わってい

る。 

〇「エコラボはーと・しが」の取組では、コピー用紙の外箱をなくすと、かえって割高になって、

売れなくなるが、障害者の方が運ぶという仕事を加えると、高くても買ってもらえるのではない

かと考えて出来た仕組である。 

〇スケジュールはどう考えているのか。 

〇来年 10～12 月に取り組めたらと考えている。今年から考え、準備していきたい。行政とも協働

して取り組めたらいいと思う。 

〇準備して取り組んでいくのに、いろんな方の協力がいると思う。同じような目的で取り組んで

いる団体もあると思うので、なにか一緒にできるといいと思う。 

〇水道水を利用したマイボトルキャンペーンという話があったが、マイボトル活用という取組は
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今までもあったと思う。今までの考え方から、出られていないと思う。「水道水を飲もう」という

キャンペーンでは、企業にとっては魅力を感じないと思う。例えば、商品を買うとき、マイボト

ルを持っていくと、少し割引があるとか、ポイントがたまるとか、そのような形なら、企業と連

携していけると思う。 

〇コンビニでも、マイボトル持参して人に給水や給茶のサービスをする事例は過去にあったと思

う。過去の事例を掘り起こすか、あるいは新たに地域のお茶屋さんやカフェなどに協力いただく

ことも考えられる。キャンペーンにふさわしい浄水機能付の素敵なマイボトルが開発されてもい

いと思う。 

〇ＳＤＧｓを考えるのであれば、企業のノウハウ、強味を活かして、新しい取組が１つでも出て

くればいいと思う。 

〇今までのグリーン購入では、なんとなく環境にいいという意識で商品を選んでいたが、商品が

どう作られてきたか、消費行動がどう影響するかについて、そこまで考えが至っていない。大き

なムーブメントをつくっていくのであれば、自分の消費行動がどう影響を与えていくのかという

意識を持つということが重要であると思っている。何となくではなく、消費者の意識を変えてい

った方がいいと思う。 

〇ただキャンペーンをするのではなく、その裏側を説明する機会を持った方がいいと思う。伝え

るには、メディアの協力も必要だと思う。県の広報番組でも取り上げてもらえたらと思う。 

〇滋賀ＧＰＮだけではキャンペーンを実施するのでは、うまく進まないと思う。 

〇ターゲットはだれか。 

〇消費者向けを考えている 

〇交通関連も入れていた方がいいと思う。まず、一回取り組んでもらうこと、そして継続しても

らうことが大事だと思う。自分事としてとらえてもらう、そのためには問題意識を持ってもらう

必要がある。その問題を解決するため、解決方法について体験をしてもらう。その後、実際の日

常生活において行動を具体化し、続けてもらう取組がいいいと思う。問題意識を持つには、啓発

が必要であり、解決方法の体験でどこまで気づきをもってもらえるのかと思う。交通行動であれ

ば、例えば、マイカー通勤を公共交通で行うと、大分違うし、気づきがあると思う。ギャップが

大きいほど、効果が理解しやすく、モチベーションも出てくる。交通行動の取組もいれていただ

けると、今後の行動にもつながっていくと思う。企業向けであれば、エコ通勤に取り組んでいる

し、消費者向けなら、カーフリーディに取り組んでいるところ。一般に向けた形のわかりやすい

イベント等でも協力できると思う。 

〇キャンペーンを考える中で、エコ移動という視点もあると思う。交通の要素を入れていけたら

と思う。県産農産物やヨシ紙の購入という、具体的な項目を盛り込めたらいいと思う。 

〇エコトリップ・エコ通勤については、企業の従業員に協力してもらうためには、具体的な取組

方法、事例を含めてたくさん提示し、その中で取組を選択してもらうというやり方がいいと思う。

車を使わない体験をしても、大変と思ってしまったら逆効果になる。こんな簡単なことでもいい

んだと思ってもらえるような、いろんな事例を列記して、提示していくことが必要だと思う。 

〇県立大学の学生でもお寺から廃棄ろうそくをもらって、キャンドルライトをつくって、消費生

活、ライフスタイルを提案するグループもいる。経済ベースに至らないが、学生だからできるこ
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ともある。 

〇いろんな取組を事務局で全て行うことはできないので、来年を目指して、協力、連携を呼びか

けていき、県内各地で取組ができればいいと思う。取組内容の案をたくさん出し、反対に皆さん

からも提案いただければと思う。 

〇今年７月１日からの「びわ活！」キャンペーンで、冊子があり、色んな活動等を集めており、

県内部の横の連携をしたと思うが、どうやって作り上げたのかと思う。県内一斉に取り組むにあ

たって、この冊子の構成のやり方や内容はすごく参考になると思う。メディアの活用ということ

で、e-radio が入っていた。冊子自体がわかりやすかった。色んな取組が連なっている。 

〇「びわ活！」キャンペーンの冊子を小学生全てに配布したというのは、すごくインパクトがあ

ったと聞いている。 

〇「びわ活！」キャンペーンのやり方を検証しながらやっていくのもいいと思う。今回のテーマ

について、キャンペーンを来年度する予定ということで、これから、皆さんで協力できる点は協

力していくということで、進めていけたらいいと思う。 

                                     （終了） 


