
 

   

みやぎＧＰＮ 平成２１年度活動報告書 

（平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日） 

 

１．普及啓発事業(出展) 

名称 日時 場所 主催 

エコ・フェスタ 2009 

(気仙沼市) 

7 月 5 日(日) 

10:00～14:00 

気仙沼市総合市民福祉セ

ンター「やすらぎ」 

エコ・フェスタ実

行委員会 

りふ環境まるごとフ

ェア 2009 

10 月 25 日(日) 

９:30～14:00 

 

利府町民交流館・町民広

場 

りふ環境まるご

とフェア 2009 実

行委員会・利府町 

石巻環境フェア 2009 11 月 15 日(日) 

10:00～14:00 

石巻市河北総合センター

（ビックバン） 

石巻市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．普及啓発事業(講演、懇談会) 

「地域問題に関する懇談会」 

日時：平成２２年１月１８日(月)13:30～15:30 

場所：河南桃生商工会館 本所２階会議室 

（石巻市前谷地字上楼屋 13-1） 

主催：河南桃生商工会 

出席者：１８名 

 ○講演「環境に配慮した商店街づくり」 

講師 みやぎグリーン購入ネットワーク 

事務局長 山岡講子 

 ○懇談会 

 

 

３．「みやぎＧＰＮ会員セミナー」 

日時：平成２１年６月１９日（金）13:30～15:30 

会場：宮城県自治会館２F  200・201 会議室 

出席者：４１名  

①「オフィスに地域に環境にやさしい富士ゼロックス 

宮城の取り組み」みやぎＧＰＮ幹事  

富士ゼロックス宮城㈱マーケティング本部長 大堀隆夫氏 

 

②「わが社のｅ行動（eco do!）宣言による環境配慮実践事業者認定について」 

宮城県環境政策課 柴淳子氏 

 

 

  

 



 

   

４．クリスマスパーティ開催 

（三者合同:みやぎ GPN 会員、環境会議所東北会員、 

みちのくＥＭＳ関係者） 

日時：平成２１年１２月１１日（金）19:00～20:30 

場所：中国飯店東龍門 

 (東京エレクトロンホールみやぎ２Ｆ) 

主催：ＮＰＯ法人環境会議所東北   

出席者:４９名 

 

 

５. みやぎＧＰＮニュース  Vol．６発行、発送  平成２１年６月１２日 

  ＧＰＮニュースレター発送  

第６８号 4/16、 第６９号発送 6/12、 第７０号発送 9/14、第７1 号発送 12/14、 

第７２号発送 2/12 

 

６．メールマガジン発行 No.94～126   

4/13,4/17,5/26,5/29,6/15,7/2,7/15,7/23,8/12,8/28(2 回), 10/2,10/9,10/20,10/21, 

10/27,11/12,11/17,11/20,12/15,12/21,12/24,1/8,1/14,1/19,2/4,2/5,2/8,2/19,  

3/5, 3/8, 3/19, 3/30  

 

７．宮城県委託事業 

①「製造業等のグリーン購入セミナー」 

日時：平成２１年７月１６日(木）13:30～15:30 

会場：エル・ソーラ仙台 大研修室 

(仙台市青葉区中央一丁目 3-1 アエル 28F) 

主催:みやぎグリーン購入ネットワーク、宮城県 

 出席者: ３０名 

○講演 グリーン購入ネットワーク 次長 深津学治氏 

「エコプロダクツの開発におけるカーボンフットプリントの果たす役割」  

  ○座談会・質疑応答 

 

 

②「グリーン購入セミナーin 宮城」 

日時：平成２１年１１月４日(水)13:10～16:30 

会場：エル・ソーラ仙台 大研修室 

（仙台市青葉区中央一丁目 3-1 アエル 28F） 

主催:グリーン購入ネットワーク、みやぎグリーン 

 購入ネットワーク、環境省、宮城県 

 出席者:４９名 

○基調講演 東京都市大学環境情報学部教授 中原秀樹氏 

   「グリーン購入で実現 低炭素社会」 

○宮城県 環境生活部環境政策課長 後藤康宏 

   「宮城県におけるグリーン購入の取り組み」 

【取り組み事例紹介】 

○石巻市 生活環境部環境対策課長 梶原敏彦氏 

     「石巻市におけるグリーン購入への取り組み」 

 

 

 



 

   

○リコー東北株式会社 マーケティング本部ＮＢ営業部コンサルＧ 国分千春氏 

「リコー東北株式会社 ごみゼロ活動への取り組み ～広げよう環境の環（わ）～」 

○仙台市 環境局環境部環境都市推進課長 小林弘美氏 

「グリーン購入～市民に身近に！」 

○グリーン購入ネットワーク事務局次長 深津学治氏 

「グリーン購入の動向と GPN」 

○みやぎグリーン購入ネットワーク事務局長 山岡講子 

「みやぎグリーン購入ネットワークの活動報告」 

 

 

③「グリーン購入セミナーin 石巻」 

日時：平成２２年年１月３０日(土)13:30～15:30 

会場：石巻文化センター 第４研修室 

(石巻市南浜町一丁目 7－30) 

主催:みやぎグリーン購入ネットワーク、石巻市、宮城県 

 出席者:３４名 

 

講演  イオンリテール株式会社東北カンパニー  

総務部広報・環境社会貢献マネジャー鈴木茂伸氏  

「イオングループ カーボンフットプリントの取り組み」  

 

講演 ＡＣＴ５３仙台 佐藤郁子氏 

「環境に配慮した買物ごっこ」 

 

④環境配慮型製品の県内小売店における販売状況調査業務   

調査期間：平成２１年７月１０日～７月３１日   

業務完了:平成２１年９月３０日 

調査対象者：宮城県内の小売店２００店舗。文具店９０・スーパー４４・日用雑貨店３２・

ホームセンター３４。 

抽出方法：宮城県競争入札参加登録簿及びタウンページ（電話帳）から無作為に抽出。  

回答状況：２００店舗のうち６８店舗から回答あり（回収率３４％）。 

 

 

８．「エコ座談会」ＨＰに掲載  

①日時：平成２１年５月１３日（水）10:00～12:00   

場所：株式会社吉岡 

株式会社吉岡 専務取締役 初谷博氏 

みやぎＧＰＮ 事務局長  山岡講子 

 

②  日時：平成２２年２月１８日（木）13:00～13:30 

場所：仙台市本庁舎３階特別応接室  

      仙台市長 奥山恵美子氏、みやぎＧＰＮ代表幹事 猪股 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

９．グリーンウォーカー(HP)取材 

   平成２１年年８月１７日（月） 

     ①(株)三森コーポレーション    ②(株)深松組 

 

  

 

 

 

 

平成２２年３月１１日（木）  

     ③リコー東北株式会社       ④株式会社佐彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．Ｄａｔｅ ｆｍ 77.1 ラジオ出演  

番組名「Ｆｏｒｅｖｅｒ Ｇｒｅｅｎ Ｒａｄｉｏ」 

出演者：グリーンウォーカーメンバー 

東北大学文学研究科行動科学専攻修士１年 吉良洋輔 

     (みやぎＧＰＮの会員を取材しての感想や環境に興味を持ったきっかけ等について。) 

 【放送日】 

 １回目 ５月３１日(日)午前９時３０分から 

 ２回目 ６月 ７日(日)  同 

  

 

１１．役員会の開催状況  

（１）幹事会 

第１回幹事会 

日  時：平成２１年５月２０日（水）13：00～14：40 

場  所：宮城県行政庁舎１０階 1002 会議室 

出席状況：出席役員１３名，欠席役員７名、他宮城県２名、事務局２名 

議  事：①役員の変更について(人事異動に伴うもの) 

②平成２０年度事業、収支決算報告について 

③会計監査報告 

④平成２１度事業計画案、予算案について 

⑤その他 

 

第２回幹事会 

日  時：平成２２年３月２６日（金）15：00～17：00 

場         場  所：宮城県本庁舎１３階 環境生活部 部会議室 

出席状況：出席役員１２名 欠席役員８名  他新役員３名、宮城県２名、事務局２名 

  

  

 



 

   

議  事：①役員の変更について(人事異動に伴うもの) 

    ②第２回企画運営部会からの報告 

③平成２１年度事業報告、収支見込み決算報告について  

④平成２２度事業計画案、予算案について  

⑤役員改選について  

⑥その他 

 

(２)企画運営部会 

第１回企画運営部会 

日  時：平成２１年５月１５日（金）15：00～17：00 

場  所：宮城県自治会館２F  202 会議室 

出席状況：出席役員５名，欠席役員１名、他 宮城県１名、事務局２名 

議  事：①平平成２０年度事業、収支決算報告について 

②平成２１度事業計画案、予算案について 

③その他 

 

第２回企画運営部会 

日  時：平成２２年３月１２日（金）15：00～17：20 

場  所：宮城県自治会館２F  20１会議室 

出席状況：出席役員５名，欠席役員１名、他宮城県１名、事務局２名 

議  事：①平平成２１年度事業報告、収支見込み決算報告について 

②平成２２度事業計画案、予算案について     

③その他 

 

 

１２．その他会議  

名 称 日 時 場 所 

会計監査 4 月 16 日(木)10:00～12:00 みやぎＧＰＮ事務局 

第 10 回 GPN 地域ネット委員会 6 月 22 日(月)14:00～17:00 ＧＰＮ馬喰町オフィス 

ＧＰＮ第７５回理事会 7 月 17 日(金)14:00～17:00 環境パートナーシップオ

フィス ＥＰＯ庵 

GPN 全国フォーラムｉｎ北海道 11 月 6 日(金)13:00～18:00 

       

札幌プリンスホテル 

国際会館パミール 

ＧＰＮ第７６回理事会 

 

11 月７日(土)9:00～12:00 札幌プリンスホテル 

国際会館パミール 6F 大雪 

ＧＰＮ地域ネットワーク委員会 

ＧＰＮ第７７回理事会 

1 月 22 日(金)10:00～12:00 

14:00～17:00 

環境パートナーシップオ

フィス ＥＰＯ庵 

ＧＰＮ地域ネットワーク委員会 

GPN 第７８回理事会 

3 月 18 日(木)10:00～12:00 

14:00～17:00 

環境パートナーシップオ

フィス ＥＰＯ庵 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

１３．会員数 平成２２年３月３１日現在 Ｂ会員(みやぎＧＰＮのみ) 

 

 

 

 

 

 

【新規会員】 

Ａ会員  

○平成２１年１月～３月末（７件）  

(株)エコライフサポート、北日本環境整備(株)、アットサイト・ジャパン(株)、

(株)佐々木印刷所、 (株)日本眼科医療センター、(有)八百照、(株)ビルワー

ク 

○平成２１年４月～１２月（５件） 

(株)羽根川設備工事、 (株)アピコ、（財）宮城県スポーツ振興財団、(株)リ

コー東北、本山振興(株) 

○平成２２年１月～３月末（１件） 

 (株)片倉工務店 

 

Ｂ会員  

○ 平成２１年１月～３月末（４件）  

(有)東北図面工業社、(株)関紙店、(株)孔栄社、(株)ミヤックス 

○ 平成２１年４月～１２月（１件） 

（株)桝田組 

  ○平成２２年１月～３月末（１件） 

（株）リフレッシュかむろ 

 

【退会】１７件  

星和商事㈱、新日本石油精製㈱仙台製油所、クリーン緑化㈱、㈱一・四・一、

㈱ライオン事務機仙台支店、中城建設㈱、富士フイルム㈱電子映像事業部、ワ

コーエレクトロニクス㈱、高進商事㈱、東北包装㈱、㈱岡村製作所仙台支店、

ソニー白石セミコンダクタ㈱、エヌ・エム・ビー電子精工㈱、くりこま杉協同

組合、丸新紙業㈱、㈱太田工務店、ＤＩＣ㈱  

 

 

以上 

 Ａ会員 Ｂ会員 合計 

企 業  １００   ４２ １４２ 

団 体 ２０  ２ ２２ 

行 政  １８  １ １９ 

合 計 １３８ ４５ １８３ 


	調査対象者：宮城県内の小売店２００店舗。文具店９０・スーパー４４・日用雑貨店３２・ホームセンター３４。
	抽出方法：宮城県競争入札参加登録簿及びタウンページ（電話帳）から無作為に抽出。
	回答状況：２００店舗のうち６８店舗から回答あり（回収率３４％）。

