
「グリーン購入」とは、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のこと
を考え、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業
者から優先して購入することです。

グリーン購入をすすめることで、「グリーンな市場」が拡大し、市場を通じて企業に「グリーンな
製品・サービス」の開発を促し、環境を考えた経営を促進することになります。
グリーン購入は企業を変え、社会を変える力を持っています。

グリーン購入

価格・品質・機能・デザイン＋環境製造
流通

行政
企業
消費者

負荷の低減
意識の向上
取組のアピール
エコライフの推進

製造
販売者 購入者

デザイン
経営
情報公開

環境に配慮した 環境への
グリーンな
市場の拡大

グリーンな製品・サービス

+環境情報の提供

持続可能な社会へ

九州グリーン購入ネットワーク

ひろげようグリーン購入。
環境を考えて

製品やサービスを選ぶこと、
それがグリーン購入です。

持続可能な社会を築くために、
グリーン購入が求められています。



グリーン購入を自主的かつ積極的に進めようとする様々な個人や組織のために、グリー
ン購入ネットワークでは、グリーン購入の基本的な考え方として「グリーン購入基本
原則」を以下のようにまとめています。

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
2-4　長期使用性
2-5　再使用可能性
2-6　リサイクル可能性
2-7　再生材料等の利用
2-8　処理・処分の容易性

3-1　環境マネジメントシステムの導入
3-2　環境への取り組み内容
3-3　環境情報の公開

原則１ 原則３ 原則 4原則２
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グリーン購入基本原則

製品やサービスを購入する前にまずその必要性を十分に考えます。
製品については、現在所有している製品の修理、リフォームのほか、共同利用・所有、レンタルなど
も考えます。購入する場合は、数量をできるだけ削減するようにします。

購入する前に必要性を十分に考える

購入する前に考える

必要性の考慮必要性の考慮原則11

余剰物品を社内でデータベース化し部署間で有
効利用しましょう。

○まず本当に必要かどうか
○今使っているものがまだ使えないか
○購入量を削減できないか

レンタル
できるところが

あるわ

修理すれば

使えるね

修理すれば使えるかもしれません
レンタルで済むこともあります。

九州グリーン購入ネットワーク

共用 備品

眠っている文具など、共用の棚に整理し
てみましょう。無駄な購入を減らせるか
もしれません。

リサイクルフォルダ
ファイル

事務用品

編集 表示 ページ

差出人
平井 京子

総務課
営業第一
営業第一
田中 真紀
山川 薫子
人事

B4の感熱紙あります。

事務用椅子あります。
ノートパソコンあります。
ガムテープあります。
会議用机・イスあります。
ファイルA4サイズあります。
コピー用紙あります。

件名

ズーム

フォルダー一覧

職員へのおしらせ
定例会議
東京事務所
支店
最新情報
リサイクルフォルダ

譲ります
事務用品
家電用品
その他

差し出し人：総務課 件名：譲ります。
テーマ　　：事務・備品
事務用イスが一脚あります。必要な方はご連絡ください。



九州グリーン購入ネットワーク

製品のライフサイクルには、以下のような段階があります。これらすべての段階で、
資源やエネルギーの調達（インプット）、生態系への排出（アウトプット）が発生し、
環境への負荷となっています。

製品のライフサイクルにおける環境負荷を考えて購入しましょう。

資源採取 製　造

リユース

リサイクル

購入 購入 購入流　通 使　用 廃棄

資源・エネルギー

インプット

アウトプット

廃棄物の発生熱帯雨林の減少・砂漠化地球温暖化酸性雨オゾン層の破壊

・大気汚染物質（NOx・SOx）
・二酸化炭素（CO2）、フロン類 ・廃棄物

・水質汚濁物質

製品やサービス（以下、製品）の購入にあたっては、エネルギー・鉱物・水資源の消費、地球温暖化
影響物質やオゾン層破壊物質の放出、大気・水・土壌などの環境を汚染する物質の排出、廃棄物の
発生など、多様な環境負荷を考慮します。また、環境への影響の大きさや広がり、地域差、修復に
要する時間も配慮すべき要素です。
製品ライフサイクルのある段階での負荷が相対的に小さくても、他の段階で負荷が大きく、全体とし
ては環境負荷が大きくなってしまうことがあります。製品の環境負荷を評価するためには、資源採取、
製造、流通、使用、リサイクル、廃棄の製品ライフサイクル全体を視野に入れて考慮します。

資源採取から廃棄までの製品ライフサイクルに
おける多様な環境負荷を考慮して購入する

製品・サービスのライフサイクルの考慮製品・サービスのライフサイクルの考慮原則22



組織的に環境改善に取り組むしくみ

有害な化学物質、重金属、オゾン層破壊物質などのように、大気・水・土壌など環境中に排出されると人を含めた生態系
に悪影響を生ずるおそれのある物質については、使用量が削減され、他の物質で代替されていることを考慮します。
また、燃焼プロセスなどで生成・排出される窒素酸化物（ＮＯＸ）やダイオキシン類などの有害物質についても、生成・排
出をできる限り抑えるよう設計されているかどうかを考慮します。

排出ガス中の有害物質の少ないもの

省資源・省エネルギーな製品を選ぶ

鉛の使用量が少ないもの

漁業資源について森林資源について

自動車を選ぶ際には、
排出ガス中の有害物質
が低減されたものを選
びましょう。

適切に管理された森林から生まれた
木材製品の選択には「FSC マーク」
が目安の一つになります

蛍光灯に比べて、LEDは60％省エネ
で寿命も５倍です。
コピー機は、待機時の消費電力の低
い物を。両面コピー機能や複数ペー
ジ機能付きなら、紙の削減にもなり
ます。

NPO である FSC（Forest Stewardship 
Council：森林管理協議会）が運営する
国際的な制度です。

電気製品などの配線板の「はんだ付け」
や自動車のバッテリーなどには、一般
に鉛が使用され、廃棄後に土壌に溶け
出して地下水を汚染する可能性があり
ます。購入時には「無鉛はんだ」など
の鉛の使用量を削減した製品を購入し
ましょう。

九州グリーン購入ネットワーク

漁業資源についても成長過
程の幼魚などや目的以外の
魚や生き物をとりつくさな
い漁法が望まれますFSC

環境や人の健康に影響を与えるような物質の使用や
排出が削減されていること

金属資源や化学燃料などの資源の中には、今のままの利用を続ければ、あと数十年で枯渇するものが少なくありません。
また、石油や石炭などの化石燃料を使用すると、主要な温室効果ガスである二酸化炭素を大気中に排出し、地球温暖化
を加速します。そこで、少ない資源やエネルギーで製造され、流通段階や使用中に資源やエネルギーの消費量が少ない
ことを考慮します。

資源やエネルギーの消費が少ないこと

森林などの天然資源は、成長量の範囲内で利用する限りは枯渇することのない再生可能な資源です。こうした資源を使
用する場合、生態系に与える影響を最小限に抑え、適切な資源管理を行うなど持続可能な利用がなされているかどうか
を考慮します。

再生可能な天然資源は持続可能に利用していること

環境汚染物質等の削減環境汚染物質等の削減原則 2-12-1

省資源・省エネルギー省資源・省エネルギー原則 2-22-2

天然資源の持続可能な利用天然資源の持続可能な利用原則 2-32-3

NOx
SOx

省エネ
両面

複数ページ

省エネ効率の高いものと低いものでは、約2倍のCO2の差 !!
～エアコンの平均使用年数（約12年間）で見た差異～

省エネ基準
達 成 率
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3175Kg-CO2

12年間で排出するCO2量 6791Kg-CO2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
※同一メーカーのエアコン（6～9畳用）で、省エネ性マークに表示された省エネ基準達成率が113％と
52％のものを比較。
※CO2排出量は、期間消費電力量〔（社）日本冷凍空調工業会規格〕、平均使用年数［内閣府消費動向調査
結果］、排出係数［環境省温室効果ガス排出量策定に関する検討会報告書］をもとに算出。
※電気代は、1KWｈあたり23円として算出。　　

12年間で、電話代もこんなに !!

20.3
万円

43.4
万円

Kg-CO2



貴重な資源やエネルギーを使ってつくられた製品は、可能な限り長期にわたって使用でき、容易に廃棄物にしないことが
必要です。そこで耐久性、修理や部品交換の容易さ、保守・修理サービスの充実度と期間の長さ、機能拡張性やアップグレー
ド可能性などを考慮します。また、頻繁な買い替えを促すようなモデルチェンジを控えているかどうかを考慮します。

製品の寿命を考慮する 修理や保守サービスを考慮する
メモリースロットや拡張スロットに
余裕があるパソコンなら、アップグ
レードしながら長く使えます。

部品交換や修理のしやすい設計のモノを
選ぶ。（リサイクルや部品のリユースに
も役立ちます）

九州グリーン購入ネットワーク

長期使用性長期使用性原則 2-42-4

再使用可能性再使用可能性原則 2-52-5

リサイクル可能性リサイクル可能性原則 2-62-6

製品や部品をそのままの形状で同じ用途に使用する再使用（リユース）は、一般的にリサイクルより環境負荷が小さいと考
えられます。そこで、製品が再使用可能であるように設計されていること、さらに、使用済み製品が回収され、再使用さ
れるシステムがあることを考慮します。

再使用が可能であること

長期間の使用ができること

再使用できないものについては、素材ごとに分離・分解・分別し、材料としてさまざまな用途にリサイクルすることが望ま
れます。そこで、製品にリサイクルしやすい素材を使用していること、素材ごとに分離・分解・分別が容易な設計がされて
いること、さらに、使用済み製品が回収され、リサイクルされるシステムがあることを考慮します。

リサイクルが可能であること

詰め替えができるもの 再生用部品の比率が高い製品

素材のリサイクルを考慮した製品

カートリッジでインクの詰め替えができる
マーカーや、テープ交換できる修正テープ
なら、ごみを減らして経費も削減できます

製品をリサイクルする際の、分解や素材の分別のしやすさを
考慮した設計になっている製品を選びましょう。

コピー機やプリンターは、部品などの回
収・再使用を行っているメーカー、再使
用部品の比率の高い製品を選びましょう。

○リサイクル容易な素材の最大化
○有害・有毒・危険素材の最小化
○減量化
○統一化
○グループ化
○少数化 (モジュール化）

○標準化
○長寿命化
○素材接合の簡素化
○部品の統合化
○分解・解体の容易化
○素材の明示化 etc

リサイクル設計の例

回収

分解・選別 検査

生産ライン

一部は中古市場へ

一部は中古市場へ

再資源化

分　解

分　解



再生された材料や部品を利用した製品を選んで購入することは、一般的には、省資源、廃棄物の削減、資源回収の促進
などに貢献します。また、耐久消費財の中には、回収された後、一部の消耗部品や故障箇所を交換するだけでほとんど
の部品をそのまま利用して製造される製品もあるので、そうした製品を積極的に購入することが必要です。

九州グリーン購入ネットワーク

製品は、長期使用、再使用、リサイクルを徹底しても、最終的に焼却処理や埋立処分されるものがでてきます。そこで、可燃・
不燃性材料の分解性、有害物質の分別除去の容易性、焼却施設や埋立処分場への負荷などに配慮して設計されている製
品を購入することが必要です。

廃棄されるときに適正な処理・処分が容易なこと

再生材料や再使用部品を用いていること

詰め替えができるもの

金属製のとじ具が表紙から簡単に取り外せるファイル
なら、廃棄時の分別も楽々。替え表紙を付ければ、と
じ具の再使用もできるものがあります。
リサイクルのしくみがない製品は、廃棄時に素材ごと
に分離や取り外しがしやすいものや、材料に有害物質
の使用が少ないものを選びましょう。

環境に配慮した製品は、必ずしも高くありません。グリーン購入が広がる中、価格は従来品と
同等のものが増えています。また、電気代や廃棄コストなどを考えれば、トータルでは安くなる
場合があります。更にムダを省いて購入量を抑えることで、コスト削減にもつながります。

再生された材料や部品を利用した製品

廃ガラスをリサイクルし
て主原料にしたブロック
やタイル。 制服や作業着では、ペットボ

トルなどを原材料とする再生
ポリエステル繊維を使用した
製品も増えています。

OA 用紙や紙製品は古紙を多
く配合し、白色度の低いものを。

筆記具の軸やキャップ、スタ
ンプ台のケースなどにも、再
生プラスチックが使用された
ものが多くあります。

グリーン購入はコストアップ？

再生材料等の利用　再生材料等の利用　原則 2-72-7

処理・処分の容易性処理・処分の容易性原則 2-82-8

スタンプ台

すべて紙製

金具どめ

再生紙



九州グリーン購入ネットワーク

購入する製品やサービス（以下、製品）に関する環境負荷を考慮す
ることに加え、製品を設計・製造・販売している事業者が、環境に
関する法規制などを遵守し、適切な環境マネジメントを実施し、環
境に関する情報を公開するなど、環境負荷低減に積極的に取り組ん
でいるかどうかを考慮します。

業者の取り組みの考慮業者の取り組みの考慮原則33
環境負荷の低減に努める事業者から製品や
サービスを優先して購入する

●製品やサービスを製造・販売している企業の姿勢や取り組みをしっかりチェック！！

省資源、省エネ、
グリーン購入、廃
棄物削減・・

現像液などの削減・循
環利用、VOC（揮発
性有機化合物）の管理、
デジタル化・・・・

低公害車の導入、アイ
ドリングストップ・・・

無農薬野菜の利用や生ゴミの
リサイクル・・・

環境配慮型商品の取扱、簡易
包装、リサイクルボックスの
設置・・・

事業活動において継続的に環境負荷を低減させるためには、環境方針を定
め、取り組み体制を作り、従業員の環境意識を高め、計画や目標を立てて
実行し、その結果を評価して継続的に改善に取り組むことが必要です。

環境マネジメントシステムの導入環境マネジメントシステムの導入
組織的に環境改善に取り組むしくみ

原則

3-13-1

原則 3-23-2

原則 3-33-3

環境マネジメントシステムや環境への取り組みの実績、計画、製品の環境情報など、環境に関わる情報を会社案内や環
境報告書、インターネットのホームページ、製品カタログなどさまざまな媒体を通して積極的に情報公開するとともに、
購入者とのコミュニケーションに努めることが求められます。

環境情報の公開環境情報の公開
環境情報を積極的に公開していること　　

環境マネジメントシステムの中で事業者が取り組むべき具体的内容としては、公害・災害の防止はもとより、環境配慮型
製品の製造・販売、省資源、省エネルギー、自然エネルギーの利用、化学物質等の管理・削減、グリーン購入、廃棄物
の発生抑制・リサイクル、環境負荷の小さい包装・物流、事業所周辺の生態系への配慮、環境保護への社会貢献活動な
どが挙げられます。

環境への取り組み内容環境への取り組み内容
省資源、省エネルギー、化学物質等の管理・削減、

グリーン購入、廃棄物の削減などに取り組んでいること

環境マネジメントシステムの導入

具体的な環境への取り組み 環境情報の公開

DO
●実行

ACTION
●見直し

PLAN
●環境方針
●行動計画

CHECK
●目標達成
の検証



九州グリーン購入ネットワーク

購入判断に活用できる環境情報としては、公的機関やグリーン購入ネットワークなどの第三者機関に
よる環境ラベルやデータブックなどの情報と、事業者自らが発信する製品への環境ラベル表示、製
品カタログ、インターネットサイトなどの情報があります。
購入にあたっては、これら幅広い情報を積極的に入手・活用するとともに、製造・販売事業者などに
環境情報を求めていくことが必要です。

製品・サービスや事業者に関する環境情報を
積極的に入手・活用して購入する

幅広い商品を対象にライフサ
イクルを考慮して基準を設け、
審査で基準を満たしている商
品を認定し、マークを表示。

省エネ法により定められた
省エネ基準をどの程度達成
しているかを表示する制度。
省エネを達成している製品
には緑色のマークを表示。

パソコンなどのＯＡ機器に
ついて、稼動時、スリープ・
オフ時の消費電力に関する
基準を満たす商品に付けら
れるマーク。

トイレットペーパー、ノート、
ＯＡ用紙など、古紙を規定の割
合以上利用した製品に付けられ
るマーク。

環境ラベルは、購入者が環境負荷の少ない製品やサービスを選択する際の、一つの目安となるマークや環境情報です。
環境ラベルには、第三者機関や業界団体等が認定するものや、個々の事業者が自ら実施するものなどがあります。

環境ラベル（例）

GPNのホームページで環境情報を入手する。
●GPNのホームページ　http://www.gpn.jp/
グリーン購入基本原則やグリーン購入ガイドライン、グリーン購入の優れた取り組み・事例など、グリーン購入に関する様々な情報
を掲載しています。

GPNの取り組みの一つに「エコ商品ネット」があります。文具、事務用品、家電製品、自動車など様々な製品・サービス
について、環境面で配慮すべき事項を製品ごとにガイドラインとして定め、このガイドラインに基づく製品情報をデータベー
スにしてホームページ上で公開しています。

環境情報の入手・活用環境情報の入手・活用原則44

●環境省ホームページ「環境ラベル等データベース」
環境ラベルや環境物品を選ぶための情報源を紹介しています。
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/index.html

「エコ商品ネット」による商品情報の提供

グリーンマークグリーンマーク

　ち

きゅ
うにやさしい



九州グリーン購入ネットワーク

九州グリーン購入ネットワーク（九州ＧＰＮ）事務局
〒８１３－０００４　福岡市東区松香台１－１０－１　一般財団法人九州環境管理協会内
ＴＥＬ：０９２-６６２-０４１０　ＦＡＸ：０９２-６７４-２３６１
メールアドレス：kyushugpn@keea.or.jp　ホームページ：http://www.kyushugpn.jp/

九州グリーン購入ネットワーク（九州ＧＰＮ）は、持続可能な
社会の構築を目指し、九州地域のグリーン購入の取り組みを
促進するために、２００７年２月に設立された企業・行政・消
費者のネットワークです。九州ＧＰＮでは、この目的を実現
するため、グリーン購入に関する情報提供事業や普及啓発事
業など様々な事業を展開しています。

●情報提供事業

グリーン購入に関する情報や九州地域における実践事例などを収集
し、ホームページやメールニュース、パンフレット等を通じて情報
発信するとともに会員へ情報提供しています。

フォーラムやセミナーを開催してグリーン購入に関する最新情報や
先進的な取り組み事例を紹介するとともに、自治体が行う環境イベ
ントなどを通じてグリーン購入の普及啓発を行っています。

グリーン購入の取り組みの向上、拡大を図るため、部会を
設置するなどして調査研究を行っています。また、先進的
に取り組む企業に学ぶための企業見学会なども実施してい
ます。

全国には、全国展開するグリーン購入ネットワーク
（ＧＰＮ）の他、９つの地域ネットワークが活動を行っ
ています。九州ＧＰＮはこれらのネットワークとも
連携して活動を行っています。

九州ＧＰＮの活動は、趣旨に賛同する多くの会員に支えられており、会員は積極的にグリーン購入に取り組

むこととしています。グリーン購入に取り組む意思のある団体であれば九州ＧＰＮの会員になることができ、

同時にＧＰＮの会員資格も得られます。会員になると、ニュースレター等での様々な情報提供、セミナーや

企業見学会等への参加など様々な特典が得られます。詳細は事務局までお問合わせください。

●普及啓発活動

●グリーン購入推進事業

●グリーン購入ネットワーク等との連携

◆九州グリーン購入ネットワークに参加しませんか◆

北海道

08年 5月設立

グリーン購入
ネットワーク

みやぎ

04年 3月設立

グリーン購入
ネットワーク

埼玉

07年 7設立

グリーン購入
ネットワーク横浜

09年 6月設立

グリーン購入
ネットワークみえ

03年 1月設立

グリーン購入
倶楽部

滋賀

99年12月設立

グリーン購入
ネットワーク

京都

04年11月設立

グリーン購入
ネットワーク

九州

07年2月設立

グリーン購入
ネットワーク

大阪

12年１月設立

グリーン購入
ネットワーク
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電気代を考えれば
結局得よね

包装紙は
いらないわ

地元の
有機野菜

再生紙

オフイスで！家庭で！環境を考えたクリーンな一日オフイスで！家庭で！環境を考えたクリーンな一日

九州グリーン購入ネットワーク

省エネパソコン

分別廃棄できる
ファイル

間伐材利用の
デスク

両面印刷できる
コピー機

鉄道やバスなら、自動車に比べて、ひと
一人を運ぶ際の CO2排出量も格段に少
なくて済みます。職場まで近いなら、健
康のためにも自転車通勤がオススメ。

●公共交通機関を利用した通勤

パソコンは、待機時の省エネ効率が高い国際
エネルギースターのマークが目安。

森林を守り、良質な木々を育てるために間引
きされた間伐材の利用も、環境保全に貢献し
ます。

●間伐材を生かしたオフィス家具

●省エネに配慮したＯＡ機器

会議用のお弁当は、繰り返し使える
容器を使用しているお店から、低農
薬や生ごみのリサイクルなど環境に配
慮しているレストランを選ぶこともグ
リーン購入の一つ。

●食事の時にも環境を考える

食品などは過剰包装のものを避け、余分なエネル
ギーや農薬を使わない地場の旬のものを。

●取引先との協力関係づくり

取引先からグリーン購入情報
を収集、希望する商品の取り
扱いや環境仕様について積極
的に相談。

●取引先との協力関係づくり

家電製品の買い替え時には、
省エネ性能の高いものを。家
庭用の雑貨も環境配慮型のも
のがたくさんあります。

●家電製品は省エネタイプ

通勤で…通勤で…
AM8：30～ オフィスで…オフィスで…

AM10：30～

ランチタイム…ランチタイム…
AM12：00～

仕事がえりに…仕事がえりに…
PM6：00～

打合せ…打合せ…
PM3：00～

家庭で…家庭で…
PM8：30～




