
- 1 -  

平成17年度活動報告について 
 
１ 普及啓発事業 

(１) 会員自治体，企業のイベントへの参画 

会員自治体及び企業の環境イベントへの出展を通じて，グリーン購入の普及啓発，みやぎＧＰ

ＮのＰＲ活動を行った。 
 

名 称 日 時 場 所 

東北リコー環境フェア 6月 9日（木） 9:00～17:00 
10日（金） 9:00～15:00 

柴田町東北リコー（株） 
東北会館体育棟 

白石市さわやかフェスティバル 7月30日（土）10:00～15:00 白石市文化体育活動センター 

石巻市環境フェア2005 9月 3日（土）10:00～14:00 石巻中央公民館 

登米市地球温暖化対策推進会議
設立大会 

9月21日（水）13:30～15:30 登米祝祭劇場 

栗原市環境フェア 10月16日（日） 9:30～15:00 細倉マインパーク 

廃棄物学会研究発表会 10月31日（月）～11月2日（水） 
（ポスターのみの掲示） 

仙台国際センター 

ＴＯＨＯＫＵクラスターコラボ
レーション 

2月 6日（月）10:00～17:00 
（ポスターのみの掲示） 

ホテルメトロポリタン仙台 

ＪＰ環境フォーラムin東北 
 

 

2月 7日（火）14:00～16:30 日専連ビーブ 
 

 

●みやぎのグリーン購入推進プロジェクト実行委員会への参画 

河北新報社と共同で「みやぎのグリーン購入推進プロジェクト実行委員会」を組織し，河北新報

紙上で関連情報を提供するなどの活動を行った。 

 
(２) 研修会への講師派遣等 

会員自治体，企業の研修会への講師派遣を行った。 
 

名 称 日 時 場 所 

多賀城市ISO職員研修会 9月 7日（水）～9日（金） 
合計６回開催 

多賀城市役所 

ソニー環境フェスティバル 12月 1日（木）11:00～12:00 多賀城ソニー 

多賀城市市民地域環境推進委員
セミナー 
 

12月 5日（月）13:30～14:30 多賀城市役所 
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(３) イベントへの後援 
 

名 称 日 時 場 所 

みやぎ中小企業女性プラザ創立５
周年～仙台フィルハーモニー管弦
楽団 ハーモニーコンサート～ 
 

 
11月28日（月）19:00～ 

 
電力ホール 
 
 

 

 
 

２ 普及啓発活動支援事業 

(１) 普及啓発パネルの作成 

グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ）の協力によりグリーン購入について分かりやすく解説し

た啓発パネル６枚を作成した。 

展示実績一覧 

東北リコー環境フェア 登米市地球温暖化対策推進会議設立大会 

白石市さわやかフェスティバル 栗原市環境フェア 

石巻市環境フェア2005 廃棄物学会研究発表会 

(２) 入会案内リーフレットの作成 

入会案内用リーフレット1万部を作成した。

(３) 会員証ポスターの作成 

会員企業であることを示すツールとして，Ｂ２版ポスター500部の作成を行った。 

 
３ ホームページ構築及び運用管理事業 

経費削減の観点からウェブホスティング契約先の変更を行った。 

 
４ 会報発行事業 

みやぎＧＰＮの活動内容を広報するため会報500部を作成した。会員の他，イベント，セミナーな

どの場において配布している。 

 
５ 商品展示会出展等事業 

平成１６年度に引き続き，会員企業（８社）の協力を得て環境メッセ東北への出展を行った。

名 称：環境メッセ東北2005 

日 時：平成17年10月14日（金）から15日（土） 午前10時から午後5時まで

場 所：夢メッセみやぎ展示場 

 

６ 県受託事業 

宮城県から，グリーン購入の普及啓発に関する事業を受託し事業を実施した。

(１) グリーン購入セミナー 

①内 容：グリーン購入に積極的な事業所への訪問，グリーン購入についての基礎的な

講演 

②日 時：平成１７年７月１７日（日）午前９時から午後４時まで 

③場 所：ニッカウヰスキー（株）仙台工場，みやぎ生活協同組合愛子店 

④参加者：３８名 
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(２) グリーン購入シンポジウム 

①内 容：基調講演「地球温暖化防止とグリーン購入」 

武蔵工業大学大学院教授 中原 秀樹 氏

パネルディスカッション「地域ネットのグリーン購入普及活動について」 

コーディネーター みやぎＧＰＮ 三浦 隆利 

コメンテーター 武蔵工業大学大学院 中原 秀樹 氏 

パネリスト 株式会社ユーメディア 今野 彩子 氏 

イオン株式会社多賀城店 和久井  恒男  氏

ＡＣＴ５３仙台 佐藤 郁子 氏 

宮城県環境政策課 渡部 俊文

みやぎＧＰＮ事務局 山岡 講子 

②日 時：平成１７年１１月９日（水）午後１時３０分から午後４時３０分まで 

③会 場：東北歴史博物館 講堂 

④参加者：１１５名 

 
(３) 環境配慮型製品の販売状況についての調査 

①内 容：環境配慮型製品の取扱状況，品質，売れ行き，グリーン購入に対する意識

についてのアンケート調査の他，店舗への訪問調査を行った。 

②調査期間：平成１８年１月４日（水）から２月２８日（火）まで 

③対象事業者数：アンケート調査 ２００事業者 

訪問調査 １５事業者 

 
７ 幹事会等の開催状況 

(１) 幹事会の開催状況

第１回幹事会 

①日 時：平成１７年４月２２日（金）午前１０時から午前１１時まで 

②場 所：宮城県自治会館208会議室 

③出席状況：出席役員15名，欠席役員5名 

④議 事：役員改選について，平成16年度事業報告，平成16年度収支決算報告，平成

17年度事業計画について，平成17年度収支予算について 

 
第２回幹事会 

①日 時：平成１８年１月２３日（水）午前１０時から午前１１時まで 

②場 所：宮城県行政庁舎1601会議室 

③出席状況：出席役員15名，欠席役員4名 

④議 事：幹事の改選について，平成17年度中間活動報告，平成17年度中間決算報告， 

役員の改選について，広報部会の設置について 

 
(２) 企画運営部会 

第１回企画運営部会 

①日 時：平成１７年５月１６日（水）午後１時４０分 

②場 所：宮城県自治会館209会議室 

③議 事：会員募集パンフと会員ポスター等の作成について，チラシの作成について， 

個人会員について，平成17年度事業計画について 
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第２回企画運営部会 

①日 時：平成１７年８月２４日（水）午後１時３０分 

②場 所：宮城県自治会館201会議室 

③議 事：会員拡大について，普及啓蒙活動について，環境メッセ2005出展について， 

シンポジウムについて，調査について，セミナーアンケート結果報告につ

いて，後援名義について 

 
第３回企画運営部会 

①日 時：平成１８年３月３日（金）午前１０時３０分 

②場 所：宮城県行政庁舎15階 1501会議室 

③議 事：平成17年度事業報告について，平成17年度決算見込について，平成18年度

事業計画について，平成18年度収支予算について，広報部会設立について， 

個人会員について，総会について 

 
(３) 広報部会 

第１回広報部会 

①日 時：平成１８年３月９日（木）午前１０時 

②場 所：みやぎグリーン購入ネットワーク事務局内 

③議 事：ホームページの改良について 

 
８ 平成１７年度会員数について 

平成１８年２月２８日現在 １５７団体 

 合 計 Ａ会員 Ｂ会員 

企 業 １２２ ８５ ３７ 

団 体 １８ １５ ３ 

行 政 １７ １６ １ 

合 計 １５７ １１６ ４１ 

 


	１ 普及啓発事業
	２ 普及啓発活動支援事業
	３ ホームページ構築及び運用管理事業
	４ 会報発行事業
	５ 商品展示会出展等事業
	６ 県受託事業
	７ 幹事会等の開催状況
	８ 平成１７年度会員数について

