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福井大学は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）を順守し、環境

負荷低減に資する製品・サービスなどの調達を進めるとともに、毎年その状況の実績を、関係省庁に

報告しています。

ここでは、この実績報告をもとに、グリーン購入・調達の状況について触れていきたいと思います。

■環境負荷低減に資する製品・サービスとは

環境負荷低減に資する製品・サービスとは、グリーン購入法において、「製品そのものが環境への負

荷を低減しているもの（リサイクル品など）」「原材料・部品・製造方法などや、使用時に環境への負荷

を低減しているもの」「これらの製品などを用いて行われるサービス」などを環境負荷低減に資する製

品・サービスといっています。これらの製品等には、一般的に環境ラベルというものが付されています。
（環境ラベル：環境省環境ラベルデータベース参照 http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/f01.html）

■グリーン購入・調達の基本方針

福井大学では、平成15年3月に文京キャンパスにおいて取得したISO14001の認証に基づき、環境目

標を設定し、理想的なエコキャンパスを目指しています。福井大学の環境ISOの基本理念「地球環境問

題が現下の最重要課題の一つであるとの認識に立ち、本学における教育・研究及びそれに伴うあらゆ

る活動において、常に環境との調和と環境負荷の低減に努める。また、地域に根ざした大学として、

地球環境の保全や改善に向けた教育・研究を積極的に展開する」に基づき物品、役務の調達に当たって

は、環境に配慮されている物品等の調達を行っています。

■グリーン購入・調達の状況

福井大学では、平成16年度において環境負荷低減に資する製品・サービス（特定調達品目）それぞれ

15分野の190品目について、調達の実績状況を調査しました。その中には、年度内に調達を要しない

ものもあったので、調達にいたった9分野、84品目の調達状況を下記に示します。なお、以下の分野の

中でも、特定調達品目でないものや、情報のない品目に関しては数量を除外しています。

分野 摘要 全調達量 特定調達品目調達量 特定調達品目調達率

紙類 コピー用紙等 97,589.5㎏ 97,589.5㎏ 100％

文具類 240,030個 240,030個 100％

機器類 事務機器等 288台 288台 100％

OA機器 コピー機（賃借）等 134台 134台 100％

照明 蛍光管等 1,411本 1,411本 100％

インテリア類 カーテン等 7枚 7枚 100％

作業手袋 288組 288組 100％

他繊維製品 ブルーシート等 30枚 30枚 100％

役務 印刷業務等 515件 515件 100％

その他6分野 － － －

※各調達数量は分野ごとの品目全てを集計しています。

グリーン購入・調達の状況14
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■グリーン購入・調達の実績評価　

平成16年度の福井大学におけるグリーン購入・調達の状況は、内部監査及び外部審査組織等の審査

検証の結果、100％となっています。今後も、グリーン購入法など各法規制に関する情報に注意し、学

生及び教職員が一体となって、環境負荷低減を目指す大学の方針に、調達物品という方向から取り組

み、この実績を継続したいと思います。

地域や様々な分野において、積極的な社会貢献を行っている福井大学ですが、環境という方向にお

いても、活発な活動を行っています。教員による自治体等の各種委員はもとより、16年7月に福井を

襲った福井豪雨でも、学術的な面や人的な面において、多くの教職員学生が復興支援に参加しました。

また、ISO14001認証取得を果たした先駆校の一つとして、他大学の取り組みに積極的助言を行ってい

ます。16年度は、9つの大学などから視察、問い合わせ等のため本学に来訪がありました。

平成16年度中に、自治体等で環境関連の活動・支援を行った教職員と、主な活動を以下に記載しま

す。地域で活動している教職員は多数に上っているため、ここでは一部を掲載します。

○教育地域科学部

・香川喜一郎 土壌環境汚染計測モニタリング機械

システムに関する調査研究委員会 委員長

・服部　　勇 福井県環境審議会

福井県廃棄物処理計画策定委員会 委員　他

○医学部

・日下　幸則 環境省総合環境政策局　化学物質

環境汚染実態調査物質選定検討会

福井県環境審議会 委員　他

・細谷たき子 福井・坂井地域保健・福祉・環境

関係職員研修企画検討委員会 委員

○工学部・工学研究科

・荒井　克彦 福井県足羽川洪水災害調査対策検討会 委員　他

・永長　幸雄 敦賀市民間最終処分場環境保全対策

協議会 委員

・福原　輝幸 福井県足羽川洪水災害調査対策検討会 委員　他

・中田　隆二 敦賀市環境審議会

勝山市環境審議会 委員　他　

・酒井　明子 福井県県民生活部　災害ボランティア

活動の推進を考える懇話会 委員

・寺澤　秀一 被ばく医療関係者実務研修調査

専門委員会 委員　他

・古村　義彰 鯖江市環境審議会 委員

・福井　卓雄 福井市洪水ハザードマップ検討委員会 委員

・薬袋奈美子 福井県森林審議会 委員　他

環境に関する大学としての社会貢献15
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グリーン購入・調達の状況

平成17年度の福井大学におけるグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律）に基づく調達実績は、平成18年5月末日に関係大臣宛に報告がなされています。ここでは、こ

の報告内容をもとに、実績を示します。

環境ISOの基本理念「地球環境問題が現下の最重要課題の一つであるとの認識に立ち、本学におけ

る教育・研究及びそれに伴うあらゆる活動において、常に環境との調和と環境負荷の低減に努める。

また、地域に根ざした大学として、地球環境の保全や改善に向けた教育・研究を積極的に展開する」

に基づき物品、役務の調達に当たっては、環境に配慮されている物品等の調達を行っています。

平成17年度の調達総量に対して、目標設定を行う品目は100％達成しました。また、この状況は

内部監査及び審査組織による審査を受け確認されています。

また、特定調達物品以外の物品に対しても環境負荷の少ないもの（工法等）を検討していきます。

17年度は再生トナーカートリッジの調達目標を75％としています。

17年度の各分野別の調達量と達成状況は以下のとおりです。紙類の中には、事務用紙のみではな

く、印刷用紙やトイレットペーパーなども含まれます。また、通知に記載されている分野は17分野、

199品目となっていますが、17年度において調達のなかったものも含まれているので、下記には調

達数量が挙げられているものを表します。

基本方針

目標達成状況及び審査

17年度の状況

分野 摘要 全調達量 特定調達品目調達量 特定調達品目調達率

紙類 コピー用紙等 96,009㎏ 96,009㎏ 100%

文具類 235,902個 235,902個 100%

機器類 事務機器等 578台 578台 100%

ＯＡ機器 コピー機（賃借）等 487台 487台 100%

家電製品 冷蔵庫など 14台 14台 100%

エアーコンディショナー等 購入品 21台 21台 100%

照明 蛍光管等 3,523本 3,523本 100%

自動車等 ETC車載器 7個 7個 100%

消火器 58本 58本 100%

制服・作業服 791着 791着 100%

インテリア類 カーテン等 83枚 83枚 100%

作業手袋 305組 305組 100%

他繊維製品 ブルーシート等 36枚 36枚 100%

役務 印刷業務等 648件 648件 100%

その他３分野 － － －
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14グリーン購入・調達の状況

06年度の福井大学におけるグリーン購入法に

基づく環境物品等の調達の実績を報告します。

この報告は、関係大臣にも行っています。

03年3月に取得した ISO14001の認証に基づ

き、環境目標を設定しています。その一環とし

て、地球環境負荷の低減のため、環境物品の調

達を目的とし個別の特定調達物品等（環境物品

の調達の推進に関する基本方針の変更（07年2月

2日閣議決定。以下「基本方針」という。）に定め

る特定調達品目ごとに判断の基準を満たすもの）

の調達の徹底を図っています。基本方針に規定

された判断の基準は、あくまでも調達の推進に

当ってのひとつの目安を示すものであり、可能

な限り環境への負荷が少ない物品等の調達に努

めることとしています。

ISO14001の認証取得に伴い、大学のみならず

附属学校（園）、生活協同組合も含めて、理想的

なエコキャンパスづくりを目指し、その一環と

して環境物品等の調達を推進しています。

大型設備の調達及び大規模工事の実施に当っ

ては、各部局において「事前環境影響評価表」を

作成し、環境保全等実施専門部会において評価

することで、大型設備の調達等においても、環

境負荷軽減に関し職員を啓蒙しています。

昨年度調達した物品についてそれぞれの分野

ごとに数量を掲載します。（下図参照）各物品の

総調達量における特定調達物品等の調達率はす

べて100％となりました。

≪紙類≫
コピー用紙、トイレットペーパー、 
ティッシュペーパーなど 

97214kg
≪役務≫

印刷、庁舎管理、清掃

827件

≪文具類≫
ボールペン、ゴム印

事務用封筒（紙製）など 

39882個

≪消火器≫
消火器

30本

≪照明≫
蛍光ランプ

2960本

≪その他繊維製品≫
ブルーシート

23枚

≪機器類≫
いす、机、棚など

457台

≪制服・作業服≫
作業服

532着

≪エアーコンディショナー等≫
エアコン(購入)

30台

≪作業手袋≫
作業手袋

288組

≪OA機器≫
コピー機（購入、リース等）、 
スキャナ、ディスプレイ 

700台

≪インテリア類≫
カーテン

41枚

≪家電製品≫
冷凍・冷蔵庫、電気便座 

23台

≪自動車等≫
　2サイクルエンジン油  

50リットル

特定調達品目
調達率

すべて100％

06年度の状況

基本方針

環境物品等の調達推進について

column 14

特定調達品目とは？

グリーン購入を総合的・計画的に推進するために

特に重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類の

ことをいいます。
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福井大学では、毎年度グリーン購入法の規定

に基づき、環境物品等の調達実績の概要を取り

まとめた結果を関係省庁に報告し、公表してい

ます。ここでは、07年度の実績を報告します。

07年度の各特定調達品目（環境負荷低減に資

する製品・サービス）の調達数量を以下の図に示

します。（特定調達品目でないものや、情報のな

い品目に関しては数量を除外）目標設定を行って

いる特定調達品目に関して、それぞれの調達総

量に占める特定調達物品等の調達量の割合はす

べて100％となり、すべて目標を達成しました。

また、特定調達品目以外の物品、役務に関し

ても、ISOの基本理念「地球環境問題が現下の最

重要課題の一つであるとの認識に立ち、本学に

おける教育・研究、及びそれに伴うあらゆる活

動において、常に環境との調和と環境負荷の低

減に努める。また、地域に根ざした大学として、

地域環境の保全や改善に向けた教育・研究を積

極的に展開する。」に基づき、常に環境に配慮さ

れた物品、役務の調達に当たっています。

ISO14001の基本理念及び基本方針に基づき、

学生及び教職員が一体となって、物品等の調達

を含め常時環境負荷の低減に努めています。

なお、福井大学は年に1度、独自に内部監査

及び外部組織による審査を受けており、07年度

においても調達実績を含めた環境目標を達成し

ました。

特定調達品目の調達概要

07年度調達実績に関する評価

紙類（コピー用紙、トイレットペーパー等） 287,332Kg

文具類（ペン、ゴム印、ファイル等） 42,985個

オフィス家具類（椅子、机等） 644個

OA機器（コピー機、パソコン等） 1,515台

家電製品（冷蔵・冷凍庫、テレビ等） 28台

エアコンディショナー等（エアコン購入） 42台

温水器等（ガス温水機器購入）  13台

照明（蛍光ランプ） 2,460本

自動車等（タイヤ、エンジン油） 20本、108  

消火器（消火器）  42本

制服・作業服（作業服）  620着

インテリア・寝装寝具（カーテン）  35枚

作業手袋（作業手袋） 320組

その他繊維製品（ブルーシート購入）  18枚

役務（印刷、庁舎管理、清掃）  1,028件

分野（品目） 全調達量（特定調達品目調達量） 特定調達品目調達率

100％

※数値については契約係の調べによる。
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グリーン購入・調達の状況15
福井大学では、毎年度グリーン購入法の規定

に基づき、環境物品等の調達実績の概要を取り

まとめた結果を関係省庁に報告し、公表してい

ます。ここでは、08年度の実績を報告します。

08年度の各特定調達品目（環境負荷低減に資

する製品・サービス）の調達数量を以下の図に示

します。（特定調達品目でないものや、情報のな

い品目に関しては数量を除外）目標設定を行って

いる特定調達品目に関して、それぞれの調達総

量に占める特定調達物品等の調達量の割合はす

べて100％となり、すべて目標を達成しました。

また、特定調達品目以外の物品、役務に関し

ても、ISOの基本理念「地球環境問題が現下の最

重要課題の一つであるとの認識に立ち、本学に

おける教育・研究、及びそれに伴うあらゆる活

動において、常に環境との調和と環境負荷の低

減に努める。また、地域に根ざした大学として、

地域環境の保全や改善に向けた教育・研究を積

極的に展開する。」に基づき、常に環境に配慮さ

れた物品、役務の調達に当たっています。

ISO14001の基本理念及び基本方針に基づき、

学生及び教職員が一体となって、物品等の調達

を含め常時環境負荷の低減に努めています。

なお、福井大学は年に1度、独自に内部監査

及び外部組織による審査を受けており、08年度

においても調達実績を含めた環境目標を達成し

ました。

特定調達品目の調達概要

紙類（コピー用紙、トイレットペーパー 等） 108,892kg

文具類（ペン、ゴム印、ファイル 等） 57,062個

オフィス家具類（椅子、机 等） 1,516個

OA機器（コピー機、パソコン 等） 2,296台

家電製品（冷蔵・冷凍庫、テレビ 等） 29台

エアコンディショナー等（エアコン購入） 63台

温水器等（ガス温水機器購入）  8台

照明（蛍光ランプ） 2,125本

自動車等（タイヤ、エンジン油） 8本、94  

消火器（消火器）  223本

制服・作業服（作業服）  5着

インテリア・寝装寝具（カーテン）  38枚

作業手袋（作業手袋） 184組

その他繊維製品（ブルーシート購入）  9枚

役務（印刷、輸配送 等）  1,812件

分野（品目） 全調達量（特定調達品目調達量） 特定調達品目調達率

100％

08年度調達実績に関する評価
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環境に関する地域への取り組み16

本学では、地域住民の方々にも参加していた

だける「公開講座」を数多く開催しています。

（詳しくはhttp://chiiki.ad.u-fukui.ac.jp）2009年

度は、その公開講座のひとつとして、10月3日

（土）、本学アカデミーホールにおいて「市民公

開シンポジウム」を開催しました。「地域・職場

の資源とアイデアを生かす環境改善の取り組み」

と題し、福井県内の地域や職場で試行されてい

る「資源の有効活用」をしている取り組みを取

り上げ、お互いの意見や情報交換の場となるシ

ンポジウムとなりました。

まず、「福井型カーボン・オフセット 環境ふ

くいCO2削減貢献事業のしくみ」について福井県

安全環境部環境政策課エコライフグループの青

山有香氏に解説していただきました。福井県が

実施している県民運動「LOVE・アース・ふく

い」について、名前だけしか知らなかったとい

う方も多かったと思いますが、詳しい活動内容

について知ることができました。また、越の郷

（こしのさと）地球環境会議事務局長 畑中雅博

氏による「越の郷における地域・学校・企業・

市民連携による森づくり」、文京地区環境内部監

査責任者 中田隆二教授による「文京地区におけ

るISO委員会の取り組みおよび環境教育につい

て」と、県内で行われている様々な環境活動に

ついて理解を深めることができました。

また、パネルディスカションでは、社北環境

まちづくり運動グループ社北公民館主事 田中典

子氏による「社北公民館発『ぐるぐる広がれ

元気なエコまちづくりの環』」、福井大学生活協

同組合専務理事 野尻郁智氏による「生協が取り

組んでいる身近な環境活動について」と、身近

なエコについて紹介していただき、活発な意見

交換、情報交換が行われました。

エネルギー・環境問題が重要課題となってい

る現在、持続的で良好な生活環境を維持・保全

するために、私たち一人一人ができることは何

か、このシンポジウムで再確認できたのではない

かと感じています。今後も学内・学外の枠を超

えて、福井大学の周辺環境、福井県内の環境、

ひいては世界規模の環境問題に関して、問題提

起、情報交換などができる場として、シンポジ

ウムを開催していきたいと考えています。

本学の教職員は、福井県や県内自治体、また

国や他県においても様々な委員会の一員として

活躍しています。その中にも環境保全に関する

委員会がいくつかあり、重要な役割を担ってい

る教職員もいます。

09年度の各自治体等での本学教職員の環境関

連委員会への参加状況の一部を以下に一覧とし

て示します。

一覧の中から「ふくいの山と林業のあり方検

討会」委員の教育地域科学部理数教育講座　前

田桝夫教授にお話しを伺いました。

市民公開シンポジウム

教職員による地域での環境活動

パネルディスカッションの様子

組織名 委員会名称　等

経済産業省
総合資源エネルギー調査会

原子力安全・保安院

「若狭湾における海洋環境モニタリング
文部科学省

システム等に関する調査研究」技術審査

（独）宇宙航空研究 ｋW級太陽光励起レーザ設計
開発機構 検討チーム

ふくい次世代自動車導入推進
福井県

協議会

敦賀市民間最終処分場
福井県

環境保全対策協議会

福井県庁環境マネジメント
福井県

システム審査委員会

ふくいの山と林業のあり方
福井県

検討会

福井市環境パートナーシップ
福井市

会議

敦賀市 敦賀市水道水源保護審議会

坂井市バイオマスタウン構想
坂井市

策定委員会

美浜町 エネルギー環境教育推進委員会

福井商工会議所 公共交通通勤利用促進研究会
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毎年度グリーン購入法の規定に基づき、環境

物品等の調達実績の概要を取りまとめた結果を

関係省庁に報告し、公表しています。ここでは、

09年度の実績を報告します。

09年度の各特定調達品目（環境負荷低減に資

する製品・サービス）の調達数量を以下の図に示

します。（特定調達品目でないものや、情報のな

い品目に関しては数量を除外）目標設定を行って

いる特定調達品目に関して、それぞれの調達総

量に占める特定調達物品等の調達量の割合はす

べて100％となり、すべて目標を達成しました。

また、特定調達品目以外の物品、役務に関し

ても、ISOの基本理念「地球環境問題が現下の最

重要課題の一つであるとの認識に立ち、本学に

おける教育・研究、及びそれに伴うあらゆる活動

において、常に環境との調和と環境負荷の低減

に努めます。また、地域に根ざした大学として、

地域環境の保全や改善に向けた教育・研究を積

極的に展開する。」に基づき、常に環境に配慮さ

れた物品、役務の調達に当たっています。

ISO14001の基本理念及び基本方針に基づき、

学生及び教職員が一体となって、物品等の調達

を含め常時環境負荷の低減に努めています。

なお、本学は年に1度、独自に内部監査及び外

部組織による審査を受けており、09年度におい

ても調達実績を含めた環境目標を達成しました。

グリーン購入・調達の状況15

特定調達品目の調達概要

09年度調達実績に関する評価
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毎年度グリーン購入法の規定に基づき、環境

物品等の調達実績の概要を取りまとめた結果を

関係省庁に報告し、公表しています。ここでは、

2010年度の実績を報告します。

2010年度の各特定調達品目（環境負荷低減に

資する製品・サービス）の調達数量を以下の図

に示します。（特定調達品目でないものや、情報

のない品目に関しては数量を除外）目標設定を

行っている特定調達品目に関して、それぞれの

調達総量に占める特定調達物品等の調達量の割

合はすべて100％となり、すべて目標を達成しま

した。

また、特定調達品目以外の物品、役務に関し

ても、ISOの基本理念「地球環境問題が現下の最

重要課題の一つであるとの認識に立ち、本学に

おける教育・研究、及びそれに伴うあらゆる活動

において、常に環境との調和と環境負荷の低減

に努めます。

また、地域に根ざした大学として、地域環境

の保全や改善に向けた教育・研究を積極的に展

開する。」に基づき、常に環境に配慮された物

品、役務の調達に当たっています。

ISO14001の基本理念及び基本方針に基づき、

学生及び教職員が一体となって、物品等の調達

を含め常時環境負荷の低減に努めています。

なお、本学は年に１度、独自に内部監査及び外

部組織による審査を受けており、2010年度におい

ても調達実績を含めた環境目標を達成しました。

紙類（コピー用紙、トイレットペーパー 等） 100,955kg

文具類（ペン、ゴム印、ファイル 等） 274,656個

オフィス家具類（椅子、机 等） 1,664台

OA機器（コピー機、パソコン 等） 3,263台

家電製品（冷蔵・冷凍庫、テレビ 等） 140台

空調機器（エアコン） 20台

温水器等（ガス温水機器）  0台

照明（蛍光ランプ） 4,997本

自動車等（自動車本体、カーナビ等、タイヤ） 1台、2個、4本

消火器（消火器）  78本

制服・作業服（作業服）  0着

インテリア・寝装寝具（カーテン）  124個

作業手袋（作業手袋） 247組

その他繊維製品（ブルーシート）  288枚

役務（印刷、輸配送 等）  422件

分野（品目） 全調達量（特定調達品目調達量） 特定調達品目調達率

100％

グリーン購入・調達の状況15

特定調達品目の調達概要

2010年度調達実績に関する評価





　毎年度グリーン購入法の規定に基づき、環境物

品等の調達実績の概要を取りまとめた結果を関

係省庁に報告し、公表しています。

　ここでは、2012年度の実績を報告します。

特定調達品目の調達概要

　2012年度の各特定調達品目（環境負荷低減に資

する製品・サービス）の調達数量を以下の図に示

します。 （特定調達品目でないものや、情報のな

い品目に関しては数量を除外）目標設定を行って

いる特定調達品目に関して、それぞれの調達総量

に占める特定調達物品等の調達量の割合はすべ

て100％となり、すべて目標を達成しました。

　また、特定調達品目以外の物品、役務に関して

も、ISOの基本理念「地球環境問題が現下の最重要

課題の一つであるとの認識に立ち、本学における

教育・研究、及びそれに伴うあらゆる活動において、

常に環境との調和と環境負荷の低減に努めます。

　また、地域に根ざした大学として、地域環境の

保全や改善に向けた教育・研究を積極的に展開す

る。」に基づき、常に環境に配慮された物品、役務

の調達に当たっています。

2012年度調達実績に関する評価

　ISO14001の基本理念及び基本方針に基づき、学

生及び教職員が一体となって、物品等の調達を含

め常時環境負荷の低減に努めています。

　なお、本学は年に１度、独自に内部監査及び外

部組織による審査を受けており、2012年度におい

ても調達実績を含めた環境目標を達成しました。

特定調達品目
調達率

全調達量
（特定調達品目調達量）

分　　野（品目）

100％

109,307 kg

221,166 個

3,044 台

2,808 台

148 台

18台

0台

4,688 本

0台、0個、8本

142 本

5着

525 個

0組

20枚

841 件

紙類（コピー用紙、トイレットペーパー 等）

文具類（ペン、ゴム印、ファイル 等）

オフィス家具類（椅子、机 等）

ＯＡ機器（コピー機、パソコン 等）

家電製品（冷凍・冷蔵庫、テレビ 等）

エアコンディショナー等（エアコン購入）

温水器等（ガス温水機器購入）

照明（蛍光ランプ）

自動車等（自動車、カーナビ等、タイヤ）

消火器（消火器）

制服・作業服（作業服）

インテリア・寝装寝具（カーテン）

作業手袋（作業手袋）

その他繊維製品（ブルーシート購入）

役務（印刷、輸配送 等）
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