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大阪市グリーン調達方針 

１ 意義及び目的 

地球温暖化問題や廃棄物問題など地球環境問題を解決するためには、大量生産・大量消費・大

量廃棄型の経済社会から脱却し、生産から使用、廃棄までのライフサイクル全体の環境負荷を低

減することが必要である。 

そのためには、物品及び役務（以下「物品等」という。）の効率的な利用やリサイクルを促進す

るとともに、環境負荷の低減に資する物品等（以下「環境物品等」という。）を優先して調達する

ことにより、生産者にも環境物品等への転換を推進させ、持続可能な社会の構築を図ることが重

要である。 

大阪市においては、庁内環境管理計画等により、環境に配慮した商品の利用と購入の促進に努

めてきたところであるが、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12年法律第

100号。以下「グリーン購入法」という。）の趣旨を踏まえ、より一層、環境物品等の調達の推進

を図ることを目的として、「大阪市グリーン調達方針」を定める。 

２ 定義 

(1) グリーン購入：製品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、環

境への負荷ができるだけ少ないものを選択し、調達すること。 

(2) 環 境 物 品 等：グリーン購入法第 2 条各号に規定する、環境への負荷の低減に資する原材

料、部品、製品及び役務をいう。 

(3) 特定調達品目：市が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類 

(4) 特定調達物品等：特定調達品目の判断の基準を満たす物品等 

３ 基本的考え方 

(1) 本調達方針に基づく環境物品等の調達の推進を理由として、物品等の調達量の増加をもたら

すことのないよう配慮すること。 

(2) 物品等の調達に当たっては、生産、使用、廃棄までのライフサイクルにおける環境への負荷

ができる限り少ないものを選択することとし、主に次に掲げる観点に基づき判断するものとす

る。 

(3) 海洋プラスチック問題の解決に向けて、物品等の調達の際には、プラスチックごみが発生し

ないように、市が率先してプラスチックごみの削減に取り組む。 

生産段階 ・再生材料を使用していること 

・間伐材や使用済部品など資源を有効利用していること 

・再生しやすい材料や部品、設計となっていること 

使用段階 ・修繕や部品等の交換・詰め替えができること 

・資源やエネルギーの消費が少ないこと 

廃棄段階 ・廃棄するときに処理や処分が容易であること 

そ の 他 ・生産、使用、廃棄などの各段階で、環境に影響を与える有害物質の使用や

排出が削減されているもの 

・製品の包装は、再生利用の容易さ、廃棄時の負荷低減に配慮されているこ

と 

 



                          

－2－ 

４ 対象物品等及び対象組織 

市が調達する原材料、部品、製品、役務を対象とし、市の全ての組織において取り組むものと

する。 

５ 特定調達品目の選定 

別表に定める。 

６ 判断基準と配慮事項 

別表に定める。 

７ 調達目標の設定 

調達目標は、特定調達物品等を対象として、各所属において毎年度定める。 

８ 実績の公表 

市は、本調達方針に基づき調達目標を定めた物品等について、調達の実績を毎年度集計し、そ

の概要を公表する。 

９ 推進体制 

各所属において、環境物品等の調達を推進するための体制を整備する。 

１０ 関連団体等に対する協力要請 

市が出資等をしている団体その他の関連団体等に対して、本調達方針に基づくグリーン購入の

取り組みへの協力を要請するよう努める。 

１１ 調達方針の見直し 

本調達方針は、社会情勢の変化、技術の進歩等にあわせて適宜見直しを行うものとする。 

【附 則 】 

本調達方針は、平成 14年 6月 1日から施行する。 

本調達方針は、平成 21年 6月 1日から施行する。 

本調達方針は、平成 22年 8月 1日から施行する。 

本調達方針は、平成 24年 10月 1日から施行する。 

本調達方針は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

本調達方針は、平成 25年 8月 1日から施行する。 

本調達方針は、平成 26年 8月 1日から施行する。 

本調達方針は、平成 27年 2月 1日から施行する。 

本調達方針は、平成 27年 8月 1日から施行する。 

本調達方針は、平成 28年 8月 1日から施行する。 

本調達方針は、平成 29年 8月 1日から施行する。 

本調達方針は、平成 30年 8月 24日から施行する。 

本調達方針は、令和元年 5月 1日から施行する。 

本調達方針は、令和 2年 5月 1日から施行する。 

本調達方針は、令和 3年 5月 18日から施行する。 


