
適合環境物品
等調達目標

1 紙類（７） 1 コピー用紙 4 塗工されていない印刷用紙
2 フォーム用紙 5 塗工されている印刷用紙
3 6 トイレットペーパー

7 ティッシュペーパー

2 文具類（８４） 8 シャープペンシル 50 ＯＡフィルター（枠あり）
9 シャープペンシル替芯 51 丸刃式紙裁断機
10 ボールペン 52 カッターナイフ
11 マーキングペン 53 カッティングマット
12 鉛筆 54 デスクマット
13 スタンプ台 55 ＯＨＰフィルム
14 朱肉 56 絵筆
15 印章セット 57 絵の具
16 印箱 58 墨汁
17 公印 59 のり（液状）（補充用を含む）
18 ゴム印 60 のり（澱粉のり）（補充用を含む）
19 回転ゴム印 61 のり（固形）
20 定規 62 のり（テープ）
21 トレー 63 ファイル
22 消しゴム 64 バインダー
23 ステープラー（汎用型） 65 ファイリング用品
24 ステープラー（汎用型以外） （背見出し、仕切紙、ポケット）
25 ステープラー針リムーバー 66 アルバム
26 連射式クリップ（本体） 67 つづりひも
27 事務用修正具（テープ） 68 カードケース
28 事務用修正具（液状） 69 事務用封筒（紙製）
29 クラフトテープ 70 窓付き封筒（紙製）
30 粘着テープ（布粘着） 71 けい紙
31 両面粘着紙テープ 72 起案用紙
32 製本テープ 73 ノート
33 ブックスタンド 74 パンチラベル
34 ペンスタンド 75 タックラベル
35 クリップケース 76 インデックス
36 はさみ 77 付箋紙
37 マグネット（玉） 78 付箋フィルム
38 マグネット（バー） 79 黒板拭き
39 テープカッター 80 ホワイトボード用イレーザー
40 パンチ（手動） 81 額縁
41 モルトケース 82 ごみ箱

（紙めくり用スポンジケース） 83 リサイクルボックス
42 紙めくりクリーム 84 缶・ボトルつぶし機（手動）
43 鉛筆削（手動） 85 名札（机上用）
44 ＯＡクリーナー（ウェットタイプ） 86 名札（衣服取付型・首下げ型）
45 ＯＡクリーナー（液タイプ） 87 鍵かけ
46 ダストブロワー 88 チョーク
47 レターケース 89 グラウンド用白線
48 メディアケース（FD・CD・MO用) 90 梱包用バンド
49 マウスパッド

91 名刺（※１）

判断基準に適合す
る重点調達品目を

調達するように努め
る

3 事務用備品 92 いす 97 コートハンガー
（１０） 93 机 98 傘立て

94 棚 99 掲示板
95 収納用什器（棚以外） 100 黒板
96 ローパーティション 101 ホワイトボード

4 画像機器等 102 コピー機 107 ファクシミリ
（１０） 103 複合機 108 スキャナ

104 拡張性のあるデジタルコピー機 109 トナーカートリッジ
105 プリンタ 110 インクカートリッジ
106 プリンタ／ファクシミリ兼用機 111 プロジェクタ

5 電子計算機等 112 電子計算機 114 ディスプレイ
（４） 113 磁気ディスク装置 115 記録用メディア

6 オフィス機器等 116 シュレッダー 119 一次電池又は小型充電式電池
（５） 117 デジタル印刷機 120 電子式卓上計算機

118 掛時計
7 移動電話等 121 携帯電話 123 スマートフォン

（３） 122 ＰＨＳ
8 家電製品 124 電気冷蔵庫 127 テレビジョン受信機

（６ ） 125 電気冷凍庫 128 電気便座
126 電気冷凍冷蔵庫 129 電子レンジ

別　紙

分　　野 重　　点　　調　　達　　品　　目

インクジェットカラープリンター用塗
工紙

平成28年度重点調達品目（284品目)及び適合環境物品等調達目標

100%

100%

100%

100%

100%

100%
（※２）

100%
（※２）

100%
（※２）



適合環境物品
等調達目標

9 130 エアコンディショナー 132 ストーブ
131 ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式冷暖房機

10 温水器等 133 ヒートポンプ式電気給湯器 135 石油温水機器
（４） 134 ガス温水機器 136 ガス調理機器

11 照明（５） 137 蛍光灯照明器具 140 蛍光ランプ（直管型：大きさの
138 LED照明器具 　区分40形蛍光ランプ）
139 LEDを光源とした内照式表示灯 141 電球形状のランプ

12 自動車等 142 自動車 145 一般公用車用タイヤ
（５） 143 ＥＴＣ対応車載器 146 ２サイクルエンジン油

144 カーナビゲーションシステム
13 消火器（１） 147 消火器 100%
14 148 制服 150 作業用手袋

149 作業服 151 帽子
15 152 カーテン 158 ニードルパンチカーペット

153 布製ブラインド 159 毛布
154 金属製ブラインド 160 ふとん
155 タフテッドカーペット 161 ベッドフレーム
156 タイルカーペット 162 マットレス
157 織じゅうたん

16 163 集会用テント 167 のぼり
164 ブルーシート 168 幕
165 防球ネット 169 モップ
166 旗

17 設備（８） 170 太陽光発電システム 174 木質ペレットストーブ（※１）
171 太陽熱利用システム 175 木質ペレットボイラー（※１）
172 燃料電池 176 節水機器
173 生ゴミ処理機 177 日射調整フィルム

18 災害備蓄 178 ペットボトル飲料水 186 毛布
用品(１５) 179 缶詰 187 作業手袋

180 アルファ化米 188 テント
181 保存パン 189 ブルーシート
182 乾パン 190 一次電池
183 レトルト食品 191 非常用携帯燃料
184 栄養調整食品 192 携帯発電機
185 フリーズドライ食品

19 公共工事 193 建設汚泥から再生した処理土 224 断熱サッシ・ドア
（６８） 194 土工用水砕スラグ 225 製材

195 銅スラグを用いたケーソン中詰 226 集成材
め材 227 合板

196 フェロニッケルスラグを用いた 228 木製型枠（※１）
ケーソン中詰め材 229 単板積層材

197 地盤改良用製鋼スラグ 230 ＦＳＣ製品（※１）
198 高炉スラグ骨材 231 フローリング
199 フェロニッケルスラグ骨材 232 パーティクルボード
200 銅スラグ骨材 233 繊維板
201 電気炉酸化スラグ骨材 234 木質系セメント板
202 再生加熱アスファルト混合物 235 ビニル系床材
203 鉄鋼スラグ混入アスファルト 236 断熱材

混合物 237 照明制御システム
204 中温化アスファルト混合物 238 変圧器
205 再生骨材等 239 吸収冷温水機
206 鉄鋼スラグ混入路盤材 240 氷蓄熱式空調機器
207 間伐材 241 ガスエンジンヒートポンプ式空気
208 高炉セメント 調和機
209 フライアッシュセメント 242 送風機
210 エコセメント 24 ポンプ
211 透水性コンクリート 244 排水・通気用再生硬質ポリ塩化
212 フライアッシュを用いた吹付け ビニル管

コンクリート 245 自動水栓
213 下塗用塗料（重防食） 246 自動洗浄装置及びその組み込
214 低揮発性有機溶剤型の路面標 み小便器

示用水性塗料 247 洋風便器
215 高日射反射率塗料 248 再生材料を使用した型枠
216 高日射反射率防水 249 排出ガス対策型建設機械
217 再生材料を用いた舗装用ブロッ 250 低騒音型建設機械

ク（焼成） 251 低品質土有効利用工法
218 再生材料を用いた舗装用ブロッ 252 建設汚泥再生処理工法

ク類（プレキャスト無筋コンクリー 253 路上表層再生工法
ト製品） 254 コンクリート塊再生処理工法

219 バークたい肥 255 路上再生路盤工法
220 下水汚泥を使用した汚泥発酵肥 256 伐採材又は建設発生土を活用し

料（下水汚泥コンポスト） た法面緑化工法
221 LED道路照明 257 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法
222 再生プラスチック製中央分離帯 258 排水性舗装

ブロック 259 透水性舗装
223 陶磁器質タイル 260 屋上緑化

分　　野

100%

ｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ
等（３）

制服・作業服・作業
用手袋（４）

100%

インテリア・寝
装寝具（１１）

100%

判断基準に適合する
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するように努める

判断基準に適合す
る自動車や機器の
調達に努める

100%
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その他繊維製
品（７）

判断基準に適
合する重点調達
品目を調達する
ように努める

100%

100%

100%



適合環境物品
等調達目標

20 役務（１８） 261 印刷 100%
262 省エネルギー診断 271 輸配送
263 食堂 272 旅客輸送（自動車）
264 自動車専用タイヤ更正 273 蛍光灯機能提供業務
265 自動車整備 274 庁舎等において営業を行う
266 庁舎管理 小売業務
267 植栽管理 275 クリーニング
268 清掃 276 飲料自動販売機設置
269 機密文書処理 277 引越輸送
270 害虫防除 278 会議運営

21 農産物 279 野菜（※１） 281 茶（※１）
（４） 280 果実（※１） 282 米（※１）

22 その他 283 「高知エコ産業大賞」の各賞を受賞した製品やサービス（※１）
（２） 284 高知県認定リサイクル製品（※１）

※製品名は別添「高知県認定リサイクル製品　一覧」のとおり

※ １　　本県独自に設定する11品目です。

　　（91名刺、174木質ペレットストーブ、175木質ペレットボイラー、228木製型枠、230ＦＳＣ製品、279野菜、

　　　280果実、281茶、282米、283「高知エコ産業大賞」の各賞を受賞した製品やサービス

　　　284高知県認定リサイクル製品）

※ ２　　平成28年４月１日から新たに購入する物品及びリース契約を行うものの目標です。

（注意事項）
１　　上記は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までが対象です。

２　　適合環境物品等の調達目標
＝ 各分野ごとの判断の基準を満たす調達数

各分野ごとの重点調達品目の総調達数

３　　網掛け 　は、平成28年４月１日から新たに追加した1品目です。

　は、平成28年４月１日から判断の基準等が変更になった品目です。

判断基準に適合す
る役務の調達に努

める

適合環境物品等
の調達目標

分　　野 重　　点　　調　　達　　品　　目

判断基準に適合す
る重点調達品目を
調達するように努め
る



（参考）　283「高知エコ産業大賞」の各賞を受賞した製品やサービス

第１回（平成１３年度）

大　賞

優秀賞

技術賞

アイデア賞

特別賞

第２回（平成１４年度）

大　賞

優秀賞

技術賞

アイデア賞

特別賞

第３回（平成１５年度）

大　賞

優秀賞

技術賞

アイデア賞

特別賞

第４回（平成１6年度）
大　賞
優秀賞
技術賞

アイデア賞

特別賞

第５回（平成17年度）

大　賞

優秀賞

技術賞

アイデア賞

特別賞

第６回（平成18年度）

大　賞

優秀賞

技術賞

アイデア賞
特別賞

第７回（平成19年度）
大　賞
優秀賞

アイデア賞
特別賞

第８回（平成20年度）
大　賞
優秀賞
技術賞

アイデア賞
特別賞 －

－

等厚モルタル遮水壁工法

木製移動式製材機ＭＩＳ－８０００

無機質発泡体と炭を混入した軽量コンクリート

ハッピートマトのお酒

－

該当なし

食品リサイクル農産物、キラポテト（甘藷、馬鈴薯）」

天ぷら油濾過器「油っくりん」用フィルター

エアー式ロータリーテーブルマシーンＭＴ－Ａ５６０

養液栽培のナスの生産から、遊休農地利用の浮島（水生植物）の水質浄化、パピルスの手
漉き和紙、パピルス竹行灯の製造まで

廃油燃料利用　「ＥＣＯボイラー」

－

エコ菜園キッド「もくもく菜園」

有機認証「オーガニック繊維製品」

該当なし

杉の間伐材のおさら、間伐材のうちわ

硬質地盤クリア工法

該当なし

該当なし

編む・かなば

環境対応杭圧入引抜機「サイレントパイラーECO８２」

地球にやさしい鋼製型枠専用スリーブ「メタピタスリーブ」

「モックウール」（バークを利用した水耕栽培用培地）

－

ＳｑＣピア工法を応用した鋼管杭橋

モーションパック

「水流エジェクターの真空による食品原料乾燥機」

乾式バレル研磨システム

タナクリーム［一日仕上げ］

木質廃材を用いた法面緑化工法

ディーゼル排気ガス浄化装置ＣＡＴ Clean Air Takenaka

土留部材引抜同時充填注入工法

耐震鉄骨建築のＷＡＷＯ構法

ＡＭＰ工法

建設汚泥のリサイクル造粒システム

プレキャスト・ガードレール基礎「プレガード」

ヴィエントーサ・トゥインクル



第９回（平成21年度）
大　賞
優秀賞
技術賞

アイデア賞
特別賞

第10回（平成22年度）
大　賞
優秀賞
技術賞

アイデア賞
特別賞

第11回（平成23年度）
大　賞
優秀賞
技術賞

アイデア賞
特別賞

第12回（平成24年度）
大　賞
優秀賞
技術賞

アイデア賞
特別賞

第13回（平成25年度）
大　賞
優秀賞
技術賞

アイデア賞
特別賞

第14回（平成26年度）
大　賞
優秀賞
技術賞

アイデア賞
特別賞

第15回（平成27年度）
大　賞
優秀賞
技術賞

アイデア賞
特別賞

－

「耐震地下駐車場　エコサイクル（千鳥配置型）」

－
スーパーガイドパネル工法
完全天日塩　塩二郎の製品
該当なし

プラスチックごみ圧縮梱包機

－
KLBエコ道路情報版

ツインダイズ式ペレットタイザー「粒造くん」

該当なし

－
手巻きゴンドラ
－

－
新型PW（パーフェクトウォール）
該当なし

－

該当なし

鋼管杭回転切削圧入機　ジャイロパイラー

該当なし

－

夢音香エッセンシャルオイル

スタンドドライブSD工法

「土佐和紙壁紙」（漉き込み和紙クロス）

ＹＡＭＡＭＯＴＯリサイクルシステム
ＫＯブロック
ＬＥＤ道路照明器具

フロン再生装置
SWP：シングルウッドパネル
アカパス
コンロ型ロケットストーブ　スマートロケット
みまもりei（低消費電力IPV6みまもり温湿度計）

－
－


