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  本年４月１日をもって、エコマーク制度が遵守すべきタイプⅠ環境ラベル表示のＩＳＯ
規格が制定されました。
  エコマーク事業では、この規格に沿ってより適正な運営を図るため、第２４回エコマー
ク推進委員会（座長：森嶌昭夫、上智大学教授）で事業実施要領の改定について審議され、
その結果、別添資料のような改定を行うことが決まりました。（９９年５月１日制定）
  具体的には、従来の「エコマーク推進委員会」および「エコマーク専門委員会」を廃止
し、「エコマーク運営委員会」、「エコマーク類型・基準制定委員会」および「エコマー
ク審査委員会」等を設けることにしました。
詳しくは別添資料１の「エコマーク事業実施要領（９９年５月１日改定版）」および別添
資料２の「（参考資料 ２） エコマーク商品認定までの手続き」中の太字アンダーライン
で示した変更部分を参照してください。
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別添資料１

 エコマーク事業実施要領（９９年５月１日改定版）

                                                        （太字下線部が改定部分太字下線部が改定部分太字下線部が改定部分太字下線部が改定部分）

第第第第 1章章章章  総則総則総則総則

１．エコマーク事業の目的
エコマーク事業は、日常生活に伴う環境への負荷の低減などを通じて環境保全に役立つ

と認められる商品に｢エコマーク｣を付けることにより、商品の環境的側面に関する情報を

広く社会に提供し、環境にやさしくありたいと願う消費者による商品の選択を促すことを

目的とします。

２．エコマークの対象となる商品の基本的な要件
２－１．エコマークの対象となる商品は、次に掲げる要件のいずれかに該当し、これ

  を消費者に奨励することが環境保全のために適切であると認められる商品の類型に

  属するものとします。

① その商品の製造、使用、廃棄等による環境への負荷が、他の同様の製品と比較して

相対的に少ないこと

② その商品を利用することにより、他の原因から生ずる環境への負荷を低減すること

ができるなど環境保全に寄与する効果が大きいこと

２－２．具体的にエコマークを付けることができる商品(以下｢エコマーク商品｣という)

  は、国内製品、外国製品を問わず日本国内で販売される商品で、第２章の手続きに

  より選定されたエコマーク商品類型に該当し、かつ、第３章の手続きにより認定を

  受けたものに限られます。

３．エコマーク事業の運営体制
３－１．エコマーク事業は(財)日本環境協会が実施し、その事務は同協会のエコマーク

  事務局(以下｢事務局｣という)が担当します。

  ３－２．エコマーク事業の適正な運営を図るため、(財)日本環境協会に諮問機関として、

「エコマーク運営委員会」、「エコマーク運営委員会」、「エコマーク運営委員会」、「エコマーク運営委員会」、「エコマーク類型「エコマーク類型「エコマーク類型「エコマーク類型・基準制定委員会」および・基準制定委員会」および・基準制定委員会」および・基準制定委員会」および「エコマー「エコマー「エコマー「エコマー

ク審査委員会」を置きます。また、ク審査委員会」を置きます。また、ク審査委員会」を置きます。また、ク審査委員会」を置きます。また、「エコマーク類型「エコマーク類型「エコマーク類型「エコマーク類型・基準制定委員会」の下部組織・基準制定委員会」の下部組織・基準制定委員会」の下部組織・基準制定委員会」の下部組織

として、基準案策定のためのとして、基準案策定のためのとして、基準案策定のためのとして、基準案策定のための「ワーキンググループ「ワーキンググループ「ワーキンググループ「ワーキンググループ（ＷＧ）」をその都度設けます。（ＷＧ）」をその都度設けます。（ＷＧ）」をその都度設けます。（ＷＧ）」をその都度設けます。

                その他その他その他その他エコマークに関する角界の意見を広く聴取する場として、エコマークに関する角界の意見を広く聴取する場として、エコマークに関する角界の意見を広く聴取する場として、エコマークに関する角界の意見を広く聴取する場として、各界の有識者各界の有識者各界の有識者各界の有識者によっによっによっによっ
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て構成されるエコマーク懇談会等を開催します。て構成されるエコマーク懇談会等を開催します。て構成されるエコマーク懇談会等を開催します。て構成されるエコマーク懇談会等を開催します。

                ①エコマーク運営委員会は①エコマーク運営委員会は①エコマーク運営委員会は①エコマーク運営委員会は環境保全に関する学識者及び関係行政機関、消費者関係団環境保全に関する学識者及び関係行政機関、消費者関係団環境保全に関する学識者及び関係行政機関、消費者関係団環境保全に関する学識者及び関係行政機関、消費者関係団

体、産業界等の各界の有識者体、産業界等の各界の有識者体、産業界等の各界の有識者体、産業界等の各界の有識者によって構成され、エコマークのによって構成され、エコマークのによって構成され、エコマークのによって構成され、エコマークの予算予算予算予算、事業計画およ、事業計画およ、事業計画およ、事業計画およ

びびびびその他エコマーク事業の運営に関する重要な事項について審議します。その他エコマーク事業の運営に関する重要な事項について審議します。その他エコマーク事業の運営に関する重要な事項について審議します。その他エコマーク事業の運営に関する重要な事項について審議します。

                ②エコマーク類型②エコマーク類型②エコマーク類型②エコマーク類型・基準制定委員会は商品類型に関する産業界、消費者および中立機・基準制定委員会は商品類型に関する産業界、消費者および中立機・基準制定委員会は商品類型に関する産業界、消費者および中立機・基準制定委員会は商品類型に関する産業界、消費者および中立機

関の専門家や有識者によって構成され、エコマーク商品類型の選定、エコマーク商関の専門家や有識者によって構成され、エコマーク商品類型の選定、エコマーク商関の専門家や有識者によって構成され、エコマーク商品類型の選定、エコマーク商関の専門家や有識者によって構成され、エコマーク商品類型の選定、エコマーク商

品認定基準の制定およびその他エコマーク事業の運営に関する必要な事項について品認定基準の制定およびその他エコマーク事業の運営に関する必要な事項について品認定基準の制定およびその他エコマーク事業の運営に関する必要な事項について品認定基準の制定およびその他エコマーク事業の運営に関する必要な事項について

審議します。審議します。審議します。審議します。

                ③エコマーク審査委員会は③エコマーク審査委員会は③エコマーク審査委員会は③エコマーク審査委員会は環境負荷の評価環境負荷の評価環境負荷の評価環境負荷の評価・低減対策等に関する中立機関の専門家や・低減対策等に関する中立機関の専門家や・低減対策等に関する中立機関の専門家や・低減対策等に関する中立機関の専門家や

有識者有識者有識者有識者によって構成され、エコマーク商品の認定に関する審査を行います。によって構成され、エコマーク商品の認定に関する審査を行います。によって構成され、エコマーク商品の認定に関する審査を行います。によって構成され、エコマーク商品の認定に関する審査を行います。

                ④ワーキンググループは選定された商品類型に関する産業界、消費者および中立機関④ワーキンググループは選定された商品類型に関する産業界、消費者および中立機関④ワーキンググループは選定された商品類型に関する産業界、消費者および中立機関④ワーキンググループは選定された商品類型に関する産業界、消費者および中立機関

の専門家や有識者によって構成され、環境の観点から商品のライフサイクル全体にの専門家や有識者によって構成され、環境の観点から商品のライフサイクル全体にの専門家や有識者によって構成され、環境の観点から商品のライフサイクル全体にの専門家や有識者によって構成され、環境の観点から商品のライフサイクル全体に

わたる考慮をした上で、エコマーク商品認定基準案を策定します。わたる考慮をした上で、エコマーク商品認定基準案を策定します。わたる考慮をした上で、エコマーク商品認定基準案を策定します。わたる考慮をした上で、エコマーク商品認定基準案を策定します。

第第第第 2章章章章  エコマーク商品類型の選定と認定基準の策定エコマーク商品類型の選定と認定基準の策定エコマーク商品類型の選定と認定基準の策定エコマーク商品類型の選定と認定基準の策定

４．エコマーク商品類型の選定
エコマークを付けることができる商品の類型は、次の手続きにより選定されます。

① 新たな商品類型の提案は、誰でもこれを行うことができます。提案に当たっては、

別に定める「エコマーク商品類型提案要領」に従って提案することとします。

② 事務局は、提案を受けて必要に応じて調査や関係者へのヒアリングを行い、エコマエコマエコマエコマ

ーク類型ーク類型ーク類型ーク類型・基準制定委員会・基準制定委員会・基準制定委員会・基準制定委員会の審議を経て、新たに検討すべき商品類型を選定します。

③ 事務局は、新たに選定した商品類型をエコマークニュースおよびホームページ等およびホームページ等およびホームページ等およびホームページ等に

より一般に公表します。

５．認定基準の策定
新たに選定された商品類型の認定基準は、次の手続きにより策定します。

① 事務局は、選定された商品類型に関する専門家や関係者から成るワーキンググルー

プを設置します。

② ワーキンググループは、環境の観点から商品のライフサイクル全体にわたる考慮を

した上で認定基準案を策定します。ライフサイクル全体にわたる考慮は、表 1「商品

ライフステージ環境負荷項目選定表」を使い、その商品類型で重要と考えられる負
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荷項目を選び、その負荷項目ごとに、先導的な商品が選定されるようなレベルで定

性的または定量的な認定基準を策定します。

③ 策定された認定基準案をエコマークニュースおよびホームページ等およびホームページ等およびホームページ等およびホームページ等で公表し、６０

日間、一般から意見や提案を受け付けます。

④ 事務局は、その意見や提案を考慮した上で、認定基準案をエコマーク類型エコマーク類型エコマーク類型エコマーク類型・基準制・基準制・基準制・基準制

定委員会定委員会定委員会定委員会に提案します。

⑤ エコマーク類型エコマーク類型エコマーク類型エコマーク類型・基準制定委員会・基準制定委員会・基準制定委員会・基準制定委員会は、提案された認定基準案を審議し、その審議結

果にもとづいて事務局が認定基準を決定します。

⑥ 事務局は、決定された認定基準を、その背景となる情報などを添えてエコマークニ

ュースおよびホームページ等およびホームページ等およびホームページ等およびホームページ等で公表します。

表 1  「商品ライフステージ環境負荷項目選定表」

商品のライフステージ

環境負荷項目 Ａ．
資 源
採取

Ｂ．
製造

Ｃ．
流通

Ｄ．
使用
消費

Ｅ．
廃棄

Ｆ．
ﾘｻｲｸ
ﾙ

１資源の消費
２地球温暖化影響物質の排出
３オゾン層破壊物質の排出
４生態系の破壊
５大気汚染物質の排出
６水質汚濁物質の排出
７廃棄物の排出・廃棄
８有害物質等の使用・排出
９その他の環境負荷

６．商品類型の廃止及び認定基準の改定
６－１．事務局は、市場動向や技術発展などを考慮し、およそ３～５年ごとに認定基

        準を見直し、必要に応じて認定基準の改定または商品類型の廃止を行います。

６－２．商品類型の廃止及び認定基準の改定については、４及び５の手続きに準じて

      これを行います。
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第第第第 3章章章章  エコマーク商品の認定エコマーク商品の認定エコマーク商品の認定エコマーク商品の認定

７．エコマーク商品の認定要件
下記の要件を満たし、次項に定める必要な手続きを経た商品をエコマーク商品として

認定します。

① その商品が、その商品類型について定めれられた認定基準を満たしていること

② 申請者及びその商品の製造事業者(申請者がその商品の製造事業者でない場合)は、関

係する環境保全に関する法規、条例、公害防止協定等を遵守していること

③ 品質及び安全性について、関連する法規、基準、規格等に合致していること

ただし、上記要件を満たした商品であっても、事務局で環境保全上問題があると判

断した場合は、認定しないことがあります。

８．エコマーク商品の認定手続き
個別商品のエコマーク認定手続きは、以下の手続きを経て行うこととします。

① 日本国内で販売される商品の製造または販売を行う事業者は、事務局にその商品の

エコマーク認定の申込みを行うことができます。また、日本国内で販売・使用され

る商品の発注者は、特別仕様品であって発注者自ら使用または無償で配布する場合

に限り、事務局にその商品のエコマーク認定の申込を行うことができます。

　　　申込みにあたっては、別に定める｢エコマーク商品認定申込要領｣に従うこととしま

す。

② 事務局は、申込みがあった商品について、７．の認定要件に基づいて審査を行い、

エコマーク審査委員会エコマーク審査委員会エコマーク審査委員会エコマーク審査委員会の審査を経て、エコマーク商品を認定します。

③ 事務局は、エコマーク商品の認定に際し、必要に応じて第 3 者機関に検査等を依頼

し、また、認定の申込者にその証明書の提出を求めます。

第第第第 4章章章章  エコマークの使用エコマークの使用エコマークの使用エコマークの使用

９．エコマークの使用契約
エコマーク商品の認定を受けた方は、(財)日本環境協会と｢エコマーク使用契約｣を締結し

ていただきます。この契約の期間は 2年間とし、更新することができます。
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１０．エコマーク使用規定
エコマーク使用契約を締結した方は、別に定める｢エコマーク使用規定｣を遵守するとと

もに、所定のエコマーク使用料を(財)日本環境協会に支払わなければなりません。

１１．エコマークの商標権等
  「エコマーク」の商標権は(財)日本環境協会が保有しています。同協会は、エコマークが

不正に使用された場合には、エコマーク使用契約の解除その他必要な法的措置をとります。

附則
  本本本本事業実施要領の改定はエコマーク運営委員会の決議を経なければならない事業実施要領の改定はエコマーク運営委員会の決議を経なければならない事業実施要領の改定はエコマーク運営委員会の決議を経なければならない事業実施要領の改定はエコマーク運営委員会の決議を経なければならない。。。。

１  1989年２月１日制定施行

２  1994年４月 1日改定施行

３  1996年３月１日改定施行

４  1997年１月２２日改定施行

５  1996年３月１日の改定以前に選定された商品類型及び策定された認定基準については、

その認定基準が改定されるまで有効とします。

６  1996年３月１日の改定前に認定基準が定められた商品類型については、５．②に定め

るライフサイクルにわたる環境負荷のチェックがなされていないものですので、この

観点から認定基準の改正されるまでは、商品の認定にあたり、改正前の実施要領にあ

った以下の事項についても考慮を行うこととします。

① 製造段階での環境対策が適切であること

② 使用にあたってエネルギー・資源が節約的であること

③ 廃棄された場合にその処理が困難でないこと

④ 品質及び安全性については関連法規、基準、規格等に合致していること

７　1998年９月８日改定施行

　　第３章８項①「発注者」の部分を追加

８８８８  1999  1999  1999  1999 年５月１日改定施行年５月１日改定施行年５月１日改定施行年５月１日改定施行

                第１章３項第１章３項第１章３項第１章３項「エコマーク事業の運営体制」を全面的に見直し「エコマーク事業の運営体制」を全面的に見直し「エコマーク事業の運営体制」を全面的に見直し「エコマーク事業の運営体制」を全面的に見直し
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別添資料２

【参考資料　２】エコマーク商品認定までの手続き【参考資料　２】エコマーク商品認定までの手続き【参考資料　２】エコマーク商品認定までの手続き【参考資料　２】エコマーク商品認定までの手続き
  

  エコマーク商品認定までの手続きは、エコマーク事業実施要領の第２章以下に定められ

ていますが、その基本的なパターンを図示すると以下のようになります。

Ａ．エコマーク商品類型の選定と認定基準の策定手続き
   

新たな商品類型の提案

                      ↓
エコマーク類型エコマーク類型エコマーク類型エコマーク類型・基準制定委員会・基準制定委員会・基準制定委員会・基準制定委員会での商品類型の

審議

                      ↓

新たに検討すべき商品類型の選定・公表

                      ↓

商品類型別ワーキンググループによる
認定基準案の策定

                      ↓

認定基準案の公表・６０日間の意見受付

                      ↓
エコマーク類型エコマーク類型エコマーク類型エコマーク類型・基準制定委員会・基準制定委員会・基準制定委員会・基準制定委員会での認定基準案

の審議

                      ↓

新たな商品類型と認定基準の決定・公表

Ｂ．エコマーク商品の認定手続き
（当該商品が現行の商品類型に該当し、認定基準を満たしていると考えられ

  る場合）

エコマーク商品認定の申込み

                     ↓
エコマーク審査委員会エコマーク審査委員会エコマーク審査委員会エコマーク審査委員会での商品の審査

                     ↓

エコマーク商品の認定

                     ↓

エコマーク使用契約の締結

                     ↓
商品へのエコマーク表示


