
                                      1

エコマーク　　ニュース

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Eco Mark News　No.15

                      　　　　　　　　　　　　　 1999 年 10 月１2 日発行　第 15 号

                 　　　　          編集・発行／財団法人 日本環境協会 エコマーク事務局

                         　　　　  〒105-0001　東京都港区虎ノ門 1-5-8 オフィス虎ノ門 1ビル

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 TEL.03(3508)2651  FAX.03(3508)2570
                                   Japan Environment Association  The Eco Mark Office
                                   Office-Tranomon1 Building, Tranomon1-5-8,
                                   Minato-ku, Tokyo, Japan
 　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　 TEL.03(3508)2651  FAX.03(3508)2570
                                       ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ  http://www.jeas.or.jp/ecomark
                                        e-mail   ecomark@japan.email.ne.jp

　「エコマークニュース」は、「エコマーク事業実施要領」の改正を受けて１９９６年６

月１４日よりエコマーク事務局が発行するものです。この「エコマークニュース」では、

「エコマーク事業実施要領」に基づき、新規選定のエコマーク商品類型、認定基準案など、

エコマーク事業に関する情報を提供しています。
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エコマーク事業の新たな運営体制（委員名簿の公表）について

　上記運営体制については、１９９９年５月１日に改定を行い、同年５月２０日発行のエコマー

クニュース第１３号において公表しましたが、具体的に各委員のメンバーが決定しましたので、

お知らせいたします。

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、エコマークの予算、事業計画およびその他エコ

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。

「エコマーク運営委員会」委員名簿を別添１に添付します。

    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審議します。

     「エコマーク類型・基準制定委員会」委員名簿を別添２に添付します。
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エコマーク運営委員会（第１回）の開催ならびに決定事項について

　エコマーク運営委員会（第１回）が１９９９年９月２９日、霞山会館において開催されまし

た。（座長：森嶌昭夫 上智大学教授）

その中で、主にエコマーク運営委員会規程、事業実施方法の改善、事業計画および予算の審議

等が行われました。

＜決定事項＞

  ・エコマーク運営委員会規程は承認されました。

  ・事業実施方法の改善については、各委員会の役割分担、各委員会と事務局との責任分担を

明確にする等、引き続き事業実施要領等を検討していくことが承認されました。

  ・エコマーク事業計画および予算は、承認され、別添３のように決まりました。

  ・次回の開催は２０００年３月８日 １４～１７時に開催します。

　

日本環境協会の事務所移転について

    １９９９年１１月１日より、日本環境協会の事務所が下記住所に移転することになりま

した。併わせて、エコマーク事務局の電話番号およびＦＡＸ番号が変更になりましたの

で、お知らせします。

    

   ＜新住所＞

      〒105-0003

        東京都港区西新橋１－７－２ 虎の門高木ビル７Ｆ

           エコマーク事務局以外

                 電話  ： ０３－３５０８－２６５１（従来どおり）

                 ＦＡＸ： ０３－３５０８－２５７０（従来どおり）

           エコマーク事務局

                 電話  ： ０３－３５０８－２６５３（新規）

                 ＦＡＸ： ０３－３５０８－２６５６（新規）



別添１      「エコマーク運営委員会」委員名簿(50 音順)
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稲岡  稔 日本チェーンストア協会  環境小委員会    委員長

太田  元 (社)経済団体連合会                      参与

岡島  成行 環境ジャーナリストの会                  会長

小原  道郎 (社)日本事務機械工業会                  専務理事

角田  禮子 主婦連合会                              参与

梶原  康二 東京都  環境保全局                      参事

片岡  正男 日本労働組合総連合会                    社会政策局長

加藤  久美 日本生活協同組合連合会                  理事

川村  耕太郎 東京商工会議所                          常務理事

木村  昭夫 日本製紙連合会                          副理事長

郡嶌  孝 同志社大学 経済学部                     教授

後藤  典弘 国立環境研究所 社会環境システム部       部長

酒巻  髙一 (社)日本オフィス家具協会                専務理事

高原  謙治 国民生活センター                        理事

塚本  弘 (社)日本電子機械工業会                  専務理事

永井  信夫 (社)日本電機工業会                      専務理事

永田  勝也 早稲田大学 理工学部 機械工学科          教授

日和佐  信子 全国消費者団体連絡会                    事務局長

星野  眞 (財）世界自然保護基金日本委員会         事務局長

松村  隆 環境庁 企画調整局 環境保全活動推進室    室長

緑川  芳樹 グリーンコンシューマ全国ネットワーク    代表世話人

森嶌  昭夫 上智大学 法学部                         教授

山本  良一 東京大学 国際・産学共同研究センター     教授

        ２３名（１９９９年９月２９日現在）



別添２    「エコマーク類型・基準制定委員会」委員名簿(50 音順)
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天野  耕二 立命館大学 理工学部 環境システム工学科          助教授

新井  宏侑 (社)日本オフィス家具協会                        環境対策委員

飯高  利武 (社)日本電子機械工業会 環境・安全対策室         室長

今井  寅之助 日本製紙連合会 技術小委員会                     委員長

大熊  一寛 環境庁 企画調整局 環境保全活動推進室　          室長補佐

奥  利江 主婦連合会                                      常任委員

角脇  通正 (社)経済団体連合会                              地球環境本部長

郡嶌  孝 同志社大学経済学部                              教授

小林  珠江 日本チェーンストア協会                          環境小委員会委員

関口  史彦 東京商工会議所 産業政策部                       産業経済担当課長

辰巳  菊子 （社）日本消費生活ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ・ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会        環境特別委員長

中野  邦夫 日本生活協同組合連合会 環境事業推進室          室長

萩原  なつ子 東横学園女子短期大学 生活学科                 講師

原  早苗 消費科学連合会 事務局                            次長

平野  学 (社)日本電機工業会 環境技術委員会                委員長

藤井  絢子 滋賀県環境生活協同組合 環境生活協同組合          理事長

村田  幸雄 （財）世界自然保護基金日本委員会 自然保護室      室長

森口  祐一 国立環境研究所 社会環境システム部 資源管理研究室 室長

森下  研 (株)エコマネジメント研究所                       代表

谷島  明彦 東京都 環境保全局 環境管理部　                 地球環境担当課長

                                                 ２０名（１９９９年９月２９日現在）
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別添３  平成１１年度　エコマーク事業計画及び予算

１．平成１１年度の事業計画

(1) 　エコマーク制度全体の改善

　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規格が制定された。エコマークでは、この規格に沿って制度および運営手法

に関して、より一層の透明性および公正性の向上を図るため、事業実施要領を改定

する。

　　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」、「エコマ

ーク審査委員会」、「基準案策定のためのワーキンググループ」および「エコマーク

懇談会」等を設ける。

　新しい事業実施要領の主要なポイントは、「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「基準案策定のためのワーキンググループ（ＷＧ）」

に、広く産業界、消費者団体、学識経験者から委員として参加を求め、より透明性

および公平性の高い制度運営を計ることにある。また、「エコマーク類型・基準制定

委員会」を新設し、その下部組織として、必要に応じてその都度設ける「基準案策

定のためのワーキンググループ」と共に、タイプⅠ環境ラベル表示制度にとって重

要な類型と基準の策定に、より一層の力を注ぐこととする。

一方、「エコマーク審査委員会」は、中立の機関の専門家および学識経験者によって

構成し、審査の公平性に重点を置く。そのほかに、エコマークに関する各界の意見

を広く聴取する場として、各界の有識者による「エコマーク懇談会」等を開催する。

  これらの制度改善の下で、以下のような事業およびその業務改善を実施する。

(2) 　エコマーク商品の認定審査

① 商品認定申請数の増大に対し、昨年度新規構築したエコマーク商品登録シス

　　　テムの改善・増強を図りつつ対処する（作業効率および審査結果の信頼性の向

　　　上）。

② 従来、エコマーク専門委員会において、商品認定審査と新類型提案審査の両

方を審議していたが、エコマーク類型・基準制定委員会を別途設けることより、

新商品類型提案審査をエコマーク審査委員会より切り離す。これにより、商品

認定審査の充実を計るとともに、エコマーク商品類型の体系的な整備を進める。

③ 申請件数の増加に対し、新設のエコマーク審査委員会は、従来のエコマーク

　専門委員会より、開催頻度を増加して対処する（９回／年→１２回／年）。

④ 調査事項として、エコマーク商品の市場占有率調査を行う。また、エコマー

ク商品を扱う商品コーナーへのマーク使用など、特殊なエコマーク使用方法の
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扱いについても整理する。

(3) 　商品類型・認定基準の策定

　　①　エコマーク商品類型全体構想を構築しながら、類型 No.71 までの既存商品類

　 型（５２類型）について、ライフサイクルでの環境負荷を考慮した新基準（類

　 型 No.100 番台）への見直し、および類型の統合や廃止を進める。

② 上記全体構想の下で、より消費者にアピールする商品類型を含めて、新商品

　類型を検討する。

③ 新類型提案については、これまで提案から採否の結果通知まで、８ヶ月から

１年を要している。この期間を、６ヶ月以内を目標に短縮すると共に、専門的

調査機関への依頼を含めて、スクリーニングのための予備調査を充実させる。

　(4)　普及促進・広報

① エコマークの一般パンフレットおよび製品別パンフレットを、一般消費者を

対象に作成する。製品別パンフレットは、現行基準の作成過程および内容を解

りやすく解説したものとする。今年度は、紙製品の６類型を取り上げる。

② 新聞など、一般マスメディアにおける、エコマーク制度の紹介機会を増加す

る。また、エコ商品フェアーなどでの、制度紹介出展機会を増やす。

③ 認定企業の協力を得て、自治体や企業の購入部署担当者を対象として、エコ

　マークの全商品カタログを作成し、無料で配布する。

④ 昨年度に続いて、エコマーク懇談会を開催し、消費者、産業界および学識経

　験者のエコマーク制度への要望を聴取する。

　　⑤　調査事項として、エコマーク認知度の調査を行う。

(4) エコラベリング事業の国際協力

① 世界エコラベリングネットワーク（ＧＥＮ）を通じて、情報交換と交流を深

　め、ＧＥＮ活動の国際的普及・拡大を計る。

② エコマークとＧＥＮ制度加入各機関との相互認証を進める。

③ ＧＥＮを介した、開発途上国への技術的支援活動に参加する。
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２．予　算

　　上記計画に基づく、エコマーク事業収支予算書を、次葉に掲げる。以下に主要な

　項目について、各予算費目への配分を、補足説明する。

(1) 収入の部

　当初の計画では、150,000 千円を見込んだが、認定商品数の増加が見込みを超

えているため、176,000 千円に増額する。

(2) 支出の部

　事業費の各科目における、主要な予算費目は以下の通りである。

① 認定事業費；基準書類作成費、認定事務費、審査・類型制定・運営各委員会

　費、エコマークシステム増強費、など。

② 普及啓発費；パンフレット作成費、マスメディア広告費、カタログ作成費（一

　部）、懇談会開催費、など。

③ 調査研究費；新類型提案調査費、基準作成（ＷＧ）調査費、認知度調査費、

　市場占有率調査費、など。

④ 国際協力費：ＧＥＮ会費、海外出張旅費、開発途上国技術支援費、など。

　　また、本年は事務費の中に、事務所移転を予定しているため、その費用の一部を

　計上している。
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エ　マ　ー　ク　事　業　収　支　予　算　書

平成 11 年 4 月 1日から平成 12 年 3月 31 日まで

科　　　　　　目 補正予算額 当初予算額 増　減 備　　　　考

I. 収 入 の 部
千円 千円 千円

  エコマーク事業収入 176,000 150,000 26,000

  
  収　　入　　合　　計 176,000 150,000 26,000

II. 支 出 の 部 　

1. エコマーク事業費 158,400 135,000 23,400

  (1) 事　業　費 63,700 51,900 11,800

       認 定 事 業 費 15,900 14,100 1,800

       普 及 啓 発 費 29,000 29,000

       調 査 研 究 費 17,000 7,000 10,000

       国 際 協 力 費 1,800 1,800

  (2) 人　件　費 58,300 58,300

  (3) 事　務　費 36,400 24,800 11,600

2. 協会共通経費 17,600 15,000 2,600

　 支　　出　　合　　計 176,000 150,000 26,000


