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エコマーク ニュース�
E c o  M a r k  N e w s
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　エコマークは（財）日本環境協会が自主的に運営している事業

です。エコマークの活動予算は、すべて認定企業の皆様からのエ

コマーク使用料で賄われています。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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エコマーク類型・基準制定委員会（第19回）�

エコマーク運営委員会（第9回）�

委員会報告／決定事項�

　第9回エコマーク運営委員会（委員長：森嶌昭夫

東亜大学大学院教授）が2002年9月20日、霞山会館

において開催され、審議の結果、以下のことが決

まりました。�

〈決定事項〉�

・エコマーク料金体系改定のための調査・検討を

目的に設置された、エコマーク料金体系検討小

委員会の検討結果の報告をうけ審議した結果、

①審査料（商品の型式等の追加認定を含む）を

新たに設定すること、②マーク年間使用料を商

品の売上高（出荷販売額）にリンクした徴収方

式とすること、③エコマークの不正・違反使用

発見時に現地監査などを適宜実施し、違反が発

見された場合、その費用はライセンス保持者の

実費負担とすること、などが決まりました。今

後、詳しい改定の内容および実施時期について、

継続して検討することとなりました。�

・認定基準の有効期限、および商品認定期間の見

直しを見直しすることが決まりました。具体的

には、①認定基準の有効期限を明確化し、エコ

マーク使用契約期間満了日と一致させる、②認

定基準の軽微な改定があった場合でも、それま

での認定商品の有効期間は変わらず、認定基準

の有効期限まで有効とする、③エコマーク使用

契約期間を原則1年間とし、毎年契約を更新す

る、などの案は承認され、今後、前記の料金体

系の改定実施時期と合わせ、順次改定されるこ

とになりました。�

エコマーク商品類型No.101「使用後回収・リサイクルされるスーツケースVersion2.0」�

認定基準の制定�

　第19回エコマーク類型・基準制定委員会（委員

長：郡嶌 孝　同志社大学教授）が2002年9月20日、

（財）日本環境協会において開催され、審議の結果、

以下のことが決まりました。�

〈決定事項〉　　　　　�

・第19回エコマーク類型･基準制定委員会に提案

のあった新商品類型提案（4件）について1次評

価を行いました。その結果、2次評価対象とな

る提案はありませんでした。今回提案のあった

商品類型名、提案概要、審査結果は別添1のと

おりです。�

・エコマーク商品類型No.101「使用後回収・リサイク

ルされるスーツケースVersion2.0」の制定が決まりま

した。（制定日2002年10月1日）�

・エコマーク商品類型No.106「情報用紙Version2.0

（認定基準案）」、No.107「印刷用紙Version2.0（認

定基準案）」およびNo.108「衛生用紙Version2.0（認

定基準案）」（2003年2月15日制定予定）を公表する

ことになりました（公表日2002年10月1日）。なお、現

行の商品類型No.106「情報用紙」、No.107「印

刷用紙」およびNo.108「衛生用紙」認定基準は、

それぞれ本認定基準案（Version2.0）が制定さ

れる前日まで有効期限を延長し、本案の制定と

同時に廃止されることになります。�

・エコマーク商品類型No.109「再生材料を使用し

たタイル・ブロック」、およびNo.110「生分解

性潤滑油」に関する見直しについて、ワーキン

ググループを設置し検討することが決まりまし

た。�

　エコマーク商品類型No.101「使用後回収・リサ

イクルされるスーツケースVersion2.0」は、審議

の結果、別添2.のとおり2002年10月1日付けで制

定されることとなりました。本認定基準の制定に

伴い、現行の商品類型No.101「使用後回収・リサ

イクルされるスーツケース」は、同日付で廃止さ

れます。�

2



エコマークニュース No.37

エコマーク商品類型No.103「再生PET樹脂を使用した衣服」、No.104「再生PET樹脂を使用した�
家庭用繊維製品」およびNo.105「再生PET樹脂を使用した工業用繊維製品」認定基準の有効期限�
延長について�

お知らせ�

　エコマーク商品類型No.103「再生PET樹脂を

使用した衣服」、No.104「再生PET樹脂を使用し

た家庭用繊維製品」およびNo.105「再生PET樹

脂を使用した工業用繊維製品」は、本年 11月 28

日をもって制定から5年を経過するため、同日付

けでエコマーク事業実施要領に基づく認定基準の

見直し制定を実施する予定でしたが、現在、ワー

キンググループにおいて新商品類型「衣服

Version2.0（仮称）」、「家庭用繊維製品Version2.0

（仮称）」および「工業用繊維製品Version 2.0（仮称）」

として認定基準の見直し作業中であるため、現行

の商品類型No.103「再生PET樹脂を使用した衣服」、

No.104「再生PET樹脂を使用した家庭用繊維製品」

およびNo.105「再生PET樹脂を使用した工業用

繊維製品」認定基準の有効期限を、それぞれ新認

定基準（Version2.0）が制定される前日まで延長し

ます。�

（1）郵送およびFAXによる受付�
・住所、氏名、性別、職業、連絡先、電話番号、FAX
番号�
・意見を述べるエコマーク商品類型の認定基準名�
・上記認定基準への意見の要旨を、書面（A4）にて、
2002年11月29日（金）（同日消印有効）までに、下
記財団法人 日本環境協会エコマーク事務局宛
に郵送またはFAXでお送り下さい。�
�
財団法人　日本環境協会　エコマーク事務局�
〒105-0003 東京都港区西新橋1－7－2�

虎の門高木ビル7階�
TEL 03（3508）2662　　FAX 03（3508）2656�

（2）e-mailによる受付�
・住所、氏名、性別、職業、連絡先、電話番号、FAX
番号、e-mailアドレス�
・意見を述べるエコマーク商品類型の認定基準名�
・上記認定基準についての意見の要旨をe-mailに
て、2002年11月29日（金）17：00までに下記宛お送
り下さい。�
（なお添付ファイルを送付される場合はMS-WORD、
一太郎、エクセルでお願いします）�

�
�
e-mail〔ecomark@japan.email.ne.jp〕�

「認定基準案公表ならびに現行の商品類型の廃止に関する意見の受付について」�

�

エコマーク商品類型No.106「情報用紙Version2.0（認定基準案）」、No.107「印刷用紙�
Version2.0（認定基準案）」およびNo.108「衛生用紙Version2.0（認定基準案）」�

認定基準の公表�

　標記認定基準について、エコマーク事業実施要

領に基づき、制定5年後の認定基準見直しを行っ

た結果、エコマーク商品類型No.106「情報用紙

Version2.0（認定基準案）」、No.107「印刷用紙

Version2.0（認定基準案）」およびNo.108「衛生用

紙Version2.0（認定基準案）」の公表が別添3のと

おり決まりました。また、本認定基準の制定時に

は現行の商品類型No.106「情報用紙」、No.107「印

刷用紙」およびNo.108「衛生用紙」が廃止されます。

本公表ならびに廃止予告に関して、2002年 11月

29日（金）まで意見の受付を行います。意見の受

付については、以下の「認定基準案公表ならびに

現行の商品類型の廃止に関する意見の受付につい

て」をご参照下さい。�
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平成15年度大阪「ATCグリーンエコプラザ」のエコマークゾーン出展募集について�

1. 開催概要�

　名　　称：エコマークゾーン�

　会　　場：ATCグリーンエコプラザ�

　　　　　 （大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 

　　　　　　アジア太平洋トレードセンター�

　　　　　 （ATC）ITM棟11階）�

　開館時間：10時30分～17時30分�

　休 館 日：水曜日･年末年始�

　　　　　  （土･日･祝日もオープン）�

　会　　期：平成15年4月1日～平成16年3月31日�

　来場者数：年間 延べ20万人�

　　　　　  （平成13年度実績204,508人）�

　入 場 料：無料�

主  　催：日本環境協会、ATCグリーンエコプ

ラザ実行委員会（大阪市､アジア太

平洋トレードセンター株式会社､日

本経済新聞社）�

�

2. 出展対象�

　（財）日本環境協会エコマーク事務局から認定

を受けているエコマーク製品（認定後年度途中か

らの出展も可能です）�

3. 出展料金�

　台上展示（縦45㎝×横45㎝×高さ30㎝）�

　年額31,000円～�

　壁面展示（縦30㎝×横45㎝） 年額26,000円～�

　床置展示（縦75㎝×横90㎝×高さ120㎝）�

　年額188,000円～�

※初年度は展示商品の展示列品費用に別途

50,000円が必要です�

4. お問い合わせ先�

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 

　　　　　　ATCビル ITM棟11F�

ATCグリーンエコプラザ事務局 （担当 北澤､房本）�

TEL  06（6615）5888 　FAX  06（6615）5890 　�

メール  office@ecoplaza.gr.jp

エコマーク商品紹介リーフレット「発見！あなたの身近にエコマーク」シリーズに、�
No.7「節水型機器」が追加されました�

　エコマーク商品の背景にある環境問題や、環境

保全上の効果などの情報を掲載したシリーズリー

フレット「発見！あなたの身近にエコマーク」に、

新たに「節水型機器」を追加しました。これらの

リーフレットを入手希望の方は、エコマーク事務

局までご相談ください。�

�

これまでのシリーズNo.�

No.1「ペットボトルのリサイクル製品」�

No.2「古紙のリサイクル製品～文具・事務用品」�

No.3「パーソナルコンピュータ」�

No.4「古紙のリサイクル製品～トイレットペー�

パー・ティッシュペーパー～」�

No.5「再生材料を使用したタイル・ブロック」�

No.6「プラスチックのリサイクル製品」�

最新作：No.7「節水型機器」�

　大阪市南港コスモスクエア地区にある､アジア

太平洋トレードセンター（ATC）の11階､環境ビジ

ネスに関する常設展示場「ATCグリーンエコプラ

ザ」内の､エコマーク商品を常設展示している「エ

コマークゾーン」の平成15年度出展者募集を行い

ます｡�
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　大阪ATCグリーンエコプラザ（大阪市）での

「エコマーク取得相談会」を、10月 18日（金）に

同所にて開催します。�

�

日　時：平成14年10月18日（金）�

　　　　①11：00～12：00　　�

　　　　②13：00～17：00�

会　場：ATCグリーンエコプラザ�

（大阪市住之江区南港北 2丁目 1 番 10

号 アジア太平洋トレードセンター（ATC）

ITM棟11階・グリーンエコプラザ内エ

コマークゾーン）�

内　容：エコマーク認定申込に関する個別相談�

（当日は、エコマーク事務局職員が対応

します。）�

相談料：無料�

参加を希望される方は、下記の項目を明記のうえ、

FAXにて、10月 4日までにエコマーク事務局ま

でお申込ください。なお、お申込多数の場合は

先着順とさせていただく場合がありますので、

予めご了承ください。�

大阪でのエコマーク取得相談会（第5回）の開催について�

　本年で 5回目を迎える「びわ湖環境ビジネス

メッセ」に、エコマーク事務局も出展を予定し

ています。本フェアは、環境保全に貢献する環

境ビジネスの振興を目指し、産官学が連携して、

最新の環境関連技術・製品・ソフトなどを紹介

するものです。お近くにお越しの際は、是非お

立ち寄りください。�

�

�

「びわ湖環境ビジネスメッセ」への出展について�

①企業名・団体名　　　�

②ご担当者名　　　�

③ご連絡先電話番号�

④相談内容（認定申込を希望される商品名と、

具体的な内容を明記してください）�

�

申込先　FAX：03（3508）2656　�

担当：認証課　漣�

日　時：2002年11月6日（水）～8日（金）�

　　　　10：00～17：00（最終日16：00まで）�

主　催：滋賀環境ビジネスメッセ実行委員会�

　　　　（（社）滋賀工業会、滋賀県、他）�

会　場：滋賀県立長浜ドーム�

　　　　（滋賀県長浜市田村町1320）�

問合せ先：滋賀環境ビジネスメッセ�

　　　　　実行委員会事務局�

　　　　　077（526）3575

　来たる10月 6日（日）、鳥取県の倉吉未来中心

小ホールにおいて、グリーン購入の普及を目的

とした標記フォーラムが開催されます。当日は、

鳥取環境大学教授の吉村元男氏の基調講演や、

環境にやさしい取組事例の紹介などが行われます。

エコマーク事務局も、講演および展示コーナー

を出展しますので、お近くにお越しの際は、是

非お立ち寄りください。�

「グリーン購入フォーラムin鳥取」のご案内�

日　時：2002年10月6日（日）�

　　　　13：00～15：15�

主　催：鳥取県、環境省、�

　　　　グリーン購入ネットワーク�

会　場：倉吉未来中心小ホール�

　　　　（倉吉市駄経寺212-5）�

問合せ先：鳥取県生活環境部環境管理推進課�

　　　　　0857（26）7875
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「環境にちょっとe 話」�エコマークニュースでは、企業や団体の環境に配慮した活動を、投稿により紹介しています。�
�

文具におけるエコマーク認定商品の市場シェア調査について�

トピックス�

　エコマーク認定商品が、実際の市場の中でどれ

位のマーケットシェアを占めているかなどを把握

するため、個人消費者が広く購入する機会があり、

団体向けの購入もある文具の5品目について調査

を行い、その結果を「文具におけるエコマーク認

定商品の市場シェア調査」としてまとめました。

本調査の結果は、エコマーク事務局のホームペー

ジなどで公開しています。�

「環境デーなごや2002」出展の結果報告�

　去る9月8日（日）、名古屋市の久屋大通公園に

おいて開催された標記環境フェアに、エコマーク

事務局もブースを出展しました。好天に恵まれ、

大勢の方が来場され、当日行った「エコマークク

イズ」に約500名の方が参加されました。�

環境省「環境ラベル等データベース」について�

　環境省では、グリーン購入を推進するため、環

境ラベルやデータ集など製品の環境情報を提供す

る各種の制度を整理してインターネット上で紹介

する「環境ラベル等データベース」を運用してい

ます。このデータベースでは、グリーン購入の取

り組みを進めるために参考となる情報がわかりや

すく紹介されています。エコマークの情報も掲載

されていますので、是非ご覧ください。�

http：//www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/index.html

長野県「環境にやさしい買い物キャンペーン」での新しい試み�
�

　グリーン購入法の施行により、企業や自治体による環境に配慮した製品の組織購入が活発化し、環境ラベルへ
の関心も高まってきています。しかし、企業や自治体などの関心の高さに比べると、商品選択の際、環境ラベルを選

択の指標として重視する消費者はまだ少ないようです。今後、エコマークの一層の普及には、一般消費者が消費

行動の中で、エコマーク商品を意識して選ぶ「体験」をしていただくことが重要になってきます。こうした「体験」をし

ていただくきっかけづくりとして、例えば、エコマークを集めると景品と交換できるなどの社会的制度があったとすれば、

一般消費者の方への環境配慮型製品の普及は一層加速していくのではないでしょうか。今回は、そのような長野

県の事例を紹介します。�

　長野県では、10月・11月の2ヶ月間、環境への負荷が出来るだけ少ない消費生活を実現することを目的とした「環

境にやさしい買い物キャンペーン」の一環として、消費者がキャンペーン実施店舗においてレジ袋を辞退してスタン

プを集めたり、購入した商品の環境ラベル（エコマークをはじめとする対象ラベルに限る）を集めて応募すると、抽選

で旅行券などが当たる、というキャンペーンを実施するそうです。�

　このような取組みは、エコマーク事務局が把握している限りでは、全国でも例がありません。今後、長野県の事例

を参考に、全国に拡大していくことが期待されます。�
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