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平成１５年度  エコマーク事業に関する事業計画および予算

１． 平成１５年度の事業計画

  １）全体概要
  ＩＳＯタイプⅠ環境ラベルの規格に則ったエコマーク事業は、「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「エコマーク審査委員会」を軸に、広く各界

の有識者のご指導を受け、運営されている。

  下記 2）で述べるように、ここ１年間のエコマーク認定商品数の伸びは、前年に比べてや
や鈍化傾向にある。グリーン購入法が施行されてから 2 年近くが経過し、今こそエコマー
クの本質的な価値が問われる時期に来ていると考えられる。今後、消費者の利便性の向上

を図っていくためには、魅力ある商品類型を体系的に設定し、認定商品数を増やしていく

必要があり、そのことがひいては、エコマークの認知度・信頼性向上にも寄与する。今年

度は、エコマーク商品市場シェアの調査結果などを活用しながら、戦略的に新規商品類型

を設定していくための検討を本格的に開始する。

普及啓発活動においても昨年以上の予算を計上し、既存の活動の充実と新たな普及手法

の確立を試みている。

　一方、エコマークを申請する事業者側の立場に立てば、新たな認定申請を誘引するため

には、エコマークを取得するインセンティブを向上させることが重要である。エコマーク

の国際的な認知度を高めることは、その一つの方策である。他国のエコラベルとの相互認

証を推進することは、事業者が他国のエコラベルを取得する際の手続き・費用が削減でき

ることにとどまらず､エコマーク取得商品の国際的な信頼性の向上にもつながるなど、メリ

ットが大きい。国際協力活動においては今年度も、アジアをはじめとした他 GEN加入機関
との相互認証に一層力を注ぎたい。

　以下に、今年度実施する個々の事業内容について述べる。

　２）エコマーク商品の認定審査

　　2002年１月から 12月までの１年間における商品の審査件数はおよそ 1,400件であり、
前年に比べて 200 件の減少にある。この理由としては、①新たに制定されたエコマーク
の商品類型が少なかったこと、②基準の複雑化による取得の見送り、③エコマーク取得

のメリットが少ないなど、さまざまな要因が考えられる。

現在、エコマークの取得に関する平均的な所用期間はおよそ 60日となっており、今年
度は申込の手続きを明確化・簡素化を行うとともに、審査結果通知の発送までの期間の

短縮が課題となる。

また、将来の料金改定や認定期限の導入を睨んで、エコマークの申込の一部電子化を

進めるなど、新たなコンピューターシステムの構築を開始する。
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一方、料金体系改定に伴う審査料の導入が実現されれば、これにより発生する収入は、

エコマークの信頼性維持に不可欠である審査および監視体制の充実に振り向けることと

したい。具体的には、（社）全国消費生活相談員協会の協力によるモニタリング調査に加

え、一部商品の申請時の現地監査や、新たな試みとして、商品認定後のサンプル検査お

よび現地監査を、製品を任意抽出して実施する。

  ３）新規商品類型の選定および商品類型の体系化
（１） 新規商品類型提案については、エコマーク類型・基準制定委員会（以下類型委員

会という）のもと、「エコマーク類型・基準制定委員会に関するガイドライン」

（以下ガイドラインという）の商品類型選定の方針に基づき、調査・検討を進め

る。

（２） 新規商品類型提案の審査結果は、選定・不選定に関わらず、提案商品類型名、提

案理由および提案者への回答の概要をガイドラインの商品類型選定の手順に従

い公表する。

（３） 本来商品類型選定の役割を担う類型委員会自身によるエコマーク商品類型の体

系化および自主的な新規商品類型選定のために、調査・検討を進める。

（４） 本年度も継続して、必要に応じ意見聴取会（提案内容のヒアリング）を設ける。

（５） 本年度は、下記５）表のとおり、新規商品類型として選定されている肥料・土壌

改良資材のうち①「土壌改良資材」をはじめ、新規商品類型の策定について精力

的に検討を進める。また、既存・現行商品類型の見直しについては②～⑨の各Ｗ

Ｇでそれぞれ検討を進める。

  ４）商品類型の見直し・廃止
  　　商品類型の見直し・廃止については、エコマーク類型・基準制定委員会のもと、ガ
　　イドラインの商品類型見直し・廃止の方針に基づき、以下のとおり検討を進める。

（１） １９９６年３月以前に制定された商品類型（２桁番台）については、有効期限が

特に規定されておらず、またライフサイクル全体に亘る商品の環境負荷が考慮さ

れていないことから、順次速やかに見直しを進めている。

本年度は、２桁番台で平成 14年度までに着手ないし完了したものを除き、残
り１７商品類型となった｡これらのうち､ガイドラインに従って優先順位の高い

７商品類型について、下記５）の表中②～⑥見直しに示すとおり、統合・見直し

を順次進める。

（２） １９９６年３月以降に制定された商品類型（１００番台で現在２５商品類型）に

  　　ついては、有効期限を５年以内と規定している。そのため、本年度は２００４年
      度中にその有効期限が到来する３商品類型について、下記５）表中の⑦～⑨に示

すとおり、見直しの検討を進める。
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  ５）ワーキンググループ（ＷＧ）
　前記３）および４）に示す認定基準の策定および見直し・廃止について、調査・検討

を計画どおり進めるためには、ＷＧのスムーズな立ち上げとスピードアップによる検討

期間の短縮が不可欠である。本年度はＷＧに関する作業について、継続して外部調査機

関の活用をより一層図っていくとともに､ＷＧグループ間での作成基準内容レベルの統

一や基準設定作業の効率化のために､「ＷＧ作業マニュアル」を作成し、WG 委員のた
めのパッケージユニットの充実を図る。

　また、同様に効率的運用の観点から、類似商品類型の調査・検討については可能な限

り同一ＷＧで検討を進めていくこととする。

表　本年度立ち上げ予定のワーキンググループ（ＷＧ）
新商品類型ＷＧ名（案） 検討対象とする商品類型

①新規 土壌改良資材 新規
②見直し 詰め替え用補充容器 詰め替え使用品のための容器（No.31）

太陽熱利用給湯システム（No.19）
太陽電池モジュール利用製品（No.26）

③見直し 自然エネルギ（太陽）利用製品
ソーラセル（太陽電池）システムにより
駆動する時計（No.71）

④見直し 省資源型容器 省資源型の食用油容器（No.55）
⑤見直し 防音防振マット 防音防振マット（No.29）
⑥見直し 省電力型警報器 省電力型のガス漏れ警報器（No.62）

⑦見直し 木製品
廃木材・間伐材・小径材などを使用した
木製品（No.115）

⑧見直し 節水型機器 節水型機器（No.116）
⑨見直し 複写機 複写機（No.117）

  ７）調査活動
  　　本年度は商品類型の設定、エコマーク商品の市場シェア、環境負荷低減への寄与を
中心に調査・検討を進める。

新規商品類型選定および商品類型の体系化においては、ＬＣＡの手法をとり入れて、

調査活動ならびに検討を進める。

昨年度文具について行ったエコマーク製品の市場調査を、他の商品分野においても引

き続き行うとともに、それらの商品の環境への負荷低減に関して､ＬＣＡに基づく定量

的な調査を実施することとしたい。

　８）普及啓発活動

  昨年度は、エコマークに関する情報発信を強化するため、『ハローエコマーク』、『商
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品紹介シリーズリーフレット』などをはじめとするパンフレット配布、各自治体などが

開催する種々の環境フェア・買い物キャンペーンなどへの参加、ニュースレター配布先

の拡大などに注力した。しかしながら、その対象は自治体などの公共調達分野が多く、

本来のターゲットである一般消費者への広報活動は未だ不十分である。平成１５年度は、

下記の（a）～（ｃ）のセグメントごとに、以下の項目をエコマーク普及活動の最重点
課題と位置付ける。

　（ａ）消費者への普及

　　　情報発信を通じて、エコマークに対する支持の向上を図ることに加え、エコマーク

商品購入のインセンティブを創出する活動に取り組む。

  （ｂ）販売チャネルへの普及
市場にエコマーク商品が十分出廻るよう、特に流通段階への働きかけを行う。

　　（ｃ）事業者への普及

　　　新規にエコマークを取得する企業を増やすための広報活動を行う。

　　（ｄ）広報媒体の整理統合

　　　ターゲットを明確にした広報媒体の全面的な見直し、および新規作成を行う。

  以下に、それらの具体的な重点実施項目を示す。
（ａ）消費者への普及

ｲ） エコマーク商品情報提供および商品展示の種々の場を設ける

① 小売店店頭など集客力の高い場所を借りての展示会、シンポジウムなどの開催

② エコライフフェア、エコプロダクツなど集客力の大きいフェアへの出展

③ パンフレットなど広報媒体の充実と配布の徹底

④ プレスリリースによる積極的な情報提供

⑤ 電車広告、駅広告による直接広報

⑥ エコマークニュースの内容充実と消費者に向けた配布先の拡大

　　　ﾛ）環境配慮型製品購入を促進するための社会制度整備に貢献する

⑦ 自治体などと連携し、広域／地域のグリーン購入キャンペーン（例えば、エコ

マークを集めてプレゼントが貰える、など）を広げる活動に取り組む。

ﾊ）常設展示

⑧ ATCグリーンエコプラザ「エコマークゾーン」（大阪）への協力・支援の継続

  （ｂ）販売チャネルへの普及
① 流通事業者に対するエコマーク講演会の実施

② エコマーク商品販売支援ツールの作成

③ エコマーク商品集積コーナーの共同展開
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　　（ｃ）事業者への普及

ｲ） 政府関係団体や地方自治体・公共団体の公共調達をサポートし、事業者にとって

のエコマークを取得するインセンティブ強化をはかる。

① エコマーク商品カタログの内容充実と普及サポート

② グリーンステーション（インターネットサイト）への協力・支援

③ 自治体をターゲットとした広報媒体の作成

ﾛ）事業者への直接広報

④ エコマーク取得のメリットや取得方法を分かり易く説明した新規パンフレッ

トの作成と積極的な配布

⑤ 事業者団体などを通じたパンフレット配布、講演会の開催

⑥ エコマーク懇談会の開催

　　（ｄ）広報媒体の整理統合

① 既存パンフレットの刷新・統廃合

② エコマーク商品紹介シリーズリーフレットの継続しての作成

③ 子供を対象とした新しいパンフレットの作成

④ 自治体を対象としたハンドブックの作成

⑤ 普及啓発ポスターの作成

⑥ エコマークニュースの内容見直し（一般消費者の購読に耐える記事の追加、新

規商品認定事業者名の公表など）

９)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、情報交換と連携を深め、

ISO　タイプ I環境ラベル表示の国際的普及・信頼性向上を図る。また、GENの
広報業務を GAO事務局として支援する。

（2） 今年度の GEN共通化学物質データベース作成を引き続き行う。また、国際機関
のグリーン調達のための推奨品リストの作成や世界のエコラベル商品類型リスト

更新など GENでのプロジェクト活動を行う。
（3） 相互認証をはじめとした海外ラベル協力活動を行う。エコマークと北欧「ノル
ディックスワン」との「複写機」に関する二国間相互認証につづいて、アジア 4
プログラムとの｢塗料｣、「トナーカートリッジ」についての相互認証の推進と実現

を目指す。これら以外の他のプログラムとも、認証手続きや特定商品類型につい

ての共通基準化の両面から相互認証を進める。

（4） 海外の環境ラベル関連機関等の要請に基づき、エコマークの技術（ノウハウ）
や情報を提供し、支援を行う。

（5） エコラベルと貿易に関する国の政策について提言や協力を行う。
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付表　平成 15年度エコマーク事業の重点実施項目（まとめ）

事業内容 重点実施項目

申込手続きの明確化・簡素化

審査結果通知までの期間の短縮

合理化・効率化

新たなコンピューターシステムの構築
全国消費生活相談員協会の協力によるモニタリング調査
一部商品の申請時の現地監査

認
定
審
査 不正使用防止

一部商品の商品認定後のサンプル検査および現地監査

基準の見直し第Ⅲ期計画の達成商品類型の体系化
類型委員会自身によるエコマーク商品類型の体系化および
自主的な新規商品類型選定のための調査・検討
ＷＧグループ間での作成基準内容レベルの統一

類似商品類型の調査・検討の同一ＷＧへの集約

商
品
類
型
基準設定作業の合
理化・効率化

「ＷＧ作業マニュアル」の作成によるWGのスピードアッ
プ
商品類型の設定調査活動
エコマーク商品の市場シェア、環境負荷低減への寄与に関
するＬＣＡに基づく定量的な調査
広報媒体、展示会、フェア、シンポジウムなどにおける情
報発信を通じて、エコマークに対する支持の向上

消費者への普及

エコマーク商品購入のインセンティブを創出する活動（自
治体等との連携）

販売チャネルへの
普及

流通段階関係者への働きかけ

事業者への普及 新規にエコマークを取得する企業を増やすための広報活動

普
及
啓
発
活
動

エコマーク広報資
料の整理統合

広報資料の全面的な見直し、および新規作成

GEN共通化学物質データベース作成
国際機関のグリーン調達のための推奨品リストの作成

世界のエコラベル商品類型リスト更新

タイプ Iラベルの国
際的普及・信頼性向
上

海外の環境ラベル関連機関等への支援

アジア 4 プログラムとの｢塗料｣、「トナーカートリッジ」
についての相互認証の実現

国
際
協
力

相互認証

他のプログラムとの認証手続きや特定商品類型についての
共通基準化の両面から相互認証を推進
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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の考え方を、補足説明する。

（１） 収入の部

本年度予算においては、審査料徴収による収入を 10月より見込むと仮定した。これ
により見込まれる収入は、1,250万円ほどと予想される。これに、認定商品数の増加に
よる若干の収入増を実勢から予測し、全体として 30,260万円の予算を計上した。
（２） 支出の部

事業費に係る各費目における、主要な予算費目は以下の通りである。

① 認定事業費：各委員会運営費、ＷＧ業務の一部外注委託費、システム保守・改

造費など。本年度は新システムの構築や、商品認定後のサンプル

検査および現地監査を、製品を任意抽出して実施するなどの費用

を新たに計上し、前年度予算より 625万円多い 7,340万円とした。
②　普及啓発費：グリーン購入支援活動費、常設展示・移動展示・フェア出展など

の経費、パンフレット作成費、シンポジウム開催費、ホームペー

ジ管理費、エコマークニュース発行費など。本年度も、情報発信

量およびその受け手の拡大に最も力点を置いた予算配分となっ

ており、予算としても、前年より 811万円多い 5,768万円を計上
している。

    ③   調査研究費：新商品類型提案調査費、認定基準作成（ＷＧ）調査費、市場占有率
調査費など。全国消費生活相談員協会の協力によるモニタリング調

査や、エコマーク商品市場調査などを新たに計上したが、新規商品

類型提案に関する調査などの合理化により、全体としては、前年を

290万円下回る 2,660万円の予算となった。
    ④   国際協力費：ＧＥＮ会費および会議出張旅費、相互認証活動費、GEN プロジェ

クト活動、海外ラベル協力活動費など。本年度は、GEN 共通化学
物質データベース作成のための予算を計上したことが特筆され

る。予算としては、前年より 94万円多い 683万円を計上した。

　また、その他費用としては、事務費、人件費、協会共通経費を前年と同様に見込んでい

る。

以上
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△減（単位：千円）

科　　　　　　目 H15FY
予算額

前年度
予算額

増減 備　　　　考

I.    収 入 の 部 千円 千円 千円

 
  収　　入　　合　　計 302,600 285,000 17,600

       認 定 事 業 費 73,400 67,150 6,250
       普 及 啓 発 費 57,680 49,570 8,110
       調 査 研 究 費 26,600 29,500 △ 2,900
       国 際 協 力 費 6,830 5,890 940

  (2) 事　務　費 33,890 33,890 0

 2. 人　件　費 74,000 70,500 3,500

　 支　　出　　合　　計 302,600 285,000 17,600

平成15年度　エコマーク事業　収支予算明細書（案）
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

3. 協会共通経費 30,200 28,500 1,700

(1)    事　業　費 164,510 152,110 12,400

1.     エコマーク事業費 198,400 186,000 12,400

II. 支 出 の 部

  エコマーク事業収入 302,600 285,000 17,600


