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平成１６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１６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。

  ここ数年、環境配慮型商品への関心がますます高まる中、エコマーク認定商品数は逓増
の状況が続いており、やや頭打ち傾向がみられる。グリーンマーケットの創出活動を強力

に推し進めていくためには、消費者の商品選択に資する環境情報を幅広い商品分野で提供

し、認定商品数を増やしていくことが不可欠である。今年度は、昨年確立したエコマーク

中期活動計画に沿って、消費者、供給者双方にとって魅力ある新商品類型を戦略的に展開

していくために、商品類型の体系化を事業の柱に据えることとしたい。そのための情報

収集と調査に、重点的に予算を配分する。また、供給者にとって活用しやすい制度とする

ため、新たな料金体系に対応するシステムの構築と、効率的な運用の確立にも注力する。

　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、消費者や流通

段階などにターゲットを絞った施策を実行していく。

　国際協力活動においては、エコマーク事業の国際化をより一層進めることにより、消費

者および供給者双方の信頼度の向上を目指す。昨年度は、韓国など他国のエコラベルとの

相互認証が進展したことが特筆されるが、今年度もアジアをはじめとした他 GEN加入機
関との相互認証を着実に実行していく。とくに、本年秋の GEN総会およびワークショッ
プの日本での開催は、国際協力活動の目玉である。

　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
　　直近の１年間における商品の申込件数はおよそ 1,580 件で、前年に比べ 210 件増加し
ている。その認定率は約 82％で前年同期（81％）と比べほぼ同水準で推移している。

　　今年度は申込手続きの明確化・簡素化を一層充実させ、不備書類低減や書類処理の迅

速化が課題となる。

また、2005年 4月に実施予定の料金体系改定を視野に、前年度に引き続いて申込書類
などの一部電子化を含めた新たなコンピュータシステムの構築を進め、手続き見直し等

により証明書類などの作成や確認に関わる申請者および事務局双方の負荷軽減を計る。

一方、2003 年 10 月から実施している商品認定審査料による財源については、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強化充実に振り向ける。

具体的には、一部商品における申請時の現地監査や商品認定後のサンプル検査、およ

び現地監査など、商品を任意抽出して実施する。
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  ３）新規商品類型の展開
（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

めるが、本年度は「エコマーク中期活動計画」に基づく、商品類型戦略の確立

に重点を置く。この際、商品類型の戦略的な展開を図り、新規商品類型選定に

関する調査・検討を行う。この場合、①妥当性、②環境効果、③市場ニーズ、

④実現可能性、⑤他の環境ラベルとの関係及び整合を図ることに重点を置くこ

ととする。

（２） （１）を推進するにあたり、外部専門機関に委託して、有識者からなる「エコ

マーク商品類型体系化プロジェクト（仮称）」を設置し、本来の商品類型の選定

の手順である類型委員会での議論のための原案作成を目的に、調査・検討を進

める。

（３） 新規商品類型提案については、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。

  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きたが、現在、残っている既存の９商品類

型について、下記５）の表中④～⑧見直しに示すとおり、統合・見直しを順次進

める。

これによって、１９９６年３月以前に制定された、エコマーク商品類型（No.1～
No.71）の見直しは完了し、全ての基準がライフサイクル全体に亘る商品の環境
負荷を考慮したものとなる。

（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２商品類型と来年度はじめに有効期限が到来す

る１商品類型について、下記５）表中の①～③に示すとおり、見直しの検討を進

める。

  ５）ワーキンググループ（ＷＧ）
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　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。本年度もＷＧに関する作業について、継続して外部調査機

関の活用、ＷＧの運用マニュアルの活用をより一層図っていくこととする。

　また、ＷＧに参加する専門的知識を有する関係者の方々に、効率的に検討していただ

く観点から、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見直し 節水型機器
節水型機器（No.116）
家庭用雨水タンク（No.38）

②見直し 複写機 複写機（No.117）

③見直し プラスチック製品
再生材料を使用したプラスチック製品
（No.118）

④見直し 太陽エネルギ利用製品 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）
ソーラセル（太陽電池）システムにより
駆動する時計（No.71）

⑤見直し 廃食用油燃焼装置 廃食用油を利用する燃焼装置（No.59）
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 省資源型容器
詰め替え使用品のための容器（No.31）
省資源型の食用油容器（No.55）

⑧見直し 防音防振マット 防音防振マット（No.29）

  ７）調査活動
  　　既述のエコマーク商品類型展開に関する調査のほか、２、３の商品類型に関しての
エコマーク商品の市場シェア調査や、それらのエコマーク取得商品による環境負荷低減

への寄与に関するＬＣＡに基づく定量化調査、（社）全国消費生活相談員協会との協働

によるエコマーク商品の消費者モニタリング調査および消費者意識調査などを、本年度

も継続して行う。

８）エコマーク不正使用防止活動

　平成１６年２月に導入した『エコマーク不正使用対応マニュアル』をもとに、企業等

のエコマーク不正使用・誤表示等には、罰則規定も含めて厳格に対応を行うこととする。

　具体的には、個別不正使用案件での悪質性の判断レベルを基本チェックシートで明確

にし、該当企業に対しては、一貫したフォーム（回答依頼書→結果通知書→和解書等）

を活用し、企業からの回答を含めた対応状況の整理確認とデータ蓄積を行なう。また必

要に応じ、精算金の徴収や当協会における公式ホームページでの企業名の公表等を行う

ことで、迅速かつ適格に是正を含めた問題処理の解決を目指し、一層のエコマーク制度
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の信頼性を確保していく。また、消費者、企業等が常時『エコマーク商品』かどうかの

真偽の確認を当協会公式ホームページ上で商品ごとにエコマーク認定番号等への情報

アクセスが容易に可能となることで、信頼性の向上に繋げていく。

　更に今年度についても引き続き、社）全国消費相談員協会と協働でエコマーク商品の

消費者モニタリング調査および消費者意識調査（上述）を行い、その結果を基にして消

費者ニーズの分析等を行い、対応をはかることとする。

　９）普及啓発活動

  普及啓発活動においては、本年度も引き続き、BtoB（組織購入）に比べ更なる取り
組みが望まれる BtoC（個人購入）への働きかけに重点を置くこととしたい。具体的に
は、昨年策定された「エコマーク長期ビジョンと中期活動計画」を踏まえ、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。

　（１）消費者への普及

　　　種々の媒体上や集会等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

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。

  （２）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、主として流通事業関係者に向けて働きか

けを行う。

　　（３）事業者への普及

　　　 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。
　  以下に、具体的な重点実施項目を示す。
（１）消費者への普及

ｲ） エコマーク商品情報の提供

① 小売店店頭など集客力の高い場所を借りての展示会、イベントなどの開催

② 環境フェアへのブース出展

③ 消費者団体の勉強会等への講師派遣

④ プレスリリースによる積極的な情報提供

⑤ 電車広告などによる直接広報

⑥ 一般市民を対象としたイベント（対話集会など）の開催

⑦ エコマーク商品紹介シリーズリーフレットの作成

⑧ パンフレットなど広報媒体の充実と配布先の拡大

⑨ 子供を対象としたワークブックの作成

⑩ 普及啓発ポスターの作成

⑪ エコマークニュースの更なる見直し（一般消費者向け記事の充実など）

⑫ 　　〃　　　　　　送付先の拡大
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⑬ 　　〃　　　　メールマガジン購読者の拡大

⑭ ホームページの充実

　　　ﾛ）環境配慮型製品購入を促進するための社会制度整備への貢献

⑮ 自治体などと連携した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）の実施

ﾊ）常設展示

⑯ 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

  （２）販売チャネルへの普及
① 流通事業関係者を対象とした講演会の実施

② 流通事業者がエコマーク商品コーナーを開設したり、品揃えを拡大するよう働

きかけと協力を行う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（３）事業者への普及

ｲ） 国・地方自治体等の公共調達をサポートすることにより、事業者がエコマークを

取得するインセンティブを高める。

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

④ 自治体への情報発信（パンフレット配布など）の強化

ﾛ）事業者への直接広報

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 エコマークセミナー・懇談会の開催

ﾊ）公平な料金体系の実現

⑦ エコマーク新料金体系説明会の開催

10)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）を通じた活動を行なう。

① 今年は、日本で開催する GEN設立 10周年にあたる年次会員総会ならびにワ
ークショップの開催を通じて、会員相互の情報交換と連携を深める。また、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。
② GENの広報業務を GAO事務局として支援する。
③ 「GEN国際協調エコラベルシステム（GENICES）」の検討や世界のエコラベ
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。

（２）相互認証をはじめとした海外ラベルとの協力活動を行う。

① 「複写機」に関する三国間相互認証（「エコマーク」、北欧「ノルディックスワ
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ン」の間での相互認証に、昨年、韓国「環境マーク」が暫定的に加わった）の

コア基準改定と正式合意の締結を目指す。

② 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合
意の締結推進と、「テレビ」、「VCRs（DVD を含む）」、「プリンタおよびその複
合機」の共通コア基準の制定を目指す。

③ 上記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。

（３） 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。

（４）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。

11）その他の活動
（１）エコマーク料金体系の改定

　供給者の制度利用を促進するため、公平な料金制度の確立を急ぐ。具体的には、2005
年 4月 1日の改定実施を目標に、運用方法の見直しや、コンピュータシステムの構築を
推し進める。また、普及啓発活動の一環として、新料金体系の説明会を開催する。

（２） エコマーク事業の運営システムの改善と信頼度向上

　ISO 9001及び ISO 14001（またはこれらと同等の第三者による品質管理及び環境管
理システム認証）を取得するかどうかも含めて、エコマーク事業の運営システムの理想

的なあり方を検討する。
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付表　平成 16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・簡素化の一層の充実

不備書類等低減および書類処理の迅速化

新たなエコマーク管理コンピューターシステムの構築

認
定
審
査

合理化・効率化
不正使用防止

一部商品の申請時の現地監査など

基準の見直し第Ⅲ期計画の達成商品類型の体系化
「エコマーク商品類型体系化プロジェクト（仮称）」の設置お
よび調査・検討
外部調査機関の活用による合理化・スピードアップ

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（仮称）」の活用による WG 活動期
間の短縮

商品類型の体系化 新規商品類型選定のための調査
不正使用防止
消費者意識調査

全国消費生活相談員協会との協働によるモニタリング調査
および消費者意識調査

調
査
活
動 商品類型戦略 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
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）

消費者への普及

広報媒体の一層の充実と配布の徹底
販売チャネルへの
普及

流通段階関係者への働きかけ

普
及
啓
発
活
動

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
日本での GEN 年次会員総会の開催を通じた会員相互の情報
交換と連携の強化
GEN国際協調エコラベルシステム（GENICES）の検討
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
「複写機」に関する三国間相互認証のコア基準改定と正式合
意の締結

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合意の締結
アジア 4プログラムとの間の「テレビ」、「VCRs（DVDを含
む）」、「プリンタおよびその複合機」の共通コア基準の制定

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
公平な料金体系の確立その他の活動
エコマーク事業の運営システムのあり方を検討
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２． 本年度予算編成の考え方

　　　予算設定にあたっては、昨年度に策定した『エコマーク長期ビジョンと中期活動計

画』の達成を念頭に、10ページの平成 16年度予算を立案した。

１）収入の部

本年度予算においては、昨年 10 月より導入した商品認定審査料の収入が、年間で
3,300万円ほどと予想される。一方、エコマーク使用契約料の収入は、2002年度～2003
年度にかけて微増にとどまっており、本年度も昨年度と同水準と予測されることから、

30,300万円の収入を見込んだ。したがって、全体として 33,600万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。

(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。

(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。

(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。

　また、その他費用としては、事務費、人件費、協会共通経費を見込んでいる。前記計画

に基づく、エコマーク事業収支予算書を、次葉に掲げる。
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△減（単位：千円）

科　　　　　　目 H15FY
実績予想

H16FY
予算額 増減

備　　　　考

I.    収 入 の 部 千円 千円 千円

 
  収　　入　　合　　計 319,800 336,000 16200

       認 定 事 業 費 64,000 71,500 7500
       普 及 啓 発 費 52,500 58,750 6250
       調 査 研 究 費 22,900 27,000 4100
       国 際 協 力 費 7,000 7,150 150

  (2) 事　務　費 37,000 40,000 3000

 2. 人　件　費 89,400 98,000 8600

4.エコマーク事業資金引当預金繰入 15,000

　 支　　出　　合　　計 319,800 336,000 16200

平成16年度　エコマーク事業　収支予算明細書
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

146,400

32,000

1.     エコマーク事業費 204,400 21000

3. 協会共通経費 33,600 1600

(1)    事　業　費 164,400 18000

183,400

  エコマーク事業収入 336,000 16200319,800

II. 支 出 の 部


