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平成１７年度  エコマーク事業に関する事業計画および予算

１１１１.... 平成平成平成平成１７１７１７１７年度年度年度年度のののの事業計画事業計画事業計画事業計画
（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順調
に増加していたが、昨年度は 1996年以降はじめて減少に転じた。認定商品減少の主な要
因としては、旧基準から新しく改定された認定基準への移行に際して、基準項目が多岐に

わたり証明方法等もより厳格なものとなったため、新基準への取り直しが敬遠されたり、

新基準に適合しない商品が出てきたものと分析している。そこで、エコマーク認定商品数

の減少傾向を踏まえ、また、消費者への一層のエコマークの普及を促進させるために、以

下の事項を今年度の重点ポイントとして、活動を行っていきたい。

・ 消費者、供給者双方にとって魅力ある新商品類型の制定

・ 料金改定の実施および、エコマーク取得者にとって契約移行が円滑に行えるような迅速

な事務処理の遂行

・消費者や小売事業者との情報および協働ネットワークの構築

・ エコマーク事業の国際化の推進（アジアをはじめとする他GEN加入機関との相互認証）

　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
①新料金体系の円滑な移行と事務処理の迅速化

本年度は、新料金体系下での契約手続きについて円滑な移行を進める。具体的に

は、新システム運用による迅速な事務処理を実施すると共に、円滑な顧客対応を

はかることにより純新規・移行契約数の向上に資する。

②新管理システムによる情報提供の強化・充実

　　　本年度より運用する新管理システムを中心に、ホームページとのリンクによる情

報提供の拡大や認証契約業務におけるガイド機能、認定商品情報の迅速な更新な

どの強化、充実をはかる。

③審査・監査体制の強化・充実

審査料の導入に伴い、2003年度より一部実施している申請時の現地監査をはじめ、
商品認定後のサンプル検査および現地監査についても、対象製品を任意抽出する

ことにより実施し、エコマークの信頼性維持に不可欠である審査および監査体制
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について強化・充実をはかる。

（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（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）に基づき、調査・検

討を進めるが、2005年度も前年度に引き続き、「エコマーク中期活動計画」に基づき、
商品類型戦略の確立に重点を置く。

　　②①の推進にあたっては、2004年度に有識者へのヒアリングを行いとりまとめた「エ
コマーク商品類型の体系的整備に関する調査 報告書」をベースとする重点戦略分野に
ついて、新商品類型の設置に関する検討を行う。本検討にあたっては、エコマーク類

型・基準制定委員会での議論に基づいて、重点戦略分野の中から具体的な商品類型を

立案したい。

　　③新規商品類型提案については、2005年度も継続して、必要に応じ追加調査および有
識者へのヒアリングを行うこととする。

（4） 商品類型の見直し・廃止・改定
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。

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、統合・見直

しあるいは廃止予告（有効期限の設定）等の必要な措置を 2004年度までに確定させた。
2004年度に見直しが完了していない「太陽電池製品」や「容器」については、2005年度
も継続して検討を進める。

また、1996年 4月以降に制定された商品類型（100番台のもので、2 月末現在の類型
数 31）で、有効期限が 2007年度に終了する９商品類型について、次項（5）表１中に示
すとおり、見直しの検討を進める。

なお、改定については、例年どおり、必要に応じて随時行うものとする。

（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。2005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、前記（3）の推進において、設置が必要と判断されたWGについては表１の⑫の
とおり、必要に応じ、随時立ち上げを行う予定である。
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表１　2005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 パーソナルコンピュータWG パーソナルコンピュータ（No.119）
② 印刷物WG 紙製の印刷物（No.120）

③ リターナブル容器・包装資材WG リターナブル容器・包装資材（No.121）

④ プリンタ・複合機WG 複写機 Versin2.0（No.117）※
プリンタ（No.122）

⑤ 建築用製品WG 再生材料を使用した建築用製品（No.123）
⑥ ガラス製品WG ガラス製品 Version1.2（No.124）
⑦ 生ごみ処理機WG 生ごみ処理機 Version1.2（No.125）

⑧ スーツケースWG 使用後回収リサイクルされるスーツケース
（No.101）

見直し

⑨ 印刷インキWG 印刷インキ Version2.2（No.102）

⑩
自然エネルギーを利用した製品
「バイオマス利用製品WG」 未定

⑪ リユース製品WG リユース製品
新商品
分野

⑫ エコマーク商品類型の体系的整備を目指しての新規商品類型の展開

※「複写機（No.117）」については、2004年度において既に見直しが行われているが、2005
年度の見直しは複合機への統合の観点による。

（6） 基準説明会の開催
新たな商品類型認定基準（案）を公表した際、旧基準での認定商品を保有する企業が

新基準への取り直しがスムーズに行なえるよう、また、新基準でのエコマーク取得を促

進する観点から、認定基準（案）説明会を開催する。開催回数については、必要に応じ

て増減させるが、一つの商品類型の説明会につき、東京・大阪の２箇所で行うことを基

本とする。

（7） 検討会・公聴会の開催
新規商品類型の設置や、エコマーク制度の運営にあたって、取り扱いを明確にすべき

新技術や取り組みなどについては、必要に応じて検討会・公聴会を組織し、方向性につ

いて検討を行いたい。本検討会・公聴会の実施については、エコマーク類型・基準制定

委員会の判断による。

現時点において考えられる主なテーマは以下のとおりである。

① 生分解性プラスチック・生物由来（主に植物由来）プラスチックに関する評価
エコマークでは、プラスチックの生分解性能やバイオマス利用について、現時点で

は評価を行っていない。これらのプラスチックは、現在、注目を集めている技術であ

り、エコマークにおける評価を求める声も多い。今後、エコマークとしてこれらの技
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術を評価、認定する必要があるかどうか、これまでの知見から明確化する。

② 森林認証制度に関する評価
エコマーク商品類型において、対象とする代表的な材料として木材、紙材があげら

れる。これらの原料については、木材や紙材を扱った検討 WG において、原料の由来
を明確にするために「持続可能な管理をされた森林」の認証制度を評価するかどうか、

度々検討が行われてきた。しかし、検討時においては、エコマークで取り扱うには制

度が熟成されておらず、評価には時期尚早であった。今後、エコマークとしてこれら

の制度を評価、認定する必要があるかどうか、これまでの知見から明確化する。

③ エコマークの情報表示に関する検討
エコマーク表示については、平成 13年６月に「エコマーク表示に関する検討会」が
組織され、表示に関する基本的な方針が検討されている。同検討会の検討結果は、エ

コマーク運営委員会で審議の上、平成 13年 12月に「エコマーク表示に関する検討会」
報告書としてとりまとめられ、現在のエコマーク表示の指針となっている。

一方、平成９年１１月に環境庁企画調整局に設置された「２１世紀向けた環境ラベ

ルの在り方に関する検討会」の中間とりまとめにおいて、エコマークの情報提供は十

分でないため、エコマーク制度に LCA検討に基づく環境情報データシートを盛り込む
ことが必要とされてきたが、その採用時期については LCA手法が汎用的に用いられる
時期を待ってきた。最近になり、LCA の実用化も進んできており、エコマークをとり
まく社会的な状況も変化していることから、LCA 的観点を含む全般的なエコマーク表
示のあり方などについて、見直しおよび検討を行う。

　（８） 調査活動
  　　既述のエコマーク商品類型展開に関する調査および（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を本年度も継続して行う。な

お、本年度は予算上の制約から、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、および消費者意識調査などは行わず、次年度に実施することとし

たい。

　（９） エコマーク不正使用防止活動
　平成１７年度についても、引き続き無断使用を含む不正使用については厳格な対応を

行うこととし、問題があると判断される場合には、現地監査の実施を行う。

　また、事務局の判断により必要に応じて、申請時での監査実施も行うこととする。こ

のことにより『エコマーク商品および制度等』についての信頼性の確保等を目指し、更

に使用契約関係にある企業等の利益（商標登録を含む知的所有権）を保護することに努
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める。さらに、今年度で４回目となる『エコマーク商品モニタリング調査』により、全

国規模で、家庭内にある商品の不正使用の実態把握と摘出案件への対応を強化していく。

（１０） 普及啓発活動
  普及啓発活動においては、とくに以下の１）～５）の活動をエコマーク普及活動の最
重点活動と位置付ける。

１） 小売事業者との協働

　　　　①小売店における買い物キャンペーン実施先拡大と内容の強化

　小売事業者とのネットワークを構築する契機として、前年度実施したイトーヨ

ーカ堂以外にも、日本生活協同組合連合会などにも実施の提案を行う。その際、

ポイント制などの工夫によりエコマーク商品の購入促進をはかることとする。小

売店側でのメリットとして、エコマークのシンボルマーク的な使用を認めるなど

の施策を講じる。

　　　　②小売店におけるミニコンサート、トークショーなどの実施

　前年度実施した㈱三越においては、実施店舗数を前年度の１店舗から４店舗（名

古屋、札幌、福岡、東京）まで拡大する。新たに、㈱松坂屋３店舗（名古屋、大

阪、東京）での実施も行う。

２） 消費者団体との協働

①エコマーク推進員制度（仮称）の創設検討

　消費者とのネットワークを構築するべく、上記制度を創設するために、長期的

構想を確立するとともに、推進員の上部組織として「指導員」の設置を検討し、

具体的な活動内容を策定していく。

②全国での講演会の実施

　　ドイツブルーエンジェルを招いてのシンポジウムを東京で開催するほか、消

費者団体との共同による各地での講演会を開催する。

３） エコマーク取得促進活動

 ①エコマーク取得のための説明懇談会
地区、業界別でのエコマークの制度、手続き、

申込方法などの説明を行い、エコマークの理解、

申込の補助・促進を行う。

 ②企業向けセミナーの開催
 ドイツブルーエンジェルを招いての大阪 ATC との共催によるセミナー開催や
各地商工会議所等と共同でのセミナーを開催する。
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　　４）より充実した広報活動の企画

・より内容を充実し、視認性を高めるように、継続的にエコマークニュースとホ

ームページのリニューアルを行う。

・雑誌エコマム（日経 BP）への出稿を通じた一般消費者への普及を行う。

　　　５）商品モニタリング調査の実施

　(社)全国消費生活相談員協会の会員 600 名の協力を得て、家庭内にあるエコマ
ークを表示した商品を収集し、エコマーク下段表示が適正か、無断使用はないか

などの調査を行う本商品モニタリング調査の結果は、エコマーク事業の方針策定

等のバックデータとしても活用する。

（１１) エコラベリング事業の国際協力
　　１）相互認証の推進、協力活動対象の拡大

国際協力においては以下の項目を本年度の重点実施項目と位置づける。

①認定基準の共通化による相互認証団体および対象類型の拡大

　複写機の 3プログラム間相互認証に新たにドイツ「ブルーエンジェル」を包含す
る。また、北欧「ノルディックスワン」やドイツ「ブルーエンジェル」との整合性

を図る意味でも複写機から、プリンターおよび複合機への対象範囲の拡大を検討す

る。

②アジアおよび環太平洋のプログラムとの相互認証の推進

　従来の韓国、タイ、台湾などとの相互認証に基づく商品認定作業を推進すると共

に、中国、ニュージーランド、インドネシア、米国のプログラムなどに対象を広げ

ていく。

　　２）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。
①GENの広報業務を GAO事務局としての活動により遂行する。
②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。
③GEN国際協調エコラベルシステム（GENICES）検討の作業を行う。

　　３）海外協力支援活動

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）自由貿易協定などの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 17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

新料金体系下での円滑な顧客対応と迅速な事務処理の実施

新システムによる情報提供の強化・充実認
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や商品認定後のサンプル検査
などの充実

商品類型の体系化 「エコマーク商品類型の体系的整備に関する調査 報告書」を
ベースとする新規商品類型の展開商

品
類
型

基準設定作業の合
理化・効率化

「ＷＧ運用マニュアル（仮称）」の活用による WG 活動期
間の短縮と各類型認定基準の調和・統一化

商品類型の体系化 新規商品類型選定のための調査および開かれた場を設定し
ての検討会・公聴会の実施調

査
活
動

不正使用防止 全国消費生活相談員協会との協働による家庭内エコマーク
商品のモニタリング調査の実施

消費者への普及 エコマーク推進員制度創設の検討、消費者とのネットワー
クの構築とマスメディアと連携しての普及活動

販売チャネルへの
普及

買い物キャンペーンや商品展示などの協働活動の実施と、
小売事業者とのネットワークの構築

事業者への普及

普
及
啓
発
活
動

取得相談会の実施と、新規にエコマークを取得する企業を
増やすための業界別の認定基準説明会の実施

「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
意の締結及びドイツブルーエンジェルの参入

相互認証

アジアおよび環太平洋の各プログラムとの、認証手続きや
特定商品類型についての共通基準化、その両面からの相互
認証を推進
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

国
際
協
力 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
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２２２２．．．．本年度予算編成本年度予算編成本年度予算編成本年度予算編成のののの考考考考ええええ方方方方
　　　予算設定にあたっては、本年度から導入するエコマークの新料金制度に基づく収入

金額のシミュレーション結果に基づいて収入額を算出し、平成 17年度予算を立案した。
（エコマーク事業収支予算書は９ページに掲載）

　2.1 収入の部
本年度予算においては、商品認定審査料の収入が、年間で 29,000千円ほどと予想さ

れる。一方、エコマーク使用契約料の収入は、2003年度～2004年度にかけてほぼ横這
いであった。本年度は、エコマーク新料金制度の初年度にあたる。そのため、一部の支

払料金の翌年精算という料金制度の構造上、平年度に比べて 50,000 千円程度の収入低
下が見込まれる。結果として、本年度は「エコマーク事業資金引当預金」を 20,000 千
円取り崩し、全体として 307,000千円の予算を計上した。

　2.2 支出の部
平成 17年度の事業計画に沿って、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、事務費は前年度計上した協会移転費などがないため減少に

転じるが、人件費は雇用形態の見直しにより増加する。

以上
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△減（単位：千円）

科　　　　　　目 H16FY
実績予想

H17FY
予算額案

H16FY実績
予想に
対する増減

備　　　　考

B C C-B

I.    収 入 の 部 千円 千円 千円

 2.   エコマーク事業資金引当預金取崩収入 20,000 20,000

    収　　入　　合　　計 324,217 307,000 △ 17,217

       認 定 事 業 費 77,674 70,500 △ 7,174
       普 及 啓 発 費 47,660 43,000 △ 4,660
       調 査 研 究 費 18,485 11,100 △ 7,385
       国 際 協 力 費 7,070 6,400 △ 670

      人件費 97,800 106,000 8,200
      事務費　（賃借料などの協会共通経費含む） 75,528 70,000 △ 5,528

　 支　　出　　合　　計 324,217 307,000 △ 17,217

平成17年度　エコマーク事業　収支予算明細書
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

１.　エコマーク事業収入 287,000 △ 37,217324,217

II. 支 出 の 部

150,8891.     エコマーク事業費 131,000 △ 19,889

2.     管理費 176,000173,328 2,672


