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平成 $$年度 エコマーク事業報告!
エコマーク事務局!

１．エコマーク事業の現状!

#%#エコマーク商品の認定状況（$&#&年 #$月 '#日現在）!

  １）認定商品数４９０４商品!
・直近 #年間の増減 ： ２５３（増加 ()&、減少 $&*）!

・前年度の増減   ： ２０２（増加 +,&、減少 '*,）!

・前々年度の増減  ： ３９７（増加 ,$&、減少 #$#*!-環境偽装の影響が大きい.）!

２）企業数１６９０社!
・直近 #年間の増減 ： ３６（増加 ##&、減少 *(）!

・前年度の増減   ： ３９（増加 #))、減少 #$*）!

・前々年度の増減  ： ６６（増加 #)/、減少 $'+!-環境偽装の影響が大きい.）!

３）商品類型数４７商品類型!
・直近１年間の増減： ４!

・前年度の増減  ： ４（増加 新 &、減少 旧 (）!

・前々年度の増減 ： ２（増加 新 $、減少 旧 (）!

注 増減：#月 #日から #$月末日の間の増減!

!

なお、認証業務を開始した #/,/年 $月から $&#&年 #$月末時点までの認定商品

数と商品類型数の推移を示すと図 #のとおりである。!
 

 

 

図 #!
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1.2 申込商品の認定審査について 

2&#&年(月#日から$&##年#月末日までのエコマーク商品認定･使用の申込は、

'*#件あり、'',件をエコマーク商品として認定した。また、認定商品の追加・変

更については、,,&件の申込があり、,()件を承認した。表１のとおりである。!
!

表# $&#&年度の申込商品の認定審査状況（$&#&年(月#日～$&##年#月'#日）!

新規申込! 追加・変更!

申!込!数：'*#件! 申 込 数：,,&件!

認 定：'',件! 承  認：,()件!

 不認定：#件! 不!認!定：'件!

取り下げ、却下、統合等：,件! 取り下げ：#$件!

審査中：$(件! 審!査!中：#/件!

!

参考 $&&/年度の申込商品の認定審査状況（$&&/年(月#日～$&#&年$月$,日）!

新規申込! 追加・変更!

申!込!数：(,/件! 申 込 数：#&$'件!

認 定：(&,件! 承  認：/*/件!

 不認定：&件! 不!認!定：#件!

取り下げ、却下、統合等：,件! 取り下げ：)件!

審査中：*'件! 審!査!中：'*件!

!

!

1.3 シンボルマークとしてのエコマークの使用の許諾について 

シンボルマークとしてのエコマークの使用の許諾状況については表２のとおり

であった。!

!
表２ シンボルマークとしてのエコマークの使用の許諾状況!

$&&)年! $&&*年! $&&,年! $&&/年! $&#&年!

//! ,/! '$! $$! $,!

!

!
 （参考）政府機関（官公庁）または地方自治体（都道府県庁・市区町村役場）が、環境保全に

関する普及啓発行為において「シンボルマーク」として「エコマーク」をエコマーク事業以

外の目的で使用することができる。および政府機関や地方自治体等が実施する特定の環境保

全活動の「シンボルマーク」として、「エコマーク」を使用することができる。!
   マーク使用は、原則として以下の団体が自ら使用する場合に限る。!

・政府機関（官公庁）、または地方自治体（都道府県庁・市区町村役場）!
ただし、エコマークにとって特別に意義のある普及啓発行為であるとエコマーク事務局が

認めるときは、公共団体や学校等の団体にマーク使用を許可する場合がある。!
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２．現地監査等による信頼性の確保及び制度・運用面の強化 

環境偽装問題などの再発防止および信頼性確保のため、制度・運用の強化策を引

き続き実施している。!

エコマーク使用契約を締結している事業者への現地監査により、認定基準に適合

した製品の製造・出荷、適正なマーク表示の確認などを行っている。!

また、検証方法の強化策として、平成 $# 年度よりエコマーク認定商品の基準適

合試験確認を導入・実施し、試験結果を解析するとともに現地監査を併用するなど

して、信頼性の確保に努めている。なお、「基準適合試験調査および現地監査の結

果について」として、ホームページ上で公表している。!

苦情･相談窓口では、不正使用に関する情報や正しい表示に関する相談に対応し

ているところである。!

 

2.1 苦情・相談窓口の利用状況 

事業者、消費者からのエコマークの不正使用及びエコマーク商品の基準等に関す

る情報を受け付けるチャネルとして、苦情の受付の統一窓口を設置し、対応するこ

ととして2009年1月より、苦情・相談窓口を設置している。 

2&#&年(月#日～$&##年$月$(日までに+*件の電話があり、苦情・不正使用対応

に関連するものは+件であった。その他は、認定商品の検索、認証関連、認定基準、

普及関連の問合せ等であった。 

 

2.2 基準適合試験の実施 

エコマーク認定商品について、意図的あるいは仕様変更等により基準への不適合

が生じていないことを確認し、不正を抑止することを目的に、$&&/年度から導入し

た。今年度は、$商品の計１項目について第三者試験機関によるエコマーク認定基

準項目への適合試験を実施し、基準の適合性について確認し、不適正が確認された

商品に関しては是正措置を講じる等の対策を行った。引き続き、47商品の計１項目

について第三者試験機関によるエコマーク認定基準項目への適合試験を実施する

予定で作業を進めている。 

 

2.3 認定商品の監査の実施 

エコマーク認定事業者に対して定期的に実施している監査を、今年度は$&社#*

箇所/&認定商品１不正使用に対して行った。!

エコマークの不正使用については、$&#&年(月#日～$&##年$月$(日までに$&件

の情報を受付け、調査・確認の上で是正措置を講じる等の対応を行った。 

また、使用契約中の全てのエコマーク認定商品に関する基準への適合状況（原材

料、製造工程など仕様変更等の有無）の確認を、年１回定期的に実施している。 
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2.4 認定審査時の現地確認の実施 

書類審査に基づく認定審査を補完する観点から、任意に抽出した審査案件につい

て、申込者立会いのもと最終製造工場等での現地確認を行っている。!

今年度は +月度の審査案件（#件）と #&月度の審査案件（#件 $工場）に対し、

再生材料の配合割合をはじめ製造工程や商品等の管理体制、及び成型加工事業者や

原料供給元等への指示管理・確認体制などについて証明書記載内容との照合・確認

を行っている。!

 

 

３．エコマーク商品類型認定基準の策定作業進捗状況 

3.1 商品類型の認定基準の制定・改定について 

$&#& 年度に制定・改定を行った商品類型ならびに基準策定委員会にて検討中の

新商品類型を表３に示す。制定・改定を行った商品類型は、エコマークニュース（和

文と英文)で公表し、当該認定基準をホームページ上（和文と英文）で公開してい

る。 

このうち、新たに制定した No.#(*「損害保険 012%#（分類 34自動車保険）」は、

エコマークとして初めて無形サービス商品を対象とした商品類型である。損害保険

の中から自動車保険について取り上げ、保険会社だけでなく保険契約者や自動車整

備工場など自動車保険を取り巻く関係者に対して環境配慮行動を促す仕組みと、交

通事故によって生じる直接的、間接的な環境負荷を低減するために事故を削減する

仕組みの２つの観点を評価し、社会全体の環境負荷低減に貢献することを目的に基

準策定を行った。 

 

表３ 商品類型（認定基準）の制定・改定 (2010年度)   （2011年 2月 現在) 

区分! 対象商品類型! 制定・改定日!

制定 

56%#$*「消火器012%$!」! $&#&7(7#!
56%#$'「建築製品8内装工事関係用資材9012%$」!
-分類:"+4高速シートシャッター.!

$&#&7*7#!56%#((「革製衣料品・手袋・ベルト012%#!」!

56%#(+「プロジェクタ012%#!」!

56%#()「まほうびん012%#!」! $&#&7/7#!

56%#(*「損害保険012%#」-分類34自動車保険.! $&#&7##7$/!

軽微な 

改定 

56%#&#「かばん・スーツケース012%#%$」!
$&#&7(7$&!

56%#('「靴・履物012%#%&」!

56%##$「文具・事務用品012%#%##」!
$&#&7*7#!

56%#(&「詰め替え容器・省資源型の容器012%#%'」!

56%#((「革製衣料品・手袋・ベルト012%#%&!」! $&#&7/7#!
56%#$,「日用品 012%#%#&」!
-分類 ;4台所用水切り、廃食用油吸収材、食用油ろ過器.!

$&#&7#$7#'!

56%#&(「家庭用繊維製品 012%$%*」! $&##7#7#!
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区分! 対象商品類型! 制定・改定日!

56%##*「複写機012%$%,」!

基準策定委

員会等で検

討中・又は

検討準備中 

「小売店舗」（新規）!

 

「楽器」（新規）!

「:0:機器」（新規）!

「<=:照明（電球型<=:ランプ）」（新規）!

表中の Ver.表記：制定は新 No.を記載し、軽微な改定は改定対象 No.を記載。 

 

3.2 $&##年度に取り組む新規商品類型候補の選定について 
$&## 年度に取り組む新規商品類型の選定は、引き続き、第 $ 期中期活動計画に

基づき、消費者に身近な商品分野に重点を置いて商品類型化を進めている。昨年

#& 月に行った新規商品類型提案募集に寄せられた提案ならびに事務局提案を踏ま

え審議・検討した結果、先ず「:0:機器」（ブルーレイディスクを含む）を新規商

品類型として選定し、本年 #月に認定基準策定のための手続きに入った。また選定

の候補に挙げられた #$案件については、「選定」の可能性等について調査を進め継

続検討することとしている。!
＜新規商品類型化の候補（#$件）のうち優先順位の高い案件（)件）＞!

○エコファンド・エコ貯金等、 ○携帯電話、 ○合成スラブ用デッキプレート、!

○耐火鋼材（建築構造物の柱・梁・ブレースなどの構造部材）、 ○引越サービス、!

○ホテル・旅館!

 

 

４．普及活動 

4.1 表彰制度「エコマークアワード $&#&」の創設と実施について 

１）表彰制度の創設!

①名称：エコマークアワード $&#&!

②目的：エコマーク商品をはじめとする環境配慮商品（以

下、エコマーク商品等）の製造や販売あるいは普及啓発

を通じて、「消費者の環境を意識した商品選択、企業の環

境改善努力による、持続可能な社会の形成」に向けて積

極的に活動している企業・団体等の特に優れた取り組みを

表彰。!

それらの優れた取り組みを広く公表するとともに、エコマーク商品等のより一層

の普及拡大を通じ、持続可能な社会の実現に寄与することを目的としている。!

③募集対象：エコマーク認定商品保有企業、エコマーク商品等の普及に貢献してい

る企業、団体!

④表彰：選考審査の結果、特に優れている取り組みであると認められた応募企業・

団体に対し、「エコマークコミュニケーションフォーラム（$&##年 $月 $日、 東

京青山ウィメンズプラザ」にて表彰。!

⑤その他：エコマーク $& 有余年の歴史で、表彰はまったく初めての取り組みであ

アワードアワード!
$&#&用マーク!



! "!)!"!

るが、一過性の単年度事業ではなく、今後継続的に実施することとしている。!

!
２）評価の観点8ポイント9について!

①エコマーク商品等の認知度向上への取り組み!

例；商品の認知度を高めるために、エコマークを製品本体やカタログ、広告等に積

極的に表示している。!

例；環境学習の教材としてエコマーク商品等などの重要性を取り上げ、広く啓蒙に

努めている。!

②エコマーク商品等の市場普及推進に取り組み一定の成果を上げた!

例；業界または企業全体でエコマーク認定取得に向けて積極的に取り組んでいる。!

例；今後発売する商品は全て、エコマーク等の基準をクリアするよう開発すること

としている。!

③エコマーク商品等の普及への取り組みの独自性!

例；市民集会で、エコマーク商品等でコーディネートしたコンクールを開催した!

例；エコマーク商品等の意義をパンフレット、>?>、デモストレーション等で説明

した特別陳列や販売等。!

④エコマーク商品等の普及への取り組みの継続!

例；#/,/年のエコマーク制度開始以来、継続してエコマークを取得しつづけてい

る。!

⑤エコマーク商品等による環境負荷低減効果!

例；エコマーク商品等の拡販を図った結果、;?$換算で年間○○トンの削減。!

!

３）選考経過!

①書類選考ならびにプレゼンによる本審査!

エコマーク事務局選考委員８名が応募書類を確認し、評価ポイントにしたがって

採点。!

評価ポイント毎に個々の採点結果を順位点に変換・集計し、合議を経て、表彰候

補団体を選出。!

応募書類一式に事務局検討結果を付したものを基に「エコマークアワード選考委

員会（外部委員７名）」にて一次審査（書類選考）を実施。!

!
②プレゼンによる本審査!

平成 $$年 #$月 $(日に「エコマークアワード選考委員会」を開催。各表彰候補

による「プレゼンテーション」などを踏まえ本審査を行った。合議により総合的に

評価の結果、下記の通り受賞者を決定した。!

【金賞】#団体!

○株式会社エフピコ!

エフピコ方式による「トレー@6トレー」のリサイクル!

!
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【銀賞】(団体!

○味の素ゼネラルフーヅ株式会社!

エコマークを活用した「3AB袋入り詰め替えタイプ」商品の環境イメージ向上

の取り組み!

○株式会社エコリカ!

使用済みインクカートリッジのリユース・リサイクル事業について!

○コクヨ CDE株式会社!

コクヨ CDE㈱におけるエコマーク認定商品拡大のあゆみ!

○株式会社チクマ!

循環型社会～低炭素社会形成に向けたエコマーク認定商品の普及と FC?環境ラ

ベル商品の販売!

!
【奨励賞】(団体!

○株式会社おぎそ!

リサイクル高強度磁器食器の製造・販売事業!

○キヤノンマーケティングジャパン株式会社!

お客さまとともに取り組むライフサイクル全体での環境負荷低減活動!

○全国漁業協同組合連合会!

貝殻の有効利用で漁業者と共に豊かな里海づくり～貝殻人工魚礁 GBシェルナー

ス!

○株式会社丸山製作所!

消火器のエコマーク 再生消火薬剤使用!

 

4.2 コミュニケーションフォーラムの開催 

１）開催概要!

①名称：エコマーク!コミュニケーション!フォーラム!

②日時：平成 $'年 $月 $日（水） １４：００～１６：３０!

③会場：東京青山ウィメンズプラザ（東京都渋谷区）!

④後援：環境省、世界エコラベリング・ネットワーク、グリーン購入ネットワーク、!

国際グリーン購入ネットワーク、日刊工業新聞社、日経エコロジー!

!
２）目的!

消費者、事業者、その他のエコマークのステークホルダーとのコミュニケーショ

ンの強化!

!
３）主な内容（プログラムは次ページ参照）!

①エコマークアワード $&#&表彰式!

 受賞者表彰と受賞者による取り組み内容のプレゼンテーション!
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②有識者による講演!

③エコマーク年次報告!

新規商品類型の取り組み状況、新認定基準の紹介、認定商品数の推移、普及面で

の取り組み、国際協力の取り組み、など!

!

（参考）!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

＜プログラム＞! !

#(4&&～ オープニングセレモニー!

・開会挨拶：財団法人日本環境協会 理事長 森嶌 昭夫!

・ご挨拶 ：環境省 上席参与 小林 光 氏!

#(4#&～ 「エコマークアワード $&#&」表彰式 !

・授与式!

・選考委員長講評!

・受賞者によるプレゼンテーション!

#+4'+～ 講演：「環境配慮商品のマーケティングと消費者コミュニケーション」!

筑波大学大学院 ビジネス科学研究科 教授 西尾 チヅル氏!

#)4$&～ エコマーク年次活動報告!

財団法人日本環境協会 常務理事・エコマーク事務局長 宇野!治!

#)4'&～ 閉会!

記念トロフィー（中央が金賞、その他が銀賞）!表彰状と記念トロフィー!
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!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

受賞者（金賞１、銀賞４、奨励賞４）と来賓、!
日本環境協会の森嶌理事長以下による記念撮影の様子（表彰式）!

平尾選考委員長の御講評!
の様子（表彰式）!

西尾教授の御講演の様子!
!
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4.3 エコマーク表示方法の追加とマーク表示の推進 

エコマーク表示は、エコマーク認定商品であることの証である「マーク」と、認

定の主な理由を簡潔に示す「環境情報表示」（＝製品の環境性能）、トレーサビリテ

ィに係る「認定番号」および「使用契約者名」で構成するようルール化している。

しかしながら、エコマーク商品のなかには商品本体や包装にエコマークが表示され

ず、“環境配慮商品であることを一見して消費者に伝える”という!

「マーク」本来の情報提供の役割が充分果たせていないケースがある。!

このマーク表示を行わない理由が、表示規定上の制約にも原因があるとすれば、

これを改善してマーク表示の使い勝手を向上させることで、少なくとも消費者への

一次的な情報提供である「マーク」表示を確保すべきとの考えのもと、視認性を向

上させる等の目的で、$&##年 '月より「マーク」と「認定情報」の組み合わせに

よる新たな表示方法（一定の条件下でマークのみの表示も可）を追加し選択可能と

した。!

 

（参考）  

現行（3タイプ）の表示例           追加（Hタイプ）の表示例 

      

 

 

4.4 メールマガジン配信とホームページによる広報活動の推進 

エコマーク事業における定期的な広報媒体として、メールマガジンとエコマーク

ニュースを配信している。 

①メールマガジン「エコマーク広報」 

$&&*年 (月より毎月 #回のペースでメールマガジン「エコマーク広報」を配信

している。メールの特性を生かし、紙媒体のニュースレターではカバーが難しい最

新の情報をお伝えしている。特に緊急性が高い情報やお知らせすべき事項がある場

合は、「号外」を配信している。 

$&##年 $月 #日現在の登録数は $I($&名となっている。!

②ニュースレター「エコマークニュース」 

基準審議委員会の決定事項を中心に年 3～4回発行している。認定基準のポイン

トや基準の改定点などをわかり易く解説するほか、写真などを多用し、読み物とし

て充実した内容とするよう努めている。 

$&#&年度は (月 $&日、*月 #+日、#&月 $+日、$月 $+日の (回、それぞれ

(I,/&部、(I/$+部、(I/+&部、(I/+&部（予定）を発行した。!

 

エコマーク商品 

再生 PET繊維○% 

12345678 

○○株式会社  

 

○○株式会社!
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③ホームページによる広報活動 

エコマークアワードの案内ページを開設し、アワードの概要を掲載して広く応募

を呼びかけた。 

 

4.5  3E;グリーンエコプラザ エコマークゾーンの拡充 

エコマークゾーンは大阪 3E; グリーンエコプラザの一角を占め、エコマーク認

定商品を幅広く展示。あわせてエコマークの商品類型や認定基準などを紹介してい

る。現在グリーンエコプラザと協力し、展示商品の入れ替えを行なうと同時に、常

駐スタッフに対する勉強会を実施して「エコマーク取得相談コーナー」等の設置の

検討や来場者への対応を向上させるなど「エコマークゾーン」の拡充を進めている。 

 

主催：おおさかＡＴＣグリーンエコプラザ実行委員会 

  ・大阪市(経済局･都市環境局･環境事業局) 

  ・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 

共催：財団法人日本環境協会 

会場：大阪市住之江区南港北 2 丁目 1 番 10 号 ATC ビル ITM 棟 11 西側 

面積：３５０m²（おおさか ATC グリーンエコプラザは、総面積約４，５００m²） 

開館時間：１０時３０分～１７時３０分 

休館日：月曜日･年末年始(土日祝日もオープン) 

顧問：同志社大学経済学部教授 郡嶌孝氏 

後援 経済産業省､環境省、国土交通省､大阪府､大阪商工会議所、関西経済連合会、 

   関西経済同友会、大阪市教育委員会 

開業日：２０００年６月２０日 
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4.6 取得相談会、認定基準等説明会による事業者への取得促進 

本年度も新規制定あるいは改定された認定基準の浸透と認定取得を促進するた

め、関連する工業会の会員企業などを対象に「認定基準等説明会」を以下のとおり

開催した。 

 

商品類型名 日時：場所 

「プロジェクタ」（新規） (7$)：東京!
「革製衣料品・手袋・ベルト」（新規） (7$,：大阪!
「まほうびん」（新規） *7$,：大阪!
「損害（自動車）保険」（新規） /7#*：東京!

 

4.7 プレスリリース活用による普及活動 

認定基準案のパブリックコメント、認定基準の制定を中心として、$&#&年 (!

月から #$件のプレスリリース8報道発表9を行ない、マスメディアにおけるエコ 

マークの露出度を高めた。 

 

4.8 外部出展等による普及活動 

財団法人日本環境協会(エコマーク事務局と事業課)、グリーン購入ネットワーク

8A>59および社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会853;C9環

境委員会の三者の共同で「エコプロダクツ $&#&」に出展した。 

「みんなが幸せになる商品選び～考えよう。買う前のこと、使ったあとのこと」

をブースの共通テーマとし、商品のライフサイクルを考え、日常の消費行動を環境

配慮型にシフトすることが重要だということを、来場者に知ってもらう場となるこ

とを目的とした。エコマークでは、エコマーク商品の特徴を紹介したパネルの展示

を行なった。また、企業から認定商品を募り、応募のあった 27商品を展示し、身

近にある環境ラベル商品の紹介を行った。 

会場内に出展しているエコマーク認定商品保有企業に対し、エコマーク商品を展

示していることが分かるパネルを提供した。パネルは '&社のブースにて掲示され、

エコマーク商品のアピールに役立てられた。 

 

【開催概要】 

日時：平成 $$年 #$月 /日（木）～##日（土） 

会場：東京ビッグサイト東展示場 #～６ホール 

エコプロダクツ $&#&での展示商品 

 

エコマーク使用契約者（会社等） 認定番号! エコマーク商品ブランド名!

アクタス &/!#&'!&#+! 1J6E"KLM2@8エコティーシャツ9!

味の素ゼネラルフーヅ株式会社 &/!#(&!&&#! 3AB袋入り詰め替えタイプ!

上西産業株式会社 &,!#$,!&#'! リサイクルプランター!
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エコマーク使用契約者（会社等） 認定番号! エコマーク商品ブランド名!

宇陀化成工業株式会社 &+!#$,!&+& !ポリハイ（ゴミ袋）!

カール事務器株式会社   

&/!##$!&(,! ディスクカッター! 8:;"'&&59!

&,!##$!&$)! コインカウンター!

&)!##$!''&! メモペット!

&)!##$!')&! 名刺整理器!

株式会社楠紙工社  #&!##$!&#,! はがセロ封筒!

国際化工株式会社  

&,!#$,!&$,! N6O6JL26P18トレー9!

&,!#$,!&'&! N6O6JL26P18ダストボックス9 !

&,!#$,!&'$! N6O6JL26P1（ティッシュボックス）!

寿堂紙製品工業株式会社 &(!##$!###! コトブキ封筒!

三信化工株式会社  

&+!#$,!&$*! パブリック強化磁器!

&+!#$,!&'/! パブリック・トレイ!

&+!#$,!&(&! パブリック箸!

株式会社シエエス化学工業  &/!#'#!&&*!
パルコート!
8木灰を主原料とした土質安定剤、土壌固化剤9!

象印マホービン株式会社  
#&!#()!&&#! 象印8マホービン9!

#&!#()!&&$! 象印8EQBBシリーズ9!

南開工業株式会社  
#&!#$,!&&'! ぷら太のジョロペット8じょうろの口9!

#&!#$,!&&(! ぷら太のエコ園芸グッズ!

日本生活協同組合連合会 &)!#&,!&&#!
;?・?> トイレットペーパ!
 コアノンロール、ワンタッチコアノン!

日本ロックウール株式会社 &,!#$'!&#,! エスブローウールⅡ8吹き込み用ロックウール断熱材9!

パナソニック電工株式会社 &/!#$'!&&'!
パナソニック ワイヤリングフロア B>R'&&&／
B>S'&&&!

株式会社 BBB &,!#$/!&&#! ;H!8廃食用油再生せっけん9!

プリティ社 &(!##$!&)#! クリップ・直定規!

ミドリ安全株式会社 
&/!#('!&&*! エコスペック8革製安全靴9!

&/!#('!&&,! エコスペック8再生プラスチックを使用した安全靴9!

 

4.9自治体と連携した取り組み 

$&&( 年度より自治体等と連携した取り組みとして、「東海三県一市グリーン購

入キャンペーン」に協賛している。本キャンペーンは、グリーン購入の普及と定着

を図るため、東海三県一市（愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市）の広域連携で、

行政・団体・事業者の協働により消費者に対する啓発キャンペーンを実施し、身近

な消費行動を通して持続的発展が可能な社会経済システムの構築をめざすもので

ある。 

昨年度より主催者メンバーとして参画しており、$&##年 #月 #+日～$月 #(日

で実施する懸賞付き買い物キャンペーンに実行委員として参加した。!
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本キャンペーンには小売店が (I'')店舗参加し、小売店でのイベントでは、エコ

マーク紹介パネルが展示された。また、キャンペーン実施に向けて、小売店担当者

等を対象にグリーン購入説明会を実施し、エコマークのタイプⅠ環境ラベルの特徴

やグリーン購入における小売店の役割等の重要性などについての説明を行ってい

る。 

 

4.10グリーン購入法説明会における普及活動 

$&## 年度のグリーン購入促進の為、環境省が実施しているグリーン購入法説明

会に同行し、エコマークについてその特長やグリーン購入の際の参考状況などにつ

いて、グリーン購入法とエコマーク認定基準の整合状況を一覧にしたパンフレット

を使用して、全国 #& のブロックで説明を行っている。グリーン購入法説明会は、

国の機関、地方公共団体、事業者の 'つの対象者に説明会を実施している。!

グリーン購入法説明会の各エリアの参加状況は、以下の通りである。!

!
表  参加人数8$&##年 $月末現在9!

開催日(予定) 説明会の実施場所 参加人数（名） 

$7#&! 東京 ３８８ 

$7#+! 新潟 １０４ 

$7#,! 愛知 ２１６ 

$7$#! 香川 １２５ 

$7$+! 広島 １０３ 

'7,! 福岡 ‐ 

'7/! 沖縄 ‐ 

'7##! ! 宮城 ‐ 

'7#+! 北海道 ‐ 

'7#*! 東京 ‐ 

'7$$"$'! 大阪 ‐ 

 

 

4.11各種メディアでのエコマーク掲載 

エコマークでは、メディアなどでエコマークを掲載する場合、内容確認を行って

いる。$&#&年 (月から $&##年 #月 #/日の間に /&件の掲載の問い合わせがあっ

た。 

 

4.12パンフレット等の提供とパネルの貸し出し!

パンフレット等の提供とパネルの貸し出し状況は次ページの表の通りである。!

なお、エコマーク商品の特長を紹介するパネル #*枚を今年度新たに作成した。!

!

!

!

!
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!
表 パンフレット等の提供とパネルの貸し出し状況!

＜$&#&年 (月～$&##年 #月 #/日まで＞!

利用団体 利用目的 
パネル!
貸出!

パンフレット!
提供数!

東京都三鷹市 平成 $$年度三鷹市環境展 ○!

消費者向け×#&!
子供用 )種×#!
事業者向け×$!
A法パンフ×$!

東京都西東京市 環境フェスティバル ○!
消費者向け×$&&!
子供用 )種×$&&!

さいたま市見沼区 老人クラブ総会での配布 !
消費者向け×'&&!
子供用 #種×'&&!

有限会社グリーンサポート 日本植木協会展示会 ○! 消費者向け×+&&!

上西産業株式会社 エコオフィス EXPO ! 消費者向け×$&&!

環境カウンセラー 豊島区環境授業 ! 子供用 )種×+&!

滋賀県長浜市 長浜市消費生活フェア ○!
消費者向け×#&&!
子供用 )種×#&&!

宇陀化成工業株式会社 工場見学時説明用 ○!
子供用 )種×#&&!
事業者向け×#&&!
A法パンフ×#&&!

大阪府立大学環境部 
エコころフェスタ(堺市民向け 

イベント) 
!

消費者向け×#&&!
子供用 #種×#&&!

岐阜県神戸町立図書館 エコ展 ○!
消費者向け×$&&!
子供用 )種×$&&!

おおさか 3E; 
グリーンエコプラザ 

出展ブース内での配布 ! 消費者向け×#&&!

北海道恵庭市 消費生活展 ○!
消費者向け×+&&!
子供用 )種×+&&!

新田自治会（埼玉県） 地域イベントでの配布 ○! 子供用 )種×#&&!

京都府八幡市立生涯学習 

センター 
情報コーナーに設置 ○!

消費者向け×$&!
子供用 )種×$&!
A法パンフ×$&!

リファーレンいなば 

(鳥取県) 
リサイクル施設での設置 ○!

消費者向け×+&!
子供用 )種×+&!

名古屋市 
東海三県一市グリーン購入キャン

ペーン（イオンでのイベント） 
○!

消費者向け×#&&!
子供用 )種×#&&!
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５．国際協力活動 

5.1 日中韓三カ国エコラベル制度間の協力の推進 

第 ,回日中韓環境産業円卓会議8$&&,年 ##月、滋賀9において合意された「複合

機」の共通基準策定作業が昨年 #&月に完了したことから、今年度は相互認証の実

施に向けた運営体制の整備・確認を進め、以下①～③'つの合意書の締結を目指し

取り組んでいる。!

①複合機の相互認証の合意書 

②認証手順の合意書 

③相互認証の運営規則 

これらに関しては日中韓で検討を進めてきたが、先に日韓で合意に至り、2010

年 8月 18日（韓国・ソウル）に調印を行った。これにより、いよいよ日韓におい

て「パーソナルコンピュータ」及び「複合機」に関する相互認証を実施することと

なり 2010年 9月 1日から申込受付を開始した。 

今後は、「プロジェクタ」など日韓のいずれかの国で基準が制定されている分野

について順次、共通基準の策定を進めるなど対象分野を広げていく予定である。 

日中に関しては、日韓合意を受けて開催された日中韓実務者会議（/7/中国・北

京）において、改めて①～③の合意に向けた協議を行ったが、②については中国側

との意見の調整がつかなかったため、引き続き、課題解決に取り組み、早期の合意

を目指してきた。その後、$&#&年 #$月に、第 #&回日中韓環境産業円卓会議に出

席した際、別途中国側との協議を行い、上述の解決への第一歩として、先ず「日中

相互認証基本合意書」の締結を進めることで合意し、早期の実現を目指して調整を

行っている。!

（参考）新しく作成したパネルの一部!
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なお、日中韓 'カ国の相互認証については、:0:機器を取り上げることとし、

中国がリーダー国となり作業を進めている。!

 

5.2 世界エコラベリングネットワーク（GEN）への参画 

昨年度に引き続き、本年度も G=3 エコマーク事務局長が A=5 役員として選任

されている。また、同時に G=3は $&##年度までの任期で A=5総務事務局も引き

続き担当している。!

$&#&年度は、A=5役員及び総務事務局として、+月にアイルランドで開催され

た A=5役員会へ出席したほか、#&月末にアメリカで開催された A=5年次総会に

出席した。今回の A=5年次総会では、サイドイベントとして予定されている国連

環境計画（Q5=>）による「発展途上国におけるエコラベルの普及促進に関するワ

ークショップ」において、インドネシアのタイプⅠエコラベル立ち上げに際し、以

前 G=3が研修など協力に関わったことなどを事例に G=3の他の国・地域への国際

協力活動を紹介し、経験の共有をはかった。 

 

 

６．環境省委託業務の実施 

6.1 平成 22年度製品テストの環境ラベルに与える影響調査業務  

環境表示は、平成 $& 年 # 月に発覚した古紙配合率偽装問題に端を発する一連の偽

装により、その信頼性を著しく低下させており、環境配慮型製品の普及・推進を図る上で

非常に大きな懸念材料となっている。!

そこで、将来にわたって環境表示の信頼性を確保するため、民間の第三者機関が自

主的に環境表示の信頼性を検証するような仕組みを育てていくことも必要となると考えら

れることから、①製品テストの成果が環境表示に与える影響と、②製品テストに依存せず

に環境表示の信頼性を確保するための方向性を検討するための基礎的資料を得ることを

目的として、前年度の環境ラベル機関等ヒアリング調査に引き続き、今年度は、製造・流

通事業者等ヒアリング、海外環境偽装事例調査、環境偽装が社会に与えた影響調査、検

討会の開催等を実施し、前年度の調査結果等と併せて、環境ラベルの信頼性確保に関

する中間とりまとめの作成を行った。 

 

6.2 環境ラベルに係る国際的整合等検討調査業務 

本業務は、$&#&年 )月 /日から $&##年 $月 $,日にかけて調査を行った。具体

的には日中韓相互認証の商品カテゴリー「複合機」等に関して、中国および韓国と

運用段階の最終的な協議を行いながら、相互認証実施までの交渉プロセス及び相互

認証を利用する際の申請書式、審査側ラベル機関から認証側ラベル機関に対して発

行する審査結果書式等の詳細情報の取りまとめのほか、「複合機」の次に共通基準

化を進める商品カテゴリーについて各国からの提案内容および日本側の意見につ

いて調査・検討と整理を行った。!



! "!#,!"!

また、中国、韓国以外の他の環境ラベルとの相互認証実施の可能性を探るため、

北欧のノルディックスワンやタイのグリーンラベルなどについても調査、整理を行

った。!

!

!
以上 
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3TT1OUMV!

$&#&年度ニュースリリース（報道発表）資料!

!

!

今年度はニュースリリースの発行を積極的に行った。!

以下に発行状況を整理した。（$&##年 $月末現在）!

!

!

$&#&年 (月 $&日!

①認定基準案「革製衣料品・手袋・ベルト」、「プロジェクタ」、「高速シートシャッター」を公開!

②「消火器」、および「電力量計（電気子メーター）」認定基準を制定!

!

$&#&年 *月 +日!

③「まほうびん」認定基準（案）について意見募集（パブリックコメント）を実施します!

④「プロジェクタ」認定基準を制定!

⑤「革製衣料品・手袋・ベルト」認定基準を制定!

⑥「高速シートシャッター」認定基準を制定!

!

$&#&年 /月 #日!

⑦「まほうびん」認定基準を制定!

⑧エコマーク‐韓国環境ラベル 相互認証を本格スタート!

!

$&#&年 #&月 #日!

⑨表彰制度「エコマークアワード」を創設!

⑩「損害保険」認定基準案について意見募集8パブリックコメント9を実施します!

!

$&#&年 ##月 $/日!

⑪エコマーク「損害保険」認定基準を制定!

!

$&##年 #月 ##日!

⑫「エコマークアワード $&#&」受賞者決定！!



! "!#$!"!

%&&'()*+!
,-#-年度ニュースリリース（報道発表）資料!
!
!
今年度はニュースリリースの発行を積極的に行った。!
以下に発行状況を整理した。（,-##年 ,月末現在）!
!
!
,-#-年 .月 ,-日!
①認定基準案「革製衣料品・手袋・ベルト」、「プロジェクタ」、「高速シートシャッター」を公開!
②「消火器」、および「電力量計（電気子メーター）」認定基準を制定!
!
,-#-年 /月 0日!
③「まほうびん」認定基準（案）について意見募集（パブリックコメント）を実施します!
④「プロジェクタ」認定基準を制定!
⑤「革製衣料品・手袋・ベルト」認定基準を制定!
⑥「高速シートシャッター」認定基準を制定!
!
,-#-年 $月 #日!
⑦「まほうびん」認定基準を制定!
⑧エコマーク‐韓国環境ラベル 相互認証を本格スタート!
!
,-#-年 #-月 #日!
⑨表彰制度「エコマークアワード」を創設!
⑩「損害保険」認定基準案について意見募集1パブリックコメント2を実施します!
!
,-#-年 ##月 ,$日!
⑪エコマーク「損害保険」認定基準を制定!
!
,-##年 #月 ##日!
⑫「エコマークアワード ,-#-」受賞者決定！!
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