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エコマークの役割

環境保全に役立つと認められる製品・ｻｰﾋﾞｽに

エコマークを付けることで

商品の環境配慮に関する情報を社会へ提供

消費者の選択の目安→消費者の選択の目安

企業の環境意識の高さを消費者 伝える企業の環境意識の高さを消費者へ伝える

持続可能な社会の形成に向けて、消費者・
事業者の行動を誘導
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事業者の行動を誘導



エコマークの特徴

ISO14024
「タイプ 環境 ベ 表 原則および手続き「タイプ I 環境ラベル表示 原則および手続き」

に従う制度

「特定の製品カテゴリーの中で「特定の製品カテゴリーの中で、

製品のライフサイクルを考慮した

複数の基準に基づき

環境優位性を示すラベルの使用が環境優位性を示すラベルの使用が

第三者機関によって認められる制度」
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エコマークでホテルを対象とした理由

(１)環境対策には利用者、従業員の理解と賛同が必要

⇒エコマ クの認証を通して利用者 従業員の行動を⇒エコマークの認証を通して利用者、従業員の行動を

環境配慮型へ誘導できる

(２)海外の多くの環境ラベルでホテルを扱っている(２)海外の多くの環境ラベルでホテルを扱っている

⇒国際エコラベリングネットワークに参加するエコマ

ークが国際競争力の観点から日本の基準を整備

(３)環境配慮ホテルに関する利用者向けの情報が少ない

⇒環境配慮ホテルを評価する制度の選択肢を増やす
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⇒環境配慮ホテルを評価する制度の選択肢を増やす



世界のエコラベル制度

・エコラベルは各国のグリーン購入等で判断基準の目安

北欧 メリカ カナダ 台湾 韓国 ウク イナ ホ 認定・北欧,EU,アメリカ,カナダ,台湾,韓国,チェコ,ウクライナでホテル認定
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環境に関する既存の制度との関係
• EMS(エコマネジメントシステム) 
ISO14001 エコアクション21など・ISO14001、エコアクション21など

・環境対策を継続的に改善していく、効果的なマネジメントシステムを評価。

具体的な環境対策の内容や水準を評価するものではない。

具体的な環境対策の内容や水準を評価 ←←エコマ クはこちらエコマ クはこちら具体的な環境対策の内容や水準を評価 ←←エコマークはこちらエコマークはこちら

• グリーンキー 国際環境教育基金 FEE（国際団体）
ホテルやキャンプサイト、レストランなど観光施設を対象にしたエコラベル。ホテルやキャンプサイト、レストランなど観光施設を対象にしたエコラ ル。

ヨーロッパが中心。日本は５施設認定。

ﾞ ﾞ ﾞ• GPN ｴｺﾁｬﾚﾝｼﾞ・ﾎﾃﾙ ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ ｸﾞﾘｰﾝ購入ﾈｯﾄﾜｰｸ(GPN)
・環境配慮のガイドラインに適合していることを自己宣言し、登録するもの

第三者のチ ックは入らない
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・第三者のチェックは入らない



基準の作成

基準策定委員会基準策定委員会における検討における検討

利害関係者による協議利害関係者による協議～～ 利害関係者による協議利害関係者による協議 ～～

事業者代表事業者代表
（メーカなど）（メーカなど）

協議協議

中立者代表中立者代表
（学識経験者、有識者など）（学識経験者、有識者など）

消費者代表消費者代表
（市民団体など）（市民団体など）（学識経験者、有識者な ）（学識経験者、有識者な ） （市民団体な ）（市民団体な ）
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基準案基準案



認定基準の策定スケジュール

時期 項目 主な検討事項

2012.2.16 第１回基準策定委員会 取組み事例紹介・現状把握、

基準の基本方針の検討

第 基準策定委員会 基準案 具体的検討2012.3.23 第2回基準策定委員会 基準案の具体的検討

2012.4.24 第3回基準策定委員会 基準案の具体的検討

2012.6.5 第4回基準策定委員会 基準案の具体的検討

2012.6～7月 基準審議委員会 認定基準案の精査、

表 審議公表の可否の審議

2012.7～8月 基準案の公表 30日間のパブリックコメント受付

月 ブ2012.8～9月 基準策定委員会にお
ける再審議

パブリックコメントに対する対応案の

検討（意見数によっては書面審議）

2012 9～10月 基準制定
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2012.9～10月 基準制定



認定基準の検討状況（１）
認定の対象

旅館業法で定義される「旅館」、「ホテル」を対象とする旅館業法で定義される 旅館」、 ホテル」を対象とする

参考にした既存の基準参考にした既存の基準
・海外のタイプⅠ環境ラベル

・ GPNガイドラインガイドライン

・グリーンキー認定基準

（省エネ関係）

・省エネルギーセンター「ホテルの省エネルギー」

・資源エネルギー庁「宿泊業における省エネルギー実施要領」
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認定基準の検討状況（２）
基準のコンセプト
１. 経費削減だけではない高度な要求を満たしている、１. 経費削減だけではない高度な要求を満たしている、

ホテル ・ 旅館の価値が上がる基準

２.設備の新旧等に関わらず、多くの施設が取り組める基準設備 新 等 関わ ず、多 施設 り組 準

３.サービス、ソフト面での基準に重きをおく。

４.エコマークの役割としてお客様に見えない部分を評価して

（基準に取り入れて）、見えるようにする。

業態に応じた基準
日本の場合、ビジネスホテル、旅館、シティホテル、リゾートホ

テ とい た異なる業態の宿泊施設があるため それぞれのテルといった異なる業態の宿泊施設があるため、それぞれの
特性を考慮した基準を検討。
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認定基準の概要（１）

Ⅰ.環境への取り組み姿勢、環境マネジメント

・環境方針を持っている

・環境マネジメントシステムの構築

・従業員教育

Ⅱ.提供食材
・有機農産物等を積極的に購入

・近距離からの食材（地産地消）を積極的に購入

Ⅲ.廃棄物削減・リサイクル
・廃棄物の分別・リサイクル・削減

・使い捨て食器の不使用

・使い捨てアメニティの削減

包装材 削減
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・包装材の削減



認定基準の概要（２）

Ⅳ.省エネルギー

・エネルギー(電力、重油、ガス等)の使用量を把握、

目標を立てて使用量削減

年間エネルギー消費量○MJ/㎡以下

・省エネにつながる定期的、積極的なメンテナンスを実施

省 プ 択・省エネ手法をリストアップし、選択可

Ⅴ.節水
・水の使用量を把握、目標を立てて使用量削減

1泊又は1人あたりの水使用量○L以下

水の使用料削減につながる適切な保守点検を実施・水の使用料削減につながる適切な保守点検を実施

・節水型機器の導入

連泊の宿泊客に寝装具やタオル類の交換希望制を採用
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・連泊の宿泊客に寝装具やタオル類の交換希望制を採用



認定基準の概要（３）
Ⅵ.化学物質

・害虫駆除剤 防虫剤 除草剤の使用を抑制・害虫駆除剤、防虫剤、除草剤の使用を抑制

・殺菌剤、消毒薬の使用の使用を抑制

・芳香剤、消臭剤の使用を抑制芳香剤、消臭剤の使用を抑制

Ⅶ.グリーン購入
・消耗品 備品 耐久消費財のグリーン購入消耗品、備品、耐久消費財のグリ ン購入

Ⅷ.地域の自然環境、環境活動
・立地周辺への自然環境 生態系との共生に配慮立地周辺への自然環境、生態系との共生に配慮

・外部の環境活動への参加

・環境教育的要素を含むプログラムの実施

Ⅸ.情報公開、情報提供、環境コミュニケーション
・環境方針や取り組みの情報を積極的に公開
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・利用客へ施設内での環境配慮に関する啓発、呼び掛け



エコマーク取得のメリット(1)
一見しただけではわかりにくいホテルの環境配慮が、マーク

により一目でわかるにより 目でわかる

⇒・環境に関心の高い利用客には、ホテルを選択する際の信頼性の高い目安となる。
（第三者認証、一定レベルをクリア）

環境 関心がそれほど高くな 利用客 と も 環境 配慮され る とが・環境への関心がそれほど高くない利用客にとっても、環境に配慮されていることが
一目でわかれば、満足感、良い評価につながる。

信頼性 高 ク ある信頼性の高いマークである

＜国内既存制度(ＩＳＯ,ＧＰＮ )との関連＞

⇒・自己による環境配慮宣言ではなく、第三者認証である。

・ＩＳＯでは環境配慮のマネジメントの体制があることを評価し、実際の環境活動のレ
ベルまでは評価していない。エコマークは実施した環境活動の内容が一定以上でな
いと取得できないいと取得できない。

（ただし、ＩＳＯ取得により一部の基準を適合とみなすことも可能。）

・ ＧＰＮガイドラインと整合をとりつつ+αの基準。
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（エコマーク取得によりＧＰＮデータベース掲載要件適合と みなすことも検討中。）



エコマーク取得のメリット(2)
ホテル・旅館における環境配慮施策の促進

⇒・環境配慮施策を行う際の目標となる→従業員の意思統一、士気向上に
ながつながる。

・利用客の理解が得やすくなったり、啓発につながったりする。

新たな価値の提供

⇒認定基準に、地産地消や有機農産物の食事提供、体験型の環境関連ア認定基準に、地産地消や有機農産物の食事提供、体験型の環境関連ア
クティヴィティの提供などを盛り込むことで、新たな価値の提供につながる。

ク ワ ド（表彰制度）の活用エコマークアワード（表彰制度）の活用

⇒年1回の表彰および表彰式（エコマークコミュニケーションフォーラム）の機会
を活用を活用。

GEN（Global Ecolabelling Network）を通じた情報発信
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⇒エコマークと同様のタイプⅠ環境ラベルの海外の運営機関とのネットワーク

(GEN)を通じて、認定ホテルの情報を海外へ提供。（要検討）


