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グリーン購入ガイドラインの制定 

印刷・情報用紙     自動車 

文具・事務用品     照明（ランプ・器具）  

オフィス家具      衣服 

パソコン        印刷サービス 

冷蔵庫         ホテル・旅館 

エアコン        トイレ設備 

テレビ         食品 

洗濯機         グリーン電力証書 

衛生用紙        輸配送（貨物自動車） 

コピー機･プリンタ･ファクシミリ   

2011年 

2013年 

資料3 
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グリーン購入法 
判断基準： 
ボーダーライン型 

エコマーク： 
トップランナー型 グリーン購入 

ガイドライン： 
商品の環境情報 
提供型 

グリーン購入ガイドライン、グリーン購入法 
判断基準、エコマークの関係 

先進的な環境配慮型商品を
１つ１つ審査してクリアした
商品に付けられるマーク 

・調達の客観的指針。 
・特定調達品目ごとの判断基準は数値等
の明確性が確保できる事項に設定。 
・毎年見直し。 

・グリーン購入基本原則に
基づいて、商品カテゴリー
毎に、環境負荷低減の視
点と方向性を示している。 
・グリーン購入ガイドライン
の視点から、商品毎に環
境情報を示している。 



印刷・情報用紙 415 自動車 771 
コピー機 558 エアコン 136 
プリンタ・ファクシミリ 547 テレビ 145 
トイレットペーパー 277 家具 936 
ティッシュペーパー 26 衣服 97 
パソコン 607 温水洗浄便座 5 
モニター 162 大・小便器、水栓金具 0 
ハードディスク・各種ドライブ 26 食品（加工食品） 186 
キーボード・マウス 0 印刷 9 
冷蔵庫 70 ホテル 149 
文具・事務用品 5169 グリーン電力【証書発行事業者】 2 
洗濯機 23 グリーン電力【証書】 6 
照明器具 119 輸配送【貨物自動車】 24 
ランプ 354 － － 

エコ商品ねっとの掲載数 

エコ商品ねっとの掲載数一覧（2014年6月） 

エコ商品ねっとの掲載料金 
 １商品につき1,550円／年間。ホテル・グリーン電力証書・印刷は、6,180円／年間。 
 別途GPN入会も必要で、年会費は10,000円。 



ホテル・旅館利用ガイドラインの概要 

• 2002年策定、2005年改定 

 

• ガイドラインの構成について 

チェックリストは、以下の５つのカテゴリから構成されています。全
部で88のチェック項目があります。 

I   環境への取り組み姿勢 

II  飲食関連の環境配慮 

III 廃棄物削減・リサイクル 

IV  省エネルギー・節水 

V   グリーン購入・化学物質・その他 

 

• エコ商品ねっとでは５つのカテゴリごとにチェック項目を
採点した結果を、チャート形式で表現 

 

• エコ商品ねっとへの掲載条件は15の基礎項目のうち11
以上を満たすこと 

基礎項目とは：（別紙参照）チェックリストの項目の中から、第一
ステップとして取り組みやすく、基礎的な項目を設定 

 

• エコ商品ねっとのホテル掲載数は現在150 
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2003
年 

2004
年 

2005
年 

2006
年 

2007
年 

2008
年 

2009
年 

2010
年 

2011
年 

2012
年 

168 223 285 308 316 283 288 276 274 174 



今後のスケジュール（案） 
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2014
年 

6月 

7月     連携先の検討・調整          ※7日理事会 

8月 

9月        事業者からの事前意見ヒアリング 

10月                             ※理事会 

11月 ▲TGメンバー募集 

12月 ▲TG開催① 

2015
年 

1月                             ※理事会 

2月 ▲TG開催② 

3月                             ※理事会 

4月 ▲パブコメ募集 

5月 

6月 

7月 理事会にて承認・改定 

文具ガイド
ライン改定 

トイレット
ペーパー・
ティッシュ
ペーパー
ガイドライ
ン改定 

意見ヒアリングの
結果、必要に応
じてTG開催 



普及のための施策（これまで） 

• 阪急交通社と連携したeco Hotels予約サイトの創設（2008年）  
目的と特徴について（過去のメルマガから抜粋） 

━［エコチャレンジホテル］━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

■ 追加サービスメニューご案内 

  ～エコチャレンジホテルが予約できるサイトへのリンクのご提案～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 日頃よりグリーン購入ネットワークの活動にご理解とご協力を頂きまして 

誠にありがとうございます。また「エコチャレンジホテル・旅館データベース」 

に施設登録頂いておりますこと重ねて御礼申し上げます。 

 この度、宿泊施設のグリーン購入を社会に広く普及することを目的に、 

「エコチャレンジホテル・旅館データベース」を宿泊施設と利用者双方が 

より活用しやすくするため、阪急阪神ホールディングスグループ 

（2007年度に第9回グリーン購入大賞特別賞を受賞）の阪急交通社と連携し、 

データベースに新たなサービスメニューを追加することと致しました。 

 添付資料をご一読頂き、貴施設の運営の一助として、新たなサービス 

メニューについてご検討を頂きましたら幸いでございます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◆新たに始めるサービス 【エコチャレンジホテル予約サイト】 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ●10月15日(水)～予約サイトがオープン 

 ●エコチャレンジホテルデータベースに宿泊予約機能を付加させる 

 ●予約サイトへの掲載費用は無料（予約サイトからの宿泊予約が成立した 

  場合は、手数料が5％かかります） 

 ●宿泊利用者に、環境省支援モデルに採択されたエコアクションポイント 

  を提供（予定） 

 ●環境配慮に取り組む宿泊施設のグリーン購入（予約）の促進と 

  エコチャレンジホテルの広報・宣伝を強化する 

 参考）環境省「エコアクションポイント」 

    http://www.env.go.jp/policy/eco-point/top.html 7 

【課題】阪急交通社の担当者が退社され取組が進展していない。個別ホテ
ルのecoアイコン表示は継続されている。 



ガイドラインの普及のための課題 

１．エコ商品ねっとからはホテルの予約ができないため、掲載（環境への取組）効果の定量的把握ができない。 

 

 

２．旅行情報のWebサイト運営会社からの意見として、対象のホテルが200～300だと、少なすぎて特集企画として情報
提供できない。現状の10倍くらいの数が欲しい。 

 

 

３．個人向けには、宿泊料金・サービス・利便性が最優先され、環境配慮が考慮されることはあまりない。 

 

 

４．団体旅行（研修・オリエンテーション）や会議・イベント開催の際に、環境配慮することはありえるが（特に行政／大
企業／学校）、関連者へアプローチできていない。 

 

 

５．情報提供が日本語のみ。 

 

 

６．ホテルの環境配慮事項は一般の個人にはわかりにくい。 
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ガイドラインの普及のための課題と対策（案） 
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１．エコ商品ねっとからはホテルの予約ができない
ため、掲載（環境への取組）効果の定量的把握がで
きない 

２．旅行情報のWebサイト運営会社からの意見とし
て、対象のホテルが200～300だと、少なすぎて特集
企画として情報提供できない 

３．個人向けには、宿泊料金・サービス・利便性が
最優先され、環境配慮が考慮されることはあまりな
い 

４．団体旅行（研修・オリエンテーション）や会議・イ
ベント開催の際に、環境配慮することはありえるが
（特に行政／大企業／学校）、関連者へアプローチ
できていない 

５．情報提供が日本語のみ 
 

６．ホテルの環境配慮事項は一般の個人にはわか
りにくい 
 

宿泊予約サービスとの連携を強
化 
 

「会議・イベント開催」をガイドライ
ンの対象として拡大する 
 

観光立国の国家戦略の一部とし
てホテル・旅館のガイドラインの
英語化・多言語化を実現し、海外
の旅行者へもアピール 
 

ホテル分野（団体旅行窓口）へ環
境マイスター制度の展開 
 環境マイスターは、温暖化防止、省エ
ネルギー、グリーン購入等の知識、情
報を提供し、消費者がより環境負荷が
少ない製品を 適切に選ぶことができる
ように促す店頭販売員を示します。２０
０５年に環境市民が企画開発し山形県
からスタートしました。これまでに、自動
車販売事業者、家電販売事業者、サッ
シ・ガラス事業者、住宅建設事業者に
展開。 

オリンピック
との関連↓ 


