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１ ＥＭＳの活用・環境配慮
1‐1 環境マネジメントシステムの活用
１ 環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）とは
組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関
する方針や目標を自ら設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理・環境経営」又は「環
境マネジメント」といい、このための工場や事業所内の体制・手続き等の仕組みを「環境マネジメントシステ
ム」（ＥＭＳ - Environmental Management System）といいます。 また、こうした自主的な環境管理の取組状
況について、客観的な立場からチェックを行うことを「環境監査」といいます。
環境マネジメントや環境監査は、事業活動を環境にやさしいものに変えていてくために効果的な手法で
あり、幅広い組織や事業者が積極的に取り組んでいくことが期待されています。
環境マネジメントシステムには、国際規格のＩＳＯ１４００１や環境省が策定した エコアクション２１がありま
す。他にも地方自治体、ＮＰＯや中間法人等が策定した環境マネジメントシステムがあり、全国規模のもの
にはエコステージやＫＥＳがあります。板橋エコアクション（ＩＥＡ）も自治体が作った地域版ＥＭＳになりま
す。

（１）環境マネジメントシステム（ＩＳＯ１４００１）
地球サミットの開催を控え、国連は同サミットでの提言を産業界
に要請しました。これを受け、１９９１年にＢＣＳＤ（持続可能な発展
のための産業界会議）が設置され、議論の結果「環境管理の有効
な手段としてＥＭＳの国際規格が必要」と決定されました。
１９９２年の地球サミットでは「環境と開発に関するリオ宣言」、「ア
ジェンダ２１」が採択され、持続可能な発展の重要性が広く認識され、
これを受けてＢＣＳＤは環境管理に関するＩＳＯ規格づくりを提言し、
１９９３年にＩＳＯはＴＣ２０７（技術専門委員会）を設置し国際規格化
の審議を開始しました。
１９９４年にＣＤ（委員会原案）→１９９５年にＤＩＳ（国際規格原案）
→１９９６年６月にＦＤＩＳ（最終国際規格原案）という過程を経て、１９
９６年９月にＩＳ（国際規格）としてＩＳＯ１４００１：１９９６が発行されまし
た。
→この規格は、２００４年にはＩＳＯ１４００１：２００４として改訂され、さ
らに 2011 年には見直しを開始しました。
→この見直しは、2015 年 11 月２０日に、ISO１４００１:２０１５年版とし
て発行しました。

【環境マネジメント規格等制定の経過】
1987年

ISO9000シリーズ発行

1991年

ＢＣＳＤ（持続可能な発展のための産業人格議）設置

1992年

地球サミットで、環境管理についての規格作り提案

1993年

環境マネジメントシステム 国際規格化の審査開始

1994年

改訂ISO9000発行

1996年

環境マネジメントシステム規格
(ＩＳＯ１４００１：1996年版発行）
国際規格化されたマネジメントシステムの初版

環境省「環境活動評価プログラム」策定
2000年

品質マネジメントシステム規格

2004年

環境マネジメントシステム規格

（ＩＳＯ9000:2000年版発行)
（ＩＳＯ14001:2004年版発行）
規格の文言がＩＳＯ9000:2000と同一又は同じ考え方で記
述され整合性が向上しシステムの統合がやりやすくなった

環境省「エコアクション21」規格公表
(環境評価活動プログラムを「エコアクション21」とし改定）
2005年

情報セキュリティシステム規格
ＩＳＯ/ＩＥＣ27001:2005年版発行

2009年

「エコアクション21」規格2009年改定版

20１1年

環境マネジメントシステム規格見直しア定
ＩＳＯ規格の固有の要求事項の共通要求事項の整合化

（２）エコアクション２１（ＥＡ２１）

（ＩＳＯ14001，9000，27001の共通用語統一化）等

環境マネジメントシステム規格（ＩＳＯ14001:2015年版発行）
環境省では１９９６年より、中小事業者等の幅広い事業者に
2017年
「エコアクションガイドライン2017年版」公表
対して、自主的に「環境への関わりに気づき、目標を持ち、行
(2017年版ガイドラインへの移行は2020年3月まで）
動することができる」簡易な方法を提供する目的で、「環境評
価活動プログラム」を策定し、その普及を進めてきました。 このプログラムは、環境マネジメントシステム、環
境パフォーマンス評価及び環境報告をひとつに統合したものであり、プログラムに取り組むことにより、中小
事業者でも自主的・積極的な環境配慮に対する取組が展開でき、かつ、その取組結果を「環境活動レポー
ト」として取りまとめて公表できるように工夫されています。
２００４年には、グリーン購入の進展や大手事業者におけるサプライチェーンのグリーン化、環境報告書
の進展・普及、地方自治体等における独自の環境マネジメントシステムに関する認証・登録制度の創設等
2015年
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に対応するため、「エコアクション２１」として改訂されました。
２００９年には、内容をよりわかりやすくするとともに、エコアクション２１の取組をさらに促進することによっ
て、環境への取組を発展させることを目指し、「エコアクション２１ガイドライン２００９年版」として改訂し、さら
に２０１７年には ISO１４００１：２０１５年版に合わせて改訂されました。
その他、詳しい制度の紹介は、環境省ホームページをご覧下さい。
https://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/ea21/guideline2017.pdf

（３）その他の環境マネジメントシステム
ＩＳＯ１４００１やエコアクション２１が社会に浸透する中で、ＥＭＳの取組を推進する団体（自治体、ＮＰＯ法人など）
の中に、地域特性を考慮したＥＭＳの推進を始めるところが現われました。これらの制度は地域版ＥＭＳと呼ばれて
います。（自治体が行うものは自治体版ＥＭＳ・自治体版環境ＩＳＯなどとも呼ばれます）。
例えば板橋区では、区役所全体の環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）を平成１０年（１９９８年）度に構築し、
平成１１年２月にＩＳＯ１４００１の審査登録を受け認証を受けました。さらに、このノウハウを活かし、区内の事
業所に対してＩＳＯ１４００１の構築支援を行うとともに、板橋区独自の事業者向けＥＭＳ「板橋エコアクショ
ン」を作成し区内事業者への普及に努めています。この「板橋エコアクション（ＩＥＡ）」は、事業者が板橋区
の策定したマニュアルによりエコレポートを作成・提出し、板橋区長が登録・認定するものです。

２ 環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）の必要性
地球環境問題に対応し、持続可能な発展をしていくためには、経済社会活動のあらゆる局面で環境へ
の負荷を減らしていかなければなりません。そのためには、幅広い組織や事業者が、規制に従うだけでなく、
その活動全体にわたって、自主的かつ積極的に環境保全の取組を進めていくことが求められます。環境マ
ネジメントは、そのための有効なツールです。
また、組織や事業者の立場から見ても、環境マネジメントにより環境保全の取組を進めていくことには、
次のような必要性があると言えます。
（１）消費者の環境意識は急速に高まっています。企業間の取引においてもグリーン購入の動きが活発化
してきています。環境にやさしい商品・サービスを提供し、環境にやさしい企業であることがますます求め
られています。将来を見通し、より積極的に環境に取り組むことが、ビジネスチャンスにつながります。
（２）地球環境の容量の限界を考えれば、環境保全に対する様々な規制や要請は、今後ますます強化され
ると予想されます。こうした動きに効果的に対応するには、環境マネジメントにより体系的に取り組むこと
が必要となってきます。
（３）環境マネジメントに取り組むことは、省資源や省エネルギーを通じて、経費節減につながると言われて
います。また、組織内部の管理体制の効率化にもつながるとも言われています。こうした直接的なメリット
も期待できます。

参考〔事業者の対内的メリット〕
①コストの削減
・汚染物質は出口で規制・除害する方法から発生源で防止する方法へ移っており、これに伴い、多く
のメリットが得られるようになった。
・省エネ、省資源、リサイクル、廃棄物削減、無駄に環境へ出ているものを減らせば収率が上がり、収
益が改善される。
・原料転換、プロセス転換、無理、無駄、ムラを無くすことにより、収益改善とともに環境改善がはから
れてきている。
・もう一度、“環境”という目でよく見れば、“合理化の種”はいくらでも見つかる。
②リスクの回避
・通常の運転では大きな環境問題は起こらない。事故時、緊急時、災害時に環境問題等が起こす事
例が多い。
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・事故を起こす可能性をできるだけ少なくし、また不幸にして事故が起こっても、被害を少なくするシス
テムを構築することは大きなメリットがある。
・事故等への対処はシステムによってしかできない。
・環境リスクへの対処は、環境マネジメントシステムに含まれる重要な部分である。
・事業所のリスクの削減は、保険料率の低減もできる。
③マネジメント効率の向上と信頼性の確保
・投資、融資に際してマネジメント力を評価する動きがでてきている。
・社内の各方面で効率化が図られ、各界の評価にも耐えうる。ビジネスチャンス
・環境マネジメントを進めて行く過程で、新しい開発技術も必要であるし、新しいビジネスチャンスも出
てくる。

３ 環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）規格の比較
（２０１９年 3 月現在）

項目

ＩＳＯ１４００１

エコアクション２１

板橋エコアクション（ＩＥＡ）

発行組織

国際標準化機構
（国際認証）

板橋区
（区長登録・認定）
より簡単に環境マネジメントシステ
ム、環境経営システムの構築・実
践が可能。板橋区条例にも対応
事業所の実情に合わせて３段階で
ＥＭＳを構築していく登録レベルと、
ISO14001 やエコアクション 21 に準
じた認定レベルに引き上げる

資源、役割、責任及び権
限を定め定期的な環境教
育を実施
文書類、文書管理、運用
管理、緊急事態の対応を
規定
監視測定、遵守評価、記
録管理、内部監査を規定
経営層へのインプット、アウ
トプットの情報を規定
・システムの構築には専門
家の関与が必要
・審査機関の審査費用が
初年度約５０万円以上、
毎年、定期審査約５０万
円以上

環境省
（国内認証）
環境省が示したＥＡ２１ガイド
ラインに沿って、（財）持続性
推進機構（ＩＰＳｕＳ・ＥＡ２１
中央事務局が認証・登録
２０１７年版で、より企業価値
向上に資する取組として「代
表者による課題とチャンスの明
確化」を要求事項とした
環境経営システムを構築・維
持する
環境経営の方針を定め、誓
約する、法遵守を誓約する
環境負荷の自己チェック、環
境への取り組み状況を把握
し、目標と環境活動計画を策
定する
実施体制を構築し、取組を
適切にするため必要な環境
教育を実施
環境レポートを作成し公表す
る、環境活動計画を達成する
ため必要な取組を実施
取組状況の確認、関連文書
及び作成・整理
代表者が取組状況を年１回
以上見直す
・環境負荷の自己チェックなど
専門的なとりまとめが必要
・エコアクション審査人による審
査が必要
・審査・認証登録費用が１５
万以上 毎年１０万円以上

国内１７,６４２件

国内７，９１２件

特

徴

一般要求
事項
環境方針

計

画

実施及び
運用

点

検

見直し

全体の
評価

実

績

環境マネジメントシステムの
国際規格
「PDCA サイクル」（計画-実
施-点検-見直しのサイク
ル）によるトップマネジメントを
基本とし、法的要求事項の
遵守、汚染の予防及び継
続的改善を求める
環境マネジメントシステムを
確立し、文書化し維持する
規格が要求する方針を作
成する
環境側面を抽出し、環境
影響評価のうえ目的・目標
及び行動計画を策定する
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区か提供したサービスによりエコレポ
ートを作成し環境活動をする
事務局が策定した､｢活動方針｣を
利用者共通で実施する
区が提供したシートにより、事業所
の内部、周辺、外部の環境を整
理し、エコアクション項目と目標と実
施計画を策定する
組織の部門の役割・権限で対応
可能、エコチェックシートを環境学
習に活用
システム文書をエコレポートとして一
本化、活動ファイルによる記録の管
理を実施
エコレポートを整理した活動ファイル
で対応チェックする
代表者が各シートをもとに評価し
見直す
・区の作成したシート、ファイルでと
りまとめを行うとエコレポートが完成
する。
・区のサポートが得られる
・認定費用無料
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1‐2 環境配慮行動の推進
１ 国等における温室効果ガスの排出の削減に配慮した契約の
推進に関する法律 （環境配慮契約法）
施行：平成 19 年 5 月 23 日法律第 56 号

施行令：平成 23 年 12 月 26 日政令第 23 号

（１）法の目的
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにする
とともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより、国等が排出する温室効果ガスの削減を
図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に資することを目的とする。

（２）適用対象
国等（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人）

（３）法の概要
①国及び独立行政法人等は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギーの合理化か
つ適切な使用等に努めるとともに、経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素を考慮して、国及び
当該独立行政法人等における温室効果ガスの削減に配慮した契約に努めなければならない。
②地方公共団体及び地方独立行政法人は、その温室効果ガス等の排出の削減を図るため、エネルギ
ーの合理化かつ適切な使用等に努めるとともに、地方自治体にあってはその区域の自然的社会的条
件に応じて、地方独立行政法人にあってはその事務及び事業に応じて、経済性に留意しつつ価格以
外の多様な要素をも考慮して、地方公共団体及び地方独立行政法人等における温室効果ガスの削
減に配慮した契約に努めるものとする。
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２ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
（グリーン購入法）
公布：平成 12 年 5 月 31 日法律第 100 号 最終改正：平成 15 年 7 月 16 日法律第 119 号
基本方針：平成 13 年 3 月 9 日環境省告示第 11 号 方針最終改正：平成 24 年 2 月７日環境省告示第 6 号

（１）法の目的
国等の公的部門による環境物品等の調達の推進及び環境物品等に関する情報提供の推進により需要
の転換を図り、循環型社会の形成に資することを目的とする。

（２）適用対象
国等（国会、裁判所、各省、独立行政法人等）及び地方公共団体

（３）法の概要
①環境物品等（環境負荷低減に資する物品及びサービス）の調達の推進を図る。
②環境物品等に関する情報の提供その他環境物品等への需要の転換を促進するために、必要な事項
を定める。

（４）環境物品等
本法で定める環境物品等とは、以下に該当する物品・役務である。
①再生資源その他の環境への負荷（人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全状の
支障の原因となるもの）の低減に資する原材料又は部品。
②環境への負荷の低減に資する原材料又は部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果
ガス等による環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部又は一部の再使用又は再生利用がしや
すいことにより廃棄物の発生を抑制することができること、その他の事由により環境への負荷の低減に
資する製品。
③環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供される等環境への負荷の低減に資する役務。
※物品だけでなく、物品を用いて提供される役務についても環境物品等として調達の推進に考慮する必要があ
る。

（５）国等の責務
①国等は、物品・役務（以下「物品等」という。）の調達に当たっては、環境物品等への需要の転換を促
進するため、予算の適正な使用に留意しつつ、環境物品等を選択するよう努めなければならない。
②国は、教育活動及び広報活動等を通じて、環境物品等への需要の転換を促進する意義に関する事
業者・国民の理解を深める、環境物品等への需要転換を図る活動を促進するための措置を講ずるよ
う努めなければならない。
③国は、国等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するため、基本方針（環境物品
等の調達の推進に関する基本方針）を定めなければならない。
④基本方針には、特定調達品目（国等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類）及びその判
断基準、特定調達物品等（判断基準を満たす物品等）の調達の推進に関する基本的事項を定める。

（６）自治体等の責務（努力義務）
①地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じて、環境物品等への需要の転換を図るため
の措置を講ずるよう努める。
②地方独立行政法人は、当該地方独立行政法人の事務及び事業に関し、環境物品等への需要の転
換を図るための措置を講ずるよう努める。
③当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、調達方針（環境物品等の調達の推進を図
るための方針）を作成するように努める。
④特定調達物品に該当する物品等は、調達方針において調達を推進する環境物品等として定めるよう
に努める。
⑤調達方針に基づき、物品等を調達する。

①－5

第１編 ＥＭＳの活用・環境配慮

（７）事業者・国民の責務（一般的責務）
事業者・国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境
物品等を選択するよう努める。
※環境物品等については前述の記載を参考にする。
※物品だけでなく、物品を用いて提供される役務についても環境物品等として調達の推進に考慮する必要があ
る。
※情報提供において、「物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者」に該当する場合は、物
品の販売や役務の提供先への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するように努める。

（８）基本方針（環境物品等の調達の推進に関する基本方針）
本法に基づき、国が国等における環境物品等の調達を総合的かつ計画的に推進するために定める方
針である。【再掲】
基本方針の作成における特定調達品目の判断の基準については、当該特定調達品目に該当する物品
等の製造等に関する技術及び需給の動向等を勘案する必要があることに鑑み、当該物品等の製造、輸入、
販売等の事業を所管する大臣と共同して方針案が作成される。
製品等の開発・普及の状況や科学的知見の充実等に応じて見直しが行われる。
基本方針の告示（２００１年３月９日）以降、毎年方針が改定されている。
※コピー用紙の基準「古紙（古紙パルプ）配合率１００％かつ白色度７０％程度以下」は、２００９年２月の基本方針よ
り古紙パルプ配合率などを踏まえた算出式から求められる総合評価値を計算し「総合評価値８０以上等」という基
準に改められている。
※総合評価値
総合評価値は、基本項目（古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用割合、その他
持続可能性を目指したパルプ利用割合）及び加点項目（白色度・怦量･塗工量）の評価値から算出される。コピ
ー用紙と印刷用紙については、加点項目が異なる。

（９）情報提供
①物品の製造、輸入若しくは販売又は役務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当
該物品等に係る環境への負荷の把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努める。
②他の事業者が製造し、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務について環境への負荷の
低減に資するものである旨の認定を行い、又はこれらの物品若しくは役務に係る環境への負荷につ
いての情報を表示すること等により環境物品等に関する情報の提供を行う者は、科学的知見を踏まえ、
及び国際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境物品等への需要の転換に資するための有効かつ
適切な情報の提供に努める。
③国は、①及び②に規定する者による情報提供に関する状況について整理・分析し、その結果を提供
する。
グリーン購入調達方針により環境省が定めた手引 平成31（2019）年2月

【策定の目的】
平成31年度のグリーン購入法の特定調達品目は、２１分野２7６品目となった。また、各品目の判断の
基準等についても、単一の基準は少なく、様々な要件を組み合わせることとなり、対象となる物品等の範
囲も多様化している。このため、グリーン購入を行う調達者が、その判断の基準等の内容を正しく理解し、
環境物品等を容易に調達できるようにすることが急務となっている。
このため、調達者側の判断の基準等の内容の理解促進を図るために、「グリーン購入の調達者の手
引き」を作成し（初版平成２２年３月）、その中で体系的に判断の基準を整理し、既存の環境ラベル等を
活用した確認方法を示すことにした。
なお、本手引きは、国等の機関にとどまらず、地方公共団体や事業者におけるグリーン購入の推進に
当たっても活用いただけるものと考えている。

【品目別の解説】
調達者が判断の基準等の適合性を判断するに当たって、問い合わせが多かった品目やコピー用紙・印
刷用紙の総合評価指標のような新たな判断の基準等が設定された品目、特定調達品目に新たに追加され
た品目等を取り上げ、詳細な解説を行っています。平成３１年度版において、具体的には、次の２１品目に
ついて解説を行っている。
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1. 定義
2．紙類：コピー用紙、印刷用紙、フォーム用紙、ティシュペーパー、トイレットペーパー等
3．文具類:鉛筆、消しゴム、シャープペンシル、ボールペン等
4. オフィス家具類：イス、机、棚、掲示板、ホワイトボード等
5. 画像機器類：コピー機器等、プリンタ等、ファクシミリ―、スキャナー、プロジェクタ―、トナーカートリ
ジ、インクカートリッジ等
6. 電子計算機等：電子計算機等,磁気デスク装置、デスプレイ、記録用メディア等
７．オフィス機器等：シュレダー、印刷機、電卓、一次電池充電式等
8．移動電話等：ケータイ電話、ＰＨＳ、スマートフォン等
９．家電製品：電気冷蔵庫、電気冷凍庫、テレビジョン受像機、電気便座、電子レンジ
10.エアコンディショナー等：エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式暖房機、ストーブ
11.温水器等:ガスヒートポンプ、石油温水器等
12.照明：照明機器、ランプ
13.自動車等：自動車、ＩＴＳ対応車機器、乗用車用タイヤ、２サイクルエンジン油
14.消火器：
15.制服・作業服等：帽子、靴
16.インテリア・寝装・寝具：カーテン、布ブラインド、毛布、布団等
17.作業手袋
18.その他繊維製品：テント、ブルーシート、旗、のぼり、幕、モップ等
19.設備：太陽光発電システム、太陽熱利用システム、燃料電池、生ゴミ処理機、節水機器等
20.災害備蓄用品：飲料水・食料、生活用品・資材等
21.役務：印刷、食堂、省エネルギー診断、自動車整備、庁舎管理、清掃、機密文書処理、引越輸送、
植栽管理、輸配送・旅客輸送、クリーニング、会議運営等

○対象品目と判断の基準（紙類の例）
対 象 品 目
コピー用紙
塗工されていない印刷用紙
塗工されている印刷用紙

判 断 の 基 準（紙類）
● 総合評価値が80 以上
● バージンパルプの合法性の担保
● 総合評価値・内訳の表示（コピー用紙）
● 総合評価値・内訳のウエブサイト等による情報提供
（印刷用紙）

フォーム用紙
インクジェットカラープリンター
用塗工紙

● 古紙パルプ配合率70％以上
● 白色度70％程度以下（フォーム用紙）
● バージンパルプの合法性の担保
● 塗工量が両面で12g/㎡以下（フォーム用紙）
● 塗工量が両面で20g/㎡以下、片面12g/㎡以下
（インクジェットカラープリンター用塗工紙）

トイレットペーパー
ティッシュペーパー
【配慮事項】

● 古紙パルプ配合率100％

○古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。（コピー用紙、インクジェットカラープ
リンター用塗工紙、印刷用紙に適用）
○バージンパルプの原料となる原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出された
ものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いも
のであること。（トイレットペーパー、ティッシュペーパーを除く）
○ 簡易包装、再生利用の容易さ及び焼却処理時の負荷低減に配慮されていること。
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○グリーン購入法の仕組み
目

的

（第１条）

環境負荷の低減に資する物品・役務（環境物品等）について、
①国等の公的部門における調達の推進 ⇒ 環境負荷の少ない持続可能な社会の構築
②情報の提供など
国等における調達の推進

地方公共団体・地方独立行政法人
（第 10 条）

「基本方針」の策定（第 6 条）

・毎年度、調達方針を作成

各機関が調達方針を作成する際の基本的事項

・調達方針に基づき調達推進
（努力義務）

国等の各機関（第７条）
（国会、裁判所、各省、独立行政法人等）
環境調達を理由として、物品調達の総量を

毎年度「調達方針」を作成・公表

増やすこととならないよう配慮（第 11 条）

調達方針に基づき、調達推進
調達実績の取りまとめ・公表
環境大臣への通知

事業者・国民

（第 5 条）

物品購入等に際し、できる限り、
環境大臣が各大臣等に必要な要請（第 9 条）

環境物品等を選択
（一般的責務）

情報の提供

製品メーカー等（第 12 条）

環境ラベル等の情報提供団体（第 13 条）

製造する物品等についての適切な環境

科学的知見、国際的整合性を踏まえた情

情報の提供

報の提供

国（政府）


製品メーカー、環境ラベル団体等が提供する情報を整理、分析して提供（第 14 条）



適切な情報提供体制のあり方について引き続き検討（附則第 2 項）
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３ 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配
慮した事業活動の促進に関する法律 （環境配慮促進法）
施行：平成 16 年 6 月 2 日法律第 79 号

最終改正：平成 17 年 7 月 26 日法律第 87 号

（１）法の目的
事業活動における環境配慮等の情報提供・利用についての国等の責務を明らかにするとともに、環境
報告書の作成及び公表に関する措置等を定め、事業活動に係る環境の保全についての適切な配慮を確
保することを目的とする。

（２）法の概要
①国は、環境配慮等を公表し、事業者の環境情報の提供促進、事業者における環境情報の利用促進
などの施策を講じる。
②地方公共団体は、環境配慮等の状況報告、環境配慮の事業活動の促進施策の推進に努める。
③特定事業者（独立行政法人等）は、年度ごとに環境報告書等を作成し公表する。
④事業者は、環境情報の提供に努め、投資等の行為を行う場合には環境情報を勘案し決定する。
※大企業者は、環境配慮等の公表に努め、記載事項等に留意した環境報告書等の作成に努める。

○環境配慮促進法の仕組み
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