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はじめに 

 

 

 
グリーン購入とは、「製品やサービスを購入する際に、その必要性を十分に考慮し、購入が必要な場合に

は、できる限り環境への負荷が少ないものを優先的に購入すること」です。 

県では、「富山県グリーン購入調達方針」に基づき、環境に配慮した製品や役務の積極的な調達を行っ

ています。 

この「富山県グリーン購入調達者の手引き」は、富山県グリーン購入調達方針に定める特定調達品目

（重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類）及びその判断の基準等について、調達者が環境物品等

の調達を容易に行うことができるよう作成したものです。 

グリーン購入法の判断の基準については、省エネ法や国際エネルギースタープログラム等、他の制度等

の基準が適用されている品目も多く、さらにエコマーク認定基準との整合性も考慮しているため、調達にあた

って既存の環境ラベル等を活用し、判断の基準等への適合性を確認することが可能です。本手引きには、

各品目の判断の基準等への適合状況について、既存の環境ラベル等が参考となる場合は、該当する環境

ラベルを掲載しています。 

 調達者の皆さまにおかれましては、本手引きをご活用いただき、環境物品等の積極的な調達に努めてい

ただきますよう、お願いいたします。 
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富山県グリーン購入調達方針 

 

１ 趣旨  

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下「グリーン購入法」という。）第10条に基づ

き、富山県においても、環境負荷の低減に配慮した製品や役務（以下「環境物品等」という。）の調達の

推進に努めるものとし、物品の購入及び各種サービスの利用（以下「物品等の調達」という。）について、

次のように定める。 

 

２ 適用範囲 

(1)県の機関 

この方針は、県の全ての機関※に適用する。 

なお、県の外郭団体においてもできる限りこの方針に沿った取組みを行うものとする。 

※本庁（知事部局、議会事務局、企業局、教育委員会事務局、警察本部及び各行政委員会事務

局）、出先機関（県立学校、警察署を含む）及び指定管理者制度導入施設 

 

(2)委託事業（指定管理者制度による委託料支出を除く） 

① 県の委託事業における受託事業者が物品等の調達を行う場合についても、この方針に沿った物

品等の調達を求めるものとする。 

② ①の実効を期すため、事業等を担当する本庁、出先機関は、仕様書の中に環境物品等の調達に

ついて規定するものとする。 

   

３ 基本原則 

グリーン購入法は、国、地方公共団体等の公的部門が環境物品等を率先して調達することにより、そ

の市場形成や開発促進に寄与し、環境負荷の少ない持続可能な社会の構築をめざそうとするものである。 

このため、物品等の調達と使用に当たっては、特に次の点に留意する。 

 

  ① 事前に、調達の必要性と適正量を十分検討し、調達総量をできるだけ抑制する。 

 

  ② 物品等の調達に当たっては、価格や品質などに加え、環境保全の観点を十分考慮するものとし、次の

ような環境負荷低減のための配慮がなされているものを選択する。 

    ア 資源やエネルギーの消費が少ないこと。 

    イ 資源を持続可能な方法で採取し、有効利用していること。 

    ウ 再生された素材や部品を多く利用していること。 

    エ 環境や人の健康に被害を与える物質の使用や放出が削減されていること。 

    オ 長期使用、再使用、リサイクル等が可能であること。 

    カ 廃棄の際に、処理や処分が容易なこと。 

 

  ③ 調達した物品等の使用に当たっては、長期使用、適正使用、廃棄時の分別等に留意し、環境への負

荷が着実に低減するよう努める。 

 

４ 特定調達品目 

重点的に環境物品等の調達を推進する品目（以下「特定調達品目」という。）の品目名、環境物品等

であるための基準（以下「判断基準」という。）、判断の基準の事項の中で設定されるより高い環境性能

を示す基準（以下「基準値１」）、最低限満たすべき基準（以下「基準値２」）、調達に当たって更に配慮

することが望ましい事項（以下「配慮事項」という。）及び判断基準に適合する物品等の調達目標（以下
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「調達目標」という。）は、別記のとおりとする。 

 

５ 調達手続 

 (1) 特定調達品目を調達する場合 

特定調達品目を調達するに当たっては、調達困難な場合を除き、判断基準に適合するものを選択

するものとし、その調達手続きは次のとおりとする。 

 

   ① 次の点に留意のうえ、判断基準に適合するものを選択すること。 

ア 各特定調達品目の判断基準は、環境物品等であるための最低条件を定めるものであり、より環

境負荷の低減に配慮した物品等の調達に努めること。 

イ 調達しようとする品目に「富山県認定リサイクル製品」がある場合には、その優先的な調達に努め

ること。 

 

   ② 判断基準に適合しないものを選択しようとする場合は、物品購入伺（物品購入伺の作成を省略する

場合、支出負担行為決議書兼支出決議書）に、その旨及び理由を記載すること。 

 

   ③ 契約担当者（総務会計課長又は所属長）は、判断基準に不適合のものに係る調達の請求があった場

合には、その理由がやむを得ないものであるか確認すること。 

 

 (2) 特定調達品目以外を調達する場合 

     特定調達品目以外を調達する場合にあっても、第３項第２号に掲げる環境負荷低減のための配慮

がなされているものを選択するよう努めるものとする。 

また、「富山県認定リサイクル製品」、「エコマーク」、「グリーンマーク」、「国際エネルギースターロゴ」

など第三者機関による認定制度が整備されている品目については、可能な限り、その適合商品を選

択するものとする。 

 

６ 特定調達品目の調達目標及び実績把握 

     各所属の契約担当者は、年度当初に、前年度における特定調達品目の調達状況を取りまとめ、環

境行政推進会議事務局に報告するものとする。ただし、指定管理者制度導入施設については、報告を

要しない。 

また、県の外郭団体及び委託事業における受託事業者については目標を定めること及び報告を要し

ない。 

 

 

 

附 則 

この方針は、平成13年度の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成14年度の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成15年度の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成16年度の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成17年度の購入分から適用する。 

附 則 
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この方針は、平成18年5月1日の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成19年度の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成20年度の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成21年度の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成22年度の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成23年度の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成24年度の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成25年度の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成26年度の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成27年度の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成28年5月16日の購入分から適用する。 

附 則 

この方針は、平成29年9月29日の購入分から適用する。 

附 則 

  この方針は、平成30年6月15日の購入分から適用する。 

附 則 

  この方針は、令和元年5月20日の購入分から適用する。 

附 則 

  この方針は、令和２年7月28日の購入分から適用する。 

    附 則 

  この方針は、令和３年５月27日の購入分から適用する。 

    附 則 

  この方針は、令和４年５月25日の購入分から適用する。 

 

 
別 記 

 

定 義 

「特定調達品目」： 

「判 断の基準」： 

「基 準 値 １」： 

 

「基 準 値 ２」： 

 

重点的に環境物品等の調達を推進する品目 

環境物品等であるための基準 

判断の基準において同一事項に複数の基準値を設定している場合に、当該事項に

おけるより高い環境性能の基準 

判断の基準において同一事項に複数の基準値を設定している場合に、各機関にお

いて調達を行う最低限の基準 
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「配 慮 事 項」： 

「調 達 目 標」： 

判断基準とはしないが、調達に当たって更に配慮することが望ましい事項 

各特定調達品目ごとの、環境物品等（判断基準に適合するもの）の調達目標 

 

■定義 
 

グリーン購入法に定める特定調達品目には、その品目の環境負荷の特性等に応じて「判断の基準」と

「配慮事項」が定められています。  

各特定調達品目の「判断の基準」を満たした製品及び役務がグリーン購入法の特定調達物品（適合品）

となります。  

令和元年度の調達方針より、より高い環境性能に基づく調達を推進する観点から、重点的に環境配慮

を進めるべき品目を選定し、順次判断の基準に２段階のレベルを設定することとしました【調達方針前文２ 

ページに記載】。 

基本方針において、より高い環境性能を示すものとして「基準値１」を、最低限満たすべきものとして「基

準値２」を設定し、各機関が予算の適正な範囲において、可能な限り「基準値１」による調達を推進すること

により早期に「基準値２」から「基準値１」のレベルへの調達に移行していくことが期待されます。 

なお、「配慮事項」は、グリーン購入法においては必須要件ではありませんが、これを参考とし、調達を行

う機関の判断で各品目の調達における追加要件を定めることができます。  

本手引きでは、各品目について、判断の基準とその適合状況を判別する上で参考となる既存の環境ラ

ベル等を掲載しています。 
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「判断の基準」と「配慮事項」  

判断の基準  
グリーン購入法第 6 条第 2 項第 2 号に規定する特定調達物品等であるための要件【必須要件】 

◇  ライフサイクル全体にわたって多様な環境負荷の低減を考慮  

◇ 特定調達品目ごとの判断の基準は数値等の明確性が確保できる事項について設定  
→より高い環境性能に基づく調達を推進する観点から、同一事項において複数の基準値を設定 

◇  各機関の調達方針における毎年度の調達目標の設定の対象となる物品等を明確にするために 

定められるもの 

 

同一事項における複数の基準値の定義 

基準値１ 上位の基準値 

判断の基準において同一事項に複数の基準値を

設定している場合に、当該事項におけるより高い

環境性能の基準 

基準値２ 最低限の基準値 

判断の基準において同一事項に複数の基準値を

設定している場合に、各機関において調達を行う

最低限の基準 

 

配慮事項  
特定調達物品等であるための要件ではないが、調達に当たって、さらに配慮することが望ましい 

事項【推奨要件】  

◇  現時点で判断の基準として一律に適用することが適当でない事項であっても 環境負荷低減上

重要な事項 
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■１ 紙類   
 

参考となる環境ラベル等：エコマーク  

  
＊エコマーク（No.106,107,108）認定品は、グリーン購入法に適合しています。  

  

■特定調達品目及びその判断の基準  

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  

⚫ 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（IJ 用塗工紙） 

トイレットペーパー 

ティッシュペーパー  

古紙パルプ配合率 100%  
  

 

調達のポイント 
◕古紙パルプ配合率の高い製品を最優先で調達しましょう。 

◕バージンパルプが使用されている場合は、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合が

高い製品を調達しましょう。 

◕コピー用紙は、外箱に総合評価値とその内訳が記載されていることが要件となっており、印刷用紙につ

いは、総合評価値及びその内訳が各社のウエブサイト等に公表されるため、調達に際してはこれらを確

認しましょう。 

◕過度に坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、紙詰まり、裏抜け等が発生

するリスクが高まる場合があるため留意が必要です。用紙の原料組成や製品仕様等について、紙製造

事業者等が公表する情報を踏まえ、コピー機やプリンタ等の本体機器への適性や印刷品質を確認の上

調達しましょう。 

◕グリーン購入法．net（環境省）では、印刷用紙の判断の基準を満足する製品に関する情報を掲載して

います。総合評価値の内訳の情報等は、各メーカー、販売事業者等のホームページ等で確認すること

ができます。 

→http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/other.html 

◕総合評価指標の表示例は下記のとおりです。 

 

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/other.html
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◕古紙以外のバージンパルプ原料については、下記の森林認証マーク等が参考となります。 

   

FSC 森林認証制度 PEFC 森林認証プログラム 間伐材マーク 
 

 

 

  



 

－9－  

■２ 文具類  
 

参考となる環境ラベル等：エコマーク  

  
＊エコマーク（No.112）認定品は、グリーン購入法に適合しています。  

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

次のいずれかの要件を満たすこと  

⚫ 文具類共通基準※又は個別基準を満たすこと。  

⚫ エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。  

【文具類の共通基準が適用される品目】 

シャープペンシル、シャープペンシル替芯、マーキング

ペン、鉛筆、印章セット、印箱、公印、ゴム印、回転ゴム

印、定規、トレー、消しゴム、ステープラー（汎用型以

外）、ステープラー針リムーバー、事務用修正具（液

状）、製本テープ、ペンスタンド、クリップケース、はさみ、

マグネット（玉）、マグネット（バー）、テープカッター、パン

チ（手動）、モルトケース（紙めくり用スポンジケース）、紙

めくりクリーム、鉛筆削（手動）、OA クリーナー（液タイ

プ）、レターケース、マウスパッド、丸刃式紙裁断機、カッ

ターナイフ、カッティングマット、デスクマット、絵の具、墨

汁、のり（液状）（補充用を含む。）、のり（澱粉のり）（補

充用を含む。）、のり（固形）（補充用を含む。）、のり（テ

ープ）、バインダー（プラ製、木製）、ファイリング用品、ア

ルバム（台紙を含む）、カードケース、パンチラベル、付

箋フィルム、黒板拭き、ホワイトボード用イレーザー、額

縁、缶・ボトルつぶし機（手動）、名札（机上用）、名札

（衣服取付型・首下げ型）、鍵かけ（フックを含む。） 

※文房具共通基準 

【金属を除く主要材料がプラスチックの場合】  

⚫ プラスチック重量比で再生プラスチック配

合率 40%以上 

（ポストコンシューマ材料は 20%以上）又

はバイオマスプラスチックを使用 

 

【金属を除く主要材料が木質の場合】  

⚫ 間伐材、端材等の再生資源又は合法材

の使用  
 

【金属を除く主要材料が紙の場合】  

⚫ 古紙パルプ配合率 50%以上  

⚫ バージンパルプの合法性の担保  
 

ボールペン  共通基準に加え、芯が交換できること。  

OA フィルター（枠あり）  ⚫ 共通基準を満たすこと、またはバイオマス

プラスチックの使用  

⚫ 枠部は再生プラスチックが枠部全体重量

比 50％以上使用  

スタンプ台、朱肉、ステープラー（汎用型） 

連射式クリップ（本体）、事務用修正具（テープ） 

ブックスタンド、OA クリーナー（ｳｴｯﾄﾀｲﾌﾟ） 

メディアケース、絵筆、ファイル（紙製）、 

バインダー（紙製）、つづりひも、 

タックラベル、インデックス、付箋紙、ごみ箱、 

リサイクルボックス、グラウンド用白線 

【金属を除く主要材料が下記を満たすこと】  

⚫ 再生プラスチック配合率 70%以上又はバ

イオマスプラスチックの使用 

（ポストコンシューマ材料は 35%以上）  
※いずれもプラスチック重量比 

＊ステープラー（汎用型）は機構部分を除くプラス

チック重量比  

⚫ 古紙パルプ配合率 70%以上  
＊メディアケースについては、スリムタイプも可  
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＊グラウンド用白線については、再生材料が 

70%以上  

けい紙、起案用紙、ノート ⚫ 主要材料が古紙パルプ配合率 70%以上 

⚫ 塗工されているものは塗工量が両面で

30g/㎡以下。又は、塗工されている印刷

用紙の判断の基準を満たすこと 

⚫ 塗工されていないものは、白色度が 70%

程度以下 

クラフトテープ、両面粘着紙テープ、 

事務用封筒（紙製）  

⚫   古紙パルプ配合率 40%以上  

窓付き封筒（紙製）  ⚫ 古紙パルプ配合率 40%以上  

⚫ 窓部分のプラスチックフィルムについて

は、再生プラ又はバイオマスプラスチック

の使用 

粘着テープ（布粘着）  ⚫   再生プラスチック配合率 40%以上  

OHP フィルム  ⚫   再生プラスチック配合率 30%以上又は

植物を原料とするプラスチックの使用  

チョーク  ⚫   再生材料 10%以上  

梱包用バンド  【主要材料が下記を満たすこと】  

⚫ 古紙パルプ配合率 100%  

⚫ ポストコンシューマプラスチック 

が 25%以上  
※ PET ボトルリサイクル品は除く  

ダストブロワー  ⚫   噴射剤にフロン類が使用されていないこと  

テープ印字機等用カセット 【文具類共通の判断を満たす又は次の要件

を満たすこと】 

⚫   消耗品が交換できることの表示 

⚫   ５回以上繰り返し使用可能 

⚫   使用済み製品の回収システムの保有 

⚫   使用済み製品の部品の再資源化率

95％以上 

テープ印字機等用テープ 【文具類共通の判断を満たす又は次の要件

を満たすこと】 

⚫   テープ部分を交換することでテープ印字 

機等をそのまま使用できること 

 

調達のポイント 
◕エコマークのついた製品を購入しましょう。 

◕（一社）全日本文具協会の「グリーン購入法＜文具類＞の手引き」では、特定調達品目となる範囲等に

ついて製品例などが記載されています。 
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■３ オフィス家具等  
  

参考となる環境ラベル等：エコマーク 

  
＊エコマーク（No.130）認定品は、グリーン購入法に適合して

います。  

JOIFAグリーンマーク 

 
＊JOIFAグリーンマーク製品は、グリーン購入法に適合してい

ます。 

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

いす

机 

棚  

収納用什器（棚以外）

ローパーティション 

コートハンガー 

傘立て 

掲示板 

黒板 

ホワイトボード  

■共通基準  

【全品目（材料にかかわらず）】  

⚫ 保守部品又は消耗品は製造終了後 5 年以上供給  

【主要材料がプラスチックの場合】  

⚫ 再生プラスチックがプラスチック重量比 10%以上又はバイオマスプラスチ

ックが 25%以上かつバイオベースポリマー含有率が 10％以上  

【主要材料が木材の場合】  

⚫ 間伐材、端材等の再生資源又は合法材  
※間伐材に係る合法性確認の手続きは、クリーンウッド法の対象物品か否かで異なる。 

⚫ ホルムアルデヒドの放散速度が 0.02mg／m2 h 以下  

【主要材料が紙の場合】  

⚫ 古紙パルプ配合率 50%以上  

⚫ バージンパルプの合法性の担保  

大部分の材料が金属 

類（95%以上）の棚・収

納用什器  

⚫ 棚板の機能重量が 0.1 以下  

⚫ 単一素材分解可能率が 90%以上  

⚫ リデュース、リサイクルに配慮された設計  
※金属製品以外は、共通基準を満たすこと。  

 

調達のポイント 
◕エコマーク認定製品があるものについては、優先して購入しましょう。 

◕日本オフィス家具協会（JOIFA）が認定するグリーンマークがついている製品は、グリーン購入法の基準

を満たします。JOIFA の手引きには、特定調達品目となる範囲等について製品例などが記載されていま

す。 

◕家具については、修繕可能なものを選択し、長期使用に努めましょう。また、耐久性を確認の上、可能

な限り軽量なものを調達することは使用材料の削減の観点から有効です。 
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■４ 画像機器等  
 

□コピー機等、プリンタ等、ファクリミリ、スキャナ  

参考となる環境ラベル等：エコマーク 

  
＊エコマーク（No.155）認定品は、グリーン購入法

に適合しています。  

国際エネルギースタープログラム（エネスタ） 

 
＊国際エネルギースタープログラムの画像機器（Ver.3.0）適合機種

は、グリーン購入法の消費電力に係る判断の基準を満たしていま

す。 

（コピー機、リユース機、業務用機器は、Ver.2.0 を適用） 

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

複合機  1. 国際エネルギースタープログラム適合（Ver.3.0） 
※基本方針の表 2－1～表 5は、国際エネルギースタープログラム（Ver.3.0）の基

準。  

※リユースに配慮した複合機及び業務用複合機については、経過措置適用により

Ver.2.0 を満たすことでよい（表 6-1及び表 6-2）。 

2. 特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公表 

3. 製品の回収・リサイクルシステムの保有等 

4. 少なくとも 25gを超える再生プラスチック部品又は再使用プラス

チック部品の使用（資源有効利用促進法の特定再利用業種に

該当する機器に適用） 

5.  紙類の判断の基準を満たした用紙の使用が可能 

コピー機  

拡張性のあるデジタルコピー機 

1. 国際エネルギースタープログラム適合（Ver.2.0） 
※基本方針の表 1－1～表 1－3は、国際エネルギースタープログラム（Ver.2.0）の

基準。 

2. 特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公表 

3. 製品の回収・リサイクルシステムの保有等 

4. 少なくとも 25gを超える再生プラスチック部品又は再使用プラ

スチック部品の使用（資源有効利用促進法の特定再利用業種

に該当する機器に適用） 

5. 紙類の判断の基準を満たした用紙の使用が可能 

プリンタ  

プリンタ複合機  

1. 国際エネルギースタープログラム適合（Ver.3.0） 

2. 特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公表 

3. 少なくとも部品の一つへの再生プラスチック又は再使用プラス 

チック部品の使用（インパクト方式の機器には非適用） 

4. 紙類の判断の基準を満たした用紙の使用が可能 

ファクシミリ 1. 国際エネルギースタープログラム適合（Ver.2.0） 

2. 特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公表 

スキャナ 1. 国際エネルギースタープログラム適合（Ver.3.0） 

2. 特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公表 
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調達のポイント 
◕エコマーク認定品、国際エネルギースタープログラムロゴのついた製品を調達しましょう。 

◕用途上支障がない場合は、リユースに配慮したコピー機を調達しましょう。 

◕コピー機等のリユース機については、使用済みの製品の回収までに相当程度期間を要し、安定的な製

品供給が保証されない場合があるため、調達（入札）にあたっては、リユース機であること及び特定の化

学物質が制限されていることを併記し、いずれか一項のみを調達要件とすることはしないようにしましょ

う。 

◕複合機やプリンタについては、用紙の削減機能だけでなく、トナーを削減する機能、特殊なトナー（イン

ク）で印刷した文字を消す機能、環境貢献度の情報を表示し「見える化」する機能などが付加された製

品もあります。 

◕コピー機等、プリンタ等を調達する際に、役務の「印刷機能等提供業務」として発注することにより、適切

な設置台数や製品仕様、用紙やインクの削減等の基準が適用されることから、保守業務を含む場合に

は、役務の「印刷機能等提供業務」として調達しましょう。 

◕（一財）省エネルギーセンターHP の「省エネ性能カタログ電子版」では、省エネ性能の優れた製品の情

報が掲載されています。 

 

 

□プロジェクタ  

参考となる環境ラベル等：エコマーク  

  
＊エコマーク（No.145）認定品は、グリーン購入法に適合しています。  

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

プロジェク

タ  

1．製品本体の重量（=0.0012×φ×α×β）が、下記の基準値以下であること。  

【固体光源以外】 

一般品(kg)  0.0012×lm×1.0×1.0 

短焦点（kg） 0.0012×lm×1.2×1.0 

超短焦点(kg) 0.0012×lm×1.5×1.0 

【固体光源（LED、レーザー等）】 

一般品(kg)  0.0012×lm×1.0×2.0 

短焦点（kg） 0.0012×lm×1.2×2.0 

超短焦点(kg) 0.0012×lm×1.5×2.0 

2．消費電力（=0.070×φ×α×β）が、下記の基準以下であること。  

【固体光源以外】 

一般品(W)  0.070×lm×1.0×1.0＋85 

短焦点（W） 0.070×lm×1.1×1.0＋85 

超短焦点(W) 0.070×lm×1.２×1.0＋85 

【固体光源（LED、レーザー等）】 

一般品(W)  0.070×lm×1.0×1.5＋85 

短焦点（W） 0.070×lm×1.1×1.5＋85 

超短焦点(W) 0.070×lm×1.２×1.5＋85 

※φ=lm（ルーメン）、α、βは係数 
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3．待機時消費電力が 0.4W 以下であること（ネットワーク待機時は適用外）。 

4．光源ランプに水銀を使用している場合は、次の要件を満たすこと。  

ア．水銀の使用及び適切な廃棄方法等に関する情報提供がなされていること。  

イ．使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組みがあること。  

5．保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後 5 年以上であること。  

6．特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公表されていること。  

 

調達のポイント 
◕使用場所、対象人数などを勘案して、必要な明るさ・解像度の製品を選択しましょう。 

◕光源ランプについては、水銀を使用せず長時間使用可能な LED やレーザー、LED/レーザーハイブ 

リッド型の製品の調達を検討しましょう。 

◕マニュアルなどは、共有化するなどして削減しましょう。 

 

 

 □トナーカートリッジ、インクカートリッジ 

参考となる環境ラベル等：エコマーク  

  
＊エコマーク（No.132、142）認定品は、グリーン購入法に適合しています。   

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

トナーカートリッジ 

インクカートリッジ  

以下の１又は２のいずれかを満たすこと。 

1.以下のア～キの基準を満たすこと。  

ア.使用済カートリッジの回収システムがあること。  

イ.回収部品の再使用・マテリアルリサイクル率が下記の基準を満たすこと。  

・トナーカートリッジ：50％以上 

・インクカートリッジ：25％以上  

ウ.回収部品の再資源化率が 95％以上であること。  

エ.回収部品のうち、再利用できない部分は減量化等した上で適正処理され、単

純埋立てされないこと。  

オ.トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。  

カ.特定調達物品の使用が可能であること。  

キ.感光体は、カドミウム、鉛、水銀、セレン及びその化合物を含まないこと（トナーカ

ートリッジに適用）。  

2.エコマーク認定基準を満たすこと、又は同等のものであること。 

 

調達のポイント 
◕高い画質が必要な場合、長期間保存する場合などは、発色や耐久性等を確認した上で調達しましょ

う。 

◕プリンタメーカー４社（キヤノン、エプソン、ブラザー、HP）が日本郵政グループと協力し、全国の主要な郵

便局において、「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」とし使用済みインクカートリッジの共同回収を行って

おり、量販店やスーパー等の店舗でも回収が行われています。使用済みカートリッジは、必ずメーカー又

は再生カートリッジメーカーにより再資源化が図られるよう、回収に協力しましょう。 
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◕フリーライド（再生カートリッジ業者等が、市場から回収したカートリッジ等のうち、再生カートリッジとして利

用可能なものは自社で利用し、自社で利用できないものを純正カートリッジメーカーの回収センターに送

る）の事例があるため、適正な納入業者の選定に充分留意しましょう。 
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■５ 電子計算機等  
 

 □電子計算機 

参考となる環境ラベル等 

エコマーク 

 

 

＊エコマーク（No.119）認定品は、グリーン購入法に適合しています。 

国際エネルギー 
スタープログラム 
（エネスタ）  

＊クライアント型電子計算機については、国際エネルギースタープロ

グラムのコンピュータ Ver.8.0 以上に適合する機種は、電子計算機

の消費電力に係る判断の基準を満たしています。 

省エネ 

ラベリング制度 

 

＊電子計算機（サーバ型、クライアント型）については、省エネラベル

の緑色のマークの製品は、消費電力に係る判断の基準を満たして

います。 

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

電子計算機  1. エネルギー消費効率が、下記を満たすこと。  

【サーバ型電子計算機】  

省エネ法トップランナー基準を満たすこと（100％以上達成）  

【クライアント型電子計算機】  

下記のいずれかを満たすこと。 

ア. 省エネ法トップランナー基準を満たすこと（100％以上達成）  

イ. 国際エネルギースタープログラム（Ver.8.0以上）の基準を満たすこと。  

区分  対象  
エネルギー 

消費効率基準値  
（省エネ法）  

エネルギー 

消費効率基準値  
（エネスタ）  

サーバ型  

ネットワークを介してサービス

等を提供するために設計さ

れたもの  

表１ 

 

― 

ク ラ イ 

アント型  

サーバ型以外のもの  

【デスクトップ、ノートブック、

省スペース型デスクトップ、

ネットブック等】  

表２  

 

 

 

 

 

Ver.8.0以上 

基本方針の表は 

3-1～3-8に対応 

※ 表 1 及び表 2 は、調達方針の「電子計算機」の表番号を指します。 

2. 特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公開されていること。  

3. 搭載機器・機能の簡素化がなされていること（一般行政事務用ノート PCに適用）。 

➢ 内蔵モデム、CD/DVD、BD ドライブ等は非搭載（カスタマイズ可能）であること。  
➢ USB インターフェースが 2 つ以上あること。  
➢ 赤外線通信ポート、シリアルポート、パラレルポート、PC カード、S-ビデオ端子等は装備され

ていないこと。  



 

－17－  

4. 少なくとも筐体又は部品の一つに、再生プラスチック又はバイオマスプラスチックが使

用されていること（プラスチックが使用される場合に適用）。 
➢ 本体機器に付属する ACアダプタ等を含む。サーバ型電子計算機には適用しない。  

 

調達のポイント 
◕省エネ基準達成率がより高いものを選択しましょう。 

◕搭載機器・機能の簡素化は、省資源、省エネの観点から設定された基準です。調達に当たっては、使

用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能のみを要件とするようにしましょう。 

◕特定の化学物質の含有情報を当該物品の廃棄時まで管理・保管するようにしましょう。 

◕マニュアルやリカバリ CD 等は、共有するなどして、削減に取り組みましょう。 

 

 

□磁気ディスク装置、ディスプレイ、記録用メディア 

 ■特定調達品目及びその判断の基準  

磁気ディスク装置  

 

⚫  省エネ法に基づくエネルギー消費効率が下記の区分ごとの達成率 

基準値をみたすこと 
＊省エネラベル緑色のものは、消費電力に係る判断の基準を満たしています。 

＊磁気ディスク装置１台当たりのディスクドライブ搭載が 12 台以上のものは、基準を 

緩和しています。  

 

区分 基準エネルギー

消費効率又は算

定式 

トップラン

ナー基準

達成率 

ディスクドラ

イブ搭載数 

外形寸法 ディスク

枚数 

1台 ― 1枚 E= 

Exp(2.98× 

ln(N)-30.8) 

100％ 

2 枚又

は 3枚 

E= 

Exp(2.98× 

ln(N)-31.2) 

100％ 

4 枚以

上 

E= 

Exp(2.11× 

ln(N)-23.5) 

100％ 

2 台以上

11台以下 

― ― E= 

Exp(1.56× 

ln(N)-17.7) 

100％ 

12台以上 3.5 型を含

む構成 

― 0.00213 80％ 

2.5 型を含

む構成 

― E= 

Exp(0.952× 

ln(N)-14.2)/0.5 

50％ 

 

ディスプレイ  

 

1. 国際エネルギースタープログラム基準適合（Ver.8.0）  
＊国際エネルギースタープログラム基準適合機種は、消費電力に係る判断の基準

を満たしています。  

2. 特定の化学物質が含有率基準値以下かつ、含有情報の公表  

3. 動作が再開されたとき、自動的に使用可能な状態に復帰  
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＊エコマーク認定品（No.119）は、グリーン購入法に適合しています。 

記録用メディア  

 

【次のいずれかを満たすこと】  

1. 再生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上又は古紙パルプ配

合率 70％以上  
＊エコマーク認定品（No.112）は、判断の基準を満たしています。  

2. スリムタイプ又はスピンドルタイプ  

3. バイオマスプラスチックの使用  

 

調達のポイント 
◕ディスプレイは、エコマーク認定商品または国際エネルギースタープログラムの適合品を調達しましょう。

また、特定の化学物質の含有情報を当該物品の廃棄時まで管理・保管するようにしましょう。 

◕国際エネルギースタープログラムの適合品は、省エネルギーセンターのホームページでブランド、型式

別等で絞り込んで検索することができます。 

◕記録用メディアについては、文具・事務用品のエコマーク認定品（No.112）は、判断の基準を満たしてい

ます。 
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■６ オフィス機器等  
  

■特定調達品目及びその判断の基準  

シュレッダー  

    

1. 待機時消費電力 1.5W 以下  

2. 低電力モード又はオフモードへの移行時間は 10 分以下  

デジタル印刷機  

 

1. エネルギー消費効率の基準を満たす  
※エコマーク認定品（No.133）は、グリーン購入法に適合しています。  

2. 紙類の判断の基準を満たした用紙の使用が可能 

3. 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと 

掛時計  

 

【次のいずれかの基準を満たすこと】  

1. 太陽電池式（蓄電機能付で一次電池不要）  

2. 太陽電池及び一次電池使用で一次電池が 5 年以上使用可能  

3. 一次電池が 5 年以上使用可能  
※エコマーク認定品（No.134）は、グリーン購入法に適合しています  

電子式卓上計算機

（電卓）  

  1. 使用電力の 50%以上が太陽電池から供給されるもの  

2. 再生プラスチック配合率 40%以上  

3. 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと 

一次電池又は小形 

充 電 式 電 池 

（単 1～単 4形）   

1. 一次電池はアルカリ相当以上（マンガン電池は非適合）  

2. 小形充電式電池は充電式のニッケル水素電池等  
※JIS マーク製品のアルカリ電池以上の性能をもつ製品は、グリーン購入法に

適合しています。  
 

調達のポイント 
◕エコマーク認定品がある場合は、優先して調達しましょう。 
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■７ 移動電話等  
  

参考となる環境ラベル等：モバイル・リサイクル・ネットワーク  

  
＊会員企業は回収及びマテリアルリサイクルのシステムに係る判断の基準を満たしています。  

 

 ■特定調達品目及びその判断の基準  
携帯電話  

PHS  

1. ア又はイのいずれかを満たしていること 

ア．搭載機器・機能の簡素化（通話及びメール機能等に限定） 

イ．アプリケーションのバージョンアップが可能  

2. 環境配慮設計の実施及びその内容のウェブサイト等への公表  

3. 回収及びマテリアルリサイクルのシステムの構築 

4. 再使用又は再生利用できない部分は適正処理の実施 

5. バッテリ等の消耗品の修理システム（部品を 6 年以上保有）の構築 

6. 特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公表 

7. 再生プラスチックの配合率又はバイオマスプラスチックの配合率（バイオベース

合成ポリマー含有率）情報のウェブサイト等における開示（プラスチックが使用さ

れている場合） 

スマートフォン  1. 環境配慮設計の実施及びその内容のウェブサイト等への公表  

2. 回収及びマテリアルリサイクルのシステムの構築  

3. 再使用又は再生利用できない部分は適正処理の実施  

4. バッテリ等の消耗品の修理システム（部品を 6 年以上保有※）の構築  

5. 特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公表  

6. 再生プラスチックの配合率又はバイオマスプラスチックの配合率（バイオベー

ス合成ポリマー含有率）情報のウェブサイト等における開示（プラスチックが使

用されている場合） 
※スマートフォンについては、当面の間、消耗部品等の保有期限を 3年以上で可とする。 

 

調達のポイント 
◕携帯電話及びPHS は、使用目的、業務内容を勘案し、必要最低限の機能を要件として発注しましょう。 

◕マニュアルや充電器等は、共有するなどして、削減に取り組みましょう。 

◕端末を処分する際は、回収システムを利用した適切な処理を行いましょう。モバイル・リサイクル・ネットワ

ークに関する情報は、一般社団法人電気通信事業者協会（TCA）HP へ。 
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■８ 家電製品  
 

□電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気冷凍冷蔵庫 

参考となる環境ラベル等：統一省エネラベル・省エネラベリング制度 

  
＊電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び電気冷凍冷蔵庫は、省エネラベル緑色のマーク製品のうち、2021年度を目標年度とする 

省エネ法トップランナー基準達成率 100％以上の製品は判断の基準の「基準値２」を満たしています。 

＊統一省エネラベルは、省エネ基準達成率で適合性を確認することができます。  

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

電気冷蔵庫 

電気冷凍庫 

電気冷凍冷蔵庫  

1. エネルギー消費効率が以下の基準を満たすこと。 

【電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫】 

基準値１：省エネ基準達成率 105％以上 

基準値２：省エネ基準達成率 100％以上 

【電気冷凍庫】 

基準値１：省エネ基準達成率 110％以上 

基準値２：省エネ基準達成率 100％以上 

2. 冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。  

3. 特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公表されているこ

と（電気冷凍庫を除く）。  

 

調達のポイント 
◕統一省エネラベルの制度変更に伴い、令和４年度については★の数で判断することができないため、エ

ネルギー消費効率達成率で判断する必要があります。 

◕特定の化学物質の含有情報を当該物品の廃棄時まで管理・保管するようにしましょう。 

◕「省エネ型製品情報サイト」では、省エネ製品の情報が掲載されています。 

 

 

□テレビジョン受信機 

参考となる環境ラベル等 

エコマーク 
  

 

 

 

 

 

＊エコマーク（No.152）認定品は、グリー

ン購入法に適合しています。  

 

統一省エネラベル・省エネラベリング制度 

 

＊統一省エネラベル緑色及びオレンジ色のマーク製品の一部はグリーン購入法

の判断の基準を満たしています（2026年度を目標年度とする省エネ法トップラ

ンナー基準に基づく達成率基準値による）。 

＊統一省エネラベルは、省エネ基準達成率で適合性を確認することができます。 

 



 

－22－  

■特定調達品目及びその判断の基準  

テレビジョン

受信機  

1. エネルギー消費効率が、省エネ法トップランナー基準に基づく下記の達成率基準

値を満たすこと。 

パネル種類及び画素数 省エネ基準達成率基準値 

液晶２K未満 74％程度以上（100/135） 

液晶２K以上４K未満 89％程度以上（100/112） 

液晶４K以上 71％程度以上（100/141） 

有機 EL 82％程度以上（100/122） 
※付加機能を有する者は、機能ごとの想定消費電力量が許容される。 

※８Kテレビは対象外。 

2. リモコン待機時の消費電力 0.5W 以下であること。  

3. 特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公表されていること。  

 

 

 

□電気便座 

参考となる環境ラベル等：統一省エネラベル 

 

 

 

                           旧ラベル              新ラベル 

新ラベル・旧ラベルともに、統一省エネラベルの年間消費電力量（kWh/年）を確認ください。 

 

 ■特定調達品目及びその判断の基準  

電気便座  ⚫ 以下の表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率（年間消費電力量）を上回ら

ないこと。 

区分 基準エネルギー消費効率（年間消費電力） 

暖房便座 141 kWh/年 以下 

温水洗浄便座 貯湯式 175 kWh/年 以下 

温水洗浄便座 瞬間式 97 kWh/年 以下 
 

 

調達のポイント 
◕電気便座の判断の基準は、統一省エネラベルの★の数で判断ができないため、年間消費電力量

（kWh/年）を確認して調達しましょう。 

◕瞬間式の温水洗浄便座は、ヒーターのワット数が1,300W 前後と高いため、多連でトイレを設置する場合

は、設備の電力容量を確認した上で調達しましょう。 

◕「省エネ型製品情報サイト」では、省エネ製品の情報が掲載されています。 

 

調達のポイント 
◕テレビジョン受信機の令和４年度の判断の基準への適合状況は、多段階評価の★の数の区切りと一致

していないため、省エネ基準達成率で判別する必要があります。 

◕画面の大きさや機能（画素数、動画表示速度、録画機能等）が同じ場合、省エネ基準達成率が高いほ

ど省エネ性に優れています。 
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□電子レンジ 

■特定調達品目及びその判断の基準  

電子レンジ  

 

1. 省エネ法に基づくエネルギー消費効率基準 100%以上達成  

2. 待機時消費電力 0.05W未満  

3. 特定の化学物質が含有率基準値以下、含有情報の公表  
＊省エネラベル緑色のものは、消費電力に係る判断の基準を満たしています。  

 

調達のポイント 
◕省エネラベル緑色のものは、消費電力に係る判断の基準を満たしています。 

◕「省エネ型製品情報サイト」では、省エネ製品の情報が掲載されています。 
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■９ 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冷暖房機、ストーブ  
参考となる環境ラベル等： 

統一省エネラベル 

 
＊家庭用エアコンディショナーについて

は、統一省エネラベルの４つ★、５つ

★のものはエネルギー消費効率に係

る判断の基準を満たしています。 

 

JISマーク 

 
＊ガスヒートポンプ式冷暖房機は、JIS

規格適合機種のうち、APFp1.07以

上が適合となります。 

 

省エネラベリング制度 

 
＊ストーブについては、省エネラベルが

緑色の製品は判断の基準を満たして

います。 

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

エアコンディショ

ナー  

1.  表の区分ごとの基準エネルギー消費効率を満たすこと。 

【家庭用エアコンディショナー】 

区分  冷房能力  基準エネルギー消費効率  

家庭用エアコン

（直吹形で壁掛

け形のもの）  

4.0kW 以下  表 1  

  
統一省エネラベル  

「４つ★以上」  

上記以外の家庭

用のエアコン  

4.0kW～ 

28kW 以下  
表 2  

＊表１、表２、表３は調達方針に対応  

 【業務用エアコンディショナー】 

区分  冷房能力  基準エネルギー消費効率  

業務用エアコン  
50.4kW 

以下 
表 3  

基準値 1 表 3 の区分

ごとの数値（省エネ法

達成率 100％） 

基準値 2 表３の区分ご

との数値の 88％以上 

2.  冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は 750以下であること。 

3.  特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公表されていること。 

ガスヒートポンプ

式冷暖房機  

1.  期間成績係数が 1.07 以上 

2.  オゾン層破壊物質不使用 

ストーブ  ●  省エネ法に基づくエネルギー消費効率基準達成率 100%以上  

 

調達のポイント 
◕統一省エネラベルの「★★★★」以上であれば最低限の基準を満たしますが、可能な限り、より省エネ性能の高 

い「★★★★★」を調達しましょう。 

◕業務用エアコンについては、調達する区分に基準値１を満たす製品が複数ある場合は、可能な限り基準値１を満

たす製品を調達しましょう。 

◕APF（APFp）の高い機種ほど、効率が高く省エネといえます。 

◕特定の化学物質の含有情報を当該物品の廃棄時まで管理・保管するようにしましょう。 

◕「省エネ型製品情報サイト」では、省エネ製品の情報が掲載されています。 
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■１０ 温水器等  

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

ヒートポンプ式電気給湯器  【家庭用】  

1. 省エネ法に基づくエネルギー消費効率基準達成率 100%以上  

2. ノンフロン  

【業務用】  

⚫ 年間加熱効率が 3.20以上 

ガス温水機器、石油温水

機器 

⚫ 潜熱回収型ガス温水機器及び潜熱回収型石油温水機器は、エネル

ギー消費効率が 90以上 

⚫ 潜熱回収型ガス温水機器及び潜熱回収型石油温水機器以外は、省

エネ法に基づくエネルギー消費効率基準達成率 100%以上 

ガス調理機器  ⚫ 省エネ法に基づくエネルギー消費効率基準達成率 100%以上  

 

調達のポイント 
◕ヒートポンプ式電気給湯器（家庭用）、ガス温水機器、石油温水機器、ガス調理機器は、「省エネ型 

製品情報サイト」において、エネルギー消費効率の達成状況が検索できます。 

◕ガス温水機器、石油温水機器は、潜熱回収型の機器を選択しましょう。 

 

  

参考となる環境ラベル等：省エネラベリング制度 

  
＊省エネラベル緑色のものは、エネルギー消費効率に係る判断の基準を満たしています。  
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■１１ 照明  
 

□照明器具  
■特定調達品目及びその判断の基準  

LED照明器具  ⚫ 固有エネルギー消費効率、平均演色評価数 Ra及びモジュール寿命が下表の

基準以上であること。 

・基準値１は、下記のいずれを満たすこととする。 

➢ 固有エネルギー消費効率が下表の基準値１ の数値以上 

➢ 基準値２を満たし、かつ、初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセン

サ制御、調光制御等の省エネ効果の高い機能を付加 

・基準値２は、固有エネルギー消費効率が下表の基準値２の数値以上 

固有エネルギー消費効率の基準 
上段：基準値１ 下段：基準値２、lm：ルーメン 

光源色 
LED 

照明器具 

ダウン 

ライト※1 

高天井 

器具※2 
投光器 防犯灯 

昼光色 

昼白色、白色 

144 lm/W 114 lm/W 156 lm/W ― ― 

120 lm/W 95 lm/W 130 lm/W 105 lm/W 80 lm/W 

温白色、 

電球色 

102 lm/W 96 lm/W 102 lm/W ― ― 

85 lm/W 80 lm/W 85 lm/W 90 lm/W 対象外 

※1ダウンライトの定義は器具埋込穴寸法が 300mm以下の製品 

※2高天井器具の定義は定格光束 11,000 lm以上の製品  

平均演色評価数 Ra及び LEDモジュール寿命の基準 

適用 
LED 

照明器具 

ダウン 

ライト※1 

高天井 

器具※2 
投光器 防犯灯 

Ra 80 70 70 70 70 

モジュール 

寿命 
40,000時間 

⚫ 特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公表されていること。 

LED を光源とした

内照式表示灯  

1. 定格寿命が 30,000 時間以上であること。  

2. 特定の化学物質が含有率基準値以下であり、含有情報が公表されていること。  

 

調達のポイント 
◕蛍光灯照明器具は、平成30年度以降は特定調達品目の対象外となっています。 

◕「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定め

る計画（政府実行計画）」（令和３年10月22日閣議決定）において、「既存設備を含めた政府全体のＬＥ

Ｄ照明の導入割合を2030年度までに100％とする。また、原則として調光システムを併せて導入し、適

切に照度調整を行う。」とされており、既存照明についてもLED照明へ切り替えることが求められていま

す。 

◕グリーン購入法においては、従来の蛍光ランプで使用されている口金（G13口金等）から給電される 

LEDランプを装着するための照明器具は、当面の間は対象外としています。 

◕昼光利用や調光機能、人感センサ機能、初期照度補正機能（初期の過度な明るさを抑え、ランプ寿命
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まで一定の明るさを保つ機能）、多灯分散方式（トータルの消費電力を制限する目的で、一室内で複数

の照明器具を配置し、必要な箇所のみ点灯することにより、光環境の向上と省エネを両立させる照明方

式）等を有効に利用しましょう。 

◕こまめな消灯（減光・減灯）、定期的な清掃やランプ交換に心掛け、長期間の使用による照明効率の低

下を防ぐよう、運用においても省エネを心がけましょう。また、10年以上経過した照明器具は、ランプ交

換だけでなく器具ごと取り替えることを検討しましょう。 

 

■直管形 LED照明器具の日本照明工業会規格（JEL規格）について■ 
直管形LEDランプは、従来の蛍光ランプと口金形状、長さなど、構造的に互換性をもたせたさまざまな

種類のものが国内外の多くの事業者より販売されていますが、これらの直管形LEDランプと既設の蛍光灯

照明器具との組み合わせで、安全面、寿命面、光学面等の問題が発生しています。 

日本照明工業会では、最低限確保すべき性能規定を含んだ直管形LEDランプシステムの規格とし

て、JEL801「L形ピン口金GX16t-5付直管形LEDランプシステム」、JEL802「くぼみ形コンタクト口金R4付

直管形LEDランプシステム」及びJEL803「GZ16口金付制御装置内蔵型直管LEDランプ」の規格を制定

し、性能面及び安全面の対応を図っています。このJEL801、JEL802及びJEL803規格に対応した照明

器具は、従来の蛍光ランプと物理的又は電気的互換性がなく安全性が確保できることからグリーン購入

法の対象としていますが、G13などの従来の口金のランプを取り付けられる器具であって、その口金を通

じ給電する照明器具は当面の間対象外としています。 

直管形LED照明器具の対象 

金口 図 規格・給電方法・特徴 

グリーン 

購入法の 

適用 

GX16ｔ-5 
 

 

・JEL801規格 

・GX16t-5で保持。保持部から給電する 

・制御装置はランプの外側に設置され、ランプに

は直流電力を供給 

対象 

R4 

 

・JEL802規格 

・G13形状のピンで機械的保持。保持部からは

給電しない 

・制御装置はランプの外側に設置され、ランプに

は直流電力を供給 

・ピンはランプ内部導電部と絶縁 

対象 

GZ16 

（M形） 
 

・JEL803規格 

・ランプに電源を内蔵しており、器具側に電源を

搭載していないため、既存器具と同じ取付ピッ

チ、電源穴で対応が可能 

対象 

その他 

専用口金 
 ・従来の蛍光ランプが取り付けられない器具 対象 

 下記の口金から給電されるものは対象外 

給電端子側   アース端子側 
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G13 

 

・G13口金で保持。保持部から給電する 

・電源内蔵タイプ、電源外付タイプがある 

・従来の蛍光ランプの口金と構造上の互換性が

ある 

対象外 

※G13の他、G5、RX17d、G10q、GX-10q、GX10q-5、GX24q、GY10q等で従来口金と互換性のあるものも 

対象外 

 

注：グリーン購入法においては、直管形LEDランプの判断の基準は設定していません。既存の直管形ラン

プの交換にあたって、直管形のLEDランプをランプ単体で購入する場合は、グリーン購入法の対象外とな

ります。 

 

■LED照明器具の対象範囲■ 

グリーン購入法においては、照明用白色LED を用いたつり下げ形、じか付け形、埋込み形、壁付け形

並びに投光器、防犯灯として使用する照明器具としています。なお、直管形LED 照明器具については、

JEL801、JEL802、JEL803 規格対応品のみ対象となります。 

区分 対象 製品例 

つり下げ形 

じか付け形 

埋込み形 

ベースライト 

高天井器具 

      

 
※直管形はJEL801、802、803 規格対応品のみ 

じか付け形 

埋込み形 
ダウンライト 

          

じか付け形 シーリングライト 

 

じか付け形 ブラケット 

           

つり下げ形 

じか付け形 
ペンダントライト 

  

つり下げ形 スポットライト 
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対象 製品例 

投光器 

 

防犯灯 

          
※卓上スタンドは対象外。 

資料：（一社）日本照明工業会 

 

 

□ランプ 
参考となる環境ラベル等：エコマーク 

  
 

＊電球形 LED ランプについて、エコマーク（No.150）認定品

は、グリーン購入法に適合しています。  

省エネラベリング制度 

 

 

 

 
＊電球形蛍光ランプについて、省エネラベル（緑色）は、エネ

ルギー消費効率の判断の基準を満たしています。 

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

蛍光ランプ  

直管形蛍光ラン

プ（40 形） 

 

区分  ランプ効率  その他の基準  

高周波点灯専用

形（インバータ） 

（Hf）  

100 lm/W 以上 

・Ra80 以上  

・定格寿命 10,000 時間以上  

・管径 25.5mm（±1.2）以下  

・水銀封入量が 5mg 以下  

ラピッドスタート形 

スタータ形  
85 lm/W 以上  

・Ra80 以上  

・定格寿命 10,000 時間以上  

・管径 32.5mm（±1.5）以下  

・水銀封入量が 5mg 以下  

電球形状のラン

プ （電球形 LED 

ランプ）  
光源色 

ランプ効率 

Ra 定格寿命  A形 

(E26/E17口金) 

A形(E26/E17

口金)以外 

昼光色  

昼白色、白色 

110.0 lm/W 以

上 
80 lm/W 以上 

70 

以上 

40,000時間 

以上 温白色、 

電球色 
98.6 lm/W 以上 70 lm/W 以上 

ビーム開き 90 度

未満の反射形  
‐ 50 lm/W 以上 

70 

以上 

30,000時間 

以上 

※電源電圧 50V以下、Ra90以上、調光器対応機能付きの場合は、A形(E26/E17口金)

以外の基準を適用。調光・調色対応ランプは基準値（最大消費電力時）から 5 lm/W緩和。 
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電球形状のラン

プ （電球形蛍光

ランプ）  

区分  ランプ効率  その他の基準  

表 3 省エネ法の区

分ごとの基準値以

上  
 

※省エネラベルが

緑のもの 

・定格寿命 6,000 時間以上 

・水銀封入量 4mg 以下 

＊電球形蛍光ランプの表 3 は調達方針の「電球形蛍光ランプ」の表を指します。  

＊電球形蛍光ランプは省エネ法の区分ごとにエネルギー消費効率の基準が定められていま

す。レフ形（反射形）や調光用、カラーランプ、ブラックライト、鶏舎用、透明形、安定器分

離形のものは省エネ法の対象外であるため、グリーン購入法においても対象外となります。  
 

調達のポイント 
◕白熱電球は、電球形蛍光ランプやLEDランプに切替えましょう。 

◕エネルギー消費効率は光源色ごとに比較を行い、使用場所に応じたランプを選択しましょう。 

◕非常用照明器具用のランプを調達する場合、器具の適合条件を事前に十分確認しましょう。 

◕電球形蛍光ランプは、「省エネ型製品情報サイト」で省エネ型製品が検索できます。 

◕エコマーク認定品（電球形LEDランプ）は判断の基準に適合しています。 

 

■電球形 LED ランプの選び方■ 

電球形LED ランプには、使用用途、電球の形状、口金の大きさ、配光等が異なる商品があります。それ

ぞれの特性について確認した上で、適切なタイプのものを選択するようにしましょう。 

１．電球の形を選ぶ 
代表的な電球の形としては、次のようなものがあり

ます。もとの電球がどの形なのか確認しましょう。 

◕一般電球タイプ（A 形） 

◕ボール電球タイプ（G 形） 

◕小形電球タイプ（クリプトン電球） 

◕ビーム電球タイプ 

 

A 形 T 形 G 形 

   

２．口金のサイズを選ぶ 
照明器具のソケットと、電球の口金が合った大きさ

でないと取付ける事ができません。口金のサイズを確

認してください。 

E11 口金 E17 口金 E26 口金  

３．光色を選ぶ 
白熱電球、ろうそくの光など、オレンジ、黄色味が

かった色温度の低い光の電球色、正午の太陽光

や、蛍光ランプで多く使用されている白が際立つ光

は、昼白色、昼光色。用途や好みに合わせて選びま

しょう 

電球色（色温度：2600～3250K） 

昼白色（色温度：4600～5500K） 

昼光色（色温度：5700～7100K） 

 
電球色          昼白色 

４．あかるさを選ぶ 
白熱電球に40形、60形、100形があるように、電

一般電球 電球形LEDランプ 

20形 170 ℓm（ﾙｰﾒﾝ）以上 
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球形LEDランプでも商品によって明るさの強弱を選

ぶ事ができます。これは光の量を示す光束（単位：

ℓm，ﾙｰﾒﾝ）によって表されており、E26口金の場合

は、右の表のような関係になっています。 
 

30形 325 ℓm（ﾙｰﾒﾝ）以上 

40形 485 ℓm（ﾙｰﾒﾝ）以上 

60形 810 ℓm（ﾙｰﾒﾝ）以上 

５．光の広がり（配光）を選ぶ 
電球形LED ランプにも、これまでの一般電球のよ

うに、光が空間全体に広がるランプと、ビーム電球や

ミラー、ハロゲン電球のように一定方向に光が集まる

ランプなど様々あります。 
◕空間の全方向に広がるタイプ（一般電球、小形電球

の全般配光タイプ） 

◕空間の下方向に広がるタイプ（一般電球、小形電球

の準全般配光タイプ） 

◕光が集光するタイプ（レフ電球タイプ、ミラー付ハロゲン

タイプ） 

  
 

全般配光 準全般配光 集光 

   

（一社）日本照明工業会「電球形LEDランプガイドブック」より  
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■１２ 自動車等  
 

 □自動車 
参考となる環境ラベル等： 

自動車燃費性能評価・公表制度 

 
＊区分ごとの燃費基準に対応した上記マーク製品は、グリ

ーン購入法の自動車の燃費基準を満たしています。 

 

低排出ガス車認定制度 

 

 
 
＊上記マーク製品は、グリーン購入法の自動車の排出ガス基

準を満たしています。 

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

○下記の区分ごとの基準を満たすこと。  

区分 判断の基準 対応する基本方針の表 

乗用車 ・電動車等であること（２段階の判断の基準

の設定なし） 

・ハイブリッド自動車は 2030年度燃費基準

値 60％達成レベル以上であること、かつ、

令和２（2020）年度燃費基準値以上である

こと。 

ハイブリッド自動車は表

１（排ガス基準）及び表

２（燃費基準）を満たす

こと 

区分 判断の基準 対応する基本方針の表 

基準値１ 基準値２ 

小型バス 電動車等 次世代自動車又は低排出ガス

かつ低燃費（2015年度燃費基

準達成） 

表１（排ガス基準） 

表３（燃費基準） 

小型貨物車 電動車等 次世代自動車又は下記の一定の燃費性能を

満たす車両 

 

【軽貨物車及び中量貨物車】 

2015年度燃費基準５％超過

達成 

【軽量貨物車】 

2015年度燃費基準 15％達成

基準 

表１（排ガス基準） 

表４－１（ガソリン） 

表４－２（軽油） 

表４－３（LPG） 

バス等 電動車等 次世代自動車又は一定の燃費

性能を満たす車両（2015年度

燃費基準 15％超過達成） 

表５（燃費基準） 

トラック等 表６（燃費基準） 

トラクタ 表７（燃費基準） 

※１ 「電動車等」とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自

動車及び水素自動車をいう。 

※２ 「次世代自動車」とは、電動車等、天然ガス自動車及びクリーンディーゼル自動車をいう。 

※３ 表１は基本方針のガソリン（ハイブリッド自動車を含む）又は LPガスを燃料とする自動車の車種

別の排出ガス基準、表２～表７は車種別・燃料種別の燃費基準 
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※４  排出ガス及び燃費に係る測定モードは表１～表４－２が JC08モード又は WLTCモード、表４－

３が 10・15モード、表５～表７が JH15モード（重量車モード）  

※５ 適合銘柄が 1つのみとなった場合は、入札における競争性を確保するため、基準を緩和するこ

ととする（平成 27年 3月 31日付け環境政策課長通知）。 

 

 

調達のポイント 
◕「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、政府全体での電動車等の率先導入の推進が掲げら

れており、令和４年度から乗用車は電動車等の調達が必須となります。各機関においては、再生可能

エネルギーの利用と併せて電動車等の導入を積極的に推進することが求められます。  

◕自動車の調達にあたっては、車両重量の区分に応じて、表に掲げる基準を満たした、より環境性能の

良い車両の導入に努めましょう。ただし、特定の仕様を要する場合や判断の基準を満たす車両を選

択することにより用途上支障が生じる場合等（例えば、路線バスにおいて、判断の基準を満たす自動

車がマニュアル車に限られ、その中から調達を行うと運転手の負担増加につながる場合など）、特に

貨物車、重量車において、表の区分ごとの燃費基準を満たした車両が存在しない場合等は、必ずしも

本基準によらず柔軟に対応しましょう。  

◕バイオエタノール混合ガソリン(E3、E10（E10対応専用車に限る）及びETBE)、バイオディーゼル燃料

混合軽油（B5）の供給体制が整備されている地域では、ガソリン、軽油を使用しなければならない場

合は積極的な利用に努めましょう。  

◕軽油は、エコマークNo.160「廃食用油を使用したバイオディーゼル燃料」の認定基準を参考に調達で

きます。  

◕ 自動車の燃費性能については、国土交通省HP「自動車の燃費性能に関する公表」で確認できま

す。  
 

 

 

□乗用車用タイヤ 
参考となる環境ラベル等：低燃費タイヤ統一マーク 

  
＊低燃費タイヤ統一マークは、AAA、AA、Aの製品に貼付されており、AAA、AAはグリーン購入法の基準値１を、

Aは基準値２を満たしています。 
  

■特定調達品目及びその判断の基準  

1． 以下の転がり抵抗及びウェットグリップ性能を満たすこと。 

  基準値１：転がり抵抗係数 7.7以下かつウェットグリップ性能が 110以上であること。 

  基準値２：転がり抵抗係数 9.0以下かつウェットグリップ性能が 110以上であること。 

2． スパイクタイヤでないこと。  

 

調達のポイント 
◕乗用車用タイヤは、「低燃費タイヤ統一マーク」の等級ができるだけ高いものを調達しましょう。 

◕乗用車用以外のタイヤについては、国内では転がり抵抗及びウェットグリップ性能の等級がありません

が、安全性を確保した上で可能な限り転がり抵抗係数の低いものを調達しましょう。 
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□２ サイクルエンジン油 
参考となる環境ラベル等：エコマーク  

  
＊エコマーク（No.110）認定品は、グリーン購入法に適合しています。  

  

■特定調達品目及びその判断の基準  

1．生分解度が 28 日以内で 60％以上であること  

2．魚類による急性毒性試験の 96 時間 LC50 値が 100mg/L 以上であること  

 

調達のポイント 
◕実績カウントの単位は、リットルとする。 
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■１３ 消火器  
  

参考となる環境ラベル等：エコマーク 

 
＊エコマーク（No.127）認定品は、グリーン購入法に適合しています。 

  

■特定調達品目及びその判断の基準  

消火器  1. 消火薬剤の 40%以上が再生薬剤であること  

2. 廃消火器の回収システムがあり、適正処理されるシステムがあること  

  

調達のポイント 
◕各消火器メーカーでは、設計標準使用期限を10 年（住宅用消火器は5 年）としています。国内で製造

された消火器は、消火器の販売代理店や防災・防犯事業者の特定窓口に引き取りを依頼するか、消

火器メーカー営業所や廃棄物処理業者の指定引取場所に持ち込むとリサイクル処分されます（国内メ

ーカー：日本ドライケミカル、初田製作所、マルヤマエクセル、モリタ宮田工業、ヤマトプロテック）。 

◕消防法令等に基づいて設置されている旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です。

新規格では適応火災が絵で表示されています。「文字」で「普通・油・電気」と表示されているものは「旧

規格」の消火器です。 
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■１４ 制服・作業服  
  

 参考となる環境ラベル等： 

  エコマーク 

 
＊エコマーク認定品は、グリーン購入法

に適合しています（条件あり）。 

 

エコ・ユニフォームマーク 

 
＊エコ・ユニフォームマーク貼付品は、

グリーン購入法に適合しています。 

 

PET ボトルリサイクル推奨マーク 

 
＊上記マーク品は、再生 PET配合率

が 25%以上の判断の基準を満たして

います。 

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

制服 

作業服  

【次のいずれかを満たすこと】  

1. 再生 PET 樹脂配合率が 25%以上（裏生地を除く）  
※ポリエステルが裏生地を除く繊維重量の 50%未満の場合、再生 PET 樹脂は繊維部分重量比

10%かつ、裏生地を除くポリエステル繊維重量比 50%以上  

2. 再生 PET 樹脂配合率が 10%以上かつ回収システムの保有  

3. 故繊維から得られるポリエステル繊維が 10%以上  

4. 植物を原料とする合成繊維が 25%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率

10％以上  

5. 植物を原料とする合成繊維が 10%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率

4％以上かつ回収システムの保有  

6. エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること 

 

帽子  【次のいずれかを満たすこと】  

1. 再生 PET 樹脂配合率が 25%以上  
※ポリエステルが繊維重量の 50%未満の場合、再生 PET 樹脂は繊維部分重量比 10%かつ、 

ポリエステル繊維重量比 50%以上  

2. 再生 PET 樹脂配合率が 10%以上かつ回収システムの保有  

3. 故繊維から得られるポリエステル繊維が 10%以上  

4. 植物を原料とする合成繊維が 25%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率

10%以上 

5. 植物を原料とする合成繊維が 10%以上、かつバイオベース合成ポリマー含有率

4%以上かつ回収システムの保有 

靴 【次のいずれかを満たすこと】  

1. 再生 PET 樹脂配合率が 甲材繊維重量比 25%以上  
※甲部のポリエステルが繊維部分の 50%未満の場合、再生 PET 樹脂は繊維部分重量比 10%

かつ、甲材のポリエステル繊維重量比 50%以上  

2. 故繊維から得られるポリエステル繊維が甲材繊維重量比 10％以上 

3. 植物を原料とする合成繊維が甲材繊維重量比 25%以上、かつバイオベース合

成ポリマー含有率 10%以上 

 

調達のポイント 
◕「エコマーク」のついた製品を調達しましょう。 

◕日本被服工業組合連合会「エコ・ユニフォームマーク」のついた製品はグリーン購入法に適合していま

す。 
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◕制服・作業服のクリーニング等を行う場合には、JIS L 0217 又はJIS L 0001：日本工業規格「繊維製

品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法」に基づく表示を十分確認し、クリーニングに係る判断

の基準を満たす事業者を選択しましょう。  
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■１５ インテリア・寝装寝具  
  

参考となる環境ラベル等  
 

エコマーク 

 

 
＊エコマーク認定品は、グリ

ーン購入法に適合してい

ます。 

PETボトルリサイクル 

推奨マーク 

 
＊上記マーク製品は、再生

PET樹脂 25%以上の基準

を満たしています。 

 

フレームマーク 
 

 
＊上記マーク製品は、グリー

ン購入法に適合していま

す。 

 

衛生マットレス 

 

 
＊上記マーク製品は、グリー

ン購入法に適合していま

す。 

  

■特定調達品目及びその判断の基準  

カーテン 

布製ブラインド  

【次のいずれかを満たすこと】  

1. 再生 PET樹脂配合率が 25%以上  
※ポリエステルが繊維重量の 50%未満の場合、再生 PET 樹脂は繊維部分重量比

10%かつ、ポリエステル繊維重量比 50%以上  

2. 再生 PET樹脂配合率が 10%以上かつ回収システムの保有  

3. 故繊維から得られるポリエステル繊維が 10％以上  

4. 植物を原料とする合成繊維が 25%以上、かつバイオベース合成ポリマー

含有率 10％以上  

5. 植物を原料とする合成繊維が 10%以上、かつバイオベース合成ポリマー

含有率 4％以上かつ回収システムの保有  

金属製ブラインド  ⚫  明度 L*値が 70.0 以下の場合、日射反射率が 40.0%以上、70.0 を超

え、80.0 以下の場合は 50.0%以上、80.0 を超える場合は 60.0%以上で

あること  

タフテッドカーペット 

タイルカーペット 

織じゅうたん  

【次のいずれかを満たすこと】  

⚫ 未利用繊維、故繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計が

25%以上  

ニードルパンチカーペット  【次のいずれかを満たすこと】  

1. 未利用繊維、故繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計

が 25%以上  

2. 植物を原料とする合成繊維が 25%以上、かつバイオベース合成ポリマー

含有率 10％以上  

3. 植物を原料とする合成繊維が 10%以上、かつバイオベース合成ポリマー

含有率 4％以上かつ回収システムの保有  

毛布 【次のいずれかを満たすこと】  

1. 再使用した詰物が 80%以上（ふとんのみに適用）  

2. 再生 PET 樹脂配合率が 25%以上  
※ポリエステルが繊維部分の 50%未満の場合、再生 PET 樹脂は繊維部分重量比

10%かつ、ポリエステル繊維重量比 50%以上  

3. 再生 PET樹脂配合率が 10%以上かつ回収システムの保有  

4. 故繊維から得られるポリエステル繊維が 10％  
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ふとん 1. ポリエステルを使用した製品については、次のいずれかを満たすこと 

ア． 再生 PET樹脂配合率が 50%以上 
※ポリエステルが繊維部分の 50%未満の場合、再生 PET樹脂は繊維部分重比 

10%かつ、ポリエステル繊維重量比 50%以上 

イ． 再生 PET樹脂配合率が 10%以上かつ回収システムの保有 

ウ． 故繊維から得られるポリエステル繊維が 25％ 

2. 再使用した詰物が 80%以上 

ベッドフレーム  【主要材料がプラスチックの場合】  

⚫ 再生プラスチックがプラスチック重量比 10%以上  

【主要材料が木材の場合】  

⚫ 間伐材、端材等の再生資源又は合法材  
※間伐材に係る合法性確認の手続きは、クリーンウッド法の対象品か否かで異なる。 

ホルムアルデヒドの放散速度が 0.02mg/m2h以下  

【主要材料が紙の場合】  

⚫ 古紙パルプ配合率 50%以上  

⚫ バージンパルプの合法性の担保  

マットレス  1．次のいずれかを満たすこと  

⚫ 詰物の再生 PET 樹脂配合率が 25%以上  

⚫ 故繊維から得られるポリエステル繊維が 10％以上  

⚫ 植物を原料とする合成繊維が 25%以上、かつバイオベース合成ポ

リマー含有率が 10％以上  

2．フエルトに使用される繊維は未利用繊維又は反毛繊維  

3．ホルムアルデヒドの放出量が 75ppm以下  

4．フロン類不使用 

 

調達のポイント 
◕「エコマーク」のついた製品を調達しましょう。 

◕全日本ベッド工業会の「衛生マットレス基準」「フレーム環境基準」は、グリーン購入法と整合が図られて

います。 
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■１６ 作業手袋 
  

参考となる環境ラベル等：エコマーク  

  
＊エコマーク認定品（No.103）は、グリーン購入法に適合しています。  

■特定調達品目及びその判断の基準  

作業手袋  【次のいずれかを満たすこと】  

1. 再生 PET樹脂配合率が 50%以上  

2. ポストコンシューマ材料からなる繊維が 50%以上  

3. 未利用繊維が 50%以上 

4. 植物を原料とする合成繊維が 25%以上、かつ、バイオベース合成ポリマ

ー含有率 10%以上 

 

調達のポイント 
◕「エコマーク」のついた製品を調達しましょう。 
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■１７ その他繊維製品  
 

参考となる環境ラベル等：エコマーク 

 
＊エコマーク認定品は、グリーン購入法に適合していま

す（条件あり）。 

PETボトルリサイクル推奨マーク 

 
＊上記マーク製品は、再生 PET樹脂 25%以上の判断の基準を 

満たしています。 

  

■特定調達品目及びその判断の基準  

集会用テント  
  

【次のいずれかを満たすこと】  

1. 再生 PET樹脂配合率が 25%以上  
※ポリエステルが繊維部分の 50%未満の場合、再生 PET樹脂は繊維部分重量比 

10%かつ、ポリエステル繊維重量比 50%以上  

2. 再生 PET樹脂配合率が 10%以上かつ回収システムの保有  

3. 故繊維から得られるポリエステル繊維が 10％以上  

4. 植物を原料とする合成繊維が 25%以上、かつバイオベース合成ポリマー

含有率 10%以上 

5. 植物を原料とする合成繊維が 10%以上、かつバイオベース合成ポリマー

含有率４%以上かつ回収システムの保有 

ブルーシート  ●  再生ポリエチレンが 50%以上  

防球ネット  
  

【次のいずれかを満たすこと】  

1. 再生 PET樹脂配合率が 25%以上  
※ポリエステルが繊維部分の 50%未満の場合、再生 PET樹脂は繊維部分重量比 

10%かつ、ポリエステル繊維重量比 50%以上  

2. 再生 PET樹脂配合率が 10%以上かつ回収システムの保有  

3. 故繊維から得られるポリエステル繊維が 10％以上  

4. 再生ポリエチレンが 50%以上  

5. 植物を原料とする合成繊維が 25%以上、かつバイオベース合成ポリマー

含有率 10％以上  

旗  

のぼり  

幕（横断幕、懸垂幕）  

【次のいずれかを満たすこと】  

1. 再生 PET樹脂配合率が 25%以上  
※ポリエステルが繊維部分の 50%未満の場合、再生 PET樹脂は繊維部分重量比 10% 

かつ、ポリエステル繊維重量比 50%以上  

2. 再生 PET 樹脂配合率が 10%以上かつ回収システムの保有  

3. 故繊維から得られるポリエステル繊維が 10％以上  

4. 植物を原料とする合成繊維が 25%以上、かつバイオベース合成ポリマー

含有率 10％以上  

5. 植物を原料とする合成繊維が 10%以上、かつバイオベース合成ポリマー

含有率４％以上かつ回収システムの保有  

モップ  【次のいずれかを満たすこと】  

1. 未利用繊維、リサイクル繊維、その他の再生材料の合計が 25%以上  

2. 製品使用後の回収及び再使用のためのシステムの保有  
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調達のポイント 
◕「エコマーク」のついた製品を調達しましょう。 
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■１８ 設備 
 

□太陽光発電システム 

 ■特定調達品目及びその判断の基準  

太陽光発電システム  1. 太陽電池モジュールのセル実効変換効率が、次の区分ごとの基準値以上  

シリコン単結晶系太陽電池  16.0%  

シリコン多結晶系太陽電池  15.0%  

シリコン薄膜系太陽電池  8.5%  

化合物系太陽電池  12.0%  

2. 太陽電池モジュール・付属機器の維持・管理等に必要な情報のウエブサイト

等による開示 ※調達方針別表２に記載  

3. 発電電力量等が確認できること  

4. 太陽電池モジュールは公称最大出力の 80%以上を最低 10年間維持するよ

う設計・製造  

5. パワーコンディショナの負荷効率が出荷時の効率の 90%以上を 5年以上維

持するよう設計・製造  

6. 太陽電池モジュールに係るエネルギーペイバックタイムが 3年以内  

7. 太陽電池モジュールは、環境配慮設計の事前評価が行われ、内容が確認で

きること 

＊太陽電池モジュールの表３は調達方針の「太陽電池モジュールに係る環

境配慮設計の事前評価方法等」の表を指します。 

 

調達のポイント 
◕関係府省においては、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行す

べき措置について定める計画」（令和３年10月22日閣議決定）及び「政府がその事務及び事業に関し

温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画の実施要領」（令和３年10

月22日地球温暖化対策推進本部幹事会申合せ）において、2030年度には設置可能な建築物（敷地

を含む。）の約50％以上に太陽光発電設備を設置することを目指すとされていることを踏まえ、グリーン

購入法の判断の基準を満たした太陽光発電システムを積極的に導入しましょう。 

◕発電量の適正な把握・管理のため、調達時に確認した機器情報を、当該設備を廃棄するまで管理・保

管しましょう。 

◕太陽光発電システムの導入に当たっては、太陽電池の特性を十分勘案した上で設置条件・方法を検

討しましょう。 

◕太陽光発電システムの導入に当たっては、併せて蓄電システムの導入について検討を行い、積極的に

対応を図るよう努めましょう。 

◕太陽光発電システムは、メーカーによって太陽電池の種類自体が異なり、同じ種類の太陽電池でも効

率や形状などが異なります。設置に当たっては、太陽電池の特性、設置面積や設置条件等を勘案し、

価格と発電効率、保証内容等を総合的に比較検討することが重要です。 

◕使用済みの太陽光発電システムを撤去・廃棄する場合は、再使用、再生利用に努めましょう。また、再

使用、再生利用できない部分については、重金属等有害物質の含有情報等を踏まえ、適正な処理を

行うことが必要です。 

◕一般社団法人太陽光発電協会ホームページには公共・産業施設への導入手順等の情報が掲載され

ています。 



 

－44－  

 

 

□太陽熱利用システム 
参考となる環境ラベル等：エコマーク 

 
＊エコマーク（No.154）認定品は、グリーン購入法に 

適合しています。 

JISマーク 

 
＊JISマーク製品は、日集熱効率の基準を満たしています。 

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

太陽熱利用システム  1.日集熱効率が下記の該当する要件を満たすこと。 

集熱器の区分 日集熱効率 

集熱媒体・機能 集熱器の形状・透過体 基準値１ 基準値２ 

液体 平板形透過体付き 60％以上 40%以上 

真空ガラス管形 50%以上 40%以上 

空気  

平板形 
透過体付き 40%以上 30%以上 

透過体なし ― 10%以上 

太陽光発電機能付き ― ― 10%以上 
※空気集熱式の集熱器であって平板形透過体なしのもの及び太陽光発電機能付き集熱器

に係る判断の基準は基準２のみとする。 

2.集熱器及び周辺機器に関する必要な表２の情報の開示 

 

調達のポイント 
◕集熱量の適正な把握・管理のため、調達時に確認した機器情報を、設備を廃棄するまで管理・保管し

ましょう。 

 

 

□燃料電池 

■特定調達品目及びその判断の基準  

燃料電池 商用電源の代替として、燃料中の水素及び空気中の酸素を結合させ、電気エ

ネルギー又は熱エネルギーを取り出すもの 

 

 

□エネルギー管理システム 
参考となる環境ラベル等：エコマーク 

 
＊エコマーク（No.154）認定品は、グリーン購入法に 

適合しています。 

JISマーク 

 
＊JISマーク製品は、日集熱効率の基準を満たしています。 
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■特定調達品目及びその判断の基準  

エネルギー管理システム  建物内で使用する電力等のエネルギーを、受入、変換、搬送及び消費の

各ポイントにおいて用途別・設備機器別等で計測することにより、導入拠点に

おいて菓子かできるシステムであること。 

 

調達のポイント 
◕関係府省においては、「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行す

べき措置について定める計画」（令和３年10月22日閣議決定）及び「政府がその事務及び事業に関し

温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画の実施要領」（令和３年10

月22日地球温暖化対策推進本部幹事会申合せ）を踏まえ、BEMSを率先的に導入する等、エネルギ

ーの見える化やエネルギー消費の最適化を図り、庁舎の省エネの改善に取り組むことが求められていま

す。 

 

 

□生ゴミ処理機 
参考となる環境ラベル等：             エコマーク 

 
＊エコマーク（No.154）認定品は、グリーン購入法に適合しています。 

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

生ゴミ処理機 バイオ式又は乾燥式等の処理方法により生ゴミの減容及び減量等を行う機器 

 

調達のポイント 
◕可能な場合は、エコマーク認定品（No.125）を調達しましょう。 

 

 

□節水器具 
 参考となる環境ラベル等：            エコマーク  

  
＊エコマーク認定品（No. 158）は、グリーン購入法に適合しています。 

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

節水器具 ＜共通事項＞ 

1．電気を使用しないこと  

2．吐水口装着型にあっては、単一個装置で多様な吐水口に対応できること。 
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  ＜個別事項＞ 

以下の種類ごとの基準を満たすこと。 

種類  条件  吐水流量等の基準  

節水コマ  ハンドル開度 120°  20%超 70%以下の吐水流量  

（普通コマとの比較）  

ハンドル全開  70%以上  

（普通コマとの比較）  

定流量弁  ハンドル全開  

水圧 0.1～0.7MPa以下  

⚫ 適正吐水流量８L/分 

⚫ 用途ごとの設置条件の明記 

⚫ 水栓１個ごとに対応 

泡沫キャップ  ハンドル全開  

水圧 0.1～0.7MPa以下 

80%以下  

（泡沫キャップなし同型との比較）  

ハンドル全開 

水圧 0.1MPa  

5L/分以上  

流量調整弁 ハンドル全開 

水圧 0.1～0.7MPa 以下 

80%以下 

（流量調整弁なしの同型との比較） 

ハンドル全開 

水圧 0.1MPa 

洗面所     ：5L/分 

台所・調理場：5L/分 

シャワー    ：8L/分 

用途ごとの設置条件を明記 
 

  

調達のポイント 
◕エコマークのついた製品を調達しましょう。 

◕節水コマ内蔵水栓、定流量弁内蔵水栓、泡沫機能付水栓等、後付けの器具でなく水栓自体を調達す

る場合は、給水栓の判断の基準が適用されます。 

 

 

□給水栓 
 参考となる環境ラベル等：            エコマーク  

  
＊エコマーク認定品（No. 157）は、グリーン購入法に適合しています。 

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

給水栓 次の要件を満たすこと。 

給水栓の種類 給水栓の概要及び判断の基準等の概要 

節水コマ内臓水

栓 

節水を目的とした節水コマを内蔵した水栓 

ア. ハンドルを 120 度に開いた場合に普通コマ比で 20%超 70%以

下の吐水量 

イ. ハンドルを全開の場合に普通コマ比で 70%以上の吐水量 

ウ. 電気を使用しないこと 
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給水栓の種類 給水栓の概要及び判断の基準等の概要 

定流量弁内臓

水栓 

弁の入口又は出口側の圧力変化によらず、常に流量を一定に保持

する流量弁のうち、流量設定が固定式のものを内蔵した水栓 

ア. 水圧 0.1MPa 以上、0.7MPa 以下の各水圧においてハンドル開

度全開で適正吐水流量 8L/分以下 

イ. 水量的に用途に応じた設置できるよう、用途ごとの設置条件を

説明書に明記 

ウ. 電気を使用しないこと 

泡沫機能付水

栓 

水流にエアーを混入することにより節水する水栓 

ア. 水圧 0.1MPa 以上、0.7MPa 以下の各水圧においてハンドル（レ

バー）開度全開で泡沫キャップなしの同型の水栓の 80%以下 

イ. 水圧 0.1MPa以上、ハンドル（レバー）開度全開で 5L/分以上の

吐水流量 

ウ. 電気を使用しないこと 

時間止め水栓 設定した時間に達すると自動的に止水する水栓 

ア. 設定した時間に達すると自動的に止水 

イ. 右の性能を有する|(設定時間－実時間)/設定時間|≦0.05 

定量止め水栓 設定した所定の水量で自動的に止水する水栓 

ア. 右の性能を有する|(設定止水量－実吐水量)/設定吐水量|≦

0.2 

イ. 電気を使用しないこと 

自動水栓（自己

発電機構付） 

光学式等のセンサー、電磁弁等を組み込み、自動的に開閉する給

水栓のうち、自己発電機構により作動するもの 

ア. 電気的制御により、水栓の吐水口に手を近づけた際に非接触で

自動で吐水、手を遠ざけた際に自動で止水。止水までの時間は

2秒以内 

イ. 水圧 0.1MPa 以上、0.7MPa 以下の各水圧で吐水流量が 5L/

分以上 

ウ. 単相交流の外部電源が不要で、自己発電機構を有する 

自 動 水 栓

（ AC100V タ イ

プ・乾電池式） 

光学式等のセンサー、電磁弁等を組み込み、自動的に開閉する給

水栓のうち、AC100V電源又は乾電池により作動するもの 

ア及びイの要件は自動水栓（自己発電機構付）と同じ 

手元止水機構を

有する水栓（節

湯 A1） 

使用者の操作範囲内で吐水及び止水ができる節湯水栓（シャワー

部を含む） 

ア. 吐水切替機能、流量及び温度の調整機能から独立して吐水・

止水操作が可能 

イ. ボタン、センサー等のスイッチにより使用者の操作範囲内で吐

水・止水操作のみが可能 

小流量吐水機

構を有する水栓

（節湯 B1） 

小流量吐水性能を有する節湯水栓（シャワー部を含む）【要件はア

又はイいずれか】 

ア. 流量中に空気を混入させる構造を持たないものは吐水力 0.6N

以上 

イ. 流量中に空気を混入させる構造を持つものは吐水力 0.55N 以

上 
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給水栓の種類 給水栓の概要及び判断の基準等の概要 

水優先吐水機

構を有する水栓

（節湯 C1） 

意図しない操作による湯の使用を削減する節湯水栓【要件はア～ウ

いずれか】 

ア. 吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水

栓の胴の上面に位置し、レバーハンドルが水栓の正面にあるとき

に湯が吐出しない構造 

イ. 吐水止水操作部と一体の温度調節を行うレバーハンドルが水

栓の胴の左右の側面に位置し、温度調節を行う回転軸が水平

かつレバーハンドルが水平から上方 45 度までの角度で湯が吐

出しない構造 

ウ. 湯水の吐水止水操作部から独立して水専用の吐水止水操作

部が設けられた構造 
 

  

調達のポイント 
◕エコマークのついた製品を調達しましょう。 

◕水道直圧式（瞬間式）のガス給湯器・石油給湯器では湯側流量が着火流量に満たない可能性がある

ため性能に留意して調達しましょう。 

 

 

□日射調整フィルム 
 参考となる環境ラベル等：日本ウインドウ・フィルム工業会「エコラベル」 

  
＊日本ウインドウ・フィルム工業会「エコラベル」貼付品はグリーン購入法に適合しています。 

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

日射調整フィルム  1． 遮蔽係数 0.7 未満かつ可視光線透過率 10%以上  
※可視光線透過率 70%以上の場合は、遮蔽係数 0.8 未満で可とする 

2． 熱貫流率 5.9W/m2・K 未満 

3． 日射調整性能について、適切な耐候性が確認されている  

4． 貼付前後の環境負荷低減が確認されている 

※年間を通じた環境負荷に関する情報開示が必要 

5． 上記について、ウエブサイト等により容易に確認できる、又は第三者により客

観的な立場から審査されている  

6． 適切な施工に関する情報の開示  

 

調達のポイント 
◕判断の基準は、冷房負荷低減効果を期待したものです。冷暖房ともに考慮した場合の年間を通じた環

境負荷低減効果は、フィルムの機能・性能や建物の立地条件等により異なるため、フィルムメーカー等

により開示された情報を確認した上で貼付することが必要です。 

◕遮蔽係数が低いほど遮蔽効果が高く、夏季の冷房負荷低減効果が高くなりますが、一般的には遮蔽係

数が低いほど可視光線透過率も低くなるため部屋が暗くなります。照明効率及び採光性を考慮する場
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合は、可視光線透過率の高い製品を選択しましょう。 

◕熱貫流率の数値が低いほどガラスを伝わって熱が外へ逃げるのを低減する断熱効果があり、暖房の省

エネ効果が期待できます。 

◕ミラータイプのもの（可視光線透過率が低いもの）は、周辺の建物等に影響を及ぼすことがあるため注意

が必要です。電波遮蔽性能を有するものを貼付する場合は、電波遮蔽による影響について考慮しましょ

う。 

◕第三者機関（一般財団法人建材試験センター等）により効果が実証されていることを確認しましょう。 

◕ガラスの熱割れ等を考慮し、「建築フィルム1・2 級技能士」の技術資格を有する若しくはこれと同等と認

められる技能を有する者に施工を委託しましょう。 

◕日本ウインドウ・フィルム工業会HP には、グリーン購入法適合品の一覧が掲載されています。 

 

 

□テレワーク用ライセンス 

■特定調達品目及びその判断の基準  

テレワーク用ライセン

ス  

インターネットを介し、遠隔地において業務が遂行できるシステム用アカウントであ

ること。  

 

調達のポイント 
◕テレワークの導入前後における環境負荷軽減効果の確認は配慮事項となっていますが、導入すること

によってエネルギー消費等の環境負荷の増大を招かないよう、発注時に十分に検証を行うことが重要

です。  

◕テレワークを導入して効率的な節電を図っていくためには、テレワーク実施と合わせて、各施設や職員等

の自宅においても、取組・工夫が求められます。 

 

 

□Web会議システム 

■特定調達品目及びその判断の基準  

Web会議システム 1. インターネットを介し、遠隔地間等において会議が行えるシステムであること。 

2. 他の機関と相互に利用可能な会議システムであること。  

 

調達のポイント 

◕システムの導入にあたって、各機関は、機器の導入に伴うエネルギー使用量の増大、システムの利用

頻度、人数、他の機関との相互利用性について検証し、環境負荷増大を招かぬよう留意しましょう。  
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■１９ 災害備蓄用品 
  

□飲料水・食料（災害備蓄用品） 

 ■特定調達品目及びその判断の基準  

災害備蓄用飲料水  1．賞味期限が 5 年以上  

2．名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造社名等の記載  

アルファ化米 

保存パン、乾パン  

1．賞味期限が 5 年以上  

2．名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造社名等の記載  

レトルト食品等  1．賞味期限が 5 年以上  

2．賞味期限が 3 年以上かつ容器等の回収  

3．名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造社名等の記載  

栄養調整食品  

フリーズドライ食品  

1．賞味期限が 3 年以上  

2．名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造社名等の記載  

 

調達のポイント 
◕災害備蓄用の飲料水、食料は、保管場所を勘案し、賞味期限内の品質が担保されることを確認した上

で、調達を行いましょう。 

◕ペットボトル飲料水の調達にあたっては、流通備蓄や災害発生時に自動販売機内の商品を無償提供で

きる「フリーベンド」機能を持った災害対策用自動販売機の利用について検討しましょう。 

◕当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとと

もに、継続的に更新していく仕組みを構築しましょう。 

◕納入時点における当該製品の残存期限を長くする観点から、納入事業者に対し、可能な限り新しい製

品の納入のための準備が可能となるよう、納期まで一定の期間を与える等の配慮を行う契約方法につ

いて検討しましょう。 

 

 

□生活用品・資材（災害備蓄用品） 
参考となる環境ラベル等：エコマーク 

 
＊エコマーク認定品は、グリーン購入法に適合していま

す（毛布、作業手袋、テント、ブルーシート）。 

PETボトルリサイクル推奨マーク 

 
＊上記マーク製品は、再生 PET樹脂 25%以上の判断の基準を

満たしています（繊維関連製品）。 

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

毛布、作業手袋、 

テント、ブルーシート  

※インテリア寝装寝具、作業手袋、その他繊維製品の項を参照  

（作業手袋は一部基準が異なる） 

一次電池  

（単 1形～単 4形）  

1. アルカリ相当以上のもの（マンガン電池でないもの）  

（JIS マーク製品）  

2. 使用推奨期限が 5 年以上  
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非常用携帯燃料  1. 品質保証期限が 5 年以上  

2. 名称、原材料名、内容量、品質保証期限、保存方法及び製造社名等の

記載  

携帯発電機  1. 排出ガスがエンジンの種別ごとの下記の基準値以下 

ア．ガソリンエンジンを搭載する発電機（天然ガス又は LP ガスを燃料として

使用するものを含む。）  

排気量の区分  

排出ガス基準値 

（g/kWh）  

HC+NOx CO 

66cc 未満  50  

610  
66cc 以上 100cc 未満  40  

100cc 以上 225cc 未満  16.1  

225cc 以上  12.1  

備考）  排出ガスの測定方法は JIS B 8008-4 の G2 モードによる。 

イ．ディーゼルエンジンを搭載する発電機  

排出ガス基準値（g/kWh）  

NMHC+NOx  CO  PM  

7.5  8  0.4  

 備考）  排出ガスの測定方法は JIS B 8008-4の D2モードによる。  

2. 騒音レベルが 98 デシベル以下  

3. 連続運転可能時間が 3 時間以上  

（カセットボンベ型は 1 時間以上）  

非常用携帯電源 1. 電気容量が 100Ｗｈ以上であること 

2. 保証期間または使用推奨期限が 5年以上であること 

 

調達のポイント 
◕各物品の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するととも

に、継続的に更新していく仕組みを構築しましょう。 

◕納入時点において当該製品の残存期限を長くする観点から、納入事業者に対し、可能な限り新しい製

品の納入のための準備が可能となるよう、納期まで一定の期間を与える等の配慮を行う契約方法につ

いて検討しましょう。 

◕エコマーク認定基準があるものについては、エコマーク商品を優先して調達しましょう。 

 

 

 

 

■２０ 公共工事 
公共工事については省略。調達方針の該当ページを参照ください。 
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■２１ 役務 
  

□省エネルギー診断 

 ■特定調達品目及びその判断の基準  

省エネルギー診断  
  

省エネルギー診断に係る技術資格者が、設備の稼動状況、運用状況、

エネルギー使用量等について調査分析し、省エネ対策に係る設備・機器

の導入、改修及び運用改善、並びにエネルギー管理体制・管理方法の

提案がなされること。  

 

調達のポイント 
◕省エネ診断は、電力だけではなく、ガス、燃料、熱などエネルギー全般について幅広く診断するサービス

です。具体的には、工場・ビル等における燃料や電気の使い方、より効率的な機器の導入、適切な運転

方法の見直し、エネルギー合理化につながる適切な設備管理、保守点検、エネルギーロスに関する事

項、温度、湿度、照度等の適正化など様々な観点から診断ができます。 

 

 

□印刷 
参考となる環境ラベル等  

 

グリ－ンプリンティング 

認定制度 

 
 

 

エコマーク 
 

 
 

 

NLマーク 
 

 

 

バタフライロゴ 

 

 
 

＊グリーンプリンティング認

定工場は、印刷工程に係る

基準を満たしています。 

＊エコマーク認定品（紙製の

印刷物）は、グリーン購入法

の印刷の用紙及び印刷工

程の基準を満たしています。 

＊NL マークは、インキの化

学安全性の基準を満たして

います。 

＊水なしオフセット印 

刷で印刷した印刷物に記載

できるマークです。 

  

■特定調達品目及びその判断の基準  

印刷 【オフセット印刷・デジタル印刷共通事項】 

1. 判断の基準を満たす情報・印刷用紙の使用（冊子の表紙は除く） 

（総合評価値 80以上） 

2. リサイクル適性 A ランクの用紙、インキ等の資材の使用 
※印刷物の用途・目的からその他のランクの用紙を使用する場合は、使用部位、 

廃棄又はリサイクル方法を記載 

3. 印刷物へのリサイクル適性の表示 
※納入事業者に資材確認票の提出を求めること等により確認 

4. 印刷工程における環境配慮の実施 
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【個別事項】 

＜オフセット印刷＞ 

1. バイオマスを含有したインキの使用（植物油インキ、大豆油インキなど。芳香族成

分が 1%未満の溶剤のみを用いるインキ） 

2. NL規制（印刷インキ工業連合会）適合インキの使用 

＜デジタル印刷＞ 

⚫ 化学安全性の確認されたトナー又はインキの使用 

印刷方式等 化学安全性の定義 

オフセット印刷 1. NL規制適合 

2. SDS を備えている 

デ

ジ

タ

ル

印

刷 

 
 

電子写真方式 

（乾式トナー） 

1. 次の物質の意図的添加がない 

RoHS指令物質、EUの R フレーズ物質 

危険シンボル、アゾ基着色剤 

2. Ames試験で陰性である 

3. SDS を備えている 

電子写真方式（湿式トナー） 

インクジェット方式 

1. NL規制適合または RoHS指令適合 

2. SDS を備えている 
 

 

調達のポイント 
◕リサイクル適性に配慮した印刷物の製作に努め、印刷物にはリサイクル適性を表示しましょう。製作にあ

たっては「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」（日本印刷産業連合会作成）が参考になります。 

◕印刷物の必要な部数・量を適正に見積もり、必要以上に発注しないことが環境負荷低減につながりま

す。また、小部数印刷やバリアブル（可変）印刷を行う際には、コスト・環境負荷を勘案した上で、デジタ

ル印刷の採用について検討しましょう。 

◕校正の際には、デジタル校正を行いましょう。本機校正（実際に印刷する機械を使用した校正）を行うと

インキ、洗浄剤、版の使用に伴いVOCが発生します。デジタル校正ではソフトウエア等を活用することに

より、編集前後の照合によって画像の違いを判別することができ、校正に伴うVOCの発生を抑制すること

ができます。 

◕使用される用紙、インキ類、加工資材等のリサイクル適性を確認するために、納入事業者に資材確認

票の提出を求めましょう。また、オフセット印刷及びデジタル印刷の各工程に係る基準の実施状況は、

表４のチェックリストを参考に確認を行いましょう。 

◕古紙リサイクル適性ランクリストに記載のない資材等を使用する場合は、判断の基準の共通事項②及び

③については適用除外されます（その場合は資材確認票の「リサイクル適性ランク」の欄には「ランク外」

と記載）。 

◕印刷に係る判断の基準への適合確認にあたって使用する資材確認票及び印刷工程の環境配慮チェッ

クリストの書式は、グリーン購入法のホームページからダウンロードが可能です。 

掲載URL： http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html  

◕「古紙リサイクル適性ランク」の識別表示データについては、日本印刷産業連合会のホームページより、

ダウンロードができます。 

◕「グリーン購入法．net」（環境省）では、印刷用紙の判断の基準を満足する製品に関する情報を掲載し

ています。総合評価値の内訳の情報等は、各メーカー、販売事業者等のホームページ等で確認するこ

とができます。 

 

 

 

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html
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□食堂  

■特定調達品目及びその判断の基準  

食堂  1. 生ゴミ処理機等による適正処理  

2. 繰り返し使用できる食器（リユース食器）の使用  

3. ワンウェイプラスチック製の容器等の不使用（利用者の飲食に支障を来す場合

又は代替する手段がない場合を除く） 

4. 食品廃棄物の発生量の把握並びに発生抑制及び再生利用等のための計画の

策定、目標の設定 

5. 食品廃棄物等の単位当たり発生量が目標値以下（食品廃棄物等の発生抑制

の目標値が設定されている業種に適用） 

6. 食品循環資源の再生利用等の実施率が、判断基準省令で定める基準実施率

を達成していること又は目標年に目標値を達成する計画を策定 

7. 食品ロスの削減（提供する量の調整、持ち帰り用容器の提供等） 

8. 食堂利用者に対する飲食物の食べ残し削減の呼びかけ、啓発等 

9. 食堂の運用に伴うエネルギー使用量（電力、ガス、水等）の把握、省エネルギ

ー、節水のための措置 

 

調達のポイント 
◕ワンウェイのプラスチック製の容器等の使用の抑制及び食品ロスを含む食品廃棄物の削減の観点から、

令和元年度の調達方針より判断の基準等が強化されました。 

◕繰り返し使用できる食器（リユース食器）には、リユース箸も含まれます。 

◕会議等において食堂から飲物の提供を受ける場合は、使い捨てでない食器の利用を求めましょう。 

 

 

□自動車専用タイヤ更生  
参考となる環境ラベル等：JIS マーク 

  
＊JISマーク製品は、リトレッドタイヤの判断の基準を満たしています。  

  

■特定調達品目及びその判断の基準  

自動車専用タイヤ更生  ⚫  リトレッド（タイヤ更生）又はリグルーブの実施  

   

調達のポイント 
◕「リトレッド」には委託リトレッド方式と呼ばれる、第一次寿命が終了する前にリトレッドする方法があります。

台付きリトレッドタイヤに比べ、台タイヤの購入費用が節約できるため経済的です。 

◕摩耗が進んだタイヤは、トレッドの変形が少なくなることから発熱が抑制され、転がり抵抗が低減すること

で燃料消費率を改善します。「リグルーブ」の実施でタイヤの走行寿命が最大25%伸び、省資源化が可

能になります。 

◕リトレッドは各種タイヤメーカーで対応可能です。 
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□自動車整備  

■特定調達品目及びその判断の基準  

自動車整備  1. リサイクル部品による修理 （リユース部品又はリビルド部品の使用）          

2. エンジン洗浄を実施する場合下記を満たすこと 

ア. CO 及び HC が洗浄前後で 20%以上削減されること  

イ. エンジン洗浄の実施直後及び法定 12 か月点検において、20％以上の

削減効果がなかった場合、無償で再度エンジン洗浄を実施  

  

調達のポイント 
◕エンジン洗浄を実施していない事業者に委託する場合は、再委託等により対応が図られることを確認し

た上で契約を行いましょう。 

 

 

□庁舎管理  

■特定調達品目及びその判断の基準  

庁舎管理 ＜共通＞ 

1. 特定調達物品等の使用 

2. 省エネ法（工場等に係る措置）の管理標準※1に基づくエネルギー使用の合

理化 

3. 省エネルギー計画の立案、対策の選定、当該対策に係る実施基準※2等に

基づく実施状況及び対策効果を施設管理者に毎月報告。対策の実施結果を

踏まえた省エネルギー対策の見直しの実施 

4. 省エネルギー診断の診断結果に基づく設備・機器等の運用改善の措置 

5. エネルギー管理システムによるエネルギー消費の可視化及びデータ分析結果

に基づくエネルギー消費効率化の措置 

6. フロン類の漏えい防止のための適切な措置 

＜常駐管理＞ 

⚫ エネルギー又は水の使用量、廃棄物の排出量に関する月次報告、分析と削

減対策の提案等（施設利用者と連携して行う対策を含む） 

＜常駐管理以外＞ 

⚫ エネルギー又は水の使用量、廃棄物の排出量に関する分析と削減対策の提

案等 

 

調達のポイント 
◕庁舎管理の発注にあたっては、施設の使用実態、設備・機器の利用状況を踏まえた総合的なエネルギ

ー管理の実施が可能な事業者の選定に努めましょう。 

◕庁舎管理の委託を複数年契約で実施することにより、当該施設に応じた設備・機器の運用状況を踏ま

えたエネルギー利用の改善を数年間にかけて行うことが可能となります。発注を行う際には、契約期間

に応じた温室効果ガスの排出削減等に係る目標を設定した上で、毎年度達成状況を評価し、目標達

成に向けた継続的な運用改善が図られるよう、PDCAサイクルを回していくことが重要です。なお、単年

度契約の場合も、次の委託事業者に適切な引き継ぎを行うなどの対応を行うことで改善の対策が進め

やすくなります。 

◕省エネルギー診断の実施、エネルギー管理システムの導入等を図り、別表2 の対策なども参考にして、

可能な限り温室効果ガスの削減のための対策を積極的に実施しましょう。 
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□植栽管理、加煙試験、清掃、タイルカーペット洗浄、機密文書処理、害虫防

除 
 

■特定調達品目及びその判断の基準  

植栽管理 1. 特定調達物品等の使用 

2. 総合的害虫防除 

3. 農薬の使用削減及び農薬取締法に基づく農薬の適正使用 

加煙試験 加煙試験器の発煙体にフロン類が使用されていないこと。 

清掃  〇次の①又は②のいずれかの要件を満たすこと。 

① 次のア～カの要件を満たすこと。 

ア. 特定調達物品等の使用 

イ. 洗面所の手洗い洗剤は、廃油又は動植物油脂。植物油脂は持続可能な

原料の使用 

ウ. ごみの適切な分別回収 

エ. 古紙の適切な分別、改善案の提示 

オ. 床維持剤（ワックス）、洗浄剤の VOC低減 

カ. 環境負荷低減が図れる具体的清掃方法の提案 

② エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。 

タイルカーッペッ

ト洗浄 

1. 使用する機器の消費電力が 0.22kWh/㎡以下 

2. 使用する水量が 40L/㎡以下 

3. 清掃に係る判断の基準を満たす洗剤等の使用 

4. 洗浄完了後の回収水の透視度が 5ポイント以上 

機密文書処理  1. 施設の状況に応じた分別・回収・処理方法の提案  

2. 機密文書の処理にあたって、製紙原料として利用可能な処理の実施 

ア． 古紙再生の阻害となるものを除去する設備・体制の構築 

イ． 直接溶解処理にあたっては、異物除去システムが導入された設備における

処理 

ウ． 破砕処理にあたっては、可能な限り紙の繊維が保持される処理の実施  

3. 機密処理・リサイクル管理票の提示  
＊エコマーク（No.506）の認定サービスは、グリーン購入法に適合しています。 

防虫防除 1. 特定調達物品等の使用 

2. 殺虫剤、殺そ剤の適正利用を含む総合的害虫防除 

3. 害虫等の発生、侵入防止措置 

4. 事前計画・目標の設定、作業後の効果判定 

5. 殺虫剤の適正かつ効果的な使用 

 

調達のポイント 
◕自然界の仕組みをうまく活かす総合的害虫防除を行うことにより、農薬の使用を削減することが可能で

す。判断の基準の主旨を踏まえ、適切な事業者を選択しましょう。 

◕加煙試験においてフロン類を使用すると強力な温室効果を持つフロンが大気に放出されます。 

◕清掃事業者と契約を行う際、古紙排出にあたっての分類を協議の上、可能な限り紙向けの原料としてリ

サイクルされるよう努めましょう。 
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◕床維持剤の剥離洗浄廃液等は、産業廃棄物処理事業者に委託し適正処理を行いましょう。 

◕新品同様に洗浄するサービスを利用することにより、廃棄するカーペットを削減することが可能です。タイ

ルカーペットの新規購入に当たっては、リユースの観点から、当該サービスの利用について検討しましょ

う。 

◕古紙原料としてのリサイクル性を考慮して、機密文書処理の委託先を選定しましょう。 

◕機密文書として排出する際には、排出者側で阻害要因となる材料を取り除くことが重要です。清掃の別

表１に記載の古紙の分別方法（例）を参考に分別方法を定め、別表２に示された古紙再生の阻害要因

となる材料を取り除くよう努めましょう。 

◕廃棄書類は、機密の度合や必要性を考慮し、可能な限り機密文書として排出する量を削減しましょう。 

◕破砕処理を行う場合は、リサイクルの観点から裁断紙片はより大きい方が望ましいといえます。 

◕庁舎等内におけるシュレッダー処理は、一般的に古紙原料としての利用適性が低下することから、機密

の度合いや必要性を考慮して行うようにしましょう。また、シュレッダー屑は紙原料としての有効利用の

観点から、廃棄・焼却せず古紙回収業者や機密文書処理事業者等に回収・処理を依頼しましょう。 

 

 

□輸配送、旅客輸送  
参考となる環境ラベル等：グリーン経営認証 

  
＊グリーン経営認証取得事業者（交通エコロジー・モビリティ財団）は、輸送に係る判断の基準を満たしています。  

  

■特定調達品目及びその判断の基準  

輸配送  

1.  エネルギーの使用に係る実態・取組効果の把握 

2.  環境保全のための仕組み・体制の整備 

3.  エコドライブ推進の措置 

4.  車両の点検・整備の実施 

5.  モーダルシフトの実施 

6.  輸配送効率の向上のための措置 

7.  判断の基準の適合状況のウエブサイト等による公表等 

旅客輸送  

1.  エネルギーの使用に係る実態・取組効果の把握 

2.  環境保全のための仕組み・体制の整備 

3.  エコドライブ推進の措置 

4.  車両の点検・整備の実施 

5.  旅客輸送効率の向上、空車走行距離の削減のための措置 

6.  判断の基準の適合状況のウエブサイト等による公表等 

  

調達のポイント 
◕グリーン経営認証は、交通エコロジー・モビリティ財団（エコモ財団）が認証機関となり、グリーン経営推進

マニュアルに基づき一定レベル以上の取組を行っている事業者に対して、審査の上認証・登録を行うも

のです。対象はトラック、バス、タクシー事業者であり、この認証を受けた事業者は、グリーン購入法の

「輸配送」「旅客輸送」の輸送に係る判断の基準を満たした役務提供をしています。 
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□照明機能提供業務  

■特定調達品目及びその判断の基準  

蛍光灯機能提供業務  

1. 判断の基準を満たす蛍光ランプの使用  

2. 成型品の回収ランプの再資源化率が 95%以上  

3. 適正処理完了証明書の提示  

  

調達のポイント 
◕蛍光灯機能提供業務を委託することにより、ランプが確実にリサイクルされます。LED 照明の機能を提

供する事業者もあるため利用を検討しましょう。 

 

 

□庁舎等において営業を行う小売業務  

■特定調達品目及びその判断の基準  

庁舎等において営業を行う

小売業務 

1. 容器包装の過剰な使用抑制のための独自の取組の実施 

2. 消費者のワンウェイ製品及び容器包装廃棄物の排出抑制のための独

自の取組の実施 

3. 食品を取り扱う場合は、次の要件を満たすこと 

ア. 食品廃棄物の発生量の把握並びに発生抑制及び再生利用等の

ための計画の策定、目標の設定 

イ. 食品廃棄物の発生抑制のための消費者への呼びかけ、啓発等 

ウ. 持続可能性に関する食品の原材料の調達方針等の公表 

エ. 食品廃棄物等の単位当たり発生量が目標値以下（食品廃棄物

等の発生抑制の目標値が設定されている業種に適用） 

オ. 食品循環資源の再生利用等の実施率が、判断基準省令で定め

る基準実施率を達成していること又は目標年に目標値を達成す

る計画を策定 

4. 取扱商品の容器包装のうち、再使用を前提とするものについては、当

該店舗において返却・回収 

5. ワンウェイのプラスチック製の買物袋（レジ袋）を提供する場合は、次

の要件を満たすこと 

ア. 提供するすべての買物袋にバイオマスプラスチックであって環境

負荷低減効果が確認されたものが 25%以上使用 

イ. 呼び厚さが 0.02mm以下であること 

ウ. 素材が単一であるなど再生利用のための工夫  
 

調達のポイント 
◕ワンウェイのプラスチック製の容器等の使用の抑制及び食品ロスを含む食品廃棄物の削減の観点。 

◕庁舎内において小売事業者と委託契約等を行う場合、容器包装廃棄物及び食品廃棄物の削減に資

する取組を推進している事業者と契約することが求められます。 
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□クリーニング  

■特定調達品目及びその判断の基準  

クリーニング  

1. ドレンの回収及び再利用による省エネルギー、水資源の節約等  

2. エコドライブの実施  

3. ハンガーの回収及び再使用の仕組みの構築  

4. 袋・包装材の削減のための独自の取組の実施 

 

調達のポイント 
◕クリーニングの配慮事項については、クリーニング事業者が環境負荷低減を図る上で重要な事項が規

定されています。調達にあたっては、配慮事項への対応状況についても確認しましょう。 

◕クリーニング品の受け取りに当たっては、再使用可能なエコバックを利用するなど、袋・包装材の削減に

取り組みましょう。 

 

 

□自動販売機設置  

■特定調達品目及びその判断の基準  

飲料自動販売機設置  

1. エネルギー消費効率の基準値が以下の基準を満たすこと 

＜缶・ボトル飲料自動販売機＞ 

⚫ 省エネ法に基づくエネルギー消費効率が 1000kWh以下 

⚫ 省エネ法に基づくエネルギー消費効率基準達成率 120%以上 

＜紙容器飲料・カップ式自動販売機＞ 

⚫ 省エネ法に基づくエネルギー消費効率基準達成率 100%以上 

2. エネルギー消費効率に加えて、以下の基準をすべて満たすこと 

ア. ノンフロン機であること 

イ. 環境配慮設計及びその実施状況の公表 

ウ. 本体機器の照明には LEDが使用されていること 

エ. 特定の化学物質の含有率が基準値以下、含有情報の公表 

オ. 照明が常時消灯されていること（屋内設置の場合） 

カ. 飲料容器の回収箱の設置、容器の分別回収及びリサイクルの実施 

キ. 使用済自動販売機の回収リサイクルシステムの保有 
 

  

調達のポイント 
◕飲料自動販売機の設置にあたっては、省エネ法のトップランナー基準をクリアした、可能な限りエネルギ

ー消費効率基準達成率の高く、消費電力量の低いものを選択しましょう。また、利用人数、販売量等を

十分勘案し、必要な台数、適切な大きさの自動販売機を設置しましょう。 

◕設置場所についても、エネルギー効率に影響するため、可能な限り環境負荷の低い場所（屋内、日陰

等）に設置することが望ましいといえます。 

◕マイカップ対応型自動販売機の設置に当たっては、衛生面の問題が発生しないよう、購入者への注意

喚起を行いましょう。 

◕清涼飲料自販機協議会では、グリーン購入法に適合する機種に係る情報を公開しています。 
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□引越輸送  
参考となる環境ラベル等：グリーン経営認証 

  
＊グリーン経営認証取得事業者（交通エコロジー・モビリティ財団）は、輸送に係る判断の基準を満たしています。  

   

■特定調達品目及びその判断の基準  

引越輸送  1. 特定調達物品の使用（梱包及び養生） 

2. 反復利用可能な梱包用資材及び養生用資材の使用 

3. 引越終了後の梱包用資材の回収の実施 

4. 自動車による輸送を伴う場合は、次の要件を満たすこと 

・エネルギーの使用に係る実態・取組効果の把握 

・環境保全のための仕組み・体制の整備 

・エコドライブ推進の措置 

・車両の点検・整備の実施 

  

調達のポイント 
◕引越に伴う廃棄物の処理にあたっては、廃棄物処理法に基づき適正に委託する必要があります。特に

産業廃棄物の収集・運搬・処分を委託する場合には、産業廃棄物事業者と事前に契約し、処理施設・

最終処分場の所在地及び処分方法等の確認が必要となります。一般廃棄物についてもこれに準じるこ

とが望ましいとされています。産業廃棄物は、引渡しと同時に産業廃棄物管理票（マニフェスト）により、

委託内容どおりに運搬、処分されたことを確認する必要があります。一般廃棄物についてもこれに準じる

ことが望ましいとされています。 

◕庁舎等移転の企画、設計、設備工事、内装工事、輸送、原状回復工事等を一括して発注する場合

は、資源の有効利用や機器の選定、輸送等に係る環境負荷低減について事業者に提案を求めましょ

う。 

◕グリーン経営認証を取得している事業者は、自動車輸送に係る判断の基準に適合しています。 

 

 

□会議運営 

■特定調達品目及びその判断の基準  

会議運営 

1. 紙類の基準を満たす用紙の使用、適正部数の印刷、両面印刷等による紙資料

の削減 

2. ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物の印刷に当たっては、「印刷」の判断の

基準を満たすこと 

3. 紙の資料、印刷物等の残部のうち、不要なものについてはリサイクルを行うこと。 

4. 会議の参加者に対し、次の取組の奨励を行うこと。 

ア. 公共交通機関の利用 

イ. クールビズ・ウォームビズ 

ウ. 筆記具等の持参 

5. 飲料等が提供される場合には、次の要件を満たすこと。 



 

－61－  

ア. ワンウェイのプラスチック製品及びプラスチック製容器包装の不使用 

イ. 繰り返し利用可能な容器等の使用または容器包装の返却・回収  
 

調達のポイント 
◕紙資料の印刷にあたっては、モノクロ印刷とカラー印刷を必要に応じて使い分け、できるだけカラー印刷

を行わないことは、コスト及び環境負荷の低減の観点から望ましいといえます。 

◕紙資料の削減、移動に係る環境負荷低減の観点から、Web会議システムを活用し、対面で会議を実施

する際にもタブレット端末を活用したペーパレス会議の実施について、検討を行いましょう。 

◕飲料の提供にあたっては、繰り返し利用可能なリユースカップを活用しましょう。状況に応じ、出席者に

マイボトルの持参を奨励することも検討しましょう。 

◕庁舎内等で会議を行う場合にも、会議運営の判断の基準及び配慮事項の主旨を踏まえ、可能な限り

紙資料及び廃棄物の削減及びエネルギー使用の削減に努めましょう。 

 

 

□印刷機能等提供業務 

■特定調達品目及びその判断の基準  

印刷機能等 

提供業務 

1. コピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機、プリンタ、プリンタ複合機、ファ

クシミリ、スキャナ並びにデジタル印刷機を導入する場合は、次の判断の基準を

満たすこと。 

⚫ 各機器は、基本方針の当該品目の判断の基準を満たすこと。 

⚫ 資源有効利用促進法に基づく特定再利用業種に該当する機器は、契約終

了後に使用済みの機器を回収し、回収した部品の再使用又は材料の再生

利用が行われること。再使用又は再生利用できない部分については、減量

化等による適正処理を行い、単純埋立てされないこと。 

2. カートリッジ等を供給する場合は、基本方針の当該品目の判断の基準を満たすこ

と。 

3. 特定調達品目に該当する用紙を供給する場合は、基本方針の当該品目の判断

の基準を満たすこと。 

4. 機器の使用実績等を把握し、その状況を踏まえた以下の提案を行うこと。 

ア. 紙及びトナー又はインクの使用量の削減対策 

イ. 環境負荷低減に向けた適切な機器の製品仕様及び設置台数  
 

調達のポイント 
◕機器の調達にあたって、保守業務を含む場合には、役務の印刷機能等提供業務として発注することに

より、機器の利用状況等を踏まえた最適配置や台数の提案を行うことが事業者に求められます。サービ

サイジング推進の観点から、機器は役務として調達するよう検討しましょう。 

◕ID カード等を活用したユーザ認証による管理や文書蓄積型印刷を行うことにより、用紙の使用量の削減

が図られます。 
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■２２ ごみ袋等  
 

 □プラスチック製ごみ袋 
参考となる環境ラベル等： 

エコマーク 

 
＊エコマーク（No.128 分類 E）認定

品は、グリーン購入法に適合していま

す。 

 

バイオマスプラスチックマーク 

 
＊バイオマスプラスチックマーク 25％

以上配合品は、グリーン購入法の原

料配合率の基準を満たしています。 

 

バイオマスマーク 

 
＊バイオマスマーク 25％以上配合品

は、グリーン購入法の原料配合率の

基準を満たしています。 

 

■特定調達品目及びその判断の基準  

プラスチック製ごみ袋 1. 次のいずれかの要件を満たすこと。 

次のア若しくはイのいずれかの要件を満たし、並びにウ及びエの要件を満た

すこと。 

ア． 植物を原料とするプラスチック 25%以上使用（バイオベース合成ポリマー

含有率 25％以上） 

イ． 再生プラスチック 40%以上使用 

ウ． 上記１．ア又は１．イに関する情報の開示 

エ． プラスチックの添加剤としての充填剤の不使用 

2. エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。 

 

調達のポイント 
◕焼却を前提とするプラスチック製ごみ袋は、可能な限り再生材を多く配合したもの、バイオマス原料を多

く含有したものを調達するようにしましょう。 

◕再生プラスチックを使用したごみ袋は、エコマークを参考に調達しましょう。 

◕バイオマスプラスチックを使用したごみ袋は、エコマーク、バイオプラスチックマーク、バイオマスマークを

参考として調達しましょう。ただし、バイオプラスチックマーク及びバイオマスマークは、原料配合率以外

の基準への適合性については、確認が必要です。 

 

■植物を原料とするプラスチックに関する認定制度について■ 
エコマーク 

エコマーク認定のごみ袋は以下の認定基準を満たしている。 

【認定基準】 

■フィルム製品は、全原料ポリマー中の再生ポリマーの質量割合

が 40％以上であること 

■バイオマスプラスチックを使用する製品は、以下の要件を満たす

こと（PE、PET、PLAおよび PTTが対象）。 

a バイオベース合成ポリマー含有率が25％以上 

b 植物原料の栽培から樹脂製造までのサプライチェーンを把

握 

c バイオマスプラスチック原料樹脂 について、原料調達から

 

エコマーク商品類型 

No.128 

「日用品  Version1.23」 

分類 E.清掃・収納用品・ 

室内装飾・芸術品 
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廃棄・リサイクルまでの温室効果ガスの排出量（CO2換算）

が、従来の樹脂以下であることをLCAによって確認している

こと。 

■プラスチックの添加物として充填剤を使用しないこと。 

■再生ポリマーの配合率またはバイオベース合成ポリマー含有率

を製品本体、製品の包装、カタログ、またはウエブサイトなどに表

示 

バイオマスプラスチックマーク（ＢＰマーク） 

バイオマスプラスチックとは、植物等の由来物質を、プラスチック構

成成分として所定量以上含むバイオマスプラスチック製品である。

日本バイオプラスチック協会（JBPA）では協会が定める基準に適

合する製品を「バイオマスプラ」として認証し、シンボルマークの使

用を許可するバイオマスプラ識別表示制度を運用している。 

【基準の概要】 

1. ポジティブリスト記載のバイオマスプラスチックを使用すること。 

2. 製品中のバイオマスプラスチック度が、25.0wt％以上であるこ

と。 

3. JBPA指定の使用禁止物質を含まないこと。 

※バイオマスプラスチック度：原材料、製品に含まれるバイオマス

プラスチック組成中のバイオマス由来成分の全体量に対する割

合（重量%）であり、測定方法は ISO16620に準拠する。 

◆日本バイオプラスチック協会（JBPA） （バイオマスプラ入門） 

http://www.jbpaweb.net/bp/  

 

 
 

 
＊数値なしの場合、最低でも

25.0wt％以上を意味する。 

＊数値記載の場合、25 50 75 90の 

4 段階で表示する。 

バイオマスマーク 

一般社団法人日本有機資源協会（JORA）では、植物等のバイオ

マスを 10%以上含む製品について、品質及び安全性を確認しバイ

オマスマーク商品として認定している。認定製品は、プラスチック類

をはじめとし印刷インキ、洗剤、繊維製品、バイオ燃料等多岐に渡

り、協会では毎年認定品から任意に抽出した製品を炭素法（C14

法）によって測定し、マークの信頼性を高めている。 

【基準の概要】 

1. バイオマスマークの対象商品は、バイオマス（再生可能な生物

由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。ただし、生物が

直接生産する貝殻等の無機性資源は含む。）を含む商品であ

ること。 

2. 商品中のバイオマス度が 10％以上であること。 

◆一般社団法人日本有機資源協会（バイオマスマーク） 

https://www.jora.jp/biomassmark/  

 

 
 

 
 

※数値は5 刻みで表示する。 
 

 

http://www.jbpaweb.net/bp/
https://www.jora.jp/biomassmark/

