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１．紙類
【特定調達品目共通の配慮事項】 ①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。

ｺｰﾄﾞ 特定調達品目 判断基準 調達目標 配慮事項

104 トイレットペーパー 古紙パルプ配合率100%。

２．納入印刷物
【特定調達品目共通の配慮事項】

ｺｰﾄﾞ 特定調達品目 判断基準 調達目標 配慮事項

⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮さ
れていること。

202

201

塗工用紙、ｶﾗｰ用紙を用いた印刷物

非塗工用紙を用いた印刷物

100%(努力目標）

103
印刷用紙〔塗工用紙、ｶﾗｰ用紙〕
（B5、B4、A4、A3、A2）

①印刷用紙に係る判断の基準（「紙類」参照。）を満た
す用紙を使用されていること。
②紙の原料にバージンパルプが使用される場合に
あっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木
の生産された国又は地域における森林に関する法令
に照らして手続が適切になされたものであること。ただ
し、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合
板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等
の再生資源により製造されたバージンパルプには適
用しない。
③リサイクルにおいて阻害要因となる材料が使用され
ていないこと。
④印刷物へリサイクル適性を表示すること。
⑤印刷の各工程において、環境配慮のための措置が
講じられていること。
⑥オフセット印刷の場合、植物由来の油を含有したイ
ンキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤の
みを用いるインキが使用されていること。また、インキの
化学安全性が確認されていること。
⑦デジタル印刷の場合、電子写真方式（乾式トナーに
限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に
係る判断の基準（「トナーカートリッジ」参照。）を満たす
トナーが使用されていること。また、電子写真方式（湿
式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、
トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。

コピー用紙
（B5、B4、A4、A3、A2）101

102
印刷用紙〔非塗工用紙〕
（B5、B4、A4、A3、A2）

②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされ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パルプの利用割合
が可能な限り高いものであること。

③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮さ
れていること。

②廃棄物の発生が可能な限り抑制されていること。

③揮発性有機化合物の発生抑制に配慮されていること。

①印刷物の用途及び目的を踏まえ、可能な限り軽量化されていること。

100%（努力目標）

④インキ缶やインク、トナー等の容器、感光ドラム等の資材・部品等が再使用又はリサイクルされているこ
と。

特定調達品目、判断基準、調達目標及び配慮事項

古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間
伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指
した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用
割合、白色度及び坪量を算定式により総合的に評価
した、総合評価値80以上であること。

⑤印刷物の表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使用が可能な限り抑制されている
こと。
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特定調達品目、判断基準、調達目標及び配慮事項

３．文具類
【特定調達品目共通の判断基準】 金属を除く主要材料が、次のいずれかの要件を満たすこと。

②主要材料が木の場合、間伐材、端材等の再生資源又は合法材

③主要材料が紙の場合、古紙パルプ配合率50％以上

【特定調達品目共通の配慮事項】 ①古紙パルプ配合率、再生プラスチック配合率が可能な限り高いものであること。

②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

ｺｰﾄﾞ 特定調達品目 判断基準 調達目標 配慮事項
301 シャープペンシル 残芯が可能な限り少ないこと

302 シャープペンシル替芯 〔容器に適用〕

303 ボールペン 芯が交換できること

305 鉛筆

308 ゴム印

309 回転ゴム印

310 定規

311 トレー

312 消しゴム 〔巻紙又はｹｰｽに適用〕

318 修正液 〔容器に適用〕

321 両面粘着紙テープ ●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上。

322 製本テープ 〔テープ基材に適用〕

325 マグネット（玉）

326 マグネット（バー）

327 テープカッター

328 パンチ（手動）

330 ＯＡクリーナー（液タイプ） 〔容器に適用〕 内容物が補充できること

324 はさみ 分離又は分別の工夫がなさ
れていること

①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の40％以上。ただし、ポストコン
シューマ材料からなる再生プラスチックの場合、プラスチック重量の20%以上

317 修正テープ
●再生プラスチックが製品全体重量の70%以上（消耗
部分を除く）。ただし、ポストコンシューマ材料からなる
再生プラスチックの場合は、35%以上

消耗品が交換できること

●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上。 樹脂ラミネート加工されてい
ないこと

315 ステープラー針リムーバー 分離又は分別の工夫がなさ
れていること

316 連射式クリップ
●再生プラスチックが製品全体重量の70%以上（消耗
部分を除く）。ただし、ポストコンシューマ材料からなる
再生プラスチックの場合は、35%以上

313 ステープラー（ホッチキス）
●再生プラスチックが製品全体重量の70%以上（消耗
部分を除く）。ただし、ポストコンシューマ材料からなる
再生プラスチックの場合は、35%以上

分離又は分別の工夫がなさ
れていること

314 ステープラー（汎用型以外） 分離又は分別の工夫がなさ
れていること

100％（努力目標）

ｲﾝｸ又は液が補充できること

304 マーキングペン 消耗品が交換又は補充でき
ること

307 朱肉
●再生プラスチックが製品全体重量の70%以上（消耗
部分を除く）。ただし、ポストコンシューマ材料からなる
再生プラスチックの場合は、35%以上

ｲﾝｸ又は液が補充できること

331

●再生プラスチックが製品全体重量の70%以上（消耗
部分を除く）。ただし、ポストコンシューマ材料からなる
再生プラスチックの場合は、35%以上

粘着テープ（布粘着）

306 スタンプ台

319 クラフトテープ

●テープ基材（ラミネート層を除く）については再生プ
ラスチックがプラスチック重量の40%以上。

●再生プラスチックが製品全体重量の70%以上（消耗
部分を除く）。ただし、ポストコンシューマ材料からなる
再生プラスチックの場合は、35%以上

ダストブロワー ●フロン類が使用されていないこと。

⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮さ
れていること。

●再生プラスチックが製品全体重量の70%以上（消耗
部分を除く）。ただし、ポストコンシューマ材料からなる
再生プラスチックの場合は、35%以上

329

④材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能
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。ただし、間伐材により製造されたバージン
パルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージ
ンパルプには適用しない。

ＯＡクリーナー（ウエットタイプ） 内容物が補充できること

320

323 ブックスタンド

③材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の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。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木
材は除く。
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特定調達品目、判断基準、調達目標及び配慮事項

ｺｰﾄﾞ 特定調達品目 判断基準 調達目標 配慮事項
332 レターケース

334 マウスパッド

335 カッターナイフ

336 カッティングマット マットの両面が使用できること

337 デスクマット

338 のり（液状） 〔容器に適用〕 内容物が補充できること

339 のり（固形）（補充用を含む） 〔容器・ケースに適用〕 消耗品が交換できること

340 のり（テープ） 〔容器・ケースに適用〕 消耗品が交換できること

343 ファイリング用品

345 事務用封筒（紙製） ●古紙パルプ配合率40%以上。

● ：優先する基準

100％（努力目標）

349 付箋紙

インデックス
●原料として使用した古紙パルプの重量が製品全体
重量の70%以上（粘着部分を除く）。

樹脂ラミネート加工されてい
ないこと

346

347

メディアケース

窓付き封筒（紙製）

350 ごみ箱

表紙ととじ具を分離し、部品
を再使用、再利用又は分別
廃棄できること

333

表紙ととじ具を分離し、部品
を再使用、再利用又は分別
廃棄できること

●主要材料がプラスチックの場合、再生プラスチックが
製品全体重量の70%以上、ただし、ポストコンシューマ
材料からなる再生プラスチックの場合は、35%以上、
厚さ5mm程度以下のスリムタイプケース。植物を原料
とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認
されたものであること。

樹脂ラミネート加工されてい
ないこと

●再生プラスチックが製品全体重量の70%以上（消耗
部分を除く）。ただし、ポストコンシューマ材料からなる
再生プラスチックの場合は、35%以上

●塗工されているものについては塗工量が両面で

30g/m2以下、塗工されていないものについては白色

度が70%程度以下。

●原料として使用した古紙パルプの重量が製品全体
重量の70%以上（粘着部分を除く）。

341 ファイル ●紙の原料は古紙パルプ配合率70%以上。

344 つづりひも

●主要材料が紙の場合、紙の原料が古紙パルプ配合
率が70%以上、又はプラスチックの場合、再生プラス
チックが製品全体重量の70%以上。ただし、ポストコン
シューマ材料からなる再生プラスチックの場合は、
35%以上

342 バインダー ●紙の原料は古紙パルプ配合率70%以上。

ノート

348

●古紙パルプ配合率40%以上、窓フィルムについて
は再生プラスチック重量の40%以上。



別　表（4/7）

特定調達品目、判断基準、調達目標及び配慮事項

４．オフィス家具等
【特定調達品目共通の配慮事項】

②使用される塗料は、粉体塗料、水性塗料等の有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

ｺｰﾄﾞ 特定調達品目 判断基準 調達目標 配慮事項

④紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上。

５．画像機器等
【特定調達品目共通の配慮事項】 ①プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

③包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

ｺｰﾄﾞ 特定調達品目 判断基準 調達目標 配慮事項
501 コピー機

502 プリンタ

503 プリンタ複合機

504 ファクシミリ

505 スキャナー

⑦分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

508 プロジェクタ

国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク認
定品であること。

100％（努力目標）

光源ランプの交換時期が
3,000時間以上、可能な限り
低騒音であること

⑥製品とともに提供されるマニュアルや付属品等が可能な限り削減されていること。

407

棚

408

401

402

収納用什器（棚以外）

405

④材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の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。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木
材は除く。

黒板

ローパーティション

403

404

ホワイトボード

いす

②再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上、又
は植物を原料とするプラスチック（環境負荷低減効果
が確認済）の場合はプラスチック重量の25%以上。

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。

掲示板406

100％（努力目標）

⑤材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能
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。ただし、間伐材及び合板・製材工場から発
生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。

大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器に
あっては①及び⑤の要件を、それ以外の場合にあって
は、プラスチックの場合は②及び⑤、木質の場合は③
及び⑤、紙の場合は④及び⑤の要件を満たすこと。机

①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている。又は、分解が容易であ
る等部品の再使用若しくは素材の再生利用が容易になるような設計がなされていること。

③使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない
部分については適正処理されるシステムがあること。

紙の使用量を軽減できる機
能を有すること（両面印刷、
縮小印刷、集約印刷等）

新たに購入する補充用の製
品が対象
①回収したトナーカートリッ
ジのプラスチックが、材料又
は部品として再びトナーカー
トリッジに使用される仕組み
があること。
②各種システムの構築及び
再資源化率等に係る判断の
基準を満たすことを示す証
明書等を備えていること。

⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮さ
れていること。

②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮さ
れていること。

④製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫
がなされていること。

⑤使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用のための
システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。

①区分ごとの基準を上回らないこと、単一素材分解可
能率が85%以上、環境配慮設計がなされていること。

③間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再
生資源であること、材料からのホルムアルデヒドの放散

速度が0.02mg/m2h以下。

507 インクカートリッジ

新たに購入する補充用の製
品が対象
①各種システムの構築及び
再資源化率等に係る判断の
基準を満たすことを示す証
明書等を備えていること。

506 トナーカートリッジ
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特定調達品目、判断基準、調達目標及び配慮事項

６．電子計算機等
【特定調達品目共通の配慮事項】

③包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

ｺｰﾄﾞ 特定調達品目 判断基準 調達目標 配慮事項

602 磁気ディスク装置

603 ディスプレイ

７．オフィス機器等
【特定調達品目共通の配慮事項】 ①特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。

⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

ｺｰﾄﾞ 特定調達品目 判断基準 調達目標 配慮事項

①一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、また、プラスチック部品が使用
される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。又は、植物を原料とするプラスチック
であって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。

③分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

②使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない
部分については適正処理されるシステムがあること。

記録用メディア

材料に紙が含まれる場合で
バージンパルプが使用され
る場合にあっては、その原料
の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。

デジタル印刷機

使用される電池には、カドミ
ウム化合物、鉛化合物及び
水銀化合物が含まれないこ
と。

②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮さ
れていること。

④資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しく
は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

⑤使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用のための
システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。

⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮さ
れていること。

④一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使
用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。

601 電子計算機（パソコン）

①バッテリの駆動時間が必
要以上に長くないこと。
②再生マグネシウム合金が
可能な限り使用されているこ
と。
③製品とともに提供されるマ
ニュアルやリカバリCD等の
付属品が可能な限り削減さ
れていること。

国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク認
定品であること。

100％（努力目標）

701 シュレッダー
裁断された紙の減容及び再
生利用の容易さに配慮され
ていること。

604

703 電子式卓上計算機

国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク認
定品であること。

100％（努力目標）

再生利用の容易さ及び廃棄
時の低減負荷に配慮されて
いること

702
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特定調達品目、判断基準、調達目標及び配慮事項

８．照明
【特定調達品目共通の配慮事項】

②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

ｺｰﾄﾞ 特定調達品目 判断基準 調達目標 配慮事項

②LEDモジュール寿命は40,000時間以上

①定格寿命は30,000時間以上

　ア　ランプ効率が100m/W以上

　イ　演色性は、平均演色評価数Raが80以上

　ウ　管径は25.5（±1.2）mm以下

　エ　水銀封入量は製品平均5mg以下

　オ　定格寿命は10,000時間以上

　ア　ランプ効率85lm/W以上

　イ　演色性は、平均演色評価数Raが80以上

　ウ　管径は32.5（±1.5）mm以下

　エ　水銀封入量は製品平均10mg以下

　オ　定格寿命は10,000時間以上

①LEDランプである場合は、次の基準を満たすこと。

　イ　演色性は、平均演色評価数Raが70以上

　ウ　定格寿命は40,000時間以上、ただし、ビーム開
きが90度未満の反射形タイプの場合は、30,000時間
以上

　イ　水銀封入量は製品平均4mg以下

　ウ　定格寿命は6,000時間以上

　ア　エネルギー消費効率がランプ効率で50lm/W以上

　イ　定格寿命は6,000時間以上

①施設用又は卓上スタンド用の場合、区分ごとの基準
エネルギー消費効率を下回らないこと（省エネ法トップ
ランナー基準達成）。

100％（努力目標）

②特定の化学物質含有率基準値を超えないこと。ま
た、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易
に確認できること。

①高周波点灯専用形（Hf）である場合は、次の基準を
満たすこと。

802 LED照明器具

蛍光灯照明器具

803 LEDを光源とした内照式表示灯

805

③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。ま
た、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易
に確認できること。

②ラピッドスタート形又はスタータ形である場合は、次
の基準を満たすこと。

②電球形蛍光ランプである場合は、次の基準を満た
すこと。電球形状のランプ

804 蛍光ランプ

　ア　区分ごとのランプ効率の基準を満たすこと、ただ
し、ビーム開きが90度未満の反射形タイプの場合は、
ランプ効率50lm/W以上

②特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。ま
た、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易
に確認できること。

①初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御等の省エネルギー効果の高い機能があるこ
と。

④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮さ
れていること。

①演色性は平均演色評価数Raが80以上。ただし、ダ
ウンライトおよび高天井器具の場合は70以上。

　ア　区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らな
いこと（省エネ法トップランナー基準達成）。

③上記①、②以外の電球形状のランプである場合は、
次の基準を満たすこと。
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特定調達品目、判断基準、調達目標及び配慮事項

９．自動車等
【特定調達品目共通の配慮事項】

②鉛の使用量（バッテリーは除外）が可能な限り削減されていること。

④再生材が可能な限り使用されていること。

⑥アイドリングストップ自動車として設計・製造されていること。

⑦エコドライブ支援機能を搭載していること。

ｺｰﾄﾞ 特定調達品目 判断基準 調達目標 配慮事項

　①電気自動車

　②天然ガス自動車

　③ハイブリッド自動車

　④プラグインハイブリッド自動車

　⑤燃料電池自動車

　⑥水素自動車

　⑦クリーンディーゼル自動車

　⑧乗用車・小型バス

　⑨小型貨物車

　⑩LPガス自動車

※１　乗用車　・・・　乗車定員10人以下のもの

①エアコンの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150以下であること。

③資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しく
は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

⑤植物を原料とするプラスチック又は合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り
使用されていること。

※２　⑧～⑩については、区分ごとの排出ガス基準に
適合し、また、燃費基準値を満たす自動車であること。

環境負荷の低減を実現した自動車であって、次に掲
げる自動車であること。

901 普通自動車、小型自動車及び軽自動
車（二輪車、重量車、中古車両を除く）

100％（努力目標）


