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 EA21は、事業者の仕組みづくりに加えて、事業活動に伴
う環境パフォーマンス（電気使用量、水使用量、廃棄物
排出量の削減など）の向上を目指します。

＊ISO14000シリーズのように、事業者の組織・体制、いわゆる仕組み
づくりに特化したものではありません。
 地球温暖化に限らず、水資源や廃棄物・循環資源などに
も視野を広げた総合的な取組です。

＊RE100（再生エネルギー100％宣言）やSBT（企業毎に二酸化炭素排
出削減量を宣言）のように、地球温暖化に特化したものではありません。

EA21は「総合的な環境マネジメントシステム」です

「総合的な環境経営」を通じて、企業の体
幹を鍛えるとともに、地球環境・SDGｓに
貢献する姿勢をアピールできます
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EA21は、環境省が、主として中小企業
に向けて策定した環境・総合マネジメン
トシステムです。

EA21は「環境省」が策定したマネジメントシステムです

・国により公的に位置づけられたものとし
て、評価されます

・中央事務局のウェブサイト等の媒体で
広くアピールされます

・中小企業でも容易に取り組めます



EA21を始めるのは簡単です

5

 把握する環境負荷項目が決まっています。
（二酸化炭素排出量、廃棄物排出量、水使用量）
 取り組むべき活動が決まっています。
（省エネ、廃棄物削減・リサイクル、節水、自らが生産・
販売・提供する製品の環境性能の向上及びサービスの改善
など）

・中小企業にも容易に取組を始める
ことができます

・実務に応じ段階的に柔軟に項目、
活動を広げることもできます



EA21は政府の計画の中に位置づけられています
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第五次環境基本計画（平成30年4月17日閣議決定）
（略）中堅・中小企業向けエコアクション２１など
PDCAサイクルを備えた環境マネジメントシステムにつ
いてバリューチェーン全体で導入されることを促進する。

地球温暖化対策計画（令和3年10月22日閣議決定）
中堅・中小企業向けエコアクション２１などPDCAサイ
クルを備えた環境マネジメントシステムの普及を進め
（略）事業活動における更なる環境配慮の促進を図る。
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官公庁はEA21など「環境に配慮した事業活動」を
社会的価値として位置づけています

EA21は入札や審査等でISO14001とともに、
重点評価項目等として位置づけられています。

・建設工事・物品調達等の総合評価競争入札
・建設工事等の入札参加資格審査
 37都道府県が環境マネジメントシステムを入札
条件とし、そのうち30都道府県がEA21を加点
要素(2021年度)

・競争入札等の優先指名
・優良産業廃棄物処理業者認定制度（環境省）
 ５つある基準のうちの1つ、「環境配慮の取組」
として、EA21の認証を取得が要件の1つ
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大手企業はEA21など「環境に配慮した事業活動」
を社会的価値として位置づけています

大手企業は「グリーン調達基準」を作成するなど、
サプライヤーに環境経営を推奨しています。
 サプライヤーのグリーン調達への対応と環境経営の促進
 サプライチェーンマネジメントの推進

EA21など環境経営に取り組むことで、納入先で
ある大手企業から経営全般の信頼性が高まり、
取引関係が堅固なものとなります。



環境省が2018年6月に取りまとめた「持続可能な開発目標SDGｓ
活用ガイド」では、エコアクション２１認証・登録制度で対象と
している取組内容は17ある「SDGｓ」のすべてのゴールと紐づけ
られるとしています。
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「EA21」で「SDGｓ」に取り組む姿勢が明確になります

EA21は、「環境」に着目し「総合的なマネジメントシス
テム」を構築するもので、「SDGｓ」に向けた取組として
高く評価されています。

「SDGｓ」に取り組む姿勢を示すことが、企業評価に
大きく関わり、企業イメージの向上、ひいては金融
（融資・投資）や事業活動、とりわけ公的機関との取
引に大きな影響を与えています。
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 環境省のガイドラインに基づく第三者認証・登録制度で
あり、社会的評価が高まる

 社内の無駄を削減し、環境負荷とコストの同時削減を継
続的かつ全社的に進められる

 社員のモチベーション・意識を高め、方針や目標の共有
化が進む

 コンプライアンス体制が確立され、リスクを低減できる
 サプライチェーンからの要請に対応できる
 情報（環境経営レポート）を公的な場（中央事務局の

HPなど）で公開することで、取組をアピールできる

企業価値が高まります。

EA21の認証取得は企業の体幹を鍛えます
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EA21の認証取得は企業評価を高めます

大手信用調査機関の調査によると、エコアクション２１
認証企業は、認証を取得していない同種同規模の企業と
比較して、信用評点が平均で約５ポイント高くなってい
ます（2016年時点）。

環境への取組を積極的に行うことを通じて、従業員
を大切にし、地域にも貢献する、さらには経営的に
も優れた事業者であると評価されています。

（信用評点のポイント）
・企業が健全な経営活動を
行っているか

・支払能力があるか
・安全な取引ができるか
など

EA21取得企業

EA21非取得企業
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認証企業は、エコアクション２１審査
員や事務局から取組レベルを向上させ
るための助言を受けることができます。
 年に１度の審査を通じて、知識・経験豊富な審査員
から指導・助言を受けることができる。

 認証後、事務局主催のセミナーやサポート窓口を通
じて、アフターフォローを受けることができる。

EA21認証取得後は、事務局・審査員が
継続的にサポートします

さらに企業体質が強化されます。
（環境経営システムの継続的な改善につながる）
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EA21の取組を公表し広くアピールできます

「環境経営レポート」を作成しEA21中央事務局
のウェブサイトなどで公表することで、環境経営の
取り組みを広くアピールすることができます。

すべての認証・登録企業の
レポートは、こちら

http://ea21.jp/

http://ea21.jp/


EA21中央事務局（

ウェブサイトでの公表
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認証・登録企業の
環境経営レポートを

EA21中央事務局
ウェブサイトで公表
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（①貧困） （②飢餓） （③保健） （④教育） （⑤ジェンダー）（⑥水・衛生）

（⑦エネルギー）（⑧成長・雇用）（⑨イノベーション）（⑩不平等） （⑪都市）（⑫生産・消費）

（⑬気候変動）（⑭海洋資源）（⑮陸上資源） （⑯平和） （⑰実施手段）

ロゴ：国連広報センター作成

「このままでは世界が立ち行かない」という国際社会の強い危機
感も背景に、2015年9月、国連持続可能な開発サミットで採択。
政府、自治体、経済界、金融界すべてがこの達成に向けて取り組
んでいます。

▶ SDGｓの17のゴール

持続可能な開発目標（SDGｓ）
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SDGｓにつながるEA21
 「EA21」への取組は「企業の体幹」の強化につ
ながります。

 「企業の体幹」の強化は「企業価値」を獲得す
る基盤です。

 「企業価値」を高めるためには、「SDGｓ」に
向けた取組が必須です。

 「SDGｓ」に向けた取組として「EA21」は高く
評価されています。

 「EA21」認証を通じて環境経営を目指すことは、
「SDGｓ」達成につながります。



 EA21をはじめSDGｓ取組企業に対しては、環
境経営レポートの公表など情報開示を通じて、
ESG投資家・金融機関が注目しています。

「EA21などSDGｓに向けた取組」＋「情報公
開」＋「ESG投資」というシステムが、企業支
援をどんどん広げています。
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EA21とSDGｓと投融資

EA21は、気候変動等SDGｓの達成に向け
た取組の一つです。
SDGｓに向けた取組みは投資家・金融機関
が注目しています。
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EA21などSDGｓ取組企業をサポートするESG金融
～情報の開示・対話を通じて企業の発展を支援～

投資家
金融機関

ESG
投資家
金融機関

SDGs
に取り組む
企業ESG投資:

企業の環境（E)・社会
(S)問題への取組や企業
統治（Ｇ）に着目する投
資。近年世界規模で急
増している

企業の環境情報
開示と対話

￥

2℃目標

ESG投融資の
加速化・普及の支援

ESG情報開示
の促進・基盤整備政府による支援策

 脱炭素社会・持続可能な社会への戦略的シフトが、競争力と「新たな成長」の源泉

１ ２
企業行動や事業のシフトを

ESG金融を通じて促進

３

長期的視点の
ESG投融資

（出典）環境省資料に基づき作成
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環境省資料 ESG金融とは

30.7兆
米ドル

世界のESG市場の拡大
22.9
兆

米ドル

日本（全体の７％）

0.5兆
米ドル

2.1兆
米ドル

日本のESG市場の拡大

ESG金融とは、環境（Environment)、社会（Social)、企業統治（Governance)という
非財務情報を考慮して行う投融資のこと。
そのうち、ESG投資が世界的に注目されているが、世界全体のESG投資残高に占める我が国
の割合は、2016年時点で約２％にとどまっていた。その後4年で国内のESG投資は5.8倍、
2020年には世界全体の約８％となっている。

2018年

日本（全体の２％）

日本の全運用額に
占める割合は約24％【出所】 Global Sustainable Investment Alliance (2020), “Global Sustainable Investment Review 2020 及び

NPO法人日本サステナブル投資フォーラム サステナブル投資残高調査 公表資料より環境省作成

35.3
兆

米ドル
2.9兆
米ドル

日本（全体の8％）

4年で
1.5倍増

約1,364兆円増

２年で
1.3倍増

約858兆円増

２年で
4.2倍増

約176兆円増

4年で
5.8倍増

約264兆円増

2020年

2016年
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全国で様々な事業者が参加
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 2021年度末現在、7,443社が認証を受けています。

年度 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

認証・
登録数
(累計)

155 728 1,431 2,215 3,256 4,382 6,127 6,971 7,308 7,516 7,554 7,690 7,791 7,946 7,945 7,760 7,543 7,443

 認証企業の中には、建設業、製造業、廃棄物処理業、
ホテル、学校など様々な業態の事業者が含まれます。

 従業員数100名以下の中小企業が中心ですが、1,000
名を超す大企業や中核企業のサプライヤー企業、ま
た大学や自治体等も参加しています。



EA21認証事業者のトップの“声”(1)
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コムパックシステム株式会社
【1950年創業で一般段ボールや輸出用強化段ボールなどを
取り扱う総合包装企業】

EA21認証取得したことで・・・
最も変化したのは「社内の意識が成長したこと」
 EA21に取り組んで3～4年経ち、社員自らが環境負荷を下げ
るための提案をするように、5年目以降は社長の決断を待っ
てからの行動ではなく、自らが考えて動くように進化

EA21認証10年を経て・・・
環境経営からSDGｓ経営へと舵切り「SDGｓに取り組む
ことは不可欠だ」
 地域に根差して生き残るため、EA21への取組を基調として、

SDGｓを経営戦略の根幹に



EA21認証事業者のトップの“声”(2)
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株式会社トリドールホールディングス
【うどんをセルフ形式で提供することでお馴染みの
「丸亀製麺」などを展開】

EA21認証取得したことで・・・
最大の成果は、本社社員が全国の店舗へ出向き「地球環境
の未来について説き、将来像を共有できたこと」
（ ’19年度は本社と西東京の10店舗で認証取得、’23年度
までに同社ブランド全店で認証を拡大する方針）

コロナ禍を乗り切るため・・・
新たな需要を掘り起こすことが明るい未来につながる
 需要の掘り起こしには、「環境や社会課題など（非財
務領域）にも取り組むことが必要だ」



EA21を「点」から「線」（サプライチェーン）へ
普及を目指す金融機関の事例

～関係企業グリーン化プログラム～
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大阪信用金庫
【中小企業が抱える経営課題と地域の環境課題を同時に解決
していく】

地元の中小企業に環境マネジメントシステムを導入し
てもらえるよう、取引先企業に対してEA21認証を支援

 まず、自らがEA21を認証取得（2010年）、その後取引先
企業にEA21認証取得のための支援を開始

 取引先企業を支援するという本業のなかに、”環境支援”を
明確に組み込み、SDGｓの取り組みの一環として、EA21の
普及を進める

関係企業グリーン化プログラム（GP）とは、
サプライチェーンの環境への取り組み推進を図る大手企業等が主
体となって進める、EA21普及促進のためのプログラム
詳しくはこちら ⇒ http://ea21.jp/kanren-initiative/



EA21を「面」（地域）で普及を目指す
自治体の事例

～自治体イニシアティブ・プログラム～
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品川区
【SDGｓ達成のための一環として、域内の企業の環境活動を
支援を推進していく】

区の最上位行政計画である”長期基本計画”の中で、
「地域」「人」「安全」の３つの分野で2029年までに
達成を目指す政策をまとめている

 EA21はSDGｓの取り組みにもつながるので、SDGｓの一環
として普及へ力を入れている

 EA21の普及はSDGｓへの取り組みを加速させるための風土
づくりに役立っている

自治体イニシアティブ・プログラム（IP）とは、
域内の事業者の環境への取組の促進を図る自治体が主体となって
進める、EA21普及促進のためのプログラム
詳しくはこちら ⇒ http://ea21.jp/jichitai-initiative/
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エコアクション２１（環境省補助事業Eco-CRIP(※)）に
取り組んだ多くの企業において成果が上がっています。

EA21に取り組んでの効果（環境面）

■ CO2排出削減効果
約64.7%の事業者が総量で削減、約24.1%が総量では増加したものの

原単位で削減した。
全参加事業者の約9割でCO2が削減されました。

総量で削減
64.7%
（75社）

総量で増加も
原単位で削減

24.1%
（28社）

総量・原単位ともに増加
11.2%（13社）

※2018年度Eco-CRIP補助事業
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EA21に取り組んでの効果（企業体質面）

組織力・経営力の向上とCO2・コストの削減を
実感しています（認証取得前の段階で）。

※2014年度Eco-CRIP実証事業参加企業アンケート調査による



エコアクション２１の費用（審査/認証・登録）
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(1)登録期間（２年／１サイクル）

(2)費用 従業員数100人の事業者を想定(※１)

更

新

審

査

更

新

審

査

登

録

審

査

中
間
審
査(

第
1
回)

認証・登録期間：２年

中
間
審
査(

第
2
回)

認証・登録期間：２年

1 年 1 年1 年 1 年

以

降

、
繰

返

し

登録

審査費用
(※2)

中間(1) 更新(1) 中間(2) 更新(2)

１５０千円以上
+消費税
+交通費

１２５千円以上
+消費税
+交通費

１２５千円以上
+消費税
+交通費

７５千円以上
+消費税
+交通費

１２５千円以上
+消費税
+交通費

１００千円
+消費税

－ １００千円
+消費税

－ １００千円
+消費税認証・登録料

合計
２５０千円以上

+消費税等
２２５千円以上

+消費税等

２２５千円以上
+消費税等

１２５千円以上
+消費税等

※2 複数事業所を有する場合、審査（書類/現地）費用は、事業者の規模、活動内容等に基づき定められる。

７５千円以上
+消費税等

※1 従業員数にはパート、アルバイト等も含む。
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ロゴマーク、認証・登録証、プレートでPRできます

認証企業には、環境省が商標権を保有する「ロゴマーク」
を使用できるほか、「認証・登録証」と「プレート」が交
付されます。

認証・登録証
（A４サイズ）

プレート
（24cm×30ｃｍ）
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エコアクション２１に関するお問い合わせや
もっと詳しく知りたいと思ったら、
エコアクション２１の事務局までご連絡ください。

詳しくは、こちら
http://ea21.jp/

 エコアクション２１中央事務局
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-17-17-7F

info@ea21.jp

EA21に関するお問い合わせ
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