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ニュース  News 

1. ロシア・ベラルーシ相互承認一時停止 

ベラルーシの国家森林認証システム（規格）の PEFC の相互承認は、

PEFC ベラルーシの要請を受けて、4 月 18 日から一時停止されました。

またロシアの森林認証制度(FCR)の相互承認も、2022 年 8 月 11 日か

ら 12 月 31 日まで一時停止され、2022 年 8 月 11 日以降、同制度に基

づく FM、COC とも PEFC 認証としては認められていない状況にありま

すが、この度、PEFC 理事会が、ロシア産の木材を「紛争木材」とする

措置の有効期間を 2022 年 12 月 31 日まで延長することに決定しま

した。 

 

Endorsement of Russia and Belarus suspended 

The National Forest Certification System of Belarus has been suspended 

from18th April, following a request by PEFC Belarus. In addition, PEFC endorsement of the Russian Forest Certification 

System (FCR) was suspended from 11th August 2022 to 31st December 2022, and since 11th August 2022, neither FM nor 

COC based on this system have been recognized as PEFC certified. The PEFC Board of Directors has also decided to 

extend the validity period of the "conflict timber" status for timber from Russia until 31st December 2022. 

 

2. 大阪・関西万博 2025「調達コード」の公表 

公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会より調達コードが公表。持続可能性に配慮した木材と紙の調達基準とし

て PEFC ・SGEC ・FSC®による認証材と認証紙が認められています。開催は 2025 年 4 月 13 日ですが、準備はすでに

始められているとのことです。詳細 URL： https://onl.sc/TGfc1fr 

 

Publication of Osaka-Kansai Expo2025 “Procurement 

code ”  

Procurement Code was published by the Japan Association 

for the 2025 International Exposition. As the sustainability-

conscious wood and paper of the Procurement Code, PEFC, 

SGEC and FSC® certified wood and paper are included. The 

event will start  from 13th April, 2025, and preparations 

have already begun.       

More details URL: https://onl.sc/TGfc1fr   
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3. COC認証を増やすための支援キャンぺーン 

SGEC/PEFC 認証製品を増やすことを目的として、COC を拡大、サプライチェーンの構築・強化のため、新たに COC

認証を取得する企業に対し初期費用の支援を行うキャンペーンを、8 月 1 日より開始しました。9 月 30 日でいっ

たん締め切り、支援先を決定します。キャンペーンについては 10 月 1 日より 12 月 31 日まで延長し、第二次募集

として企業・団体からの申込受付を致します。SGEC、PEFC

の COC 認証取得を検討されている方は、ぜひこの機会に

取得を！ 

詳細 URL: https://onl.sc/RPx19H5 

 

“COC Certificate Acquiring Support Campaign”  

With the aim of increasing the number of SGEC/PEFC 

certified products, and to expand COCs and 

build/strengthen supply chains, a campaign was launched from 1st August and closed on 30th September to provide initial 

cost support to companies newly acquire COC certification. The companies will be selected soon. This campaign will be 

extended from 1st October to 31st December for a second call and applications from the companies and organizations will 

be accepted during the period. Those who are considering to obtain SGEC/PEFC CoC certification, take this chance! 

More details URL: https://onl.sc/RPx19H5 

 

4. ローソン・統合報告書と SDGsハンドブックに PEFCが掲載 

森林認証商品の取扱いとして、PEFC が 2022 年度の株式会社ローソンの

統合報告書と SDGｓハンドブックに掲載されました。森林認証に賛同す

る株式会社ローソンは、飲料紙パックに PEFC 認証紙を採用し、プロモー

ション用の PEFC 商標を取得。今後も SGEC/PEFC ジャパンは持続可能な原

材料の調達に取組むローソンと一緒に SDGｓに貢献します。 

※認証取得していない企業様でも、プロモーション用の商標使用手続き

をすれば、環境訴求の資料等に SGEC・PEFC 商標を使用できます。商標使

用料は無料です。 

詳細 URL: https://sgec-pefcj.jp/LogoMarkApplicationOnce/ 

 

PEFC in Lawson, Inc. Integrated Report and SDGs Handbook  

As part of its handling of forest certified products, PEFC has been included in Lawson's Integrated Report and SDGs 

Handbook for FY2022. Lawson, Inc. supporting forest certification, uses PEFC-certified paper for its beverage packaging 

and has acquired the PEFC trademark usage license for promotional purposes. SGEC/PEFC Japan will continue to 

contribute to SDGs together with Lawson, Inc., committing to procure the sustainable materials. 

＊Even companies not having certification can use the SGEC/PEFC trademark logo in promotional tools and 

materials by obtaining trademark usage license. There is free of charge for trademark use. 

More details URL: https://sgec-pefcj.jp/LogoMarkApplicationOnce/ 

 

イベント報告 Events Report  

 

■「ブランドみらい☆ミニセミナー」開催中 
第 2 弾「SDGs X 減プラ」（6 月 15 日）では環境省、及びクリ

ーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス CLOMA でのお

取組みをお聞きし、他国での減プラ対策なども報告致しまし

た。 

第 3 弾「SDGs X 環境マーク」（8 月 24 日）ではグリーン購入

ネットワークからの基調報告、そしてホームセンターDCM か

らの現場でのお取組みを発表頂きました。 

ミニセミ 2022 第 4 弾は、11 月中旬に開催予定です。 

 

“Mini-Seminar-series 2022” continue 

At the 2nd, 'SDGs X Reduce Plastic Reduction' (15th June), 

the activities reported by the Ministry of the Environment and 

CLOMA (Clean Ocean Material Alliances), and also plastic reduction measures in other countries were reported. The 

3rd, 'SDGs X Environmental Marks' (24th August), featured with a keynote report from Green Purchasing Network and 

a presentation by DIY shop DCM on their initiatives in the field. The 4th Mini-Semi 2022 is scheduled for mid-

November. 
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■ 「さがそう！SGEC/PEFCマークキャンペーン」 

2 回目となる SGEC/PEFC マーク普及キャンぺーンを実施。今年も

Twitter 上で SGEC/PEFC マークのついた認証品を撮影した画像を応募

する方法で実施。環境月間の 6 月に開催したこともあり、SDGs の取組

みを意識するきっかけになったと、応募者からの多くのコメントをも

らいました。応募写真枚数 877 枚（昨年比 207％）、リツイート数 698

回（昨年比 174％）と昨年に比べ増加。SGEC/PEFC ジャパンは認知度向

上のため、今後も普及促進に努めます。 

 

“Let’s Find! SGEC/PEFC logo campaign” 

The second SGEC/PEFC logo promotion campaign were held again this year on Twitter (to apply with an image of a 

certified product with the SGEC/PEFC logo). Since the campaign was implemented during the environment month, many 

comments from the applicants including “it was a good opportunity to be aware of the SDGs initiatives”. The number of 

images applied was 877 (207% YoY) and the number of retweets was 698 (174% YoY). All exceeded, compared to last 

year. Efforts will be continued to raise awareness of people 

for SGEC/PEFC forest certification  

 

■ 「森林認証セミナー」3件 

高知県仁淀川町（8 月 5 日）、ジャパン建材フェア（8 月 27 日）、

そしてグリーン購入ネットワーク GPN セミナー（9 月 1 日）に

おいて、要請を受け、SGEC/PEFC についてプレゼンを行いまし

た。特に高知県では森林認証取得からどのように需要に繋げて

いったらよいか、ジャパン建材フェアでは認証材の「プロジェ

クト認証」での活用について、GPN セミナーでは SGEC/PEFC の

基礎的なお話しをさせて頂きました。 

※自治体・企業・団体などからのセミナーのご要望がございま

したら、出張、またはオンラインにて致します。ぜひお気軽にお問合せ下さい。 

 

3 forest certification seminars 
Presentation on SGEC/PEFC were made on request at seminar in Kochi Prefecture (5th August), at the Japan Kenzai Fair 

(27th August) and at the Green Purchasing Network GPN seminar (1st September). In the presentations at Kochi prefecture, 

“how to link certified timber to demand”, at the Japan Kenzai Fair, “how to use certified timber for "Project Certification", 

and at the GPN seminar, “what is SGEC/PEFC certification” were highlighted. 

＊If you have any requests for seminars from local authorities, companies or organizations, it is ready to conduct 

either real or online. Please feel free to contact SGEC/PEFC Japan. 

 



Vol.55 2022年 10月 6日発行 4 

 

お知らせ Information 

 

■ 第 4回少花粉スギの植樹祭開催 

今年も SGEC/PEFC ジャパン主催の植樹祭を 10 月 15 日に開

催します。秋の東京都青梅市の SGEC 認証林で鹿食害の保護

カバー設置とキノコ狩りと珍しいプログラムも用意いたし

ました。申込開始すぐに満員御礼という大盛況です。 

お申込頂き、ありがとうございました。 

詳細 HP: https://onl.sc/WYG7Tsm 

 

 The 4th less pollen cedar tree planting festival 

SGEC/PEFC Japan will again host a tree planting festival on 

15th October. Unique program was organized including setting 

up protective covers to reduce deer damage after tree plantation and picking mushroom growing in the SGEC-certified 

forest in Ome City, Tokyo. Many people have applied soon after its announcement. Thank you very much for your attention. 

More details URL: https://onl.sc/WYG7Tsm 

 

■ 森林認証国際フォーラムのテーマは「森林と健康」 

本フォーラムでは森林生態系サービス、特に森林セラピーの効果に

ついて、これまでの成果を確認するとともに 海外での取り組みも踏

まえ、実際の健康への効果や森林 認証の役割について考える機会と

します。 海外へも発信し、日英同時通訳でご視聴可能です。 

詳細＆申込 URL: https://onl.sc/2Agaywq 

 

International Forum on Forest Certification “Forest and Health” 

This forum will provide an opportunity to review the results of forest 

ecosystem services, particularly the effects of forest therapy to date and to 

consider the actual health benefits and the role of forest certification in light 

of overseas initiatives. The program is also available overseas and can be 

listened to with simultaneous interpretation in Japanese and English.  

Details & Application URL：https://onl.sc/b3zXWgX 

 

最新データ Facts and Figures 2022 年 6 月末現在 Data: End of Jun 2022 

 

森林認証面積 Certified forest area         世界：312,620,995ha 国内:2,194,175ha     

COC 認証数   Number of COC certification     世界：13,043件  国内: 507件 

 

半年前に開催された 3年ぶりの PEFC加盟
国会議でダブリン、その後ロンドン、翌月
にはドイツ、ウィーンに行きましたが、ヨ
ーロッパでは屋外はもちろん機内、空港、
駅、世界の PEFC 加盟国から 100 人ほどが
集まった会議場、数百人で大盛り上がり
のパブ、美術館、などのどこでも「ほぼほ
ぼ誰もマスクをしていない」で、いまだ窮
屈なマスク生活な日本との対比を実感で
した。 
加盟国会議にロシアの認証制度の同僚た
ちは来られず、代わりに Zoom参加でした。
PEFC を共に促進する仲間でありすでに親
しい友人として、彼らの難しい立場に心
が痛み、一刻も早く世界が平和になって、
リアルで再会・ハグができる日が来るこ
とを祈るばかりです。 

 

「急に寒くなったか
ら、お腹出して寝た
らだめだよ～、うに
ゃん♪♪」by プリン 
" As it becomes cold 

rapidly, you shouldn't 

sleep on your stomach, 

Meow♪♪" by Pudding 

Half a year ago, I went to Dublin for the first PEFC 

Members Meeting in 3 years, then to London, and 

Germany and Vienna in the following month. I 

found everywhere in Europe – not only outside, but 

on planes, at airports, stations, in conference 
rooms with about 100 colleagues from PEFC 

member countries, in pubs and museums where 
several hundred people gathered - "Almost nobody 

wore a mask". The contrast in Japan, where people 

still live in a cramped masked lifestyle, was very 
striking.  

Our colleagues from the Russian certification 

system could not come to the Members Meeting and 
instead joined by Zoom. As colleagues to promote 

PEFC and already good friends, my heart aches for 

their difficult position and I can only hope that the 
world will soon be at peace, and we can meet & 

hug in real. 
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