
☆生物多様性関係  

＊遺伝子組換え体混入の可能性のあるパパイヤの検査について 

1.国立医薬品食品衛生研究所（以下「国衛研」という。）が食品衛生法上で未審査である遺伝子組換え 

パパイヤの検査法を開発する過程において、生果実及び苗を試験的に分析したところ、カルタヘナ法で 

未承認の遺伝子組換え体が混入している可能性を示す分析結果が得られました。 

2.この結果が事実であれば、カルタヘナ法に基づいて農林水産省が対応する必要があるため、農林水産 

省では、科学的信頼性の高い種子の検査法を確立しました。 

3.今後、海外から輸入される種子について、水際でモニタリング検査を実施します。 

 また、遺伝子組換えパパイヤの種子を含む種子が販売されていないかどうかを知るため、種苗会社の 

保有する種子を早急に検査します。 

調査の背景・趣旨 

1.我が国では、遺伝子組換え農作物の輸入や流通に先立ち、カルタヘナ法（注1）等に基づいて、植物の 

品種ごとに、生物多様性への影響や食品・飼料としての安全性を、科学的に評価しています。 

2.昨年12月、厚生労働省から、国衛研が、食品衛生法上で未審査である遺伝子組換えパパイヤの検査法 

を開発する過程において、沖縄県内の農産物直売所やホームセンターで販売されていた生果実及び種苗 

を試験的に分析したところ、その一部に未承認の遺伝子組換え体(注2)が混入している可能性を示す分析 

結果が得られたとの情報提供がありました。 

3.この結果が事実であれば、農林水産省がカルタヘナ法に基づく対応を行う必要があります。 

4.そこで、直ちに、農林水産省の分析能力を有する機関が、国衛研で開発中の検査法を、カルタヘナ法 

に基づく種子及び苗の検査に使用可能なものとすることに着手し、今般、当該遺伝子組換え体について、 

科学的信頼性の高い種子の検査法を確立しました。 

 （苗の検査法については、開発中です。） 

5.国衛研が分析した生果実8検体のうち、1検体（品種不明）から採取した種子について、今般確立した 

検査法により、遺伝子組換え体であることを確認しました。 

注1：遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律。 

注2：台湾で研究中の遺伝子組換えパパイヤの導入遺伝子と同様の塩基配列を持つ。 

今後の対応 

1.今般確立した種子の検査法を用い、海外から輸入される種子について、水際で、モニタリング検査を 

実施します。 

 検査の結果、遺伝子組換え体が見つかった場合には、その事実を公表するとともに、当該種子を処分 

します。 

2.また、種苗会社が保有する種子について、遺伝子組換えパパイヤの種子が含まれていないか早急に検 

査します。 

3.この検査の結果、遺伝子組換え体が見つかれば、未販売の場合にはその流通を止め、販売済の場合に 

は、種苗会社から該当する品種の販売先を聴き取り、当該品種を栽培しているほ場のパパイヤを検査し 

ます。 

 なお、検査した種子の品種が遺伝子組換え体を含むか含まないかについて、公表します。 

遺伝子組換えパパイヤに関するホームページは、こちらをご覧ください

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/ppy.html 

 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/ppy.html


担当：農林水産省消費・安全局農産安全管理課 二階堂、吉尾、高島 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/110222.html 

 

 

＊パパイヤ種子の検査結果について 

農林水産省は、我が国で未承認の遺伝子組換えパパイヤの種子が流通していないか知るため、今般確立 

した種子の検査法を用いて、種子の検査を開始しました。  

今般、組織培養由来の1本の苗から挿し木により増殖させ、温室で栽培されたパパイヤ果実の種子につい 

て、検査の結果が出ました。  

経緯 

農林水産省は、我が国で未承認の遺伝子組換えパパイヤの種子が流通していないか知るため、今般確立 

した種子の検査法を用いて、種子の検査を開始しました。  

検査の結果については、品種ごとに、検査した種子の品種が遺伝子組換え体を含むか含まないかについ 

て、公表します。 

今般、「検査結果」に詳述する方法で増殖させた品種の苗を温室で栽培して得られた果実中の種子1検体 

の検査結果が出ました。 

今後も、検査結果について、順次公表します。  

検査結果  

品種名等： サンライズ・ソロ（宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場が組織培養して得た苗から、JA 

宮崎中央が挿し木（※1）により増殖させ、販売したもので、温室で栽培（※2）されたもの 

に限る。） 

種苗会社名等： JA宮崎中央（宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場が組織培養して得た苗から、挿し 

木により苗を増殖し、販売した場合に限る。） 

検査結果： 陰性 

陰性：対象としている組換え遺伝子配列を持たないパパイヤである。 

※1 1本の苗から挿し木により増殖させることで、母樹と同一の遺伝子を持つ複数の苗を生育させること 

が出来ます。 

※2 温室は屋外と比べて閉鎖的な栽培環境であることから、閉鎖的環境が維持されている限り、温室外 

で生育する他の品種とは交雑しません。 

 

担当：環境省消費・安全局農産安全管理課 二階堂、吉尾、高島 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/110223.html 

 

 

＊今後の瀬戸内海の水環境の在り方懇談会（第5回）の開催について 

３月７日(月)に、今後の瀬戸内海の水環境の保全を総合的に推進するために必要な助言を得るため、今 

後の瀬戸内海の水環境の在り方懇談会（第5回。以下「懇談会」という。）を開催します。 



 なお、本懇談会は公開で行います。  

１．背景・目的 

 瀬戸内海は高度経済成長期の人口や産業の集積に伴い、「瀕死の海」と呼ばれるほどに水質汚濁が 

進行した時代がありましたが、水質総量削減制度や瀬戸内海環境保全基本計画に基づく施策等の着実 

な実施により、水質は改善されてきています。しかしながら、赤潮や貧酸素水塊等の発生、漁業生産 

量の低迷や藻場・干潟の減尐などの課題が依然として存在しており、「豊かな海」へ向けて、新たな 

施策の展開が求められています。 

 このような状況を踏まえ、今後の瀬戸内海の水環境の保全を総合的に推進するために必要な助言を 

得るため、懇談会を開催します。  

２．日時 平成23年３月７日(月) 14:00～16:30  

３．場所 東京国際フォーラムG404会議室 

      〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 

      （http://www.t-i-forum.co.jp/function/map/index.html）  

４．議題（仮） 

（１）今後の瀬戸内海の水環境の在り方に関する論点整理（案）について  

（２）その他  

５．公開に関する取扱い 

 本懇談会は、公開で行います。傍聴希望の方は、電子メール又はＦＡＸにてお申し込みください。 

お申込みの際には、「今後の瀬戸内海の水環境の在り方懇談会(第５回)傍聴希望」と明記し、住所、 

氏名、勤務先、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールを記入の上、平成23年３月２日（水）13時必着で、 

以下の連絡先までお申し込みください。 

 申込みは、傍聴希望者１人につき１通といたします。 

 なお、傍聴可能人数は15名程度を予定していますので、傍聴希望者が予定数を超えた場合は、抽選 

といたします。 

傍聴の可否については、平成23年３月４日(金)15時までに連絡をいたします。  

６．連絡先 

社団法人 瀬戸内海環境保全協会  

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１－５－２ 

人と防災未来センター東館 ５階  

ＴＥＬ：078-241-7720 ＦＡＸ：078-241-7730  

担当者：石川 潤一郎 ishikawa@seto.or.jp 

     藤原 俊介 fujiwara@seto.or.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室 室石、橋本、山田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13504 

 

 

＊環境大臣との対話「生物多様性及び温暖化対策―COP10及びCOP16を終えて―」の開催 

について 

http://www.t-i-forum.co.jp/function/map/index.html
mailto:ishikawa@seto.or.jp
mailto:fujiwara@seto.or.jp


３月５日（土）に東京都(中央区日本橋)において、「生物多様性及び温暖化対策―COP10及びCOP16を終 

えて―」として環境大臣と一般の方とが対話する機会を設けます。 

 この集いは、松本大臣が、昨年名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）及びメ 

キシコ・カンクンで開催された気候変動枞組条約第16回締約国会議（COP16）の結果についてお話ししま 

す。 

（独）国立環境研究所主任研究員亀山康子さん他をおむかえし、参加者の皆様と意見交換を行うことと 

しています。ふるって御参加下さい。  

１．「生物多様性及び温暖化対策―COP10及びCOP16を終えて―」について 

 環境省では、市民、企業、自治体等との連携のもとに政策を進めるため、一般の方々に政策につい 

て説明し、対話を行う機会を設けるよう努めています。 

 昨年は、名古屋で生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）及びメキシコ・カンクンで気候変動 

枞組条約第16回締約国会議（COP16）がそれぞれ開催され、一般の方々の環境への関心が高まってき 

ています。 

 そこで、生物多様性や温暖化対策についての御理解を深めていただくため、環境大臣と対話する 

「生物多様性及び温暖化対策―COP10及びCOP16を終えて―」を、以下のとおり開催することといたし 

ました。  

日時 平成２３年３月５日（土）１４：００～１６：００  

場所 ＴＫＰ東京駅日本橋ビジネスセンター ３階 ホール３Ａ 

    東京都中央区日本橋１－３－１３ 日本橋中央ビル  

プログラム 

 以下の３名によるプレゼンテーションの後、一般の方との意見交換を予定しています。  

・松本龍環境大臣  

・亀山康子（独）国立環境研究所主任研究員、東京大学大学院新領域創成科学研究科客員准教授  

・地球いきもの応援団メンバー等により選定予定  

参加費 無料  

２．参加申込手続について 

（１）対象者 環境問題について関心をお持ちの方を中心に募集します。  

（２）人数 ２００名を予定しています。  

（３）申し込み方法 参加を御希望の方は、e-mailまたはＦＡＸにて必要事項を記載の上、お申し込 

みください。  

[1] 必要事項 

[お名前（ふりがな）/御職業/電話・ＦＡＸ番号/e-mail/郵便番号・御住所/生物多様性・温暖 

化に関する御意見・御質問]  

[2] 申し込み先 

(株)日産社 環境大臣との対話事務局  

・e-mail：taiwa22env@nissansha.co.jp 

 ※件名を「環境大臣との対話参加申し込み」として送信してください。  

・ＦＡＸで申し込まれる方は参加申込書（別添）を御利用ください。 

 （ＦＡＸ）０３－５５７０－３５０１  

（４）申込締切り ３月３日（木）１２時必着（e-mail、ＦＡＸ共通）  

mailto:taiwa22env@nissansha.co.jp


（注） １ 参加決定者に対しては、事前に運営事務局から参加証をお送りします。なお、当日は、 

本人確認のため、受付に参加証を御提示下さい。  

２ 定員に達したため参加いただけない場合には、その旨御連絡いたします。  

３ 上記必要事項に記入漏れがあった場合は、無効とさせていただきます。  

４ 応募は、お１人様１回限りとさせていただきます。複数回申し込まれた場合は、無効と 

させていただきます。  

３．参加申込についてのお問合せ先 

(株)日産社 環境大臣との対話事務局 高橋 

（ＴＥＬ）０３－５５７０－３５０９  

 

担当：環境省大臣官房政策評価広報課広報室 瀬川、種瀬、白倉  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13509 

 

 

＊＜2011国際森林年関連事業＞「国際森林映画祭」参加作品を自主上映会に使用する場 

合の手続きについて 

国際森林年記念事業である「国際森林映画祭」の事務局から、映画祭参加作品を自主上映会に活用できる 

旨の発表がありました。 

要旨 

平成23年2月初旪に国連本部で開催された国際森林年の開始式の一環として、国際森林映画祭は複数の受 

賞作品を発表しました。 

この度、これらの受賞作品を含む参加作品を自主上映会に活用できることになり、国際森林映画祭事務 

局から、その実施方法が発表されました。 

＊国際森林映画祭の結果については、別添資料をご覧ください。 

使用できる作品 

国際森林映画祭は、森林の重要性、人間や地球との関わりに対する認識を高めることを目的とし、それ 

により緑深く公平で持続的な将来に対する個人の責任感を醸成するものです。これに参加した全ての作 

品が使用可能です。 

ただし、英語作品又は英語字幕付きであり、日本語の字幕が予め付いているものではありません。  

なお、下の「関連URL」の(2)「国際森林映画祭フィルムガイド」から、参加作品の内容をご覧いただけ 

ます。 

上映会開催要件 

上映会は一般公衆に対して無料で行われる必要があり、また、国際森林年に関するチラシ等の資料を用 

いていただくことになります。 

手続き 

自主上映会を開催する団体は、ここに添付する上映会開催申込書（Venue Screening Information Form） 

に、連絡先、上映日や使用する作品等を入力し、申込み書に記載の事務局送付先にお送りください。尐 

なくとも上映会の開催日より2週間前までに送付いただく必要がありますので、ご注意下さい。 

なお、可能な限り電子メールで送付くださるようお願いします。メールの宛先は、 



forest@jhfestival.orgです。 

必要経費 

申込みを行うと、事務局から料金や媒体送付を含む詳細情報が回答されます。 

作品の使用料は5時間分の内容について50米ドルで複製料金と事務手数料を含みます。このほか、輸送料 

が追加されます。 

 

担当：林野庁 森林整備部 計画課海外林業協力室海外指導班 大川、石飛 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110301_1.html 

 

 

☆水環境保全検討会関係  

＊今後の水環境保全に関する検討会（第11回）の開催について 

 ２月25日（金）に今後の水環境施策の方向性を検討するため、「今後の水環境保全に関する検討会」 

の第11回会合を開催いたします。 

 なお、本検討会は公開で行われます。  

１．日時 平成23年２月25日（金）15:00～17:00  

２．場所 銀座日航ホテル 10階スカイルーム 

      東京都中央区銀座８－４－２１ 

      http://www.ginza-nikko-hotel.com/access/index.html  

３．議題 今後の水環境保全の在り方について（取りまとめ）（案）  

４．公開に関する取扱い 

 （１）傍聴希望の方は、平成23年２月23日（水）（必着）までに、電子メール、ＦＡＸ又は往復は 

がきで、「今後の水環境保全に関する検討会（第11回）の傍聴希望」と明記し、住所、氏名、 

電話番号、傍聴券の送付先（電子メールアドレス、ＦＡＸ番号等）及び差し支えなければ所属 

を記入の上、連絡先（下記）までお申し込みください。 

   申込みは傍聴希望者１人につき１通といたします。返信用のはがきには必ず返信の宛先を明記 

してください。  

※会場の都合上、傍聴者は20名程度を予定しております。傍聴希望者が多数となった場合に 

は、抽選により傍聴者を決定させていただくことがあります（傍聴いただけない場合は、そ 

の旨を御連絡いたします）。  

 （２）電子メールで申し込まれた方は返信メールを印刷したものを、ＦＡＸで申し込まれた方はこ 

ちらからのＦＡＸによる返信を、往復はがきで申し込まれた方は返信はがきを傍聴券といたし 

ますので、傍聴の際には御持参願います。 

   当日は傍聴の受付に当たり、身分を証明するものを御提示していただく場合がございますので、 

あらかじめ御了承ください。  

 （３）当日取材を希望される報道関係者につきましても、下記連絡先に、平成23年２月23日（水） 

（必着）までに事前登録を行ってください。また、カメラ撮りを希望される場合、その旨も併 

せて御登録をお願いします。（カメラ撮りは冒頭のみとさせていただきます。）  

５．傍聴連絡先 

mailto:forest@jhfestival.org
http://www.ginza-nikko-hotel.com/access/index.html


環境省水・大気環境局水環境課（担当：松浦、細野） 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ：03－3581－3351（内線6602） 

ＦＡＸ：03－3593－1438 

電子メール：mizu-kanri@env.go.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、富坂、松浦  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13474 

 

 

☆VOC排出インベントリ関係  

＊「第18回 揮発性有機化合物排出インベントリ検討会」の開催について 

２月24日（木）に「第18回 揮発性有機化合物排出インベントリ検討会」を開催いたします。 

本検討会では、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」（平成16年改正）の施行に伴う規制及び自主 

的取組の実施状況を把握するための継続的な揮発性有機化合物（ＶＯＣ）排出インベントリの作成につ 

いて検討を行っています。 

なお、本検討会は公開で行われます。  

１．日時 平成23年２月24日（木）10:00～12:00  

２．場所 主婦会館 プラザエフ ７F 「カトレア」 

      東京都千代田区六番町15番地（地図参照）  

３．議題 

 （１）平成21年度推計の暫定的な結果について  

 （２）法令取扱分類別排出量の推計結果について  

 （３）VOC排出量と経済指標の関連性の分析について  

 （４）その他  

４．公開に関する取扱い 

 （１）傍聴を希望される方は２月23日（水）17：00(必着)までに、電子メール又はＦＡＸで「第18 

回 揮発性有機化合物排出インベントリ検討会 傍聴希望」と記入し、氏名、所属、電話番号、 

傍聴券の送付先（電子メールアドレス、FAX番号等）を明記し、下記傍聴申込み先までお申し 

込みください。 

   申込みは、傍聴希望者１人につき１通といたします。なお、傍聴可能人数は、50名を予定して 

います。希望者がこれを超えた場合は抽選といたします。  

 （２）マスコミ関係者の方は、会議の冒頭のみカメラ撮りが可能です。カメラ撮りを希望される方 

は２月22日（火）までに下記傍聴申込み先までお申し込みください。マスコミ関係者も傍聴申 

込みを行ってください。  

５．傍聴申込み先 

      株式会社環境計画研究所 林 宛 

      E-mail：kaigi_2010@ries.co.jp TEL：042-361-2930 FAX:042-361-2927 

      〒183-0023 東京都府中市宮町２-15-13 第15三ツ木ビル２Ｆ  

mailto:mizu-kanri@env.go.jp
mailto:kaigi_2010@ries.co.jp


    ※御連絡いただいた個人情報は本検討会傍聴者の申込状況把握、傍聴券の発行以外に使用す 

ることはありません。 

      また同目的により環境省に提供する場合があります。  

    ※「揮発性有機化合物排出インベントリ検討会」の傍聴お申込みの際に御記入いただく個人 

情報は、（株）環境計画研究所の個人情報保護方針に基づいて取り扱います。詳細は下記 

Webページを御覧ください。 

      URL http://www.ries.co.jp/privacy/policy.html  

    ※個人情報に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。 

      株式会社 環境計画研究所 個人情報管理者 TEL：042-361-2930  

         〒102-0085 東京都千代田区六番町15 

         主婦会館プラザエフ ７F 「カトレア」 

         ＴＥＬ：０３－３２６５－８１１１  

    ●JR四ツ谷駅 麹町口前（歩1分）  

    ●地下鉄南北線／丸の内線 四ツ谷駅（歩3分）  

 

担当：環境省水・大気環境局大気環境課 山本、山田、西村 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13498 

 

 

☆三河湾検討委員会関係  

＊平成22年度海域の物質循環健全化計画三河湾地域検討委員会(第３回)の開催につい 

て 

３月３日(木)に、平成22年度海域の物質循環健全化計画三河湾地域検討委員会(第３回)を開催します。 

本検討委員会では、豊かで健全な海域環境を構築するために対象地域における栄養塩類の循環バランス 

を回復・向上させるための検討を行います。 

なお、会議は公開で行われます。 

三河湾においては、かつて行われた沿岸の開発、陸域から流入する栄養塩類の増大等によって、赤潮や 

貧酸素水の拡大、漁獲量の減尐といった種々の問題が生じています。 

当該地域では、栄養塩類が高次の魚類などの生物に円滑に循環していかないことが物質循環の課題のひ 

とつとして考え、陸域・海域を対象とした栄養塩類の循環バランスを向上させる総合的な方策の検討を 

進めています。 

この度、地域の物質循環に係る情報の収集・整理や現地調査の結果を踏まえ、三河湾の物質循環健全化 

の方向性や栄養塩類の循環バランス向上対策、また、今後さらなる検討にあたって必要となるモデル解 

析や実証試験の内容について検討することを目的とし、下記により検討委員会を開催します。  

        記  

１．日時 平成23年３月３日（木）15:00～17:00  

２．場所 プライムセントラルタワー名古屋駅前店 第4+5会議室 

      名古屋市西区名駅二丁目27-8 名古屋プライムセントラルタワー 13階 

      （http://www.nagoyakaigishitsu.com/prime/index.html）  

http://www.ries.co.jp/privacy/policy.html
http://www.nagoyakaigishitsu.com/prime/index.html


３．議題（仮） 

（１）三河湾の物質循環健全化の方向性について 

   (第2回統括検討委員会での検討状況報告)  

（２）三河湾における栄養塩類の循環バランス向上対策について 

     ～現地調査結果を踏まえて～  

（３）実証試験及びモデル解析計画について  

（４）その他  

４．公開に関する取扱い 

（１）傍聴を御希望される方は、電子メール又はＦＡＸにてお申し込みください。 

  お申込みの際には、「海域の物質循環健全化計画三河湾地域検討委員会(第３回)傍聴希望」と明 

記し、住所、氏名、勤務先、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールを記入の上、平成23年２月28日（月） 

13 時必着で、５の連絡先までお申し込みください。  

（２）申込みは傍聴希望者１名につき１通とし、傍聴希望者が傍聴可能人数（15名程度を予定）を超 

過した場合には抽選といたします。電子メールで申し込まれた方は返信メールを印刷したものを、 

ＦＡＸで申し込まれた方はこちらからのＦＡＸによる返信を傍聴券といたしますので、傍聴の際に 

は御持参願います。 

  傍聴の可否については、平成23 年３月１日(火)15 時までに連絡をいたします。  

（３）当日取材を希望される報道関係者につきましても、５の連絡先に、平成23年２月28日（月）13 

時までに事前登録を行ってください。また、カメラ撮りを希望される場合、その旨も併せて御登録 

をお願いします。（カメラ撮りは冒頭のみとさせていただきます。）  

５．連絡先 

   いであ株式会社 名古屋支店  

   担当者：風間崇宏 kazama@ideacon.co.jp 

        松田深雪 mtd20711@ideacon.co.jp  

     〒455-0032 愛知県名古屋市港区入船１－７－１５ 

             ＴＥＬ：052-654-6520 

             ＦＡＸ：052-654-6551  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室 室石、阿部、飯田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13500 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会第５７回総合政策部会の開催について 

中央環境審議会第５７回総合政策部会を以下のとおり開催しますのでお知らせいたします。 

なお、審議は公開で行われます。  

１．日時 平成２３年３月７日（月）１０：００～１２：００  

２．場所 三田共用会議所 ４階 第４特別会議室 

      （東京都港区三田２－１－８）  

mailto:kazama@ideacon.co.jp
mailto:mtd20711@ideacon.co.jp


３．議題（予定） 

（１）第三次環境基本計画の見直しについて  

（２）その他  

４．傍聴 

 傍聴を希望される方は、２月２８日（月）１７：００（必着）までに、電子メール又はＦＡＸにて 

お申し込みください。 

お申し込みの際は、件名に「第５７回総合政策部会傍聴希望」、本文に「住所・氏名・勤務先又は所 

属団体・電話番号・傍聴券の送付先（電子メールアドレス又はＦＡＸ番号）」をご記入ください。お 

申し込みは傍聴希望者１名につき１通といたします。 

 会場の都合上、傍聴可能人数は２０名を予定しております。傍聴希望者が２０名を超えた場合は抽 

選とさせていただきますのであらかじめご了承ください。 

 傍聴いただける方には、ご指定いただいた送付先（電子メール又はＦＡＸ）に傍聴券をお送りしま 

すので、傍聴の際には必ずご持参ください。（傍聴いただけない場合は、その旨ご連絡いたします。)  

※マスコミ関係者の方も、同様にお申し込みください。（カメラ撮りを希望される方は、傍聴申し込 

みの際にその旨ご記入ください。 

 カメラ撮りについては、会議の冒頭のみでお願いいたします。また、必ず自社腕章を携帯ください。）  

連絡先）環境省総合環境政策局環境計画課  

担当：渡邊・佐藤  

ＴＥＬ：03-3581-3351(内線6280) 

   03-5521-8233(夜間直通)  

ＦＡＸ：03-3581-5951  

E-mail：sokan-keikaku@env.go.jp  

 

担当：環境省総合環境政策局環境計画課中央環境審議会総合政策部会（環境基本計画関係）事務局 苦 

瀬、矢田、南、渡邊、佐藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13502 

 

 

＊「水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について（報告案）」に対 

する意見募集の結果及び中央環境審議会答申について 

平成22年12月24日（金）から平成23年１月24日（月）までに行った「水質汚濁防止法に基づく事故時の 

措置及びその対象物質について（報告案）」に対する意見募集（パブリックコメント）について、その 

結果を公表します。 

 また、この結果を受け、中央環境審議会から平成23年２月18日（金）に答申がなされました。  

１．審議の経緯及び意見募集の概要 

（１）審議の経緯  平成22年10月14日に環境大臣が諮問した「水質汚濁防止法に基づく事故時の措 

置及びその対象物質について」は、同年10月19日より、中央環境審議会水環境部 

会の下に設置された排水規制等専門委員会において検討がなされ、平成23年２月 

10日に開催された同委員会において報告が取りまとめられました。 

mailto:sokan-keikaku@env.go.jp


           これを受け、平成23年２月18日に開催された中央環境審議会水環境部会（第 

27回）においてこれを報告し、同日に中央環境審議会会長から環境大臣に対し答 

申がなされました。  

（２）意見募集の周知方法 環境省ホームページ、報道発表  

（３）意見提出期間 平成22年12月24日（金）から平成23年１月24日（月）  

（４）意見提出方法 電子メール、郵送、ファックス  

２．意見募集の結果及びそれに対する考え方 

（１）意見提出者数： 52（団体・個人）  

（２）のべ意見数： 149件  

（３）頂いた意見の概要及びこれに対する考え方は別添１のとおりです。  

３．「水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について（答申）」について答申の詳細 

な内容については、別添２のとおりです。 

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課  吉田、富坂、鈴木 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13519 

 

 

＊「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加 

等について（第１次報告案）」に対する意見募集の結果及び中央環境審議会答申につい 

て 

 平成22年12月24日（金）から平成23年１月24日（月）までに行った「水質汚濁防止法に基づく排出水 

の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について（第１次報告案）」に対する意見募集（パ 

ブリックコメント）について、その結果を公表します。 

 また、この結果を受け、中央環境審議会から平成23年２月18日（金）に答申がなされました。  

１．審議の経緯及び意見募集の概要 

（１）審議の経緯  平成21年11月30日に環境大臣が諮問した「水質汚濁防止法に基づく排出水の排 

出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について」は、同年12月より、 

中央環境審議会水環境部会の下に設置された排水規制等専門委員会において検 

討がなされ、平成23年２月10日に開催された同委員会において第１次報告が取り 

まとめられました。 

          これを受け、平成23年２月18日に開催された中央環境審議会水環境部会（第27 

回）においてこれを報告し、同日に中央環境審議会会長から環境大臣に対し答申 

がなされました。  

（２）意見募集の周知方法 環境省ホームページ、報道発表  

（３）意見提出期間 平成22年12月24日（金）から平成23年１月24日（月）  

（４）意見提出方法 電子メール、郵送、ファックス  

２．意見募集の結果及びそれに対する考え方 

（１）意見提出者数 ：34（団体・個人）  

（２）のべ意見数 ：128件  



（３）頂いた意見の概要及びこれに対する考え方は別添１のとおりです。  

３．「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目追加等について（第 

１次答申）」について答申の詳細な内容については、別添２のとおりです。  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、水原、磯部 

    環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室 宇仁菅、遠藤、堀内 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13521 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊東京急行電鉄株式会社と環境省との連携による取組「smart move号」の概要につい 

て 

スマート・ムーブ賛同企業の東京急行電鉄は、環境省と連携し、東横線内において地球温暖化防止のた 

め「移動」を「エコ」にする取組「smart move（スマート・ムーブ）」をＰＲする列車「smart move号」 

を2月21日（月）～4月19日（火）の期間運行します。 

 この「smart move号」は東急５０００系の車体側面と正面に地球にやさしい移動手段である電車の利 

用促進をアピールするステッカーを添付し、地球温暖化防止を呼び掛けるラッピング車両です。  

◆「smart move号」の概要について 

【主催】東京急行電鉄株式会社、環境省  

【協力】横浜高速鉄道株式会社  

【実施期間】平成23年2月21日（月）～4月19日（火）  

【実施概要】[1]運転区間 東横線の1編成運行 

         ※相互直通運転を行っている横浜高速鉄道みなとみらい線内も運行します。  

     [2]取組内容 東急５０００系の車体側面と正面に「smart move」ステッカーを添付。 

               ※添付イメージについては別紙をご参照ください。  

  

 （参考）smart move（スマート・ムーブ）について 

 環境省は、「チャレンジ２５キャンペーン」の一環として、“「移動」を「エコ」に。”をテーマ 

に、よりCO2排出量の尐ない「移動」にチャレンジする「smart move（スマート・ムーブ）～地球に 

やさしい移動にチャレンジ！」を推進しています。 

 （詳細はこちら：http://www.challenge25.go.jp/smartmove/）  

■「smart move」が推進する５つの取組 

     [1]公共交通機関を利用しよう（電車、バスなどの公共交通機関の利用）  

[2]自転車、徒歩を見直そう（自転車や徒歩での移動の推奨）  

[3]地域や企業の移動・交通におけるCO2削減の取組に参加しよう 

   （カーシェアリング、コミュニティサイクルなどの利用促進）  

[4]長距離移動を工夫しよう（エコ旅行や出張などの実施）  

[5]自動車の利用を工夫しよう（エコドライブの推奨、エコカーの乗り換え）  

 

http://www.challenge25.go.jp/smartmove/


担当：環境省地球環境局地球温暖化対策国民生活対策室 植田、石川 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13506 

 

 

＊「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ推進地域フォーラム ～低炭素社会構築 

に向けた地域の取組に学ぶ～」出演者等詳細の決定について（第３報) 

 環境省では、地球温暖化対策の具体的な姿について国民の皆様に理解を深めていただくとともに、昨 

年12月に中央環境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小委員会で中間整理をした「地球温暖化対策 

に係る中長期ロードマップ」の内容を紹介し、地域毎に既に取り組まれているロードマップに関連した 

事例を取り上げつつ広く地域毎の国民の皆様からの御意見を伺い、今後の中長期ロードマップ検討の参 

考とするため、「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ推進地域フォーラム～低炭素社会構築に向 

けた地域の取組に学ぶ～」を開催いたします。（1月27日既報） 

 この度、大阪会場、広島会場、福岡会場の出演者、プログラム等の詳細が決定しましたのでお知らせ 

します。 

 地域における低炭素社会構築に向けた議論を深める貴重な機会ですので、ぜひお申し込みの上、会場 

にお越しください。  

            記  

（１）各会場の日時・出演者 

＜第５回大阪会場＞ 

日時： 平成２３年２月２８日（月） 14:00～16:30  

場所： 大阪国際交流センター 大ホール（大阪市天王寺区上本町8-2-6） 

      http://www.ih-osaka.or.jp/access/ 

   ※申込締切日：2月25日（金）17:00  

■基調講演  

元村 有希子 （毎日新聞東京本社編集局科学環境部 副部長）  

■パネルディスカッション  

・コーディネーター  

枝廣 淳子 （ジャパン・フォー・サステナビリティ 代表）  

・パネリスト  

伴 金美 （大阪大学大学院経済学研究科 教授）  

下田 吉之 （大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻 教授）  

若林 常夫 （阪急電鉄株式会社 取締役 都市交通事業本部長）  

山本 達也 （大阪府環境農林水産部みどり・都市環境室地球環境課長）  

＜第６回広島会場＞ 

日時： 平成２３年３月３日（木） 14:00～16:30  

場所： アステールプラザ 中ホール（広島市中区加古町4-17） 

     http://www.cf.city.hiroshima.jp/naka-cs/access/access.html 

   ※申込締切日：3月2日（水）17:00  

■基調講演  

http://www.ih-osaka.or.jp/access/
http://www.cf.city.hiroshima.jp/naka-cs/access/access.html


古田 秘馬 （株式会社umari代表取締役／プロジェクトデザイナー）  

■パネルディスカッション  

・コーディネーター  

藤野 純一 （独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター温暖化対策評価研究室主 

任研究員）  

・パネリスト  

大西 健夫 （備前市市民生活部環境課 主査）  

林 徹郎 （株式会社長府製作所 技術部 開発部長）  

森本 千尋 （お宿づくりの古民家再生in庄原）  

柴田 達也 （帝人株式会社 執行役員待遇 松山事業所長）  

＜第７回福岡会場＞ 

日時： 平成２３年３月４日（金） 14:00～16:30  

場所： 都久志会館（福岡市中央区天神4-8-10） 

     http://tsukushi-kaikan.jp/access/index.html 

   ※申込締切日：3月3日（木）17:00  

■基調講演  

井手迫 義和 （環境メディアフォーラム・プロデューサー／気象予報士）  

■パネルディスカッション  

・コーディネーター  

藤野 純一 （独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター温暖化対策評価研究室主 

任研究員）  

・パネリスト  

中原 冱子 （ＮＰＯ法人環境コア 理事長）  

松岡 俊和 （北九州市環境局環境モデル都市担当理事）  

原賀 一博 （ＴＯＴＯ株式会社 環境経営企画グループ グループリーダー）  

青木 計世 （株式会社キューデン・エコソル 常務取締役）  

【参考】 

＜第１回東京会場＞ 開催済み 

日時： 平成２３年２月１５日(火) 14:00～16:30  

場所： ニッショーホール（港区虎ノ門2-9-16） 

     http://www.nissho.or.jp/nissho-hall/kyoukai.html  

■基調講演  

西岡 秀三 （独立行政法人国立環境研究所 特別客員研究員／ 

        中央環境審議会地球環境部会中長期ロードマップ小委員会 委員長）  

■パネルディスカッション  

・コーディネーター  

西岡 秀三 （独立行政法人国立環境研究所 特別客員研究員）  

・パネリスト  

枝廣 淳子 （ジャパン・フォー・サステナビリティ 代表）  

神保 重紀 （日経ＢＰ環境局プロデューサー兹日経ＢＰクリーンテック研究所研究員）  

http://tsukushi-kaikan.jp/access/index.html
http://www.nissho.or.jp/nissho-hall/kyoukai.html


冨田 勝己 （パナソニック株式会社 環境本部環境企画グループコミュニケーションチー 

ム チームリーダー）  

関森 雅之 （横浜市地球温暖化対策事業本部担当課長）  

＜第２回名古屋会場＞ 開催済み 

日時： 平成２３年２月１７日（木） 14:00～16:30  

場所： 東建ホール・丸の内（名古屋市中区丸の内二丁目1番33号） 

     http://www.token-hall.com/access/index.shtml  

■基調講演  

杉山 範子 （名古屋大学大学院環境学研究科社会環境学専攻 特任准教授）  

■パネルディスカッション  

・コーディネーター  

増井 利彦 （独立行政法人国立環境研究所社会環境システム研究領域統合評価研究室長）  

・パネリスト  

小島 正也 （名古屋市環境局環境都市推進部地球温暖化対策室長）  

飯島 剛 （飯田市水道環境部地球温暖化対策課）  

大野 栄嗣 （トヨタ自動車株式会社 環境部担当部長）  

飯田 祥久 （ＯＭソーラー株式会社 代表取締役）  

＜第３回札幌会場＞ 開催済み 

日時： 平成２３年２月２１日（月） 14:00～16:30  

場所： 道新ホール（札幌市中央区大通西3丁目道新ビル大通館8階） 

     http://www.doshin-acty.co.jp/doshin/doshin03.html  

■基調講演  

枝廣 淳子 （ジャパン・フォー・サステナビリティ 代表）  

■パネルディスカッション  

・コーディネーター  

枝廣 淳子 （ジャパン・フォー・サステナビリティ 代表）  

・パネリスト  

吉岡 剛 （ＮＰＯ法人環境エネルギー政策研究所）  

春日 隆司 （下川町地域振興課長）  

吉谷 隆昭 （丸吉運輸機工株式会社 代表取締役社長）  

村上 正吾 （大成建設株式会社 環境本部環境計画部エネルギーソリューション室長）  

＜第４回仙台会場＞ 

日時： 平成２３年２月２５日（金） 14:00～16:30  

場所： 仙台市民会館 小ホール（仙台市青葉区桜ヶ岡公園4-1） 

     http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/shimin/koutu/guide.htm  

     ※申込締切日：2月24日（木）17:00  

■基調講演  

古田 秘馬 （株式会社umari代表取締役／プロジェクトデザイナー）  

■パネルディスカッション  

・コーディネーター  

http://www.token-hall.com/access/index.shtml
http://www.doshin-acty.co.jp/doshin/doshin03.html
http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/shimin/koutu/guide.htm


増井 利彦 （独立行政法人国立環境研究所社会環境システム研究領域統合評価研究室長）  

・パネリスト  

馬奈木俊介 （東北大学大学院環境科学研究科環境・エネルギー経済分野 准教授）  

山口 勝洋 （環境エネルギー普及株式会社 代表取締役）  

竹本 徳子 （東北大学大学院 特任教授）  

橋本 保 （株式会社有紀 代表取締役）  

   ※ 本フォーラムについての詳細な情報は、下記URLでもご覧いただけます。 

     http://www.challenge25.go.jp/roadmap/forum.html  

（２）プログラム 

■「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ推進地域フォーラム～低炭素社会構築に向けた地域の 

取組に学ぶ～」 

内容： [1]冒頭、環境省より挨拶  

    [2]環境省より、中長期ロードマップ（中間整理）の内容についてご説明 

      （※「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ（中間整理）」については、 

        環境省ＨＰ＜http://www.env.go.jp/council/06earth/y060-92.html＞掲載）  

    [3]基調講演（中長期ロードマップについての所感、地域からの低炭素社会構築への期待）  

    [4]パネルディスカッション（4名のパネリストが中長期ロードマップについての見解、 

企業の先進事例、中長期ロードマップに関連した地域での取組等を発表した後、コー 

ディネーターを交えてパネルディスカッションを実施）  

＜参加申し込み＞ 

 お申し込みはインターネット又はＦＡＸのみとさせていただきます。 

 参加をご希望の方は各会場の申込締切日までに、[1]参加都市[2]氏名・フリガナ[3]所属[4]居 

住地[5]性別[6]年齢[7]連絡先（電話番号、メールアドレス若しくはＦＡＸ番号）を、下記のい 

ずれかの方法でご連絡ください。  

●インターネットからのお申し込み 

http://www.challenge25.go.jp/roadmap/ 

 お申し込みフォームより必要事項をご記入の上、お申し込みください。  

●ＦＡＸでのお申し込み 

 添付リーフレットの裏面（参加申込用紙）もしくはWebサイト上の申込用紙をダウンロードし 

て必要事項をご記入の上、中長期ロードマップ推進地域フォーラム事務局ＦＡＸ番号： 

03-5362-0656までお申し込みください。  

※大阪会場、広島会場、福岡会場については、リーフレット作成後に申込締切日を延長したた 

め、上記の情報とリーフレット裏面の情報が一部異なります。  

 参加をご希望いただいた方には、開催前日までに事務局からご出席の可否を連絡いたします。 

 また、各会場定員になり次第、締め切りとさせていただきますので、予め御了承ください。  

 

中長期ロードマップ推進地域フォーラム事務局 

担当／八田・大塚 

TEL:03-5269-3380、FAX：03-5362-0656  

 

http://www.challenge25.go.jp/roadmap/forum.html
http://www.env.go.jp/council/06earth/y060-92.html
http://www.challenge25.go.jp/roadmap/


 

担当：環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室 土居、加藤、小林  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13515 

 

 

＊オフセット・クレジット（Ｊ-ＶＥＲ）制度における対象プロジェクト種類の追加に 

係る意見募集について 

・ 環境省では、平成20年11月に、国内のプロジェクトにより実現された温室効果ガス排出削減・吸収 

量をカーボン・オフセットに用いられるクレジットとして認証するオフセット・クレジット（J-VER）制 

度を創設しました。  

・ J-VER制度の対象となるプロジェクト種類を拡充するため、特に市場ニーズの高い温室効果ガス排出 

削減プロジェクトのアイデアについて、本年1月17日にオフセット・クレジット（J-VER）認証運営委員 

会の下に設置された方法論パネル（非公開）で審議を行い、1種類の方法論（案）を作成しました。  

・ 今般、本プロジェクト種類の認証基準（案）について、国民の皆様から広く御意見を募集するため、 

平成23年2月24日（木）から平成23年3月10日（木）までの間、意見の募集（パブリックコメント）を行 

います。  

１．意見募集の対象（別添） 

資料1 家畜排せつ物の管理方法の変更（案）  

２．参考資料（※意見募集の対象外） 

参考１ オフセット・クレジット（J-VER）制度におけるポジティブリスト・方法論の追加について  

３．意見募集要領 

（１）意見募集期間 平成23年2月24日（木）～平成23年3月10日（木）（12:00締切） 

           ※郵送の場合は、平成23年3月8日（火）必着  

（２）意見提出方法  次の意見提出様式にならい、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方 

法で（３）の意見提出先へ提出してください。なお、電話での意見提出はお受 

けしかねますので、あらかじめ御了承ください。  

（注意事項）  

・御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を 

除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。  

・頂いた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。  

＜意見提出様式＞ 

宛先： 環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室  

件名： オフセット・クレジット（Ｊ-ＶＥＲ）制度における対象プロジェクト種類の追加に対す 

る意見  

住所：  

氏名（会社名／部署名／担当者名）：  

職業：  

電話番号：  

ファックス番号：  



電子メールアドレス：  

意見内容：（対象資料番号及び該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。）  

（３）意見提出先 

[1]郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

          環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室宛  

[2]ファックスの場合 03-3580-1382  

[3]電子メールの場合 carbon-offset@env.go.jp  

（郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、 

「オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度における対象プロジェクト種類の追加に対する 

意見」と記載してください。）  

４．資料の入手方法 

 資料は、以下により入手可能です。  

（１）電子政府の総合窓口（http://www.e-gov.go.jp/）のパブリックコメントのページを参照（2 

月24日以降）  

（２）環境省ホームページのパブリックコメント欄（http://www.env.go.jp/info/iken.html）を参 

照(2月24日以降）  

（３）環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室において配布  

５．意見への回答 

 頂いた意見・質問への回答及び対応は、方法論パネルで報告・審議され、下記のJ-VER制度運営事 

務局（気候変動対策認証センター）のホームページに公表されます。  

・気候変動対策認証センター http://www.4cj.org/jver/scheme.html  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 上田、塚本、下山、西村 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13518 

 

 

＊「低炭素社会構築の道筋を学ぶ国際シンポジウム」の開催について 

地球温暖化対策を実効性あるものにしていくためには、日本だけでなく各国の取組に学び経験を共有し 

た上で、各国や各地域の取組をよりよいものにしていくことが重要です。 

 世界の環境先進国では、地球温暖化対策を経済成長のチャンスととらえて前向きかつ効果的に推進す 

る動きが活発化しています。 

 その中核的な担い手となるキーパーソンを国内外から招き、利害関係が錯綜する多様な主体を巻き込 

みつつ、どのように国や地域を変えていくのか、その実績や将来構想に学ぶシンポジウムを開催いたし 

ます。 

 世界の環境先進国における低炭素社会構築に向けた取組を学び、また、日本の低炭素社会構築に向け 

た道筋についての議論を深める貴重な機会ですので、ぜひお申し込みの上、会場にお越しください。  

      記  

■「低炭素社会構築の道筋を学ぶ国際シンポジウム」の開催について 

・日時： 平成２３年３月１０日（木） 14:00～17:00  

mailto:carbon-offset@env.go.jp
http://www.e-gov.go.jp/
http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.4cj.org/jver/scheme.html


・場所： ザ・グランドホール（品川グランドセントラルタワー３Ｆ／ＪＲ品川駅 港南口よりスカ 

イウェイにて直結） 

      http://www.tg-hall.com/contact/ 

   ※申込締切日：3月9日（水）17:00  

■出演者情報 

・西岡 秀三 （独立行政法人国立環境研究所 特別客員研究員）  

・枝廣 淳子 （ジャパン・フォー・サステナビリティ 代表）  

・松岡 俊和 （北九州市環境局環境モデル都市担当理事）  

・ポール・チェンバース （英国エネルギー・気候変動省 国際エネルギー・気候変動局 国際低炭 

素技術課 課長） 他  

■関連するホームページのご案内 

・本シンポジウムに関連する下記のページもぜひご覧ください。  

・ 「低炭素社会構築の道筋を学ぶ国際シンポジウム」に関する情報はこちら。 

  ※出演者情報も随時こちらのページで更新していきます。 

  http://www.challenge25.go.jp/roadmap/symposium.html  

・ 国際シンポジウムの開催に先立ち全国７箇所で開催中の「地球温暖化対策に係る中長期ロードマ 

ップ推進地域フォーラム」に関する情報はこちら。 

  ※地域フォーラムの結果等については順次こちらのページに掲載していきます。 

  http://www.challenge25.go.jp/roadmap/forum.html  

・ 「地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ」専用ホームページはこちら。 

  ※中長期ロードマップについての詳細な情報をご覧いただけます。 

  http://www.challenge25.go.jp/roadmap/  

＜参加申し込み＞ 

 お申し込みはインターネット又はＦＡＸのみとさせていただきます。 

 参加をご希望の方は申込締切日までに、[1]氏名・フリガナ[2]所属[3]居住地[4]性別[5]年齢[6] 

連絡先（電話番号、メールアドレス若しくはＦＡＸ番号）を、下記のいずれかの方法でご連絡く 

ださい。  

●インターネットからのお申し込み 

 http://www.challenge25.go.jp/roadmap/symposium.html 

 お申し込みフォームより必要事項をご記入の上、お申し込みください。  

●ＦＡＸでのお申し込み 

 Webサイト上の申込用紙をダウンロードして必要事項をご記入の上、中長期ロードマップ推進 

地域フォーラム事務局（ＦＡＸ番号：03-5362-0656）までお申し込みください。  

※ファックス用紙については別紙１、取材申し込みの場合は別紙２に記入し、事務局宛にファッ 

クスをお願いします。  

 参加をご希望いただいた方には、開催前日までに事務局からご出席の可否を連絡いたします。 

 また、定員になり次第、締め切りとさせていただきますので、予め御了承ください。  

 

中長期ロードマップ推進地域フォーラム事務局 

担当／八田・大塚 

http://www.tg-hall.com/contact/
http://www.challenge25.go.jp/roadmap/symposium.html
http://www.challenge25.go.jp/roadmap/forum.html
http://www.challenge25.go.jp/roadmap/
http://www.challenge25.go.jp/roadmap/symposium.html


TEL:03-5269-3380、FAX：03-5362-0656  

 

担当：環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室 土居、加藤、小林  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13532 

 

 

☆土壌汚染対策法関係  

＊土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等の概要に対する意見募集（パブリ 

ックコメント）について 

 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等の概要について、広く国民の皆様から御意見をお 

聴きするため、平成23年２月22日（火）から３月23日（水）までの間、パブリックコメントを実施いた 

します。  

１．改正の背景 

 改正土壌汚染対策法については、平成22年４月１日から全面施行されているところですが、環境省 

では土壌汚染による人の健康被害の防止という法目的を確保しつつ、法の円滑かつ適切な施行を図る 

観点から、「土壌汚染対策法施行規則」及び「汚染土壌処理業に関する省令」の一部改正並びに「埋 

立地管理区域において土地の形質の変更を行う場合の施行方法の基準（環境省告示）」の制定を予定 

しております。 

今般、本案について広く国民の皆様から御意見を集め、今後の検討材料とするためパブリックコメン 

トを以下のとおり実施いたします。  

２．パブリックコメントの対象 

（１）土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案の概要  

（２）汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令案の概要  

（３）埋立地管理区域において土地の形質の変更を行う場合の施行方法の基準の案（環境省告示案） 

の概要  

３．資料の入手方法 

 資料は、以下により入手可能です。  

○環境省ＨＰ  （http://www.env.go.jp/info/iken.html）  

○電子政府の総合窓口  （http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public）  

○窓口での配付  環境省水・大気環境局土壌環境課 

            （東京都千代田区霞が関１－２－２中央合同庁舎第５号館23階） 

           入館の手続が必要であるため、事前にお電話での御連絡をお願いします。  

４．パブリックコメントの期間（意見募集開始日及び終了日） 

平成23年２月22日（火）～平成23年３月23日（水）  

５．意見提出先・提出方法 

 以下の記入要領に従って日本語で御記入の上、電子メール、ＦＡＸ、郵送のいずれかの方法で、下 

記の提出先まで送付してください。  

※御意見は日本語で提出してください。  

※件名は「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見」としてください。  

http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public


※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。  

【記入要領】 

（宛先）環境省水・大気環境局土壌環境課 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等  

パブリックコメント担当  

（件名）土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見  

[氏名]（企業・団体の場合は、企業・団体名、部署及び担当者名）  

[住所]  

[電話番号]  

[ＦＡＸ番号]  

[意見]  

・該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記してください。）  

・意見内容  

・理由（根拠となる出典等を添付又は併記してください。）  

【提出先及びお問い合わせ先】 

○環境省水・大気環境局土壌環境課 

  住所：〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

  ＴＥＬ：03-3581-3351（代表）（内線6657）、ＦＡＸ：03-3501-2717 

  電子メール：DOJYO04@env.go.jp  

６．その他 

 皆様から頂いた御意見につきましては、今後の施策における参考とさせていただきます。 

なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ、その旨を御承知くだ 

さい。 

 御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、及びメールア 

ドレスを除き、すべて公開する可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。 

ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・ 

法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせてい 

ただきます。 

 御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不 

明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させて 

いただきます。  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課 柴垣、根木、福井、新留、小林 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13505 

 

 

☆３Rエコポイント関係  

＊３Ｒエコポイント普及促進に関するシンポジウムの開催について～３Ｒエコポイン 

トシステム促進のためのガイドラインについて～ 

国民の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の取組を進めるため、ポイント制度等の在り方の検 

mailto:DOJYO04@env.go.jp


討を行う「３Ｒ促進のためのポイント制度等経済的インセンティブ付けに関する検討会」を平成21年３ 

月より開始し、これまで10回にわたり検討してきました。 

 このたび、全10回の検討の結果報告としてシンポジウムを開催することとなりましたので、お知らせ 

いたします。  

１．日時 平成23年３月18日（金）14：00～16：00  

２．場所 コンファレンススクエア エムプラス 

      東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル 1F  

３．主催 環境省  

４．対象者 市民、NGO/NPO等民間団体、事業者、行政関係者等（定員80名程度）  

５．参加費 無料  

６．シンポジウムへの参加について 

 シンポジウムへの参加を希望される方は、３月11日（金）12:00（必着）までに希望者ごとにＦＡ 

Ｘ又は電子メールにより、住所、氏名、電話番号及び（差し支えなければ）所属を御記入の上、下記 

申込先までご連絡ください。 

電子メールでお申し込みの場合は件名を「３Ｒエコポイント普及促進に関するシンポジウム参加希望」 

と御記入ください。 

 なお、一般の参加が可能な人数は80名程度を予定しています。先着順とし、定員に達した場合は御 

参加をお断りする場合もありますので、予めご了承下さい。  

※参加申込期日及び申込先申込締め切り 平成23年３月11日（金）12：00 

 ３Ｒ促進のためのポイント制度等経済的インセンティブ付けに関する検討会事務局 

 アビームコンサルティング株式会社 

 担当：瀬戸恭平 

 電子メール：jpab3r-ecopoint@abeam.com 

 ＦＡＸ：03-4288-5454 

 電話：03-4288-5810 (部門代表)  

７．シンポジウムプログラム予定 

14:00～14:05 開会挨拶・趣旨説明  

14:05～14:45 ３Ｒエコポイントシステム促進のためのガイドラインの説明  

14:45～15:15  事例発表（１事例15分、２事例程度）  

・新宿エコ自慢ポイント事業 他  

15:15～15:55 意見交換  

コーディネーター：崎田 裕子（環境カウンセラー・ジャーナリスト）  

パネリスト：大島 美保（アスクル株式会社 環境マネジメントマネージャー）  

     大和田 順子（ロハスビジネスアライアンス共同代表）  

     小野田 弘士（早稲田大学環境総合研究センター准教授）  

     川口 弘（足立区環境部計画課長）  

     神田 浩史（ぎふ・エコライフ推進プロジェクト実行委員長）  

15:55～16:00 閉会  

※上記内容は現時点での予定です。発表者の都合等により、プログラムの一部を変更する場合がある 

ことを御承知おき下さい。  

mailto:jpab3r-ecopoint@abeam.com


８．取材について 

 御希望の方は平成23年３月11日（金）までに、「御社名、媒体名（テレビ、新聞等）、撮影の有無、 

取材代表者名、取材者合計人数、御連絡先（ＴＥＬ、携帯電話、ＦＡＸ、電子メール）」を明記の上、 

電子メールにより、上記の申込み及び問合せ先（電子メール：jpab3r-ecopoint@abeam.com）までお 

申し込みをお願いいたします。 

なお、会場の都合上、お申し込みのない場合は、取材をお断りさせていただく場合がございますので 

御注意ください。  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室 大森、白石、近藤  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13507 

 

 

☆五感で楽しむまち大賞関係  

＊「五感で楽しむまち大賞」の環境大臣賞等の決定について 

環境省では、五感に心地よい環境を保全・創出するまちづくりを推進するため、このようなまちづくり 

に係わっている地方公共団体、事業者、教育機関、住民団体（自治会、町内会等）、ＮＰＯ、個人等の 

優れた取組を表彰するコンテストを実施し、厳正な審査により、「五感で楽しむまち大賞」については 

環境大臣賞等５点の受賞取組が、「五感で楽しむまち写真大賞」については最優秀賞等９点の受賞作品 

が決定しました。表彰式は３月８日（火）に開催される「五感で楽しむまちフォーラム」の中で行いま 

す。  

１．「五感で楽しむまち大賞」選考結果 

 五感で楽しむまち大賞審査委員会（座長：進士五十八氏）における審査と環境検定（eco検定、環 

境カオリスタ検定、エコツーリズム検定）合格者による投票結果を踏まえ、環境大臣賞をはじめとす 

る以下の５点の受賞取組を決定しました。（別添１）  

★環境大臣賞 

名称：飛騨里山サイクリング  

場所：岐阜県飛騨市古川町  

内容：地元に精通したガイドをつけたサイクリングツアーを行い、里山を五感で感じる取組。尐 

人数でのツアーにより、地元の方とのコミュニケーションを生み、地域に活気を生み出す。  

応募者：(株)美ら地球(ちゅらぼし)  

★エコピープル賞 

名称：五感指標を利用した湖沼環境モニター調査  

場所：島根県（宍道湖・中海流域）  

内容：湖沼環境を五感で評価できる指標を作成し、市民による湖沼環境調査を定期的に行う。  

応募者：島根県環境政策課  

★環境カオリスタ賞 

名称：京都・水尾の恵～柚子を愛する熟年パワー～  

場所：京都府京都市右京区嵯峨水尾  

内容：60歳以上の方を中心に生産した特産の柚子とその香りを生かしたまちづくりや産品づくり 

mailto:jpab3r-ecopoint@abeam.com


によって、集落を活性化する。  

応募者：水尾自治会  

★エコツーリズム検定賞 

名称：出かけて 出会って 感じる ふじえだローカル旅（注）  

場所：静岡県藤枝市  

内容：お茶畑・田んぼ及び地元の茶商の仕事を体験するツアーを実施する。また、歩いてまちを 

知り、自然を身近に感じるフィールドワークを取り入れた中学校の授業を実施する。  

応募者：藤枝市観光協会   

（注）応募時の取組名称から変更がありました。  

応募時の名称：出かけて 出会って 身体ぜんぶで感じる ふじえだローカル旅企画  

★審査委員特別賞 

名称：町の記憶PROJECT 南千住1000枚の記憶  

場所：東京都荒川区 南千住駅周辺  

内容：南千住の歴史の事物をフロッタージュ（凹凸面に紙を置いて上から鉛筆などでこする技法） 

で写し取ることを市民参加で行うことにより、町の歴史と魅力を再発見する。  

応募者：千住すみだ川  

２．「五感で楽しむまち写真大賞」 

 五感で楽しむまち大賞審査委員会（座長：進士五十八氏）における審査により、以下の９者の方か 

らの応募作品を受賞作品と決定しました。（別添２）  

★最優秀賞 

加藤 謹一（かとう きんいち） （愛知県在住） （敬称略）  

★優秀賞 

飯田 好昭（いいだ よしあき） （神奈川県在住）  

小川 拓馬（おがわ たくま） （兵庫県在住）  

千葉 洋（ちば ひろし） （高知県在住）  

藤岡 真理子（ふじおか まりこ） （東京都在住）  

松尾 和久（まつお かずひさ） （岐阜県在住）  

山内 崇司（やまうち たかし） （北海道在住）  

米田 善治（よねだ よしはる） （沖縄県在住） （五十音順・敬称略）  

(社）天草宝島観光協会（あまくさたからじま かんこうきょうかい） （熊本県） （敬称略）  

３．表彰式の開催について 

 表彰式は、「五感で楽しむまちフォーラム」の中で行います。フォーラムの開催概要は次の通りで 

す。  

（１）日時 平成23年３月８日（火）13:30～16:30（開場13:00）  

（２）場所 新宿明治安田生命ホール 

      東京都新宿区西新宿１－９－１明治安田生命新宿ビル地下1階 

       http://meijiyasuda-life-hall.com/  

（３）参加費 無料（事前申込みが必要です。）  

（４）主催 環境省  

 共催 東京商工会議所、社団法人日本アロマ環境協会、ＮＰＯ法人日本エコツーリズム協会  

http://meijiyasuda-life-hall.com/


（５）参加お申込み 

 参加御希望の方は、氏名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号及び電子メールアドレスを記載し、電子メ 

ール、ＦＡＸ又ははがきで、３月４日（金）までに下記までお申し込みください。後日、事務局より、 

メール等にて「フォーラム参加証」をお送りいたしますので、フォーラム当日受付までお持ちくださ 

い。 

 なお、はがきの方には、事務局より別途御連絡いたします。  

申込先：社団法人国際環境研究協会「五感で楽しむまちフォーラム」事務局 

     〒110－0005 東京都台東区上野１－４－４ 

     電子メール：gokan-machi@airies.or.jp FAX：03-5812-2106  

 

担当：環境省水・大気環境局大気生活環境室 大村、中野、木村 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13508 

 

 

☆環境コミュニケーション大賞関係  

＊第１４回環境コミュニケーション大賞の受賞作決定について 

 環境省と（財）地球・人間環境フォーラムは、優れた環境コミュニケーションを表彰する「第14回環 

境コミュニケーション大賞」を実施しておりますが、この度受賞作を決定いたしました。 

 これに伴い、表彰式を平成23年３月15日（火）、発明会館（東京都港区虎ノ門）において開催いたし 

ます。  

【環境コミュニケーション大賞】 

 「環境コミュニケーション大賞」は、優れた環境報告書等や環境活動レポート、及びテレビ環境Ｃ 

Ｍを表彰することにより、事業者等の環境経営及び環境コミュニケーションへの取組を促進するとと 

もに、環境情報開示の質の向上を図ることを目的とする表彰制度です。  

【受賞作について】 

 今回は、環境報告書部門281点、環境活動レポート部門58点、テレビ環境ＣＭ部門47点のあわせて 

386点の応募作について審査を行いました。 

 その結果、以下の賞がそれぞれ決定しました。（詳細は別紙参照）  

［環境報告書部門］ 

・環境報告大賞（環境大臣賞）１点  

・持続可能性報告大賞（環境大臣賞）１点  

・地球温暖化対策報告大賞（環境大臣賞）１点  

・優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）８点  

・生物多様性報告特別優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）１点  

・信頼性報告特別優秀賞(サステナビリティ情報審査協会会長賞)１点  

・奨励賞４点  

・環境配慮促進法特定事業者賞２点  

［環境活動レポート部門］ 

mailto:gokan-machi@airies.or.jp


・大賞（環境大臣賞）１点  

・優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）４点  

・奨励賞２点  

［テレビ環境ＣＭ部門］ 

・大賞（環境大臣賞）１点  

・優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）４点  

 一次選考通過作品一覧については、下記URLをご参照ください。 

 http://www.gef.or.jp/eco-com/14th_ecom_result.htm  

【表彰式】 

日時： 平成23年３月15日（火）10：30～  

会場： 発明会館（東京都港区虎ノ門２丁目９番14号）  

     （プログラム 予定） 

    10：30～12：00 第14回 環境コミュニケーション大賞表彰式 

              各賞表彰状授与 

              審査委員長講評 山本良一氏（東京大学名誉教授）  

【表彰式に関する問い合わせ先】 

第14回環境コミュニケーション・シンポジウム 事務局（株式会社 シータス＆ゼネラルプレス内） 

担当：渡邉・綿地・高田 

〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9-1 MD神田ビル 4F 

TEL：03-5843-1722 FAX：03-5843-4023 E-mail：eco-com@c-gp.com  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、猿田、諸田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13524 

 

 

☆ヒートアイランド関係  

＊平成22年度環境技術実証事業検討会 ヒートアイランド対策技術分野（建築物外皮に 

よる空調負荷低減等技術）ワーキンググループ会合（第３回）の開催について 

 ３月17日（木）に平成22年度環境技術実証事業検討会 ヒートアイランド対策技術分野（建築物外皮 

による空調負荷低減等技術）ワーキンググループ会合（第３回）（以下「ＷＧ会合」という。）を開催 

いたします。なお、ＷＧ会合は公開で行われます。  

１．第３回ＷＧ会合開催の御案内 

開催日時 平成23年３月17日（木） 15：00～18：00  

開催場所 鉄鋼会館 804号室 

       〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館 

       TEL：0120-404-865 http://www.tekko-kaikan.co.jp/index.html  

議題（予定） 

（１）実証試験結果報告書の検討について  

（２）ロゴマークについて  

http://www.gef.or.jp/eco-com/14th_ecom_result.htm
mailto:eco-com@c-gp.com
http://www.tekko-kaikan.co.jp/index.html


（３）実証試験要領の見直しについて  

（４）その他  

２．ＷＧ会合の傍聴 

 本ＷＧ会合は、公開で行います。傍聴希望の方は、件名を「平成22年度環境技術実証事業検討会 ヒ 

ートアイランド対策技術分野（建築物外皮による空調負荷低減等技術）第３回ＷＧ会合傍聴希望」と 

していただき、住所、氏名、勤務先、電話番号、電子メールアドレス及びＦＡＸ番号を明記の上、平 

成23年３月14日（月）17時必着で、以下の連絡先まで電子メール又はＦＡＸにてお申し込みください。 

お申込みは、傍聴希望者１人につき１通といたします。 

 また、傍聴可能人数は20名を予定していますので、傍聴希望者が20名を超えた場合は、抽選となる 

場合があります。 

抽選の結果、傍聴いただけない場合はその旨の連絡をいたします。  

３．傍聴希望の連絡先 

財団法人建材試験センター 経営企画部 調査研究課 担当：村上、菊地 

〒340-0015 埻玉県草加市高砂２丁目９番２号アコス北館Ｎビル  

TEL：048-920-3814 FAX：048-920-3821  

E-Mail：heat_22@jtccm.or.jp URL：http://www.jtccm.or.jp/heat/H22_jissyo.html  

参考（背景・経緯） 

 環境技術実証事業は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価 

が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者 

が客観的に実証することにより、環境技術を実証する手法・体制の確立を図るとともに、環境技術の 

普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。 

 本技術分野では、ヒートアイランド対策技術のうち、「建築物外皮による空調負荷低減等技術」※ 

の実証試験を行っています。 

 本実証試験の要領等については、「ヒートアイランド対策技術分野 建築物外皮による空調負荷低 

減等技術 実証試験要領」（第３版）を御参照ください。 

 （http://www.env.go.jp/policy/etv/pdf/03/09_5.pdf）  

※建築物（事務所、店舗、住宅など）に後付けで取り付けることができる外皮によって室内冷房負荷 

を低減させ、人工排熱を減尐させる技術があります。代表的なものとして、遮蔽性能を向上させる窓 

用日尃遮蔽フィルムや日尃反尃率を高める高反尃率塗料があります。 

 これらは、既存の建築物に適用が可能である、大規模な工事を必要としない、緑化や保水性建材と 

異なり建物への荷重が問題とならない等の理由により、他のヒートアイランド対策と比較して導入が 

容易な技術といえます。  

 

担当：環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室 岩田、高野、重松 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13525 

 

 

☆大気汚染関係  

＊平成２１年度大気汚染状況について（一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局の 

mailto:heat_22@jtccm.or.jp
http://www.jtccm.or.jp/heat/H22_jissyo.html
http://www.env.go.jp/policy/etv/pdf/03/09_5.pdf


測定結果報告） 

 我が国では、大気汚染防止法（以下「大防法」という。）に基づき、都道府県及び大防法上の政令市 

において大気汚染の常時監視が行われている。  

平成21年度末現在の測定局数は、全国で1,961局であり、内訳は一般環境大気測定局（以下「一般局」と 

いう。）が1,527局（国設局９局を含む。）、自動車排出ガス測定局（以下「自排局」という。）が434 

局（国設局10局を含む。）となっている。  

平成21年度の測定結果の概要は、以下のとおりである。 環境省としては、本調査結果を踏まえ、環境 

基準の達成・維持に向けて、工場・事業場の排出ガス対策、自動車排出ガス対策、低公害車の普及等を 

引き続き総合的に推進していく。  

なお、平成18年度からは、大防法に基づく揮発性有機化合物（VOC）の排出規制を開始し、大気環境の一 

層の改善を図っているところである。  

１ 二酸化窒素（ＮＯ２）  

 環境基準達成率は、一般局では近年ほとんどすべての測定局で環境基準を達成しており、平成18年 

度から4年連続で100％となった。 

自排局では95.7％で平成20年度（95.5％）と比較するとほぼ横ばいであった。自動車ＮＯｘ・ＰＭ法 

の対策地域については、一般局では18年度から4年連続で100％となり、自排局では92.9％で、平成20 

年度（92.0％）からほぼ横ばいであった。 

 なお、年平均値の推移については、一般局、自排局とも近年ゆるやかな改善傾向がみられる。  

２ 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）  

 環境基準達成率は、一般局で98.8％、自排局で99.5％であり、平成20年度（一般局：99.6％、自排 

局：99.3％）と比較すると、一般局、自排局ともほぼ横ばいであった。自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の対策 

地域については、一般局、自排局とも100％であった。 

（平成20年度は、一般局で99.8％、自排局で99.5％） 

 また、年平均値の推移については、一般局、自排局とも近年ゆるやかな改善傾向がみられる。  

３ 光化学オキシダント（Ｏx）  

 環境基準達成率は、一般局で0.1%、自排局で0%であり、達成状況は依然として極めて低い水準とな 

っている（平成20年度 一般局：0.1%、自排局：0%）。 

 また、光化学オキシダント注意報等の発令状況は、発令都道府県数が28都府県、発令延日数が123日 

であり、平成20年度（25都府県、144日）と比べて減尐している。近年は発令地域が広域化する傾向に 

あり、山形県と鹿児島県で観測史上初めて各1日の発令があったが、発令延日数としては最近５年間で 

は最も尐なくなっている。（注意報発令状況等については、平成22年1月に公表済）  

４ 二酸化硫黄（ＳＯ２）  

 環境基準達成率は、一般局で99.6％、自排局で100％であり、近年ほとんどすべての測定局で環境基 

準を達成している。  

５ 一酸化炭素（ＣＯ）  

 環境基準達成率は、一般局、自排局とも近年すべての測定局で環境基準を達成している。  

 



担当：環境省 水・大気環境局 大気環境課  山本、手塚 

    環境省水・大気環境局自動車環境対策課 山本、有井 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13527 

 

 

☆生態影響に関する化学物質審査規制関係  

＊生態影響に関する化学物質審査規制／試験法セミナーの開催について 

 環境省と独立行政法人国立環境研究所は、平成23年3月16日（水）（東京）及び3月17日（木）（大阪） 

に「生態影響に関する化学物質審査規制／試験法セミナー」を開催します。 

 環境省と独立行政法人国立環境研究所環境リスク研究センターでは、平成15年度から毎年度、生態每 

性試験法等に関するセミナーを開催してきました。本年度は、改正化学物質審査規制法の施行を含む国 

内外の化学物質審査規制に関する動向及び生態每性試験に関する技術的事項について、東京と大阪の２ 

か所で開催します。 

 多数の皆様のご参加をお待ちしています。  

１．開催の趣旨 

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（以下「化審法」という。）は、平成21年5月に改 

正法が公布され、本年1月には優先評価化学物質に係るスクリーニング評価案が審議会に諮られてお 

り、本年4月には全面施行されるところです。 

また、国際的な化学物質規制の動向も大きく変化しており、例えばEUにおいてREACH規則（化学物質 

の総合的な登録・評価・認可・制限のための規則）が平成19年6月から段階的に施行されており、米 

国ではTSCA（有害物質規制法）の改正が議会において議論されているところです。 

このような国内外の動向を踏まえ、国際調和を図りつつ、2020年までに化学物質を人健康や環境への 

影響を最小化する方法で使用・生産するという世界共通の目標達成に向けた取組を推進していくこと 

としています。 

 独立行政法人国立環境研究所環境リスク研究センターにおいては、平成15年度から毎年度「生態每 

性試験法セミナー」等を開催し、平成15年度改正化審法に基づく生態每性試験に関する技術情報の発 

信等を行ってきました。 

平成18年度からは環境省との共催として講演内容を拡充し、国内外の化学物質審査規制も内容に加え 

た「生態影響に関する化学物質審査規制／試験法セミナー」として開催しています。 

本年度もこれまでと同様の形式とし、東京と大阪の２か所で開催することとします（プログラム内容 

は両会場とも同じ）。  

２．セミナーの概要 

 セミナーは二部から成り、第1部（生態每性試験及び生態每性QSAR※に関する事項）では、主に化 

学物質審査規制法に基づく届出を行う事業者や生態每性試験実施機関を対象とし、  

[1]生態每性試験実施にあたっての留意点  

[2]生態每性QSARシステムの解説（生態每性予測システムKATE） について講演を行います。 

 第２部（化学物質審査規制に関する国内外の動向）では、化学物質の製造・輸入・使用に携わる事 

業者や国民等、幅広い皆様を対象に、  

[3]改正化学物質審査規制法の施行について  



[4]海外の化学物質管理の動向について  

 について講演を行います。  

※ QSAR（定量的構造活性相関）  

QSARとは、化学物質の構造と性状（有害性）の関係を基に性状を予測するものです。 

広義には、定性的な対応（例：特定の官能基の有無から物質の有害性の多寡を推測する）も含み、 

より狭義には、構造を手がかりに有害性（每性値）等を定量的に算出する仕組み（いわゆる「QSAR 

モデル」）のことを指します。  

３．開催の概要 

名称：生態影響に関する化学物質審査規制／試験法セミナー  

＜東京会場＞  

日時：平成23年3月16日（水）13:30～16:00（入場受付は13:00開始）  

場所：ベルサール飯田橋 1階 ホール 

    〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル 

    http://www.bellesalle.co.jp/bs_iidabashi/event/access.html  

定員：350名  

＜大阪会場＞  

日時：平成23年3月17日（木）13:30～16:00（入場受付は13:00開始）  

場所：新梅田研修センター 新館3階303ホール 

    〒553-0003 大阪市福島区福島6-22-20 

    http://www.temmacenter.com/shin_umeda/access/  

定員：180名  

参加費：無料  

申込： 次のいずれかの方法によります。（締切り：平成23年3月11日（金）。ただし、締切り前に定 

員に達したときは、以後の申込みを受け付けないことがあります。）  

[1] 独立行政法人国立環境研究所ウェブサイトからの申込み  

 https://project.nies.go.jp/events/risk/kashin2010/にアクセスし、ウェブサイト 

上から参加申込みフォームに必要事項を入力し、送信します。  

[2] 電子メールによる申込み  

 [1]による申込みができない場合は、『氏名、ふりがな、所属、電話番号、メールア 

ドレス、参加希望会場（東京又は大阪）』を明記の上、件名を『セミナー参加申込み』 

として、kashinho-seminar2010@nies.go.jpに送信してください。  

主催：環境省及び独立行政法人国立環境研究所（協力 日本環境每性学会）  

事務局：独立行政法人国立環境研究所環境リスク研究センター 

     担当 袴田、蓮沼（電話：029-850-2750・2653、FAX：029-850-2920）  

 

担当：環境省環境保健部企画課化学物質審査室 和田、小岩、池本、岩井田 

    独立行政法人国立環境研究所環境リスク研究センター 白石 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13530 
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☆国際森林年関係  

＊＜2011国際森林年関連事業＞「葉っぱのフレディ」の「国際森林年子ども大使」就任 

について  

ミュージカル「葉っぱのフレディ」の子役の皆様が「国際森林年 子ども大使」に就任されます。 

3月8日（火曜日）に農林水産省で任命式を行います。任命式は公開です。なお、カメラ撮影も可能ですが、 

取材を希望される方は、事前にご連絡願います。 

1. 概要 

 農林水産省は「2011国際森林年」の諸活動を推進しています。豊かな森林を守り育てていくこと、また 

そのために国民一人一人が具体的に行動することが重要です。そのような理解を深めるため、世代を通 

じて森林に対する関心を一層喚起していく必要があります。  

このため、農林水産大臣がミュージカル「葉っぱのフレディ」の子役の皆様を「国際森林年 子ども大使」 

に任命します。 

「葉っぱのフレディ」は、葉っぱの短い生を通じ「いのち」の尊さを描くと同時に、散った葉っぱが土 

に溶け込み、その栄養分によって、また次の春に新しい葉っぱとして生まれ変わり、いのちは永遠に続 

いていくという、生命の循環をもテーマにした作品です。 

なお、他には、小林幸子さんが「お米大使」に、さかなクンが「お魚大使」に就任されています。 

 

参考：葉っぱのフレディのホームページ（http://freddie.co.jp/） 

「2011国際森林年」のホームページ（http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/2011iyf.html） 

2. 国際森林年子ども大使の活動内容 

(1) 葉っぱのフレディのホームページや公演等での情報発信  

(2) 各種メディアやイベントを通じた情報発信  

(3) 農林水産省が開催する行事への出演等  

3. 国際森林年子ども大使任命式 

日時：平成23年3月8日（火曜日）17時30分～18時00分  

場所：農林水産省 第3特別会議室   

 

担当：林野庁 森林整備部 計画課海外林業協力室海外指導班 大川、石飛 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110301.html 

 

 

☆企業の環境情報開示関係  

＊企業の環境情報開示のあり方に関する検討委員会（第３回）の開催について 

 環境報告ガイドライン・環境会計ガイドラインの改訂に向け、企業の環境に優れた取組や環境取組へ 

の努力が適正に評価されるための情報開示のあり方について検討する「企業の環境情報開示のあり方に 

関する検討委員会」（第３回）が３月１４日（月）に開催されることとなりましたので、お知らせいた 

します。  

http://freddie.co.jp/
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/2011iyf.html


 

１．日時 平成２３年３月１４日（月）１４：００～１７：３０  

２．場所 ホテルフロラシオン青山 孔雀の間 

      東京都港区南青山４－１７－５８  

３．議題（予定） 企業の環境情報開示のあり方について  

４．オブザーバー登録 

 本会合は公開です。 

 御希望の方は、必ず下記申込記入事項を明記の上、電子メール（宛先：KIGYO@env.go.jp）にて、 

平成２３年３月８日（火）１２時必着でお申込みください。なお、電子メールの件名は「企業の環境 

情報開示のあり方検討委員会オブザーバー登録」と明記ください。 

○申込記入事項：住所、氏名、勤務先、電話番号、電子メールアドレス 

○オブザーバー定員：７０名程度（定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。）  

※オブザーバー参加いただける方には、オブザーバー登録締切後、オブザーバー登録証を登録いただ 

いたメールアドレス宛にお送りしますので、当日必ずお持ちください。  

※マスコミ関係者の方も、同様にお申し込みください。カメラ撮りについては、会議の冒頭のみでお 

願いします。  

※申込みの際に記入いただいた個人情報は、「企業の環境情報開示のあり方に関する検討委員会」オ 

ブザーバーの管理、オブザーバー登録証の発行以外に使用することはありません。  

５．本件のお問い合わせ先 

環境省総合環境政策局環境経済課 

担当：佐藤、今別府 

TEL：０３－３５８１－３３５１（代表）内線：６２６８、６２５９ 

E-mail：KIGYO@env.go.jp  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、猿田、佐藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13540 

 

 

☆農薬取締法関係  

＊農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める 

省令の一部改正案についての意見・情報の募集について 

 農林水産省及び環境省は、「農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場 

合を定める省令」の一部を改正することとし、改正案を作成しました。 

 この度、本案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成23年３月１日（火）から 

３月７日（月）までパブリックコメントを実施いたします。  

１．改正概要  別紙のとおり。  

２．意見募集の対象  農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定 

める省令の一部改正案  

【添付資料】 

mailto:KIGYO@env.go.jp
mailto:KIGYO@env.go.jp


（１）新旧対照表（農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を 

定める省令）  

（２）参照条文  

（３）意見提出が30日未満の場合のその理由  

３．意見募集要領 

（１）意見募集期間 平成23年３月１日（火）から３月７日（月）まで（※郵送の場合は同日必着）  

（２）意見提出方法 

 次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で（３）の提出先へ提出 

してください。 

 この意見募集は、農林水産省においても同時に実施されております。頂いた御意見は両省で考 

慮されることとなりますので、同じ御意見を両省に提出いただく必要はありません。 

 なお、電話での意見提出はお受けいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。  

（注意事項） 

・御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子 

メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。  

・皆様から頂いた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願い 

ます。  

・御意見の対象となる改正案の該当個所を明記してください。締切日までに到着しなかった場 

合や御記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていた 

だくことがあります。  

・御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等 

の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていた 

だくこともあります。  

  （３）意見提出先 

 環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 あて  

〔1〕電子メールの場合 mizu-noyaku@env.go.jp  

〔2〕ファックスの場合 03-3501-2717  

〔3〕郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

※郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、 

 「農薬取締法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令 

の一部改正案に対する意見」と記載してください。  

４．資料の入手方法 

（１）環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室において配布 

場所： 東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎第５号館23階 

    環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室  

（２）インターネットによる閲覧 

・環境省ホームページ http://www.env.go.jp/info/iken.html  

・電子政府の総合窓口［e-Gov］http://www.e-gov.go.jp/index.html  

（３）郵送による送付 

 郵送による送付を希望される方は、140円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏 

mailto:mizu-noyaku@env.go.jp
http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.e-gov.go.jp/index.html


名を明記した返信用封筒（Ａ４版の冊子が折らずに入るサイズのもの）を同封の上、「農薬取締 

法に基づく農薬の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令の一部改正案に対 

する意見募集関係資料希望」と封筒表面に明記し、上記「３.(３)意見提出先」の郵送の場合の宛 

先まで送付してください。 

 切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けできませんので、あらかじめ 

御了承願います。  

５．問い合わせ先 

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 担当：荒木、平林 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ:03-3581-3351(内線6643) 

ＦＡＸ:03-3501-2717 

電子メール：mizu-noyaku@env.go.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 西嶋、荒木、平林 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13543 

 

 

☆Carbon Footprint of Products関係 

担当：CFP制度試行事業事務局（社団法人産業環境管理協会）  

詳しくは↓ 

http://www.cfp-japan.jp/ 

 

 

☆カーボンフットプリント日本フォーラム関係 

＊CFPフォーラムメールニュース 

担当：cfp-forum@jemai.or.jp 

詳しくは↓ 

http://www.cfp-forum.org/ 
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