
☆生物多様性関係  

＊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を検査しています。 

 今般、種苗会社から収集した種子のうち4検体について、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、種子を検査しています。 

今般、種苗会社から収集した種子のうち4検体について、検査の結果が出ました。 

今後も、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。 

品種名等                  種苗会社名等                    

検査結果 

台農２号                 有限会社 フタバ種苗 卸部             

陰性 

台農２号                 有限会社万葉種苗                   

陰性 

オキテング２５号             有限会社フタバ種苗 卸部              

陰性 

レッドレディー              有限会社フタバ種苗 卸部              

陰性 

 

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/110302_2.html 

 

 

＊「平成22年度第7回生物多様性影響評価検討会総合検討会」の開催及び一般傍聴につ 

いてパパイヤ種子の検査結果について 

 農林水産省及び環境省は、遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認申請があった2件について 

学識経験者から意見を聴取するため、「平成22年度 第7回 生物多様性影響評価検討会 総合検討会」を 

3月11日に農林水産省 共用第6会議室において開催します。 

本会議は公開です。ただし、カメラ撮影は冒頭のみとします。 

また、本会議資料は、会議終了後当省ホームページで公開します。  

1 概要 

 我が国での遺伝子組換え農作物の栽培等に当たっては、我が国の野生動植物へ影響を与えないよう、 

「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（平成15年法律第97号。 

通称「カルタヘナ法」という。）」に基づき評価を行っています。 

遺伝子組換え農作物の栽培等を行う者が、例えば、一般ほ場での栽培など環境中への拡散を防止せずに 

栽培等を行う場合（第一種使用等）には、その栽培等に関する規程（第一種使用規程）を定め、これを 

農林水産省及び環境省に申請し、承認を受ける必要があります。 



 

第一種使用規程の承認申請があった場合には、農林水産省及び環境省は、それらの遺伝子組換え作物を 

第一種使用規程に従って使用した場合の生物多様性影響に関し、専門の学識経験者から意見を聴く必要 

があります。 

今回、農林水産省及び環境省に対し申請された2件の第一種使用規程について、当検討会を開催し、学識 

経験者から意見を聴きます。 

これまでの当検討会の議事概要については、次のURLでご覧になれます。 

また、今回の会議資料及び議事概要は会議終了後に同URLで公開いたします。 

URL：http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/top.htm 

2 日時・場所 

平成23年3月11日（金曜日）13時30分～ 

農林水産省 共用第6会議室（本館南側7階、ドア番号本768） 

所在地：東京都 千代田区 霞が関 1丁目2番1号 

3 議題 

(1)第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討について 

  （検討予定案件） 

[1]隔離ほ場での栽培についての検討 

・除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ(MON88302)  

[2]食用又は飼料用のための使用等についての検討 

・[2]食用又は飼料用のための使用等についての検討 

・チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロ

コシ  

・ (Bt11×B.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7×MIR604×B.t. Cry1F maize line 1507×GA21）    

(2)その他 

4 傍聴について 

(1)傍聴可能人数：10名程度（希望者多数の場合、抽選を実施） 

(2)申込要領 

・はがき、封書、FAX又はインターネットにてお申し込み下さい。なお、電話でのお申し込みはご遠 

慮下さい。  

・申込期間は、平成23年3月9日（水曜日）必着とします。  

・申込者多数の場合は抽選を行います。傍聴の可否については、3月10日（木曜日）中にご連絡を致 

します。  

はがき、封書又はFAXでお申し込みの場合 

住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 

FAX:03-3507-8794 

宛先:農林水産省 農林水産技術会議事務局 

技術政策課 技術安全室 技術安全企画評価班 宛 

 （記載事項） 

・「平成22年度 第7回 生物多様性影響評価検討会 総合検討会」傍聴希望の旨  

http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/top.htm


・傍聴希望者の氏名（フリガナ）  

・連絡先住所・電話・FAX番号（FAXでお申し込みの場合は返信のため必須）  

・（差し支えなければ）勤務先・所属団体      

インターネットでお申し込みの場合 

URL：https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/1c81.htm 

お申し込みに当たっての注意事項 

・車椅子の方、盲導犬、聴導犬又は介助犬をお連れの方は、その旨をお書き添えください。 

また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方の氏名も併せてお書き添えください。  

・複数名の申込みの場合も、お一人ずつ申込み願います。    

（3）傍聴される皆様への留意事項 

当検討会の傍聴に当たり、次の留意事項を遵守願います。これらを守られない場合は、傍聴をお断りす 

ることがあります。 

[1]事務局の指定した場所以外の場所に立ち入らないこと。 

[2]携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。 

[3]傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと。 

・委員及び意見公述人の発言に対する賛否の表明又は拍手  

・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）  

・会場においてのカメラ、ビデオ、テープレコーダー、ワイヤレスマイク等の使用（報道関係者の方々 

を除く。）  

・新聞、雑誌 その他議案に関連のない書籍類の読書  

・飲酒及び喫煙  

[4]銃砲刀剣類その他の危険なものを議場に持ち込まないこと。  

[5]その他、座長等及び事務局職員の指示に従うこと。 

 

担当：農林水産技術会議事務局技術政策課技術安全室技術安全企画評価班 浦野、塩田、白神 

    環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 牛場、宇賀神、平野 

詳しくは↓ 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/110303.htm 

 

 

＊パパイヤ種子の検査について 

 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、パパ 

イヤ種子を検査しています。 

今般、種苗会社から収集した種子のうち、新たに4種類（4品種）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、 

農林水産省が確立した種子の検査法を用いて、種子を検査しています。 

今般、種苗会社から収集した種子のうち、新たに4種類（4品種）について、検査の結果が出ました。 

また、3月2日に公表した、「台農2号」（株式会社 万葉種苗）の種子の販売時期について、新たな情報 

に基づき更新しました 。 



今後も、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。 

検査結果  

品種結果         種苗会社名等        検査結果 

甘泉            有限会社わかば種苗店   陰性 

朱宝            よへな種苗店         陰性 

農友１号          よへな種苗店         陰性 

レッドレディー       株式会社田中農園沖縄営業所 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。 

更新情報 

3月2日に公表した、「台農2号」（株式会社 万葉種苗）の種子の販売時期について、「2010年3月以降に 

販売している種子」としていましたが、新たな情報に基づき以下のとおり更新します。 

品種名等       種苗会社名等       検査結果 

台農２号        有限会社万葉種苗    陰性 

 

担当：農林水産省消費安全局農産安全管理課担当者 ：二階堂、吉尾、高島 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/110304.html 

 

 

＊パパイヤ種子の検査について 

 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、 

パパイヤ種子を検査しています。 

今般、種苗会社から収集した種子のうち、新たに4種類（4品種）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、農林水産 

省が確立した種子の検査法を用いて、種子を検査しています。 

今般、種苗会社から収集した種子のうち、新たに4種類（4品種）について、検査の結果が出ました。 

今後も、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。 

検査結果 

品種名等          種苗会社名等            検査結果 

サンライズ         有限会社フタバ種苗卸部      陰性 

トロピカーナ        有限会社わかば種苗店       陰性 

フルーツキング      よへな種苗店             陰性 

フルーツタワー       有限会社わかば種苗店      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。 

 

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/110309.html 



 

 

＊平成２２年度第７回生物多様性影響評価検討会総合検討会の開催及び傍聴について 

 「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」（カルタヘナ法）に 

基づき、遺伝子組換え農作物の第一種使用等について学識経験者から意見を聴取するため、標記総合検 

討会を以下のとおり開催します。  

１ 日時 平成２３年３月１１日（金）１３：３０～ 

      （検討会は、議事が終わり次第終了。）  

２ 場所 農林水産省共用第6 会議室 

      （農林水産省本館南側7 階、ドア番号本768） 

      東京都千代田区霞が関１－２－１  

３ 議題 

（１）第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討について  

検討予定案件  隔離ほ場での栽培についての検討  

      ・除草剤グリホサート耐性セイヨウナタネ(MON88302)  

        食用又は飼料用のための使用等についての検討  

      ・チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグ 

リホサート耐性トウモロコシ 

       (Bt11×B.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7×MIR604× B.t. Cry1F maize  

line 1507×GA21）  

（２）その他  

４ 公開（傍聴） 

（１）傍聴可能人数 １０名程度（希望者多数の場合は抽選を実施）  

（２）申込要領 

・はがき、封書、ＦＡＸ又はインターネットにてお申し込みください。 

  （別紙を御参照ください。また、電話でのお申し込みは御遠慮ください。）  

・申込締切日は平成２３年３月９日（水）（必着）です。  

・申込者多数の場合は抽選を行います。傍聴することが可能な方には、３月１０日（木）中に御 

連絡致します。  

・傍聴に当たっては、別紙の「傍聴される方の留意事項」を遵守願います。  

（３）その他 

・報道関係者の冒頭カメラ撮りは可能です。  

５ お問い合わせ先 

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 

担当者 野田、平野 

代表：０３－３５８１－３３５１（内線６９８２） 

夜間直通：０３－５５２１－８３４４  

 

担当：環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 牛場、宇賀神、平野 

詳しくは↓ 



http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13547 

 

 

＊生物多様性保全活動の促進に関する検討会（第３回）の開催について 

 昨年12月に成立した地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等 

に関する法律（平成22年法律第72号）に基づく地域連携保全活動の促進に関する基本方針等について検 

討するため、「生物多様性保全活動の促進に関する検討会」の第３回会合を３月22日（火）に開催しま 

す。  

１．日時 平成23年3月22日（火）13：00～15：30  

２．場所 経済産業省別館11階 １１１１号会議室 

      （〒100-8901 東京都千代田区霞ヶ関１－３－１） 

      http://www.meti.go.jp/intro/data/index_org.html  

    ※本会議の受付場所は別館のみとなっております。お越しの際は、別館正面玄関から入館願 

います。  

３．議題 

（１）地域連携保全活動の促進に関する基本方針（素案）について  

（２）その他  

４．検討委員及び関係機関 別添参照  

５．傍聴申込み 

 本会議は公開で行われます。傍聴を御希望の方は、傍聴申込みを行ってください。 

 平成23年3月17日（木）12:00必着で、下記申込先へ電子メール又はFAXにてお申し込みください。  

○記載事項 

・「生物多様性保全活動の促進に関する検討会（第３回）傍聴希望」と明記 

  ※メールの場合は上記を件名として下さい。  

・氏名、連絡先の住所、電話番号、所属先  

○留意事項 

会場の都合上、傍聴希望者が定員に達した場合は、ご参加をお断りすることがございます。 

（定員30名程度）  

○申込先 

【生物多様性保全活動の促進に関する検討会事務局】 

パシフィックコンサルタンツ株式会社 

FAX：０４２－３７２－１８３７ 

電子メール：H22BDLA@ss.pacific.co.jp 

担当：環境・エネルギー技術本部環境部 西坂、岡田  

  ※ 報道関係者の方へ 

報道関係者の方はお申込みの際に「報道関係者」と記載してください。 

カメラ撮影を希望の場合は、その旨を記載してください。 

カメラ撮影については、会議の冒頭のみでお願いします。  

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課 星野、奥山、石川、新中  

http://www.meti.go.jp/intro/data/index_org.html
mailto:H22BDLA@ss.pacific.co.jp


詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13566 

 

 

☆日本モデル環境対策技術等国際展開検討会関係  

＊平成22年度 第２回日本モデル環境対策技術等国際展開検討会の開催について 

３月18日（金）に平成22年度第２回日本モデル環境対策技術等国際展開検討会を開催いたします。 

本会合は公開で行われます。  

１．概要と目的 

 アジア諸国においては、著しい経済成長を遂げる中、大気汚染、水質汚濁や温室効果ガスの排出等 

の環境問題が深刻化しています。 

  アジア諸国と密接な関係を有する我が国は、アジア諸国がこれらの環境問題に対処し、持続可能 

な経済発展を実現するため、国際協力のさらなる展開が求められています。 

 このため、平成20年６月に環境省では、「クリーンアジア・イニシアティブ」を提唱し、我が国の 

公害克服の経験をもとに、環境対策、測定技術、規制体系、人材育成などをパッケージにして普及・ 

展開し、低炭素型・低公害型社会へ誘導するための施策等を進めることとしています。 

 また、平成22年６月に閣議決定した「新成長戦略」において、「日本の『安全・安心』等の制度の 

アジア展開」、「日本の『安全・安心』等の技術のアジアそして世界への普及」が掲げられていると 

ころです。 

 当室では、昨年度から「日本モデル環境対策技術等の国際展開」事業を開始しており、制度や人材 

とパッケージで我が国の環境汚染対策や環境測定の技術を戦略的・体系的に普及・展開させていく 

ための方策についての検討を実施しております。 

 平成22年10月22日に開催された平成22年度第１回日本モデル環境対策技術等国際展開検討会にお 

ける議論も踏まえ、本年度は適切な技術を実証・認証等評価する制度とそれにより評価された技術を 

企業に対して普及させる仕組みをパッケージにすることで企業による環境対策の実施を支援する方 

策を検討することとなりました。 

 さらに現地調査やワーキンググループ会合での検討結果を踏まえ、この度標記のとおり今年度最終 

回となる第２回検討会を開催いたします。  

２．開催日時 平成23年３月18日（金） 15:00～17:00  

３．開催場所 航空会館 B１階 B101会議室 

          〒105－0004 東京都港区新橋１－18－１ 

          （電話：03－3501－1272）  

４．議題（予定） 

・二カ国間協力事業の成果報告  

・我が国の環境対策技術等の国際展開に係る戦略（案）  

・対象国におけるパッケージ施策について  

・本年度作成したウェブページと今後の運営に係る方針  

・次年度の事業に向けて  

・その他  

５．会合の傍聴 



 本会合は公開で行われます。 

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「平成22年度 第 

２回日本モデル環境対策技術等国際展開検討会」と明記し、住所、氏名、勤務先、電話番号、ＦＡＸ 

番号、電子メールアドレスを明記の上、平成23年３月 16日（水）17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。また、マスコミ関係の方で、撮影（冒頭のみ可） 

を御希望の方についても、16日（水）17時までに下記まで御連絡ください。  

なお傍聴可能人数は最大30名を予定していますので、傍聴希望者が30名を超えた場合は抽選となる場 

合があります。 

また抽選の結果、傍聴いただけない場合はその旨の連絡をいたします。  

６．傍聴希望の連絡先 

（株）エックス都市研究所 国際環境政策チーム 担当者：岡、坂本、木村  

〒171-0033 東京都豊島区高田2-17-22 

TEL：03-5956-7503 FAX：03-5956-7523 E-mail：envpolicygr2@exri.co.jp 

（傍聴希望の申し込み受付、傍聴券の発送は上記連絡先に委託しております。）  

 

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=13545 

 

 

＊研究開発段階の遺伝子組換え生物等の第一種使用規程承認に係る学識経験者からの 

意見聴取会合(平成２２年度第１回)の開催について 

 「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」（カルタヘナ法）に 

係る第一種使用規程について、学識経験者からの意見を聴取するための会合を開催いたします。  

１ 日時 平成２３年３月２３日（水）１０：３０～１２：００  

２ 場所 中央合同庁舎第７号館東館 １７階研究振興局会議室 

      (東京都千代田区霞が関３丁目２番２号)  

３ 議事 

(１)研究開発段階の遺伝子組換え生物等の第一種使用規程承認に係る申請書等の検討について 

 （耐冷性ユーカリ（des9, Eucalyptus globulus Labill.）に係る申請１件）  

(２)その他  

４ 傍聴 

（１）傍聴可能人数 ２０名程度（傍聴希望者多数の場合には、先着順となります。）  

（２）申込先 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 生命倫理・安全対策室 木村  

       電話（直通）：０３－６７３４－４１１３  

       ＦＡＸ番号：０３－６７３４－４１１４  

（３）申込締切日 ３月２２日（火）  

（４）その他  冒頭カメラ撮りは可能です。  

５ お問い合わせ先 

mailto:envpolicygr2@exri.co.jp


環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 

担当者 野田、平野 

代表：０３－３５８１－３３５１（内線６９８２）  

 

担当：環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 牛場、宇賀神、平野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13583 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊カーボン・オフセットに関する日英ワークショップの開催について 

・環境省では、カーボン・オフセットの取組について、国際動向を踏まえながら一層の推進を図るため、 

 2008年９月に英国環境・食糧・農村地域省（DEFRA）（現：DECC）との間で、カーボン・オフセットに 

係る情報交換の協力強化に関する協力宣言文の締結を行いました。  

・今般、本宣言文に基づき、両国カーボン・オフセット等に関する取組を広く世界に発信するとともに、 

 両国における適切なカーボン・オフセットの普及促進を図ります。  

・本年度のワークショップでは、カーボン・オフセットの取組を一歩進めた、企業等の温室効果ガス排 

出総量をオフセットする「カーボン・ニュートラル」について、平成22年4月にカーボン・ニュートラ 

ルの基準を策定した英国関係者を招聘し、基準ならびに英国の政策動向をご講演いただくとともに、 

我が国の取組も紹介し、情報交換を行います。  

・カーボン・ニュートラルならびに環境配慮という観点から、日本側からも、カーボン・オフセットに 

取り組んでいる事業者や算定・検証の専門家等も交え、パネルディスカッションの形で意見交換を行 

います。  

１.日時 平成23年3月17日(木) 13:00～16:00  

２.場所 全日通会館大会議室（マップ：http://www.neu.or.jp/html/map/） 

     ※全日通霞が関ビルディング8F 

     ※東京メトロ虎ノ門駅から徒歩5分、霞ヶ関駅・国会議事堂前駅から徒歩8分  

３．スケジュール・議題（予定） 

■英国ＢＳＩグループのプレゼンテーション  

■環境省のプレゼンテーション  

■パネルディスカッション  

（参加メンバー）  

・英国 オリンピック運営局 持続可能開発・再生主任部長 Richard Jackson氏  

・BSI Standards Solutions シニア ビジネス コンサルタント Quincy Lissaur氏  

・京都大学 経済研究所 先端政策分析研究センター 教授 一方井誠治氏  

・株式会社トーマツ審査評価機構 マーケティング部長 岩尾康史氏  

・株式会社電通 電通総研 インサイト・センター テクノロジーイノベーション部 副主任 

研究員 比留間雅人氏  

４．参加申込み方法 

・参加費は無料です。事前に下記ページから申込みをお願いします。 

http://www.neu.or.jp/html/map/


  https://www16.nittsu.co.jp/event/contents/ev11coff/ 

  なお、参加にあたっては、名刺をご用意ください。 

  また、ご来場にあたっては、環境負担低減のため、なるべく公共交通機関をご利用ください。 

  また、ワークショップ開催に伴い、会場の電力、関係者・参加者の交通から排出されるCO2をオ 

フセットするため、交通手段及び最寄り駅の登録にご協力お願いします。  

・参加締切：３月１４日(月)17時まで  

・参加希望者が多数となった場合には、上記日程よりも前に締め切らせていただくことがございます 

ので、予めご了承ください。 

 参加をお断りする場合のみ前日までにご連絡いたします。  

・カメラ撮り、取材をご希望されるマスコミ関係者の方は、上記Webサイトでお申込みの上、別途 

coforum@trv.nittsu.co.jp 

 までご連絡ください。  

５．個人情報の取扱いについて 

 当ワークショップの受付は、環境省から委託を受けた日本通運株式会社が担当しております。 

 参加登録の情報は、環境省及び委託先が当ワークショップの参加受付の整理の目的に限り利用しま 

す。 

 また、個人情報は同社のプライバシーポリシー

（http://www.nittsu.co.jp/privacy/about_privacy.html）に従い適切に取り扱います。  

６．参考 

■日本国環境省と英国環境・食糧・農村地域省（Defra）によるカーボン・オフセットの推進に向け 

た連携について（お知らせ） 

  （http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10270）  

■カーボン・オフセットに関する関連情報については、以下のホームページに掲載しています。 

 環境省カーボン・オフセットホームページ 

 （http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html） 

 カーボン・オフセットフォーラムのホームページ 

 （http://www.j-cof.org/index.html） 

 気候変動対策認証センターのホームページ 

 （http://www.4cj.org/index.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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13549 

 

 

＊「自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）シンポジウム2011～ＪＶＥＴＳの成果と 

市場メカニズムを活用した温暖化対策について～」の開催について 

 環境省では、平成23年3月25日（金）に「自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）シンポジウム2011 

～ＪＶＥＴＳの成果と市場メカニズムを活用した温暖化対策について～」と題し、シンポジウムを開催 

いたします。 

https://www16.nittsu.co.jp/event/contents/ev11coff/
mailto:coforum@trv.nittsu.co.jp
http://www.nittsu.co.jp/privacy/about_privacy.html
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=10270
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
http://www.j-cof.org/index.html
http://www.4cj.org/index.html


 本シンポジウムでは、同制度の第4期事業（平成20年度～平成22年度）を評価、総括し、その成果や知 

見を広く紹介するとともに、市場メカニズムを活用した温暖化対策の今後のあるべき姿について有識者 

と参加者等によるパネルディスカッションを行います。  

1．開催概要 

○日時：平成23年3月25日（金）15：00-17:20  

○場所：砂防会館 淀・信濃（東京メトロ「永田町」駅4番出口 徒歩1分） 

       http://www.sabo.or.jp/map.htm  

○参加費：無料  

○定員：300名（先着順）  

○プログラム（※変更の場合あり）： 

15:00 １．開会挨拶 

       梶原成元 （環境省 大臣官房審議官）  

15:05 ２．JVETS第4期の成果と国内排出量取引制度の現状 

       上田康治 （環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 市場メカニズム室長）  

15:25 ３．JVETSが今後果たすべき役割 

       植田和弘氏 （京都大学大学院 経済学研究科教授）  

15:45 ４．東京都の大規模事業所における温暖化対策の動向 

       ～地球温暖化対策計画書制度からキャップ＆トレードへ～ 

       宮沢浩司氏 （東京都環境局 都市地球環境部 総量削減課長）  

16:05 ５．JVETSによって得られた経験  

       森下貴士氏 （岡山大建工業株式会社 設備管理部 原動課長 兼 環境課長）  

16:25 ６．リース事業者・ESCO事業者から見たJVETS 

       藤田 学氏 （三菱UFJリース株式会社 環境事業部 ESCO事業課 チームリーダ 

ー）  

16:45 ７．パネルディスカッション 

       モデレーター：植田和弘氏 （京都大学大学院 経済学研究科教授） 

       他、プログラム２、４～６のスピーカーがパネラーとして参加  

17:20 ８．閉会  

2．参加申込方法 

 参加を希望される方は、下記ホームページよりお申し込み下さい。 

 http://www2.convention.co.jp/jvets/  

 なお、申込受付はJVETSシンポジウム事務局（委託先：(株)三菱総合研究所、日本コンベンション 

サービス（株））が実施します。  

 

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、白石、田中   

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13556 

 

 

＊自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）第7期目標保有参加者の公募について 

http://www.sabo.or.jp/map.htm
http://www2.convention.co.jp/jvets/


(「平成23年度温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業」対象事業者の公 

募) 

 環境省は、自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）の第7期事業への参加者を公募します。  

自主参加型国内排出量取引制度は、温室効果ガスの費用効率的かつ確実な削減とキャップ・アンド・ト 

レード方式による国内排出量取引制度に関する知見・経験の蓄積を目的として、平成17年度から開始し 

たものです。  

 本制度は、温室効果ガスの排出削減に自主的・積極的に取り組もうとする事業者に対し、一定量の排 

出削減約束と引換えに、省エネルギー等によるCO2排出抑制設備の整備に対する補助金を交付することに 

より支援します（「平成23年度 温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業」（6億円）（平 

成23年度予算の成立を前提））。 

 各参加事業者は、自らの排出削減約束達成のために排出枠の取引という柔軟性措置の活用も可能です。  

 なお、第7期本制度は、自主行動計画参加工場・事業場も参加可能とします。  

（公募期間：2011年3月8日（火）～2011年4月22日（金））  

（公募説明会：名古屋 2011年3月16日（水）、大阪 2011年3月17日（木）、

東京 2011年3月23日（水）  

1．自主参加型国内排出量取引制度（Japan's Voluntary Emissions Trading Scheme : JVETS(ジェイベ 

ッツ)）について 

(1)制度への参加方法 

・本制度への参加には、以下の3通りの方法があります。  

[1]目標保有参加者タイプA（補助金あり参加者） 

一定量の排出削減を約束し、CO2排出抑制設備の整備に対する補助金 

（総事業費の1/3、原則上限2億円。既存設備の撤去費用を除く）と排出枠の交付を受ける参加 

者（「平成23年度温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業」（予算6億円）の採択 

事業者）  

[2]目標保有参加者タイプB（補助金なし参加者） 

設備補助を受けることなく、排出枠の交付を受ける参加者。  

[3]取引参加者 

専ら排出枠の取引を行うことを目的として、登録簿システムに口座を設け、取引を行う参加者。  

・今回は、[1]目標保有参加者タイプＡと[2]目標保有参加者タイプBを公募します。  

・第7期本制度は、自主行動計画参加工場・事業場も参加可能とします。 

 ただし、本制度に参加する事業者は「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」における試 

行排出量取引スキームの参加者として位置付けられることとなるため、試行排出量取引スキー 

ムにおいて2012年度に目標を設定している工場・事業場は本制度に参加することはできません。  

※制度の詳細については、添付資料及び下記のWEBサイトを御参照下さい。  

自主参加型国内排出量取引制度（JVETS） http://www.et.chikyukankyo.com/  

試行排出量取引スキームポータルサイト http://www.shikou-et.jp/  

※最新のガイドライン類は上記サイトに掲載します。  

※[3]の取引参加者については、「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」における試行排出量 

取引スキームにおいて一元的に募集することとし、本制度における募集は行いません。  

(2)制度に参加するメリット 

http://www.et.chikyukankyo.com/
http://www.shikou-et.jp/


 本制度に目標保有参加者として参加する場合、以下のようなメリットがあります。  

・自主参加型の国内排出量取引制度に実践的に参加することによって、キャップ・アンド・トレ 

ード方式による国内排出量取引制度に関する知見を蓄積できます。  

・温室効果ガス排出量の算定に習熟するとともに、第三者検証機関による検証（費用は環境省が 

負担）を受けることにより、「温暖化対策マネジメント」を効果的に講じていくための基盤が形 

成されます。  

・地球温暖化対策に積極的に取り組む先進的企業としてPRすることができます。  

2．公募内容と応募方法 

 公募内容と応募方法は、目標保有参加者タイプＡとタイプＢで異なります。それぞれ別紙1の公募 

要領A、別紙２の公募要領Ｂをご参照下さい。 

 公募期間：2011年3月8日(火)～2011年4月22日（金）（17時必着）  

3．公募説明会 

 公募にあたり、下記の通り説明会を開催致します。  

(1)説明会会場（地図別紙） 

○名古屋会場 

・日時 2011年3月16日（水） 13：30～17：00  

・場所 名古屋プライムセントラルセンター第1、2会議室（定員120名） 

     〒451-0045 愛知県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  

○大阪会場 

・日時 2011年3月17日（木） 13：30～17：00  

・場所 TKP大阪梅田ビジネスセンター ホール11A（定員230名） 

     〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-4-21 TKPゲートタワービル2F  

○東京会場 

・日時 2011年3月23日（水） 13：30～17：00  

・場所 TKP東京駅八重洲ビジネスセンター ホール2Ａ（定員280名） 

     〒104-0031 東京都中央区京橋2－9－2 第1ぬ利彦ビル  

(2)申込方法 

 説明会出席希望の方は、下記項目をメール本文に明記の上、(3)申込窓口宛に電子メールにてお 

申込みください。  

[1]参加会場：  

[2]法人名：  

[3]参加人数（1法人につき2名まで）：  

[4]参加者の氏名：  

[5]参加する代表者の連絡先：（TEL） 

                  （E-mail）  

※登録期限は各説明会の前日までです。登録は先着順で、定員に達し次第締め切ります。  

※お申し込み頂いた方々に対して、受付確認・入場券送付等のご返信は特に致しません。 

   満席等の理由でご入場をお断りさせて頂く場合のみ、ご連絡を差し上げます。  

※紙節約のため、会場における説明資料（公募要領・実施ルール等）の配布は致しません。 



説明会当日は、参加形態（タイプAあるいはタイプB、単独あるいはグループ参加）に該当する資 

料をご持参ください。  

(3)申込窓口 

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 市場メカニズム室 担当：佐藤、廣松 

E-mail：kyotomecha@env.go.jp 

TEL 03-3581-3351(代表) 内線 6788  

4．問い合わせ先 

 自主参加型国内排出量取引制度に関する問い合わせ先は以下のとおりです。  

○設備補助や制度全般に関する問い合わせ 

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 市場メカニズム室 担当：山下、佐藤 

E-mail：kyotomecha@env.go.jp 

TEL：03-3581-3351（代表） 内線6788 

FAX：03-3580-1382  

○排出量の算定やルールの詳細に関する問い合わせ 

(株)三菱総合研究所（平成22年度自主参加型国内排出量取引制度事務局） 

E-mail：j-vets@mri.co.jp 

※平成23年度事務局は別途公募します。  

○排出量の検証に関する問い合わせ 

一般社団法人 温室効果ガス審査協会 

E-mail：info@gaj.or.jp  

 

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、白石、山下  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13562 

 

 

＊「会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの取組のための手引き（案）」に係 

る意見募集について 

・環境省では、平成２０年２月に「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」 

をとりまとめ、信頼性のあるカーボン・オフセットの取組を推進するために、各種ガイドラインの策定 

や情報提供、相談支援等の普及啓発に努めています。  

・会議・イベント等のカーボン・オフセットは、国や地方自治体、企業・NGO/NPO等が比較的容易に取り 

組むことができますが、多くのステークホルダーが参加することから、温室効果ガス排出量の削減努力 

や算定及び情報提供など適切なカーボン・オフセットのあり方について一定の指針を示す必要がありま 

す。  

・そのため、昨年７月に「会議・イベントにおけるカーボン・オフセット検討会」を立ち上げ、これま 

で３回開催し、信頼性のある会議・イベントのカーボン・オフセットのあり方等を検討しており、先の 

議論を踏まえ、今般、「会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの取組のための手引き（案）」 

を作成しました。  

・今般、本手引き（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３月８日（火） 

mailto:kyotomecha@env.go.jp
mailto:kyotomecha@env.go.jp
mailto:j-vets@mri.co.jp
mailto:info@gaj.or.jp


から平成23年3月17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 会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの取組のための手引き（案）  

２．意見募集要領 

（１）意見募集期間 平成23年3月8日（火）～平成23年3月17日（木）（12:00締切） 

             ※郵送の場合は、平成23年3月16日（水）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：「会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの取組のための手引き 

（案）」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、 

「会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの取組のための手引き（案） 

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（3 

月8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 

mailto:carbon-offset@env.go.jp
http://www.e-gov.go.jp/
http://www.env.go.jp/info/iken.html


照(3月8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、「会議・イベントにおけるカーボン・オフセット検討会」 

で報告・審議され、下記カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）のホームページに公表されます。  

・カーボン・オフセットフォーラム（http://www.j-cof.org/）   

 

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、橋本 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13530 

 

 

＊「第４回会議・イベントにおけるカーボン・オフセット検討会」の開催について 

・環境省では、平成２０年２月に「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）」 

をとりまとめ、信頼性のあるカーボン・オフセットの取組を推進するために、各種ガイドラインの策定 

や情報提供、相談支援等の普及啓発に努めています。  

・会議・イベント等のカーボン・オフセットは、国や地方自治体、企業・NGO/NPO等が比較的容易に取り 

組むことができますが、多くのステークホルダーが参加することから、温室効果ガス排出量の削減努力 

や算定及び情報提供など適切なカーボン・オフセットのあり方について一定の指針を示す必要がありま 

す。  

・そのため、昨年７月に「会議・イベントにおけるカーボン・オフセット検討会」を立ち上げ、これま 

で３回開催し、信頼性のある会議・イベントのカーボン・オフセットのあり方等を検討しています。  

・今般、先の議論を踏まえ取りまとめた「会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの取組のため 

の手引き（案）」について審議するために「会議・イベントにおけるカーボン・オフセット検討会（第 

４回）」を開催いたします。  

１．日時 ３月23日（水）10：00～12：00  

２．場所 ルポール麹町 サファイア 2F 

      http://www.leport.jp/map/access.html  

    東京都千代田区平河町2-4-3 

    TEL：03-3265-5365  

    （地下鉄：有楽町線「麹町駅」1番出口より徒歩3分、 

          有楽町線・南北線「永田町駅」５番、９b出口より徒歩５分 

          丸ノ内線・銀座線「赤坂見附駅」D番出口より徒歩８分）  

３．議題 「会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの取組のための手引き（案）」について  

４．検討会委員 

明治大学法学部教授 新美 育文（座長） 

首都大学東京都市教養学部 教授 奥 真美 

グリーン購入ネットワーク 専務理事・事務局長 麹谷 和也 

社団法人 日本広告審査機構 専務理事 宍戸 旦 

カーボン・オフセット推進ネットワーク カーボン・オフセット推進委員会委員長 篠崎 良夫 

http://www.j-cof.org/
http://www.leport.jp/map/access.html


株式会社クレアン 代表取締役 薗田 綾子 

横浜市地球温暖化対策事業本部 本部長 信時 正人  

５．傍聴方法 

 傍聴を希望される方は、3月18日（金）１２：００まで（厳守）に氏名（ふりがな）、会社・組織 

名、所属・役職名、連絡先（住所・ＴＥＬ・ＦＡＸ・電子メールアドレス）のご登録を、下記の申込 

用ＨＰからお願いします。なお、希望者多数の場合には調整させていただくこともございますので、 

予め御了承ください。傍聴をお断りする場合には、前日までにメールにて御連絡いたしますので、御 

注意ください。御登録がない場合には、傍聴をお断りする場合があります。 

 また、マスコミ関係の方で取材およびカメラ撮影をご希望の方は別途担当者まで御連絡ください。 

冒頭のみカメラ撮り可とします。  

 当日はCO2排出削減のため、なるべく公共交通機関をご利用ください。なお、検討会開催に伴い、 

会場の電力、関係者・参加者の交通から排出されるCO2をオフセットするため、交通手段及び最寄り 

駅の登録にご協力お願いします。  

【傍聴申込用ＨＰ】https://a00.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=86&g=16&f=31  

※傍聴申込用ＨＰ及びマスコミ関係に関するお問い合わせは、下記までお願いします。  

○社団法人 海外環境協力センター 

担当：小野・金丸・常盤 

ＴＥＬ：03-5472-0144 

E-mail：event@oecc.or.jp  

【個人情報の取扱いについて】 

 当検討会の傍聴受付は、環境省より委託を受け社団法人海外環境協力センターが担当しており 

ます。 

 傍聴希望者の情報は、当センター及び環境省が当検討会の傍聴受付の整理の目的に限り利用し 

ます。 

 ただし、情報セキュリティに関しては当センターが管理し、環境省へ提供することはありませ 

ん。 

 情報セキュリティの取り扱いについてのお問い合わせは、event@oecc.or.jpまでご連絡くださ 

い。  

 

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、橋本 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13580 

 

 

＊第24回オフセット・クレジット（J-VER）認証運営委員会の開催について 

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

削減・吸収量をカーボン・オフセット※に用いることができるクレジット（J-VER）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。  

・今般、本制度に係る第24回オフセット・クレジット（J-VER）認証運営委員会を開催しますので、お知 

らせします。  

https://a00.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=86&g=16&f=31
mailto:event@oecc.or.jp
mailto:event@oecc.or.jp


・会議は非公開ですが、開催結果は本制度の事務局（気候変動対策認証センター）のホームページで公 

表します。  

※自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的に削減努力を行うとともに、削減が困難な部分につ 

いて、他の場所で実現した排出削減・吸収活動等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせる 

こと。  

１．日時 平成23年3月16日（水）10:00～17:00  

２．議事次第（予定） 

１．はじめに  

２．前回委員会等の報告  

３．登録プロジェクトに対する変更依頼に関する報告  

４．登録プロジェクトに対する変更依頼に関する審議  

５．プロジェクト計画・妥当性確認に基づくプロジェクト登録可否に関する審議  

６．モニタリング報告・検証に基づく温室効果ガス排出削減・吸収量認証可否に関する審議   

７．オフセット・クレジット（J-VER）制度関連文書の修正に関する審議  

８．オフセット・クレジット（J-VER）方法論に関する審議  

９．その他  

３．公開に関する取扱い 

 本会議は、非公開です。会議資料や議事概要については、後日、本制度事務局を務める 

 気候変動対策認証センターのホームページにおいて公表します（６．参照）。  

４．オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）制度の概要（別添１参照） 

 これまで、カーボン・オフセットには主に京都メカニズムクレジットが用いられていましたが、 

国内の排出削減・吸収活動によるクレジットを用いたいというニーズの高まりを受けて、環境省では、 

一定の基準を満たした信頼性の高いクレジットを認証する「オフセット・クレジット（J-VER）制度」 

を創設しました。 

 本制度の活用によって、これまで海外に投資されていた資金が国内の温室効果ガス排出削減・吸収 

活動に還流することとなるため、地球温暖化対策と地域経済の活性化が一体的に推進されることが期 

待されています。  

５．オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）認証運営委員会について 

 「オフセット・クレジット（Ｊ－ＶＥＲ）認証運営委員会」（以下、「認証運営委員会」という。） 

は、J-VERの認証・発行・管理を行う機関として環境省が設置したものです。 

認証運営委員会では、ポジティブリスト及び方法論の決定、プロジェクトの登録、温室効果ガスの排 

出削減・吸収量の認証、J-VERの発行等を管理監督します。 

 認証運営委員会の構成委員につきましては、別紙を御参照ください。  

６．その他 

 今回の会議結果及びこれまでの委員会開催状況・結果については、本制度事務局のホームページを 

ご覧ください。 

 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.4cj.org/jver/scheme.html
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＊「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準（ver.2.0）」 

に係る意見募集について 

・環境省では、カーボン・オフセットの信頼性を構築し、社会全体での排出削減を進展させることを目 

的に、「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準」を策定しました。  

・当該認証基準を運用する中で出てきた論点を踏まえて、本認証基準について改定することとなりまし 

たので、国民の皆様から広く御意見を募集するため、平成23年３月10日（木）から3月23日（水）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 カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証 

基準（ver.2.0）  

２．意見募集要領 

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

            ※郵送の場合は、平成23年3月22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：「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証 

基準（ver.2.0）」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、 

       「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準（ver.2.0） 

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（3 

月10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(3月10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、下記事務局（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、橋本 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13584 

 

 

☆一般廃棄物排出処理関係  

＊一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成21年度）について 

 平成21年度における全国の一般廃棄物（ごみ及びし尿）の排出及び処理状況等について調査し、その 

結果を取りまとめたので公表します。結果の概要は次のとおり。  

１．ごみの排出・処理状況 

（１）ごみ排出の状況 

 ごみ総排出量、１人１日当たりのごみ排出量ともに減尐。  

・ごみ総排出量 4,625万トン（前年度4,811万トン）［ 3.9%減 ］  

・1人1日当たりのごみ排出量 994グラム（前年度1,033グラム）［ 3.8%減 ］  

（２）ごみ処理の状況 

 最終処分量は前年比8.3％減尐。リサイクル率は微増。  

・最終処分量 507万トン（前年度 553 万トン）［ 8.3%減 ］  

・減量処理率 98.4％（前年度 98.2％）  

・直接埋立率 1.6％（前年度 1.8％）  

・総資源化量 950万トン（前年度 978万トン）[ 2.9%減尐 ]  

・リサイクル率 20.5％（前年度 20.3％）［ 0.2%増 ］  

２．ごみ焼却施設の状況 

・ごみ焼却施設数は減尐。  

・１施設当たりの処理能力は微増。  

・発電設備を有する施設は全体の24.5％。総発電能力は増加。  

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


（平成21年度末現在） 

・施設数 1,243施設（前年度 1,269施設）［ 2.0%減 ］  

・処理能力 186,205トン/日（前年度 187,303トン/日）  

・１施設当たりの処理能力 150トン/日（前年度 148トン/日）  

・余熱利用を行う施設数 800施設（前年度 849施設）  

・発電設備を有する施設数 304施設（前年度 300施設）（全体の24.5％）  

・総発電能力 1,673千kW（前年度 1,615千kW）［ 3.6%増 ］  

３．最終処分場の状況 

・残余容量は平成10年度以降11年間続けて減尐、最終処分場の数は平成８年度以降、増減を繰り返し 

ながらも減尐傾向にあり、最終処分場の確保は引き続き厳しい状況。  

・最終処分量が減尐していることから、残余年数は微増。  

・関東ブロック、中部ブロック等では、最終処分場の確保が十分にできず、域外に廃棄物が移動し、 

最終処分が広域化。  

（平成21年度末現在） 

・残余容量 1億1,604万ｍ3（前年度 1億2,184万ｍ3） ［ 4.8%減 ］  

・残余年数 18.7年（前年度 18.0年）  

４．廃棄物処理事業経費の状況 

 ごみ処理事業経費は微増。  

・ごみ処理事業経費 18,256億円（前年度 18,169億円）  

 うち  

建設改良費 2,042億円（前年度 1,797億円）  

処理・維持管理費 15,056億円（前年度 15,301億円）  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 徳田、尾高、池上 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13550 

 

 

☆国連持続可能な開発のための世界会議関係  

＊パートナーシップによる持続可能な開発の達成に向けた取組の促進のためのワーク 

ショップ－2012年国連持続可能な開発のための世界会議（Rio+20）を契機として－ 

 2012年6月にブラジルで国連持続可能な開発のための世界会議（Rio+20）が開催されます。 

 このため、「環境と開発に関する国際連合会議」（リオサミット、UNCED）や「持続可能な開発に関す 

る世界首脳会議」（ヨハネスブルグサミット、WSSD）に係る国内外のフォローアップやRio+20の準備の 

状況を踏まえて関係者が議論することを通じて、Rio+20 の普及啓発を行うとともに、環境パートナーシ 

ップの推進を図ることを目的としてワークショップを開催します。  

１．日時 平成23年3月22日（火）14:00～17:00  

２．場所 地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）多目的スペース 

      東京都渋谷区神宮前5-53-70（国際連合大学内１階） 

      http://www.geoc.jp/intro/access.html  

http://www.geoc.jp/intro/access.html


３．主催・共催 主催 環境省  

        共催 国際連合大学 サステイナビリティと平和研究所（UNU-ISP） 

            地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）  

４．対象者  市民、NGO、企業、自治体、大学、政府（環境省）等、持続可能な開発に向けてのすべ 

ての関係者  

５．参加費  無料  

６．ワークショップへの参加について 

 ワークショップへの参加を希望される方は、3月14日（月）17:00（必着）までに希望者ごとにFAX 

又は電子メールにより、氏名、御連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）と「パートナーシップ 

による持続可能な開発の達成に向けての取組の促進のためのワークショップ」参加希望と明記の上、 

下記申込先まで御連絡ください。 

 なお、応募者が60名を超える場合には先着順とさせていただきますので御了承ください。 

 3月15日（火）に申込内容に記載の御連絡先にあて、御参加の可否をお知らせいたします。  

※参加申込先：「パートナーシップによる持続可能な開発の達成に向けた取組の促進のためのワーク 

ショップ」事務局 

 いであ株式会社  担当：井上彩子 

 電子メール：partnership@ideacon.co.jp 

 FAX：045-593-7624  

７．ワークショッププログラム（予定） 

14:00～14:05 開会挨拶 岡本 光之（環境省総合環境政策局民間活動支援室長）  

14:05～14:45 基調講演  

      [1]基調講演１（20分）：武内 和彦（国際連合大学副学長）  

      「持続可能な開発：国連と日本の役割」  

      [2]基調講演２（20分）：松下 和夫（京都大学大学院教授）  

      「リオ+20に期待すること－新たなパートナーシップは可能か－」  

14:45～15:00 Rio+20に向けたパートナーシップ推進の状況  

15:00～15:15 休憩  

15:15～16:55 パネルディスカッション（総合討論）  

      モデレータ 廣野 良吉（成蹊大学名誉教授）  

      パネリスト 有馬 利男（富士ゼロックス株式会社 相談役 特別顧問） 

             塚本 直也（環境省地球環境局国際連携課長） 

             古沢 広祐（國學院大學経済学部教授） 

             森 秀行（（財）地球環境戦略研究機関（IGES）所長） 

             その他、自治体から１名パネリストとして参加予定（調整中）  

16:55～17:00 閉会挨拶：荒井 眞一（国際連合大学上席研究員）  

（以上敬称略）  

 

担当：環境省総合環境政策局民間活動支援室 岡本、香具、渡邊 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13557 

mailto:partnership@ideacon.co.jp


 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会土壌農薬部会（第２８回）の開催について 

 ３月30日(水)に中央環境審議会土壌農薬部会（第28回）を開催いたします。 

 本会議は公開で行われます。  

１．日時 平成23年３月30日（水）13:00～15:00  

２．場所 厚生労働省６階共用第８会議室 

      （東京都千代田区霞が関１－２－２中央合同庁舎第５号館６階）  

３．議題 

(1)土壌汚染対策法施行規則等の見直しについて  

(2)農用地土壌汚染対策について  

(3)最近の農薬環境行政について  

(4)その他  

４．公開に関する取扱い 

(1)傍聴希望の方は、平成23年3月24日（木）（必着）までに、電子メール又は往復はがき（ＦＡＸは 

不可）で、「土壌農薬部会（第28回）の傍聴希望」と明記し、住所、氏名、電話番号、電子メールア 

ドレス及び所属を御記入の上、下記の傍聴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。 

  往復はがきによる申込みの場合には必ず返信の宛先を明記してください。なお、傍聴可能人数は 

20名を予定しており、傍聴希望者が傍聴可能人数を超えた場合には、抽選により傍聴者を決定させ 

ていただきます。 

  なお、同一社・団体等から２名以上の傍聴希望があった場合には、各社・団体等から１名ずつと 

させていただきます。  

(2)傍聴の可否の結果は、３月25日（金）に申込者全員に対して電子メール又は、はがきの返信によ 

りお知らせいたします。  

(3)電子メールで申し込まれた方は、当方からの返信メールを印刷したものを、また往復はがきで申 

し込まれた方は当方からの返信はがきを傍聴券といたしますので、傍聴の際には必ず御持参願います。 

  なお、当日は、傍聴の受付に当たり、身分を証明するもの（社員証、免許証など）を御提示いた 

だく場合がございますので、あらかじめ御了承ください。  

(4)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、３月24日（木）までに事前登 

録を行ってください。 

  （カメラ撮りは冒頭のみとさせていただきます。）  

(5)会議資料の配付は会議終了後に行います。会議終了前の資料配付は行い ません。 

  ただし、資料の数には限りがありますので、無くなり次第、配布を終了いたします。 

  なお、会議資料は、後日、環境省ホームページ

（http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10.html）に掲載いたしますので御参照ください。  

５．連絡先 

環境省水・大気環境局土壌環境課内 

中央環境審議会土壌農薬部会事務局 担当：布施、高橋、新江 

http://www.env.go.jp/council/10dojo/yoshi10.html


〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

直通：03-5521-8321 

代表：03-3581-3351(内線6655・6657) 

FAX：03-3501-2717 

電子メールアドレス：mizu-dojo@env.go.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課中央環境審議会土壌農薬部会事務局 柴垣、根木、紺野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13558 

 

 

＊中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会容器包装の３Ｒ推進に関する小委員会（第11 

回）の開催について 

 標記の会議につきましては、下記のとおり傍聴者を募り、公開形式で開催することとなりましたので、 

お知らせいたします。  

        記  

１．日時 平成23年３月28日（月） 14：00～16：30  

２．場所 全国都市会館 3階 第１会議室（東京都千代田区平河町2-4-2）  

３．議題（案） 

（１）容器包装の３Ｒについての最近の取組状況について  

（２）事業者の容器包装の３Ｒについての最近の取組状況について  

（３）その他  

４．公開に関する取扱い 

 公開に関する具体的な取扱いは、以下のとおりですので、傍聴を希望される方は、これに沿って必 

要な手続等を行ってください。  

（１）傍聴希望者は、３月16日（水）15:00（必着）までに、傍聴希望者ごとに電子メール又ははが 

きにより、住所、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号及び電子メールでお申し込みの場合は件名に「廃 

棄物・リサイクル部会（容リ小委員会）傍聴希望」と御記入の上、次の宛先までお申し込みくだ 

さい。 

宛先：〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

    環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課 

     リサイクル推進室宛  

E-Mail：YOURIHOU@env.go.jp  

（２）傍聴希望者数が多数あった場合は、抽選により傍聴できる方を選定することといたします。  

（３）傍聴の可否につきましては、電子メールでお申し込みの場合は返信メール、はがきでお申し込 

みの場合は別途御連絡いたしますので、傍聴ができる旨のメール等の連絡を受け取った方は、当 

日、会場への入場の際、返信メールを印刷したもの等及び身分を証明するものを御提示ください。  

（４）傍聴者は、別紙に掲げる事項を遵守してください。遵守されない場合には、御退場いただく場 

合があります。  

mailto:mizu-dojo@env.go.jp
mailto:YOURIHOU@env.go.jp


 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室  森下、近藤、高見、沼田、 

村上、平澤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13565 

 

 

＊中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会（第15回）の開催について 

  ３月22日（火）に中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会（第15回）を開催いたし 

ます。 

 本専門委員会では、環境基準健康項目の見直し等についての検討を行います。 

 なお、会議は公開で行われます。  

１．日時 平成23年３月22日（火）15:00～17:00  

２．場所 中央合同庁舎第５号館22階 環境省第１会議室 

      （東京都千代田区霞が関１－２－２）  

３．議題（仮） 

（１）「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて（第３次報告）（案）」 

に対するパブリックコメントの実施結果について  

（２）「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて（第３次報告）（案）」 

について  

（３）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、平成23年３月16日（水）17時まで（必着）に健康項目専門委員会（第 

15回）の傍聴希望」と明記し、氏名、連絡先（電子メールアドレス、電話番号、ＦＡＸ番号）、 

職業（所属、役職）を記入の上、下記連絡先までメール、ＦＡＸ、又は往復はがきにて御登録く 

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（40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、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。  

（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３月16日（水）17 

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 

環境省水・大気環境局水環境課 担当：鈴木 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ：03-5521-8314 

ＦＡＸ：03-3593-1438 



電子メール：mizu-kikaku@env.go.jp  

（会場地図） 

http://www.env.go.jp/annai/map.html  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課中央環境審議会水環境部会環境基準健康項目専門委員会事務局 吉 

田、富坂、鈴木 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13570 

 

 

☆環境コミュニケーション関係  

＊環境コミュニケーション・シンポジウムの開催について 

 環境省、サステナビリティ・コミュニケーション・ネットワーク（NSC）、（財）地球・人間環境フォ 

ーラムの共催により、「環境コミュニケーション・シンポジウム」を、平成23年３月15日（火）13時30 

分より、ニッショーホール（東京都港区虎ノ門）にて開催します。  

【環境コミュニケーション・シンポジウム】 

日時：平成23年３月15日（火） 13:30～17:00  

会場：ニッショーホール（東京都港区虎ノ門２丁目９番16号）  

（概要） 

 昨今、環境問題に関わる議論が国際的にも活発に行われ、様々な環境規制や環境に係わる制度 

が整備されています。 

環境問題への対応は、特にグローバル展開を志す企業において必須の経営マターになるとともに、 

環境問題をビジネスチャンスとして、経営の中心に位置付け積極的に取り組む事例も増えていま 

す。 

 このような中、企業は、資源枯渇、環境汚染、気候変動などの環境問題に戦略的に対応し、か 

つ自らの企業価値の向上に結びつける、いわゆる“戦略的環境経営”を推し進めていく必要があ 

ります。また、企業が管理すべき環境情報は、サプライチェーンといった取引先も含めたより広 

い範囲へと広がりつつあります。 

 こうした社会の流れを受け、このたび「戦略的環境経営と情報開示～グローバル展開における 

戦略的環境経営と環境情報管理～」をテーマとしたシンポジウムを開催します。 

基調講演には、積水化学工業株式会社 代表取締役会長 日本経団連自然保護協議会会長 大久 

保尚武氏をお迎えし、“環境経営”について、お話いただきます。続いて環境経営、環境情報で 

ご見識の高い上智大学 上妻義直教授に、環境経営の方向性と環境情報開示の国際的動向に関して 

ご講演いただき、その後、企業関係者、有識者等らによるグローバル市場における環境情報管理 

の実務的な課題や、サプライチェーンマネジメントを通じた環境経営をテーマにパネルディスカ 

ッションを行います。 

 企業の環境・CSRご担当様はもとより、環境を軸とした日本企業の戦略的環境経営についてご関 

心のある皆様にご参加いただければ幸いです。  

 なお、今回のシンポジウムに参加された皆様には、事業者の優れた環境報告事例を取りまとめ 

た冊子「平成22年度 環境報告 優良事例集」を配布する予定です。  

mailto:mizu-kikaku@env.go.jp
http://www.env.go.jp/annai/map.html


（プログラム 予定） 

13:30～13:40 開会挨拶 

         環境省 総合環境政策局長  

13:40～14:20 基調講演 

         積水化学工業株式会社 代表取締役会長 大久保 尚武氏 

     「積水化学グループの環境経営～エコノミーとエコロジーの両立を目指して」（仮題）  

14:20～14:50 講演 

         上智大学経済学部教授 上妻 義直氏 

          「環境経営の方向性と環境情報開示の国際的動向」  

14:50～15:10 休憩  

15:10～16:40  パネルディスカッション 

         （テーマ） 

           グローバル展開する上での環境情報管理の実務的な課題 

           サプライチェーンマネジメントを通じた環境経営  

〔パネリスト〕（予定・五十音順）  

赤羽 真紀子氏 （CSRアジア東京事務所 日本代表）  

佐野 由利子氏 （味の素株式会社環境・安全部）  

竹ケ原 啓介氏 （株式会社日本政策投資銀行 事業開発部 CSR支援室長）  

冨田 勝己氏 （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）  

野村 浩一氏 （富士ゼロックス株式会社 CSR部企画グループ長）  

〔コーディネーター〕  後藤 敏彦氏 （NSC代表幹事／環境監査研究会代表幹 

事）  

16:50～17:00 閉会挨拶  

【環境コミュニケーション・シンポジウムの申込み方法】 

・参加を希望される方は、下記フォームよりお申し込みください。 

  URL：https://pro.form-mailer.jp/fms/3878137115424  

・参加可能な方へは、受講票をメールにて送付致します。  

・参加申込締切は、平成23年３月11日（金）12：00と致します。 

  ただし、定員（500名）になり次第受付は締め切ります。  

【環境コミュニケーション・シンポジウム問い合わせ先】 

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=13561 
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☆公害健康被害補償関係  

＊公害健康被害補償不服審査会裁決について（大気系疾病関係） 

 公害健康被害補償不服審査会は、公害健康被害の補償等に関する法律に基づいて行われた、大気系疾 

病被認定者の認定の取消処分を不服として審査請求をされている事件１件について、平成２３年３月２ 

日付けで裁決を行った。裁決は棄却である。  

１ 裁決年月日 平成２３年３月２日（水）  

２ 件数 １件（詳細は別紙）  

３ 内訳 棄却１件  

 

担当：環境省総合環境政策局環境保健部企画課公害補償審査室（公害健康被害補償不服審査会事務局）  

森田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13564 

 

 

☆エコツーリズム関係  

＊第２回エコツーリズム推進方策検討会の開催について 

平成23年３月18日（金）に、第２回エコツーリズム推進方策検討会を開催します。傍聴を希望される方 

は、下記によりお申し込みください。  

１．開催日時 平成23年３月18日（金）10:00～12:00  

２．開催場所 経済産業省別館10階 1012号室 

         （〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1）  

３．議題 

（１）エコツーリズムに取り組む団体からのヒアリング 

     （株式会社ジェイティービー、飯能市、ＮＰＯ法人ねおす）  

（２）意見交換  

（３）その他  

４．傍聴 

 検討会は公開です。傍聴を希望される方は、件名に「第２回エコツーリズム推進方策検討会の傍聴 

希望」と明記し、【氏名（フリガナ）】、【住所】、【電話番号】、【電子メールアドレス又はＦＡ 

Ｘ番号】、【勤務先又は所属団体】を御記入の上、平成23年３月11日（金）17:00（必着）までに下 

記の申込先まで電子メール又はＦＡＸにてお申し込みください。  

５．申込先 

環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室 

電子メール：Fureai_Prize@env.go.jp 

ＦＡＸ：０３－３５０８－９２７８  

６．申込みに係る留意事項 

・複数名の申込みの場合も、お一人ずつお申し込みください。  

・傍聴希望者が多数の場合は、先着順といたします。なお、当選の発表は傍聴券の発送をもって変え 

mailto:Fureai_Prize@env.go.jp


させていただきます。  

・こちらからの返信を傍聴券といたします。当日は、傍聴券を印刷の上、御本人確認できるものと合 

わせて必ずお持ちください。  

・会議の時間は、会場の都合上、若干前後する可能性があることを御了承ください。  

・報道関係者の方は、申込の際に「報道関係者」と記載してください。カメラ撮影を希望の場合は、 

その旨も記載してください。  

７．傍聴での留意事項 

 以下について守られない場合は退場していただくことがあります。  

・申込者の代理の傍聴は認めません。  

・事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。  

・静粛を旨とし、審議の妨害となるような行為は慎んでください。  

・携帯電話等はマナーモードに設定するなどして呼び出し音が出ないようにして傍聴してください。  

・審議中に、写真撮影、ビデオ撮影及び録音をすることはできません。  

・会議の開始前後を問わず、会議場内において、委員等に対して抗議又は陳情等はお断りします。  

・その他、事務局の指示に従うようお願いします。  

・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。  

 

担当：環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室 堀上、中塚、大野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13567 

 

 

☆バイオエタノール関係  

＊「沖縄バイオエタノール国際シンポジウム」の開催について 

 環境省では、バイオエタノール混合ガソリンの導入拡大に向けて、バイオエタノールの原料となるサ 

トウキビの主要生産地である沖縄において、３月２８日と２９日に「沖縄バイオエタノール国際シンポ 

ジウム～温暖化対策のためのバイオエタノールの導入について」を開催いたします（参加無料、１日目 

は日英同時通訳あり）。参加を御希望の方は、インターネット又はＦＡＸでお申し込みください。  

１．背景 

 再生可能エネルギーの導入拡大は、地球温暖化対策の推進のための主要施策の１つであり、昨年６ 

月に閣議決定されたエネルギー基本計画において、２０２０年までに一次エネルギーに占める再生可 

能エネルギーの割合について１０％に達することを目指すとされており、とりわけバイオ燃料につい 

ては、２０２０年に全国のガソリンの３％相当以上の導入を目指すこととされています。 

 こうした中、環境省では、首都圏、近畿圏及び沖縄県宮古島において、バイオエタノール３％直接 

混合ガソリン（Ｅ３）の実用化に向けた実証事業を進めるとともに、今後導入が期待される１０％直 

接混合ガソリン（Ｅ１０）についての試験走行実証等を実施しているところです。 

 環境省では、バイオエタノールの更なる導入拡大に向けて、国内外のバイオエタノールをめぐる状 

況やバイオエタノールの持続可能性についての講演、専門家・有識者等によるバイオエタノールの普 

及に向けたパネルディスカッション、バイオエタノールの生産・利用を行っている全国各地の取組事 

例の紹介等からなる、国際シンポジウムを開催することとしました。 



本シンポジウムは、バイオエタノールの原料となるサトウキビの主要生産地である沖縄で開催します。  

２．開催概要 

○名称：環境省委託事業「沖縄バイオエタノール国際シンポジウム～地球温暖化対策のためのバイオ 

エタノールの導入について」  

○主催：沖縄バイオエタノール国際シンポジウム実行委員会（事務局：日伯エタノール株式会社）  

○後援：内閣府沖縄総合事務局、沖縄県、那覇市、沖縄県市長会、沖縄県町村会  

○協力：沖縄県経済団体会議、沖縄県経営者協会、沖縄県商工会議所連合会、沖縄県工業連合会、沖 

縄県商工会連合会、沖縄県中小企業団体中央会、沖縄県農業協同組合中央会、一般社団法人沖 

縄県レンタカー協会、社団法人沖縄県トラック協会、社団法人沖縄県ハイヤー・タクシー協会、 

社団法人日本観光協会、沖縄県地球温暖化防止活動推進センター  

○日時：平成２３年３月 ２８日（月）１０：００～１６：３０（９：３０開場） 

              ２９日（火）１０：００～１２：００（９：３０開場）  

○会場：沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ ２Ｆ 彩海 

      〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎2-46 

      （ゆいレール 壺川駅下車徒歩約１０分／「旭橋」バス停下車徒歩約５分）  

○プログラム（敬称略）：３月２８日（月）午前（日英同時通訳あり） 

           開会式  

         ・開会挨拶 東京電力株式会社取締役会長 勝俣 恒久  

         ・来賓挨拶 環境大臣 松本 龍  

         ・来賓挨拶 駐日ブラジル大使 マルコス・ベゼーハ・アボッチ・ガウ 

ヴォン  

         ・来賓挨拶 沖縄県知事 仲井眞弘多  

          基調講演  

         ・東京大学大学院助教 小宮山 涼一  

         ・株式会社豊田中央研究所代表取締役 瀧本 正民  

         ・ペトロブラス日本代表 南西石油株式会社代表取締役社長 オズワル 

ド・ 川上  

         ・ブラジル国カンピナス州立大学客員研究員 イザイアス・デ・マセド  

           ３月２８日（月）午後（日英同時通訳あり） 

          報告  

         ・「地球温暖化対策としてのバイオエタノールの導入」 

          環境省地球環境審議官 寺田 達志  

          討論  

        地球温暖化対策としてのバイオエタノールの普及について  

         ・コメンテーター： 経済産業省元事務次官 北畑 隆生 

               早稲田大学創造理工学部総合機械工学科教授 草鹿 仁 

               日本エネルギー経済研究所理事 星 尚志 

               株式会社三井物産戦略研究所シニアプロジェクトマネージ                                                            

               ャー 宇野 博志  

琉球大学名誉教授 尚 弘子  



         ・コーディネーター：ＮＨＫ解説委員 嶋津 八生  

           ３月２９日（火）午前 

         事例紹介  

         ・北海道十勝清水地域（北海道バイオエタノール株式会社）  

         ・北海道苫小牧地域（オエノンホールディングス株式会社）  

         ・新潟地域（全国農業協同組合連合会）  

         ・関西地域（大阪府）  

         ・宮古島地域（株式会社りゅうせき）  

         ・首都圏（日伯エタノール株式会社）  

         ・沖縄電力（沖縄電力株式会社）  

            ※プログラムは予告なく変更になる場合があります。御了承ください。  

３．申込方法 

 参加は無料です。参加御希望の方は、沖縄バイオエタノール国際シンポジウムウェブサイト内の応 

募フォーム、又はＦＡＸでお申し込みください。応募多数の場合は先着順とさせていただきます。  

・沖縄バイオエタノール国際シンポジウムウェブサイト 

   http://www.okinawa-bioethanol.jp/  

・ＦＡＸでお申し込みの場合は、郵便番号、住所、名前（必ず個人名を記入）、所属（会社名等）、 

電話番号、参加希望日（２８日、２９日又は両日）、参加人数を明記して、事務局（ＦＡＸ：０９８ 

－９４３－１７６２）に送信してください。  

※申込受付後、事務局より参加票をお送りします。  

※個人情報は適切に管理し、沖縄バイオエタノール国際シンポジウムの連絡のみに使用します。  

４．お問い合わせ先 

沖縄バイオエタノール国際シンポジウム実行委員会事務局 

電話：０９８－９４３－１７６２（平日午前９時～１２時、午後１時～５時２０分） 

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 高橋、立川、平塚、工藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13568 

 

 

☆水質汚濁法関係  

＊水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について 

 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案が、本日３月８日（火）に閣議決定されました。  

１．改正の趣旨 

 地下水は一般に水質が良好で、水温の変化が尐ないこと等から、我が国では、身近にある貴重な淡 

水資源として広く利用されてきました。 

 現在でも、都市用水（生活用水及び工場用水）の使用量のうち約25％を占めている（平成19年度） 

ほか、災害時等緊急時の水源としても重要です。 

 しかしながら、近年の調査によって、工場又は事業場からのトリクロロエチレン等の有害な物質の 

漏えいによる地下水汚染事例が、毎年継続的に確認され、その中には、事業場等の周辺住民が利用す 

http://www.okinawa-bioethanol.jp/


る井戸水から検出された例もあることが判明しました。 

 これらは、事業場等における生産設備・貯蔵設備等の老朽化や、生産設備等の使用の際の作業ミス 

等による有害な物質の漏えいが原因の大半でした。 

 一方、地下水は、いったん汚染されると多くの場合は回復が困難なため、汚染を未然に防止するこ 

とが非常に重要です。 

 このような現状にかんがみ、地下水汚染の効果的な未然防止を図るため、「水質汚濁防止法の一部 

を改正する法律案」を閣議決定し、第177回通常国会に提出するものです。  

２．法律案の概要 

（１）有害物質を貯蔵する施設の設置者等についての届出規定の創設 

 有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し、当該施設の構造、設備、使用の方法等についての 

届出を義務付けるものとする。  

（２）基準遵守義務の創設 

 有害物質を貯蔵する施設の設置者等（※）は、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図る 

ため、構造等に関する基準を遵守しなければならないこととする。  

（※）有害物質を貯蔵する施設（有害物質貯蔵指定施設）及び有害物質使用特定施設（特定地下 

浸透水を浸透させる者を除く。）の設置者が（２）～（４）の措置の対象。  

（３）基準遵守義務違反時の改善命令の創設 

[1]計画変更命令等 

 都道府県知事は、届出があった場合、当該施設が基準に適合していないと認めるときは、構 

造等に関する計画の変更または廃止を命ずることができることとする。  

[2]改善命令 

 都道府県知事は、有害物質を貯蔵する施設の設置者等が、構造等に関する基準を遵守してい 

ないと認めるときは、構造等の改善、施設の使用の一時停止を命ずることができることとする。  

  なお、既存施設については、（２）と（３）の適用は、施行後３年間猶予する。  

（４）定期点検義務の創設 

 有害物質を貯蔵する施設の設置者等に対し、定期的にその施設の構造等を点検し、その点検結 

果の記録に加え、その記録の保存を義務付けることとする。  

３．施行期日 

 公布の日から起算して１年を超えない範囲内において政令で定める日とする。 

 

担当：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、唐沢、遠藤 

    環境省水・大気環境局水環境課 吉田、永浜、松浦、江藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13573 

 

 

☆農薬飛散リスク関係  

＊平成22年度農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会（第２回）の開催について 

 平成22年度農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会（第２回）を以下のとおり開催いたします。 

なお、本会議は公開で行われます。  



 環境省では、平成22年度から無人ヘリコプターによる農薬散布を対象に、農薬の大気経由による人へ 

の健康影響に関するリスク評価・管理手法について検討を行うため、農薬の大気経由による影響評価事 

業を実施しております。 

 本事業を進めるに当たって、以下のとおり、平成22年度農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会 

（第２回）を開催します。  

１．日時 平成23年３月15日（火）14:30～16:30  

２．場所 法曹会館（高砂の間） 

      東京都千代田区霞ヶ関１－１－１ 

       TEL 03-3581-2146  

３．議題 

（１）第１回農薬吸入毒性評価部会について（報告）  

（２）農薬飛散実態調査について  

（３）その他  

４．公開に関する取扱い 

（１）傍聴可能人数 

 傍聴可能人数は、20名を予定しています。傍聴希望の方が20名を超えた場合は、抽選とさせて 

いただきます。 

 なお、その際、同一社・団体等から２名以上の傍聴希望があった場合には、同一社・団体等か 

らお１人ずつとさせていただいた上で、抽選を実施いたします。  

（２）申込要領 

 傍聴希望の方は、平成23年３月11日（金）17：00（必着）までに、電子メール（テキスト形式 

で提出してください。 

添付ファイルによるお申込みは御遠慮願います。）、ＦＡＸ又は往復はがきで、「平成22年度第 

２回農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会傍聴希望」と明記し、郵便番号、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）及び所属を御記入の上、下記 

（６．申込先）までお申し込みください（電話は不可）。 

お申込みは傍聴希望者お１人につき１通とさせていただきます。また、往復はがきでお申し込み 

される場合、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。 

 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ＦＡ 

Ｘ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）その他 

 会議の傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらをお守りいただけない場合は、 

傍聴をお断りすることがあります。  

[1]事務局の指示した場所以外に立ち入らないこと。  

[2]写真撮影やビデオカメラ等の使用はしないこと。また、携帯電話等の電源は必ず切って傍聴す 

ること。  

[3]傍聴中は静粛を旨とし、飲食・喫煙等を慎むこと。  



[4]会議における言論に対する賛否の表明や拍手をしないこと。  

[5]会議場内等において、チラシ類の配布、プラカードの提示等を行わないこと。  

[6]その他、事務局職員の指示に従うこと。  

５．報道関係者の皆さまへ 

 カメラ撮影を御希望の報道関係の方は、あらかじめ下記（６．申込先）まで御連絡ください。なお、 

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。  

６．申込先 

財団法人 残留農薬研究所内 

平成22年度農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会事務局 

担当：試験事業部 企画課 黒滝 美音子 

〒303-0043 茨城県常総市内守谷町4321番地 

TEL：0297-27-4856 

FAX：0297-27-1225 

E-mail：kikakuka@iet.or.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理 西嶋、荒木、三好 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13574 

 

 

☆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/ 

mailto:kikakuka@iet.or.jp

