
☆地球温暖化関係  

＊「カーボン・オフセットの取組に係る信頼性構築のための情報提供ガイドライン 

（Ver.1.1）」に係る意見募集について 

・環境省では、カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を構築し、その取組に係る透明性を高める 

ことを目的に、平成20年10月に、「カーボン・オフセットの取組に係る信頼性構築のための情報提供ガ 

イドライン（ver.1.0）」を策定しました。  

・当該ガイドラインを運用する中で出てきた論点を踏まえて、本ガイドライン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係る信頼性構築のための情報提供ガイドライン（ver.1.1）  

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係る信頼性構築のための情報提供ガイドライン（ver.1.1）」 

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、 
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「カーボン・オフセットの取組に係る信頼性構築のための情報提供ガイドライン（ver.1.1）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=13586 

 

 

＊「カーボン・オフセットの対象活動から生じるＧＨＧ排出量の算定方法ガイドライン 

（ver.2.0）」に係る意見募集について 

・環境省では、カーボン・オフセットの対象となるＧＨＧ排出量を算定するための具体的な手段を示す 

ために、平成20年10月に、「カーボン・オフセットの対象活動から生じるＧＨＧ排出量の算定方法ガイ 

ドライン」を策定しました。  

・当該ガイドラインを運用する中で出てきた論点を踏まえて、本ガイドライン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・オフセットの対象活動から生じるＧＨＧ排出量の算定方法ガイドライン（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。  

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


＜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・オフセットの対象活動から生じるＧＨＧ排出量の算定方法ガイドライン 

（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・オフセットの対象活動から生じるＧＨＧ排出量の算定方法ガイドライン（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=13587 

 

 

＊温室効果ガス「見える化」推進戦略会議 日常生活からの温室効果ガスの「見える化」 

に関する分科会の開催（第１０回）について 

 温室効果ガス「見える化」推進戦略会議 日常生活からの温室効果ガスの「見える化」に関する分科 

会（第１０回）を下記のとおり開催します。なお、会議は公開とします。  

mailto:carbon-offset@env.go.jp
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１．日時 平成２３年３月１８日（金）１５：００～１７：００  

２．場所 主婦会館 プラザエフ クラルテ（地下2F） 

      （住所）東京都千代田区六番町15番地  

３．議題（予定） 

（１）日常生活から排出される温室効果ガス排出量の「見える化」の効果実証事業について  

（２）日常生活CO2情報提供ツール（CO2みえーるツール）の更新について  

（３）その他  

４．傍聴 

 傍聴をご希望の方は、３月１６日（水）１２：００まで（必着）に、[1]氏名、[2]住所、[3]電話 

番号、[4]勤務先、[5]連絡先E-mailアドレスを明記の上、下記申し込み先まで、E-mailにて登録くだ 

さい。お申し込みは、傍聴希望者1名につき1通とさせていただきます。 

 件名は必ず「温室効果ガス「見える化」推進戦略会議 日常生活分科会（第１０回）傍聴希望」と 

記載ください。 

 希望者多数の場合は抽選とし、傍聴をお断りする方にのみ、傍聴登録先より３月１７日（木）１２： 

００までにE-mail等にてご連絡しますので、予めご了承ください。なお、登録なき場合は、傍聴をお 

断りすることがあります。 

 また、傍聴受付につきましては、（株）三菱総合研究所に委託して実施しております。  

※マスコミ関係の方は取材登録をお願いいたします。３月１６日（水）１２：００（必着）までに、 

下記連絡先までE-mailでお申し込みください。 

 カメラ撮りをご希望の方は、その旨もお申し出ください。カメラ撮りは会議の冒頭のみでお願いし 

ます。  

 ＜傍聴登録先＞株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部 

 東京都千代田区永田町2-10-3 

 担当：野本、永村、馬場、森部 

 E-mail:mieruka-mtg@mri.co.jp  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 高橋、杉本、福井、小澤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13590 

 

 

＊事業者の提供する商品・サービスに係る温室効果ガス排出量「見える化」の評価・広 

報事業 成果報告会の開催について 

 近年、家庭や企業にて電気などの使用状況をリアルタイムに把握できる機器など、エネルギーの使用 

量や温室効果ガスの排出量を定量的に表示する「見える化」の商品・サービスが増えてきており、その 

「見える化」による削減効果にも注目が集まっています。 

 環境省では、このような商品・サービスの効果について評価・検証する事業を行ってきましたが、こ 

のたび、その結果を取りまとめましたので、成果報告会を開催し、広く公表することにいたしました。 

 採択事業者と自由に意見交換できる時間も用意しておりますので、「見える化」の機器商品・サービ 

スによって温室効果ガスの排出削減を図りたいと考えられている方をはじめ、このような技術の開発を 
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実施している方や評価方法にお困りの方など、皆様奮ってご参加ください。  

１．開催趣旨 

 環境省では、エネルギーの消費に伴う温室効果ガスの発生状況等を定量的に情報提供する機能を持 

った「見える化」の商品やサービスが普及することによる温室効果ガスの排出削減効果の評価・検証 

方法を行うとともに、これらの普及を促進させるための広報事業を実施しています。 

 この度、本年度採択７件に関する成果（対象商品・サービスの「見える化」による利用者の行動変 

容、それによる温室効果ガス排出削減量の効果等）、及び昨年度採択２件の現状や普及状況について 

報告会を実施し、広く公表することにいたしました。  

※本事業の詳細情報は、本事業専用ホームページ（http://rt-mieruka.mri.co.jp/jigyousha/）をご 

参照ください。  

２．開催概要 

■日時：平成２３年３月２３日（水） １３：３０～１７：００  

■場所：都道府県会館 1F 101会議室（東京都千代田区平河町2-6-3）  

■参加費：無料  

■定員：１００人（希望者多数の場合、先着順とさせていただきます。）  

３．進行プログラム（予定） 

■開会挨拶  

■第一部：本年度事業の成果発表 

   ・本年度の7つの採択事業について、各事業者から成果発表を行います。  

■交流：発表事業者との自由な意見交換 

   ・発表事例について詳しく知ることができます。 

   ・なお、実機展示や交流スペースも用意しております。  

■第二部：昨年度事業のご紹介 

   ・平成21年度に本事業に参加した２社（予定）から、「見える化」商品のその後の普及状況に 

ついてご紹介します。  

■交流：発表事業者との自由な意見交換 

   ・最後にも意見交換の時間を設けます。  

※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 

ことをご承知おきください。  

４．参加の申込方法等 

 参加をご希望の方は、３月１８日（金）１２：００まで（必着）に、[1]氏名、[2]住所、[3]電話 

番号、[4]勤務先、[5]連絡先E-mailアドレスを明記の上、下記申し込み先まで、E-mailにてお申し込 

みください。 

 お申し込みは、参加希望者1名につき1通とさせていただきます。件名は必ず「温室効果ガス「見え 

る化」の評価・広報事業の成果報告会参加希望」と記載ください。希望者多数の場合は先着順とし、 

参加をお断りする方にのみ、参加登録先より３月１８日（金）１８：００までにE-mail等にてご連絡 

しますので、予めご了承ください。なお、登録なき場合は、参加をお断りすることがあります。 

また、参加申込の受付につきましては、（株）三菱総合研究所に委託して実施しております。  

※マスコミ関係の方は取材登録をお願いいたします。３月１８日（金）１２：００（必着）までに、 

下記連絡先までE-mailでお申し込みください。 

http://rt-mieruka.mri.co.jp/jigyousha/


 カメラ撮りをご希望の方は、その旨もお申し出ください。  

＜参加お申し込み先＞ 

株式会社三菱総合研究所環境・エネルギー研究本部 

東京都千代田区永田町2-10-3 

担当：山田、永村、宮原、豊田 

E-mail：mieruka-jimtg@mri.co.jp  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 高橋、杉本、福井、小澤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13591 

 

 

☆生物多様性関係  

＊未判定外来生物の判定に係る意見の募集（パブリックコメント）について 

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則（平成17年５月25日農林水産 

省・環境省令第２号）」に基づき未判定外来生物に指定されている、たてがみとかげ科のアノリス・ア 

ルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスを輸入しようとする者から「特定外来生 

物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。）」 

第21条に基づく届出がありました。 

 当該種の生態系等への被害の可能性などについて特定外来生物等専門家会合の各委員に意見聴取した 

ところ、「生態系に係る被害を及ぼすおそれがあり、特定外来生物の指定対象とすることが適切である」 

との意見が得られました。 

 これを踏まえ、特定外来生物に指定することに関し、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、 

３月11日（金）から４月10日（日）までの間、パブリックコメントを実施いたします。  

＜未判定外来生物に係る規制について＞ 

 外来生物法第21条の規定に基づき、生態系等に係る被害を及ぼすおそれが疑われる外来生物が未判 

定外来生物として主務省令で定められており、これらの輸入が制限されています。 

未判定外来生物を輸入しようとする者は、あらかじめ主務大臣に届け出る必要があり、この届出が出 

された場合、主務大臣は届出を受理した日から６ケ月以内に、届出のあった未判定外来生物について 

生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあるか否かを判定することとされています。  

＜今回判定を行う必要のある未判定外来生物について＞ 

○未判定外来生物の種類： アノリス・アルログス（Anolis allogus）、アノリス・アルタケウス（Anolis  

aluaceus）及びアノリス・ホモレキス（Anolis homolechis） 

○届出の受理日： 平成22年11月17日（水）  

○評価及び方針： 平成23年１月24日に特定外来生物等分類群専門家グループ会合（爬虫類・両生類） 

を開催し、生態系等への被害の可能性等について検討を行いました。その検討結果 

について特定外来生物等専門家会合の各委員に文書による意見聴取を行ったとこ 

ろ、「アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキス 

は生態系等に係る被害を及ぼすおそれがあり、特定外来生物に指定するのが適当で 

ある」との意見を得ました（別添資料参照）。 

mailto:mieruka-jimtg@mri.co.jp


         これを踏まえ、外来生物法第２条第１項に基づき、アノリス・アルログス、アノ 

リス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスを特定外来生物として指定すること 

とします。  

＜意見の募集について＞ 

１．意見募集対象の内容 「外来生物法第２条第１項に基づき、アノリス・アルログス、アノリス・ 

アルタケウス及びアノリス・ホモレキスを特定外来生物に定めること。」  

２．意見募集期間 平成23年３月11日（金）～平成23年４月10日（日）17：00まで  

３．意見の提出方法  御意見のある方は別紙の「意見募集要項」に沿って郵送、FAX又は電子メー 

ルにて提出してください。 

      意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。 

      皆様から頂いた御意見は、募集期間終了後、御意見の概要とそれについての考え方を取 

りまとめた上で公表する予定です。 

      なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。 

 

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、阿部、大澤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13585 

 

 

☆大気汚染防止・水質汚濁防止関係  

＊大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 

及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について 

 第174回通常国会において成立した大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律（平成22 

年法律第31号。 

以下「改正法」という。）に関し、「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行 

期日を定める政令」及び「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が本日３月11日（金）に閣議 

決定されました。  

１．改正の趣旨 

 改正法附則第１条の規定に基づき、同法の施行期日を定めるとともに、同法の施行に伴い、並びに 

水質汚濁防止法第２条第４項及び第28条第１項の規定に基づき、水質汚濁防止法施行令の一部を改め 

るものです。  

２．概要 

 政令の主な内容は、以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照ください。  

（１）大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令改正法の施 

行期日を平成23年４月１日とする。  

（２）水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 

 指定物質として、新たにホルムアルデヒド等52物質を指定する。  

 

担当：環境省水・大気環境局総務課 粕谷、大武、一井 

    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=13589 

 

 

＊平成21年度地下水質測定結果について 

 水質汚濁防止法（以下「水濁法」という。）第15条及び第16条に基づき、国、都道府県及び水濁法の 

事務を実施する市では毎年度、水濁法に定められた有害物質（28項目：平成21年度末現在）について、 

地下水質を測定しています。 

 この度、環境省ではこれらの測定結果と、全国の地下水汚染事例における汚染原因・対策等の状況を 

把握するための調査の結果を取りまとめました。 

 全国的な地下水質の状況についてみると、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）が過去５年間に環境基準を超 

過した井戸がある市町村は402で、全市町村の23％を占めました。この環境基準を超過した井戸がある市 

町村の割合は、重金属では22％、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素では31％でした。 

 地域の全体的な状況を把握するための調査である「概況調査」の結果をみると、全体の環境基準超過 

率（何らかの項目で環境基準を超過した井戸数／全調査井戸数）は5.8％でした。  

 

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、遠藤、堀内 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13592 

 

 

＊「今後の水環境保全の在り方について（取りまとめ）」について 

 環境省では、今後の水環境施策の方向性を検討するため、平成21年９月に「今後の水環境保全に関す 

る検討会」（座長：須藤 隆一 東北大学大学院工学研究科 客員教授）を設置し、検討を進めてきました。 

 このたび、同検討会において「今後の水環境保全の在り方について（取りまとめ）」が取りまとめら 

れましたので、お知らせします。 

 本取りまとめは、これからの目指すべき方向、望ましい水環境像や保全の目標、そして今後の取組に 

ついての考え方を示すとともに、今後の取組に当たって考慮すべき事柄として４つの観点を提案してい 

ます。 

 環境省では、今後、本取りまとめを各種施策に反映し、具体的な取組を進めていくこととしています。  

１．背景 

 我が国では、いわゆる旧水質二法（公共用水域の水質の保全に関する法律及び工場排水等の規制に 

関する法律）が施行されてから半世紀が過ぎ、かつての激甚な水質汚濁は改善されてきましたが、閉 

鎖性水域においては必ずしも水質の改善が十分ではなく、また、多様な有害物質による土壌や地下水 

の汚染等の懸念が生じているなど、環境保全上の目標やリスク管理の在り方を含め、新たな施策の展 

開が求められています。 

 一方、地球温暖化に伴う気候変動が、降雨量や水生生物の生息環境に変化をもたらすことが懸念さ 

れるなど、21世紀において、水環境問題は地域の汚染問題から地球的規模の問題に至るまで幅広い観 

点から検討することが必要となっています。 

 このような状況を踏まえ、今後の水環境施策の方向性を検討するため、平成21年９月に「今後の水 



環境保全に関する検討会」を設置しました。同検討会は、須藤 隆一 東北大学大学院工学研究科 客 

員教授を座長とし、水環境や法律に関する学識経験者、事業者、自治体職員等など計15人の委員で構 

成されています。 

 同検討会は、平成21年９月から本年２月にかけて計11回開催され、今般、「今後の水環境保全の在 

り方について（取りまとめ）」が取りまとめられました。  

２．取りまとめの概要 

 取りまとめの構成は以下のとおり。  

０．はじめに  

１．これまでの取組  

２．これからの取組にあたっての４つの観点  

（１）地域の観点  

（２）グローバルな観点  

（３）生物多様性の観点  

（４）連携の観点  

３．水環境の現状と課題  

４．望ましい水環境像  

５．水環境保全のための今後の取組  

６．おわりに  

３．今後の対応 

 環境省では、今後、本取りまとめを各種施策に反映し、具体的な取組を進めていくこととしていま 

す。  

 

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=13595 

 

 

＊平成21年度 大気汚染状況について（有害大気汚染物質モニタリング調査結果） 

 大気汚染防止法に基づき、地方公共団体では有害大気汚染物質の大気環境モニタリングを実施してい 

るが、今般、平成21年度の調査結果について、環境省の調査結果と併せて取りまとめた。調査は21物質 

を対象としている。  

１．環境基準が設定されている物質（４物質） 

   ベンゼンは１地点（前年度：１地点）で環境基準を超過したが、その他の３物質は、すべての地 

点で環境基準を満たしていた。  

２．環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値（指針値）が設定 

されている物質（８物質） 

   1,2-ジクロロエタンは３地点（前年度：１地点）、ニッケル化合物は１地点（前年度：０地点）、 

ヒ素及びその化合物は４地点で指針値を超過したが、その他の５物質は全ての地点で指針値を満た 

していた。なお、ヒ素及びその化合物については、平成22年10月の中央環境審議会答申（第９次答 

申）を受けて指針値が設定された。  



  （注）年平均値は、月１回、年12回以上の測定値の平均値である。  

３．環境基準等が設定されていないその他の有害大気汚染物質（９物質）  

 21物質のうち９物質については、環境基準や指針値が設定されていないが、継続的に測定が行われて 

いる地点の濃度推移を経年的に見ると、クロム及びその化合物、ベリリウム及びその化合物、ベンゾ［ａ］ 

ピレン、ホルムアルデヒドについては低下傾向、アセトアルデヒド、酸化エチレン、マンガン及びその 

化合物については緩やかな低下傾向であった。  

４．今後の対応  

 環境省においては、今後とも、ＰＲＴＲデータ及び有害大気汚染物質モニタリング結果等により、排 

出量や大気環境濃度等を継続的に検証・評価し、地方公共団体及び関係団体等との連携のもと、有害大 

気汚染物質対策を推進していくこととしている。  

 

担当：環境省水・大気環境局大気環境課  山本、苔口 

    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=13597 

 

 

＊大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び意見の募集（パブリック 

コメント）の結果について 

  「大気汚染防止法施行規則」、「水質汚濁防止法施行規則」等の一部を改正する「大気汚染防止法 

施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、平成23年４月１日（金）から施行されます。 

 また、平成23年１月24日（月）から２月22日（火）までの間に実施した「大気汚染防止法施行規則及 

び水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集（パブリックコメント）の 

結果についても併せてお知らせします。  

１ 改正概要 平成22年５月10日に公布されました「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正 

する法律（平成22年法律第31号）」が本年４月１日に全面施行すること等に伴い、測定項目及び測定 

頻度の明記等、所要の改正を行うものです。（詳細については別添１～３を参照）  

２ 施行期日 平成23年４月１日（金）  

３ 意見募集の結果 

（１）意見の募集期間：平成23年１月24日（月）から平成23年２月22日（火）  

（２）意見の提出件数：延べ意見数 43件（意見提出者数：16団体・個人）  

（３）意見の概要及び意見に対する考え方については、別添４のとおりです。  

 

担当：環境省水・大気環境局大気環境課 山本、山田、西村 

    環境省水・大気環境局水環境課 吉田、水原、磯部 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13613 

 

 

☆エコチル関係  



＊平成２２年度第２回エコチル調査企画評価委員会の開催について 

 環境省では、子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因を明らかにし、子どもの健康 

を守るためのリスク管理体制構築を通じて、次世代の子どもたちが健やかに育つことのできる環境の実 

現を図ることを目的として、本年度より「子どもの健康と環境に関する全国調査」（エコチル調査）を 

開始しました。 

 平成２２年３月にとりまとめられた「子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）基本計 

画」に基づき、本年度のエコチル調査の活動状況に関して、把握及び評価を行うため、平成２２年度第 

２回エコチル調査企画評価委員会を下記のとおり開催します。  

１．日時 平成２３年３月３１日（木）１６：００～１８：００  

２．場所 主婦会館プラザエフ ９階スズラン 

      （東京都千代田区六番町１５番地）  

３．議題 

（１）平成２２年度エコチル調査実施状況について  

（２）平成２３年度以降のエコチル調査実施内容について  

（３）その他  

４．委員会の傍聴について 

 本員会は公開で行われます。傍聴を御希望の方は、下記によりメール又はＦＡＸにてお申し込み下 

さい。  

（１）お申し込みの際は、「エコチル調査企画評価委員会傍聴希望」と明記して下さい。 

   （メールの場合は、件名欄に必ず記載して下さい。）  

（２）住所、氏名、勤務先又は所属団体名、連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス）を記 

載して下さい。  

（３）申込み受付は、平成２３年３月２２日（火）１７：００（必着）までといたします。  

（４）一般傍聴可能人数は３０名程度を予定しており、希望者がこれを超えた場合は、先着順とさせ 

ていただくことがありますのでご了承願います。  

（５）傍聴が可能な場合は、３月２３日（水）までに、メール又はＦＡＸにて傍聴券をお送りします 

ので、当日は必ずご持参下さい。  

（６）カメラ撮影を御希望の報道関係者の方は、３月２５日（金）１２：００までに別添様式により 

あらかじめ御登録下さい。 

  なお、カメラ撮影については、会議の冒頭のみとさせていただきます。  

＜傍聴申込み先＞ 

環境省環境リスク評価室 エコチル調査担当 

・メール：hoken-risuku@env.go.jp 

・ＦＡＸ：０３－３５８１－３５７８  

６．エコチル調査とは 

 胎児期や幼児期の化学物質のばく露が子どもの発育・発達に与える影響を明らかにするため、全国 

１０万組の親子（赤ちゃん、妊婦さん（お母さん）、お父さん）に御協力いただくとともに、生まれ 

た子どもが１３歳になるまで健康状態を追跡する疫学調査です。 

 本年度より実施し、平成２３年１月末から全国での参加者の募集・登録を順次開始しました。  

○エコチル調査ホームページ 

mailto:hoken-risuku@env.go.jp


http://www.env.go.jp/chemi/ceh/  

 

担当：環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課環境リスク評価室 戸田、森 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13594 

 

 

☆容器包装関係  

＊第３回我が国におけるびんリユースシステムの在り方に関する検討会の開催につい 

て 

 循環基本法においてはリデュース・リユースの優先順位がリサイクルよりも上とされており、容器包 

装の分野においてもこれらの取組を進める必要があります。リターナブル容器の代表的な事例である飲 

料用のびん等のリユースについて、回収・再使用に係るシステムを維持及び新たなびんリユースシステ 

ムの構築を提起する方策を検討するため、標記検討会を平成23年２月に設置いたしました。 

 ２月22日に行いました第２回の検討会に引き続き、第３回を下記のとおり開催いたしますのでお知ら 

せいたします。  

１．第３回検討会の開催について 

（１）日時 平成23年３月22日（火）14：00～16：00  

（２）場所 ＦＯＲＵＭ８（フォーラムエイト） ７０７会議室 

      （東京都渋谷区道玄坂２-10-７ 新大宗ビル８階（受付）） 

       ※第１・２回目と同じ場所となります  

（３）議題（案） 

・これまでの議論とヒアリング結果の整理について  

・その他  

（４）傍聴 

 検討会は公開です。傍聴を御希望の方は「第３回我が国におけるびんリユースシステムの在り 

方に関する検討会傍聴希望」と明記し、[1]氏名、[2]住所、[3]電話番号、[4]勤務先、[5]傍聴券 

の送付先(E-mailアドレス又はFAX番号)を御記入の上、３月17日（木）17時（必着）で、事務局宛 

にE-mail（reuse@murc.jp）又はFAX（03-6711-1289）でお申し込みください。 

 お申し込みは、傍聴希望者１名につき１通とさせていただきます。 

 一般の方の傍聴者は、先着順に50名程度を予定していますので、お早めにお申し込みください。 

傍聴可能な方には傍聴券を送付いたしますので、当日の傍聴の際に必ず御持参ください。 

 なお、傍聴受付につきましては、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）に委託して実施し 

ております。 

（添付資料「申込書」に記載された同社の個人情報の取扱いについて御確認の上、お申込くださ 

い。）  

２．連絡先（お問い合わせ） 

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 環境・エネルギー部 

担当：柏井、高橋、加山 

〒108-8248 東京都港区港南2-16-4 

http://www.env.go.jp/chemi/ceh/
mailto:reuse@murc.jp


tel：03-6711-1243／fax：03-6711-1289 

E-mail：reuse@murc.jp  

※傍聴される方へ 

 傍聴される方（報道関係者を含む。）は、次の留意事項を遵守してください。 

 これらを守られない場合は退場していただくことがあります。  

・事務局の指定した場所以外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、ポケットベル等は呼び出し音が出ないようにしてください。  

・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。 

  （報道関係者の写真撮影等は、会議冒頭のみに限り可。）  

・会議の開始前後を問わず、委員等に対しての抗議又は陳情等はお断りします。  

・その他、事務局職員の指示に従うようお願いします。  

 

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、沼田、村上 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13599 

 

 

＊平成22年度使用済製品等のリユース促進事業研究会（第４回）の開催について 

 平成２２年度使用済製品等のリユース促進事業研究会（第４回）を平成２３年３月２４日（木）に開 

催いたします。  

 標記の会議につきまして、下記のとおり開催することとなりましたので、お知らせいたします。な 

お、会議は公開で行われます。  

１．日時 平成２３年３月２４日（木）１３：３０～１５：３０  

２．場所 大手町サンスカイルーム Ｄ室 

      （東京都千代田区大手町２丁目６番１号 朝日生命大手町ビル２７階） 

      ※別紙「会場地図」をご参照ください。  

３．議題（案） 

１）リユース業者の環境意識高度化に向けた推進方策について  

２）平成２２年度事業の成果の取りまとめ（案）  

３）リユース促進に向けた課題と今後の取組について  

４．傍聴の手続 

 傍聴をご希望の方は、「第４回研究会傍聴希望」と明記し、[1]氏名、[2]住所、[3]電話番号、[4] 

勤務先、[5]傍聴券の送付先(E-mailアドレス又はFAX番号)をご記入の上、３月２２日（火）１７時必 

着で、事務局宛にE-mail（reuse@murc.jp）又はFAX（03-6711-1289）でお申し込みください。 

 お申し込みは、傍聴希望者１名につき１通とさせていただきます。 

 一般の方の傍聴者は、先着順に５０名程度を予定していますので、お早めにお申し込みください。 

傍聴可能な方には傍聴券を送付いたしますので、当日の傍聴の際に必ずご持参ください。 

 なお、傍聴受付につきましては、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）に委託して実施して 

おります。 

mailto:reuse@murc.jp
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（添付資料「申込書」に記載された同社の個人情報の取扱についてご確認の上、お申込ください。）  

５．連絡先（お問い合わせ） 

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 環境・エネルギー部 

担当：柏井、小川、加山 

〒108-8248 東京都港区港南２－１６－４ 

tel：03-6711-1243／fax：03-6711-1289 

E-mail：reuse@murc.jp  

※傍聴される方へ 

傍聴される方（報道関係者を含む。）は、次の留意事項を遵守してください。 

これらを守られない場合は退場していただくことがあります。  

・事務局の指定した場所以外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、ポケットベル等は呼び出し音が出ないようにしてください。  

・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。 

 （報道関係者の写真撮影等は、会議冒頭のみに限り可。）  

・会議の開始前後を問わず、委員等に対しての抗議又は陳情等はお断りします。  

・その他、事務局職員の指示に従うようお願いします。 

 

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、坂口、杉村、吉田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13596 

 

 

☆農薬吸入每性評価部会関係  

＊平成22年度農薬吸入每性評価部会（第２回）の開催について 

 平成22年度農薬吸入每性評価部会（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 

実施しています。 

 本事業を進めるに当たって、農薬の大気経由による人の健康へのリスクを適切に評価するための吸入 

每性試験の進め方等について検討を行うため、以下のとおり、平成22年度農薬吸入每性評価部会（第２ 

回）を開催します。  

１．日時 平成23年３月22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）平成22年度第１回農薬吸入每性評価部会におけるご指摘への対応  

（２）フサライドの吸入每性試験の実施状況について  
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（３）ジノテフランの吸入每性の評価について  

（４）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17日（木）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、「第２回每性部会傍 

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、ＦＡ 

Ｘ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先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返信され 

たＦＡＸ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年度農薬吸入每性評価部会事務局 

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室 西嶋、荒木、三好 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13602 

 

 

☆東アジア首脳会議関係  

＊東アジア首脳会議環境大臣会合第２回「環境的に持続可能な都市ハイレベルセミナー」 

の開催について 

 環境省は、３月15日（火）、16日（水）、北九州市において第２回環境的に持続可能な都市ハイレベ 

ルセミナーを開催いたします。 

 今回のセミナーには、東アジア首脳会議（EAS）参加国の環境省局長級及び国際機関関係者等約150名 

が参加し、環境的に持続可能な都市(ESC)について議論を行うこととしています。 

 環境省からは、小林上席参与他が参加します。  

1.日時：平成23年３月15日（火）、16日（水）  

2.場所：北九州国際会議場（福岡県北九州市小倉北区浅野3-9-30）  

3.主催：日本、豪州、カンボジア、マレーシア、タイ  

4.テーマ：ESC実現に向けた官民連携、都市の低炭素化、成功事例の移転・拡大、国別モデル都市プロ 

グラムの推進 等  

5.参加：東アジア首脳会議環境大臣会合の16か国（ASEAN10か国、日本、中国、韓国、インド、豪州、 

ニュージーランド）の政府、自治体、国際機関、援助機関、NGO、民間企業、大学・研究機関 

等の関係者 約150名  

6.言語：日本語・英語（同時通訳あり）  

7.取材：セミナー１日目（３月15日（火）９時から18時20分まで）のみ、取材可能です。 

     取材及びカメラ撮りを希望される報道関係者の皆様は、３月14日（月）までに、 

     地球環境局国際連携課国際協力室 溝口または安川までお知らせください。  

 

担当：環境省地球環境局国際連携課国際協力室 新田、長谷川、溝口、安川 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13603 

 

 

☆EXTENDED２０１０関係  

＊平成22年度第２回EXTEND2010作用・影響 評価検討部会の開催について 

本検討部会については中止となりました 

 環境省では、EXTEND2010（化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応）に基づく、 

 「平成22年度第2回EXTEND2010作用・影響評価検討部会」を下記のとおり開催いたします。  

               記  
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１ 日時 平成23年3月24日（木）10：00～12：00  

２ 場所 都市センターホテル7階 706号室 

      東京都千代田区平河町2丁目4番1号  

３ 議題 

（１）文献情報に基づく影響評価（信頼性評価）について  

（２）試験及び評価の枠組みについて  

（３）試験法開発について  

（４）日英共同研究及び日米二国間協力について  

（５）その他  

４ 傍聴について 

 本検討部会は、公開で行われます。傍聴を希望される方は、「平成22年度第2回 EXTEND2010作用・ 

影響評価検討部会傍聴希望」と明記し、氏名、所属、住所、電話番号、FAX番号、傍聴券の送付先（E-mail 

又はFAX）を記載の上、平成23年3月22日（火）必着で下記の申し込み先（E-mail又はFAX）までお申 

し込み下さい。 

申し込みは、傍聴希望者お一人につき１通とさせていただきます。 

 なお、席の数に限りがありますので（50席程度）、申込者多数の場合は抽選にさせていただくこと 

がありますことを御了承願います。 

 傍聴可能となった方には、平成23年3月23日（水）までに、傍聴券を指定いただいた送付先（E-mail 

又はFAX）に送付いたしますので、当日御持参くださるよう、お願いいたします。  

５ 申込み先 

日本エヌ・ユー・エス株式会社 

TRMユニット 田辺清美/中村香織 宛  

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル5階 

TEL：03-5925-6740 (代表)  

○電子メールの場合 

E-mail：EXTEND@janus.co.jp 

（電子メールはテキスト形式でお送りください。添付ファイルによる送信は御遠慮願います。）  

○ＦＡＸの場合 

FAX：03-5925-6745  

 

担当：環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課 早水、本間 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13605 

 

 

☆風力発電施設関係  

＊風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会（第７回）の開催に 

ついて 

 「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会（第７回）」を下記のとおり開催 

します。 
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なお、検討会は公開で行います。  

１．風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会（第７回）の開催について 

（１）日時 平成23年４月１日（金）10:00～12:00  

（２）場所  航空会館 ５階 501・502会議室 

      〒105-0004 東京都港区新橋1-18-1 

      TEL 03-3501-1272  

（３）議題（仮） 

[1]報告書の骨子（案）について 

[2]その他  

２．会合の傍聴 

 本会合は公開です。 

 傍聴を御希望の方は、電子メール又はFAXにて、平成23年３月25日（金）必着で、以下の連絡先ま 

でお申し込みください。  

申込記入事項： 住所、氏名、勤務先、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）及び「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会傍聴希望」 

の旨を記入。  

一般傍聴定員： 20名程度（定員を超えた場合は抽選とさせていただきます）  

※傍聴いただける方には傍聴券を御指定いただいた送付先（電子メール又はFAX）にお送りしますの 

で、当日必ずお持ちください。  

※当日取材を希望される報道関係者につきましても、同様にお申し込みください。 

  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。 

  （カメラ撮りについては、会議の冒頭のみでお願いします。また、必ず自社腕章を携帯願います。）  

※申し込みの際に記入いただいた個人情報は、環境省保有個人情報管理規定に基づいて取り扱い、「風 

力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」傍聴者の管理、傍聴券の発行以外に 

使用することはありません。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境影響評価課 花岡、山本、伊藤、小関  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13607 

 

 

☆黄砂関係  

＊第19回黄砂問題検討会の開催について 

 平成23年３月22日（火）に「第19回黄砂問題検討会」を富山県で開催いたします。 

本検討会では、黄砂問題に係る科学的・専門的な基礎情報の収集・整理を行うとともに、我が国として 

の黄砂問題に対する今後の取組（現象の解明、モニタリング等）の基本戦略について検討を行っていま 

す。 

なお、本検討会は非公開で行われますが、検討会終了後、結果概要を公表する予定です。  

１．日時 平成23年３月22日（火）９時30分～12時  

２．場所 オークスカナルパークホテル富山 ２階 桜の間 



      富山県富山市牛島町11－１  

３．議題（予定） 

（１）平成22年度黄砂飛来状況報告書（平成21年度における黄砂実態解明調査）について  

（２）黄砂実態解明調査・中間報告（平成20～22年度）目次（素案）について  

（３）平成23年度以降の分析方針について  

（４）黄砂問題に関する最近の動向について  

（５）その他（富山県における黄砂問題への取組）  

４．本検討会の取材について 

 本検討会は非公開で行われますが、会議冒頭のみ撮影が可能です。 

取材を希望される場合は、平成23年３月18日（金）15時までに取材登録用紙（別添）を下記の取材申 

込先へ送付してください。  

５．取材申込先 

財団法人日本環境衛生センター 高橋宛 

TEL：044-288-5138、FAX：044-288-5232 

〒210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10－６ （以上敬称略）  

 

担当：環境省水・大気環境局大気環境課 山本、藤井、八田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13604 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会瀬戸内海部会（第９回）の開催について 

 ３月28日（月）に中央環境審議会瀬戸内海部会（第９回）を開催いたします。 

 本部会は公開で行われます。  

１．日時 平成23年３月28日（月） 13:00～15:00  

２．場所 中央合同庁舎５号館５階 共用第７会議室 

      (東京都千代田区霞ヶ関１-２-２)  

３．議題（予定） 

(1)今後の瀬戸内海の水環境の在り方の論点整理について  

(2)報告事項  

(3)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23日（水）17:00（必着）までに、電子メール又はファクシミリで 

お申し込みください。 

  お申込みの際には、「瀬戸内海部会（第９回）傍聴希望」と明記し、住所、氏名、所属（勤務先）、 

電話番号、傍聴券の送付先（電子メールアドレス又はファックス番号等）を記入の上、下記の連絡 

先までお申し込みください。 

  お申し込みは、傍聴希望者１人につき１通とさせていただきます。電話でのお申込みはお受けで 

きません。  



(2)傍聴可能人数は、20名程度を予定しています。傍聴を希望される方が予定人数を超えた場合は、 

抽選といたします。  

(3)電子メールで申し込まれた場合は返信メールを印刷したものを、ファクシミリで申し込まれた場 

合はこちらからの返信をそれぞれ傍聴券といたしますので、傍聴の際に御持参願います。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。  

(4)カメラ撮りを御希望の報道関係者の方は、あらかじめ下記の連絡先まで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いたします。  

５．連絡先 

中央環境審議会瀬戸内海部会事務局 

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室 

担当：橋本、大林、山田  

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

 TEL：03－5521－8317 

 FAX：03－3501－2717 

 E-mail：mizu-hesasei@env.go.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、大林、山田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13609 

 

 

☆日越合同政策検討会関係  

＊平成22年度「日本モデル環境対策技術等の国際展開」事業に係る第５回日越合同政策 

検討会の開催結果について 

 ３月９日（水）に、平成22年度「日本モデル環境対策技術等の国際展開」事業に係る第５回日越合同 

政策検討会（非公開）が、下記のとおり開催されました。  

１．経緯 

 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、本年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。 

 環境省では、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 

mailto:mizu-hesasei@env.go.jp


ための方策についての検討を実施しております。 

 対象国のひとつであるベトナム国とは、昨年度に引き続き協力事業を実施しており、今年度の共同 

政策研究の結果報告並びに来年度の協力方針・内容の議論のため、この度、標記のとおり、今年度最 

後となる第５回日越合同政策検討会を開催いたしました。  

２．概要 

（１）開催日時 平成23年３月９日（水） 8:30～13:00  

（２）開催場所 (社)海外環境協力センター 会議室 

          東京都港区芝公園３－１－８ 芝公園アネックス７階 

          TEL 03－5472－0144  

（３）主な出席者  

（ベトナム側） PHAM Van Loi 天然資源環境省 環境総局 環境管理科学院 院長  

       DANG Van Loi 天然資源環境省 環境総局 公害防止部 副部長  

       NGUYEN Duy Hung 天然資源環境省 科学技術部 副部長  

       TRAN Thi Minh Huong タイグエン省 天然資源環境部 副部長  

 ほか、天然資源環境省、天然資源環境省環境総局環境管理科学院の専門家  

（日本側） 岩田 剛和 環境省 水・大気環境局 総務課 環境管理技術室 室長  

    ほか、環境省、（社）海外環境協力センター、（株）エックス都市研究所の専門家  

（４）この会合は非公開で行われました。  

３．会合結果 

（１）今年度の共同政策研究の成果報告 

・ベトナムにおける都市環境管理政策に焦点を当て、中央政府各省庁・地方政府各部門の役割や 

相互の関係について現状を整理し、 環境管理の実施に当たっての問題点を分析するとともに、 

これを解決するための行政組織及び法令の見直し・改善の方向性を検討した結果がベトナム側か 

ら報告された。  

・特に排水課徴金制度について、諸外国における経験やベトナムの制度の問題点を分析し、ベト 

ナムの制度の改善の方向性について検討した結果がベトナム側から報告され、また、日本側から 

は、ベトナムの排水課徴金制度の地域による運用状況の違いに着目し、制度の実効性を向上させ 

るために、「パッケージ」施策の観点から、制度の環境管理政策における位置づけの明確化、関 

係行政機関の連携や執行能力の強化、市民や産業界の意識啓発など、全体メカニズムの改善の方 

向性について提案がなされた。  

・これらの成果は、今後発足する新政権のもとでの各省庁等の組織見直しや2005年環境保護法の 

全面見直し、排水課徴金制度については、年内に予定される制度改正に向け、天然資源環境省に 

おける検討作業に活用されることがベトナム側から表明された。  

（２）フィールドスタディの結果報告 

・日本側から、タイグエン省の製紙工場とビール工場の現地調査結果を踏まえ、これらの工場に 

適用可能なより効果の高い排水処理技術やモニタリング機器について、複数の案を提示し、それ 

ぞれの特徴、汚染物質排出削減効果、想定コストの試算を示すとともに、生産工程や設備維持管 

理の改善も含めた、生産性や品質の向上と排水処理負荷軽減・排出削減のための方策を提示した。  

・ベトナムで検討中の環境技術実証（ETV）制度について、日本側から、評価すべき項目ごとの具 

体的視点についての提案、特に汚染物質削減効果については、原水・排水の量や排水処理負荷及 



びその変動が把握されているか、それに応じた設備の設計がされ、性能保証がなされているかな 

ど、日本の排水処理技術の経験も踏まえた提案がなされた。 

  また、ETV制度を環境対策技術普及のための全体メカニズムの改善を図る中で有効に機能させ 

ていくために、「パッケージ」施策の観点から、技術情報の地方政府・企業等への提供、資金 

的支援等の優遇措置の適用、地方政府の企業に対する事前の設備審査や事後の立入検査等にお 

ける技術指導の強化、サプライチェーンを活用した企業間の技術指導の促進、関連する地方政 

府や企業の人材育成、技術サービスプロバイダの育成などの必要性が報告された。  

・ベトナム側から、ETV制度は今年7月をめどにガイドライン化する予定であり、日本側からの提 

案を参考として検討作業を進めていくことが表明された。  

（３）次年度の協力内容協議 

 日本側の上記提案内容に基づき、タイグエン省をモデルとして、今後ガイドライン化されるETV 

制度の運用を含め、環境対策技術の普及のための「パッケージ」施策の構築、それらの施策を機 

能させていくための地方政府・企業のキャパシティビルディングに関する調査を行うこと、ベト 

ナム側の政策研究結果を踏まえた制度改善の具体化に関する調査を行うこと等について協議を行 

い、概ね合意するとともに、詳細は引き続き詰めていくこととなった。  

 

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=13610 

 

 

☆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/ 


