
☆福島第一原発関係  

＊福島第一原子力発電所事故による影響と対応～畜産物と放尃性物質に関する情報の 

農林水産省ホームページへの掲載～ 

 福島県と茨城県で実施したモニタリングの結果、原乳から食品衛生法で定める暫定規制値を超える放 

尃性ヨウ素が発見されたため、両県の原乳は出荷制限されていますが、この報道に関して、特にご質問 

の多いものについて解説いたします。 

畜産物と放尃性物質に対する関係者の心配に応えるため、福島県と茨城県によるモニタリング検査の 

結果（暫定規制値を超える放尃性ヨウ素検出）等を踏まえ、流通関係業者、消費者等にわかりやすい 

形で解説いたします。 

農林水産省ホームページの、「福島第一原子力発電所事故による農畜産物等への影響～関係府省等のサ 

イトへのポータル～」によくあるご質問と回筓を掲載いたしておりますので、ご覧ください。 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/seisan_situmon.html  

 

担当：農林水産省生産局畜産部食肉鶏卵課食肉流通班 太鼓矢 

           生産局畜産部牛乳乳製品課乳業班 俵積田 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_gyunyu/110325.html 

 

 

＊福島第一原子力発電所事故による影響と対応～放尃性物質が検出された野菜等の廃 

棄方法～ 

 福島県第一原子力発電所事故に関連し、関係県では、暫定規制値を上回る放尃性物質が検出された 

野菜等の出荷を控える措置がとられているところです。  

 農林水産省は、原子力安全委員会の助言を得て、これらの野菜等の廃棄方法について以下のとおり 

関係者に連絡しておりますのでお知らせします。 

・ 放尃性物質が検出された野菜等（出荷制限が行われている野菜等を含む）の廃棄は、当面、以下によ 

り行ってください。（原子力安全委員会緊急技術助言組織の助言に基づくものです。） 

野菜 

・ すきこみ及び焼却は望ましくない 

 ※現時点においては放尃能レベルが明確でないものもあり、不要な再拡散を避ける必要 

・すでに刈り取ったものは１箇所に集めて保管する 

・まだ刈り取っていないものはそのまま放置する 

原乳（生乳） 

・自己所有地に集中的に埋設する 

具体的には、次の（別紙）「放尃性物質が検出された野菜等の廃棄方法について（Q＆A）」をご覧くだ 

さい。  

※Q＆Aについても、原子力安全委員会緊急技術助言組織の助言を得て作成しています。  

本件のホームページのアクセスは次のとおりです。  

・放尃性物質が検出された野菜等の破棄方法について（Q＆A）  

（URL）http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/seisan_haiki.html  

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/seisan_situmon.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/seisan_haiki.html


・農林水産省ポータルサイト「福島第一原子力発電所事故による農畜産物等への影響」  

（URL）http://www.maff.go.jp/noutiku_eikyo/index.html  

・農林水産省における当方地方太平洋沖地震に関する情報  

（URL）http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/index.html  

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・（別紙）「放尃性物質が検出された野菜等の廃棄方法について（Q&A）」（PDF：9KB）  

 

担当：農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課 郡、中西 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/110325.html 

 

 

＊福島第一原子力発電所事故による影響と対応～東京電力福島原子力発電所の事故を 

踏まえた生鮮食料品等の取扱いについて(再周知)～ 

 農林水産省では、東京電力福島原子力発電所事故を踏まえ、3月22日、関係団体に対し、生鮮食料品 

等の取り扱いについて、科学的・客観的な根拠に基づき適切に対処していただくようお願いしました。  

 しかし、その後の卸売市場等の状況を見ると、出荷制限品目以外の品目であっても、出荷制限のかか 

っている県産であることなどを理由に、返品が相次ぐなど、混乱が依然として続いています。  

 このため、昨日、関係団体に対し、改めて傘下会員企業に周知徹底いただくよう再度お願いしました。  

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・（別紙）東京電力福島原子力発電所の事故を踏まえた生鮮食品等の取扱いについて（再周知）（PDF：

140KB）  

 

担当：農林水産省総合食料局流通課 山田、石塚 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/ryutu/110326.html 

 

 

＊福島第一原子力発電所事故による影響と対応～魚介類についてのご質問と回筓～ 

 福島第一原子力発電所放水口付近の海水から放尃性物質が検出され、魚介類への影響についても 

ご質問が寄せられていることから、魚介類についてのご質問と回筓を農林水産省ホームページへ掲載し 

ました。 

農林水産省は、ホームページの「福島第一原子力発電所事故による農畜産物等への影響～関係府省等の 

サイトへのポータル～」＞農林水産省 消費者の方々へに「魚介類についてのご質問と回筓」を掲載いた 

しておりますので、ご覧ください。 

なお、情報は随時更新します。 

（URL） 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/Q_A/index.html 

 

http://www.maff.go.jp/noutiku_eikyo/index.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/index.html
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/pdf/110325-01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/ryutu/pdf/110326-02.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/ryutu/pdf/110326-02.pdf
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/Q_A/index.html


 

担当：水産庁漁政部加工流通課指導班 水益、佐藤 

詳しくは↓ 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kakou/110328.html 

 

 

＊福島第一原子力発電所事故による影響と対応～原子力発電所の事故に伴う出荷制限 

等の対応について～ 

福島第一原子力発電所事故による影響と対応～畜産物と放尃性物質に関する情報の農 

林水産省ホームページへの掲載～ 

 福島県、茨城県、栃木県、群馬県の4県において、食品衛生法で定める暫定規制値を超える農畜産物が 

検出されたことから、一部の野菜や原乳について出荷制限が実施されております。この措置に関して、 

農家をはじめとする関係者の皆様方から、特にご質問の多いものについてQ＆Aを作成いたしましたので 

ご覧ください。 

・原子力発電所の事故に伴う出荷制限等への対応に関するQ＆A  

・（URL）http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/syukka_kisei.html 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・原子力発電所の事故に伴う出荷制限等への対応に関するQ&A（PDF：33KB）  

 

担当：農林水産省生産局農業環境対策課 松尾、羽石 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/110328.html 

 

 

＊福島第一原子力発電所事故による影響と対応～ 

原子力発電所事故を踏まえた円滑な食品流通の確保に関する情報の提供について～ 

農林水産省は、東京電力福島原子力発電所事故を踏まえ、円滑な食品流通の確保に関する情報を 

ホームページに掲載しています。 

今回、出荷制限要請等の状況について、出荷制限等の要請が出されている品目の例示を追加すると 

ともに、新たにQ&Aを作成しましたのでご覧ください。 

掲載先URL http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_ryutu.html 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・出荷制限要請等の状況（PDF：68KB）  

・東京電力福島原子力発電所事故を踏まえた円滑な食品流通の確保に関するQ&A（PDF：71KB）  

 

担当：農林水産省総合食料局流通課地方市場班 原田 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/ryutu/110329.html 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/syukka_kisei.html
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/pdf/110328-01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_ryutu.html
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/ryutu/pdf/110329-01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/ryutu/pdf/110329-02.pdf


 

 

＊福島第一原子力発電所事故による影響と対応～円滑な食品流通の確保に関するQ＆A 

の追加について～ 

農林水産省は、東京電力福島原子力発電所事故を踏まえ、円滑な食品流通の確保に関する情報をホーム 

ページに掲載しています。  

今回、円滑な食品流通の確保に関するQ＆Aを追加しましたのでご覧ください。  

掲載先URL：http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_ryutu.html 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・東京電力福島原子力発電所事故を踏まえた円滑な食品流通の確保に関するQ&A（PDF：11KB）  

 

担当：農林水産省総合食料局流通課地方市場班 原田 

                    中央市場業務班 淺浦 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/soumu/110330.html 

 

 

＊福島第一原子力発電所事故による影響と対応～食品関連事業者の皆様へ：水道事業者 

等における水道摂取制限の実施状況について～ 

 各地の水道水中の放尃性物質を調査した結果については、随時、厚生労働省から公表されております 

が、3月27日以降に発表された当該公表資料の中に、摂取制限の開始日及び解除日が一覧に取りまとめら 

れております。 

 このような情報は、食品関連事業者の皆様が水道水を使用するに当たり、重要な目安になると考えら 

れますので、ここにお知らせいたします。 

なお、この資料は、厚生労働省のホームページ上で、随時最新情報に更新されておりますので、食品関 

連事業者の皆様方には、今後、必要に応じてご確認いただきますようお願いいたしますとともに、厚生 

労働省及び各都道府県から発表される情報を基に、引き続き冷静な対応をお願いいたします。 

 ＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・（別紙1）水道事業者等における水道摂取制限の実施状況について（PDF：157KB）  

・（別紙2）発出先団体リスト（PDF：223KB）  

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/seisan_situmon.html  

 

担当：農林水産省総合食料局流通課 島津、横山 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/ryutu/110330.html 

 

 

 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_ryutu.html
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/soumu/pdf/110330-01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/ryutu/pdf/110330-01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/ryutu/pdf/110330-02.pdf
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/seisan_situmon.html


＊福島第一原子力発電所事故による影響と対応～農作物等の安全性についての鹿野農 

林水産大臣メッセージ～ 

 本日、福島第一原子力発電所事故を踏まえ、鹿野農林水産大臣が、国民の皆様に農作物等の安全性に 

ついてのメッセージを発信しました。  

 ＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・農林水産大臣メッセージ 農作物等の安全性について（PDF：10KB）  

 

担当：農林水産省総合食料局流通課 山田、石塚 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/ryutu/110331.html 

 

 

＊平成23年(2011)福島第一原子力発電所事故の被害と対応～原子力発電所事故に伴う 

農林水産物・食品の輸出に係る相談窓口～ 

 福島第一原子力発電所事故が発生したことに伴う日本産農林水産物・食品(飲料を含む。)に対する 

各国の輸入規制措置・検査強化等につきましては、これまで農林水産物・食品の輸出に係る相談窓口に 

おいて受け付けて参りました。 

 当該窓口をより多くの方々に知っていただくために、下記のとおりご案内致します。 

また、輸出促進室ホームページに本件に係る最新の情報を掲載し、随時更新して参りますので、ご活用 

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

相談窓口：農林水産物・食品の輸出に係る相談窓口 

福島第一原子力発電所事故に伴う農林水産物・食品の輸出についての相 談を受け付けております。  

(大臣官房国際部 国際経済課(貿易関税チーム) 輸出促進室)  

電話番号：03-3502-3408(直通)  

相談時間：平日 9時30分～18時00分 

輸出関連情報：輸出促進室ホームページ「http://www.maff.go.jp/j/export/index.html」  

 

担当：農林水産省大臣官房国際部国際経済課貿易関税チーム輸出促進室 宮川、平、成田 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/yusyutu/110401.html 

 

 

☆バイオマス関係  

＊バイオマスタウンの公表（第46回） 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/ryutu/pdf/110331-01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/export/index.html


 バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議より、新たに15市町村が「バイオマスタウン」となり、2市町 

が構想書の改訂を行いましたのでお知らせします。今回の公表により、全国のバイオマスタウンは303地 

区となりました。 

新たにバイオマスタウンとなった地区 

【新規15件】 

・北海道興部町（おこっぺちょう）  

・宮城県大衡村（おおひらむら）  

・秋田県由利本荘市（ゆりほんじょうし）  

・茨城県ひたちなか市（ひたちなかし）    

・石川県輪島市（わじまし）  

・長野県筑北村（ちくほくむら）  

・岐阜県関市（せきし）  

・岐阜県七宗町（ひちそうちょう）  

・滋賀県東近江市（ひがしおうみし）  

・京都府京都市（きょうとし）  

・奈良県生駒市（いこまし）  

・岡山県和気町（わけちょう）  

・長崎県五島市（ごとうし）  

・宮崎県高原町（たかはるちょう）  

・沖縄県宜野座村（ぎのざそん）  

 【改訂2件】 

・北海道鹿追町（しかおいちょう）  

・滋賀県長浜市（ながはまし） 

バイオマスタウン構想とは域内において、広く地域の関係者の連携の下、バイオマスの発生から 

利用まで効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムが構築され、安定的かつ適正なバイオマス 

利活用が行われることを目指し、市町村等が作成する構想を「バイオマスタウン構想」といいます。 

 市町村等から提出を受けた「バイオマスタウン構想」案は、関係する1府6省（内閣府、総務省、文部 

科学省、農林水産省[事務局]、経済産業省、国土交通省、環境省）で構成されるバイオマス・ニッポン 

総合戦略推進会議が構想としての基準に合致しているか検討した後、事務局より当該地区をバイオマス 

タウンとして公表します。 

※なお、平成22年12月に閣議決定された「バイオマス活用推進基本計画」において、既に「バイオマス 

タウン構想」を策定した市町村については、必要に応じて見直しを行いバイオマス活用推進基本法に基 

づく「市町村バイオマス活用推進計画」へと移行するよう努めるとされております。 

関連情報サイト等 

バイオマス活用の推進 

(http://www.maff.go.jp/j/biomass/b_kihonho/index.html) 

バイオマスタウン策定マニュアル 

(http://www.maff.go.jp/j/biomass/b_town/manual/index.html) 

バイオマス情報ヘッドクォータ(バイオマスタウン構想へのリンク） 

http://www.maff.go.jp/j/biomass/b_kihonho/index.html
http://www.maff.go.jp/j/biomass/b_town/manual/index.html


(http://www.biomass-hq.jp/) 

バイオマスタウン加速化戦略委員会 

(http://www.maff.go.jp/j/biomass/b_town/council/index.html) 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・第46回バイオマスタウンの公表の概要（PDF：178KB）  

・バイオマスタウン構想公表地図（H23年3月末現在303地区）（PDF：391KB）  

 

担当：農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課バイオマス推進室地域バイオマス班  松尾 山下 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/110331.html 

 

 

☆省エネ関係  

＊省エネルギー技術戦略２０１１の策定について福島第一原子力発電所事故による影 

響と対応～ 

本件の概要 

 資源エネルギー庁は、省エネルギー技術の研究開発及び普及を効果的に推進するため、 

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）とともに、省エネルギーに大きく貢献する重要分 

野を特定した「省エネルギー技術戦略２０１１」を策定しましたので、公表します。 

 

担当：資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/20110328004/20110328004.html 

 

 

☆太陽光発電関係  

＊太陽光発電の余剰電力買取制度における平成２３年度の買取価格の決定について 

本件の概要 

一昨年１１月からスタートしている「太陽光発電の余剰電力買取制度」において、平成２３年度に電力 

会社へ受給契約の申込みを行った場合の買取価格が決定しました。 

買取価格は、住宅用（１０ｋW未満）で４２円/kWh、非住宅用等で４０円/kWh（ダブル発電の場合、 

住宅用３４円/kWh、非住宅用３２円/kWh）です。 

 

担当：資源エネルギー庁 省エネルギー新エネルギー部 新エネルギー対策課 再生可能エネルギー推進 

室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/20110330003/20110330003.html 

 

 

 

http://www.biomass-hq.jp/
http://www.maff.go.jp/j/biomass/b_town/council/index.html
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/pdf/110331-01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/pdf/110331-02.pdf


☆中央環境審議会関係  

＊「自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針」 

の変更の閣議決定等について 

 中央環境審議会大気環境部会自動車排出ガス総合対策小委員会が、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づく総 

量削減基本方針の見直しに関する中間報告を平成23年１月に取りまとめたことを受け、同基本方針の変 

更とこれに伴う同法施行令の一部を改正する政令が、本日閣議決定されました。 

 また、あわせて同法施行規則の一部を改正する省令を制定します。  

１．背景・経緯 

 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別 

措置法（以下「自動車ＮＯｘ・ＰＭ法」という。）第６条及び第８条の規定に基づき定められた総量 

削減基本方針は、平成22年度までを目標としていました。 

この総量削減基本方針の見直し等を行うため、環境大臣から中央環境審議会に対し平成22年７月26 

日に「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について」が諮問され、自動車排出ガス総合対策小委 

員会（委員長：大聖泰弘 早稲田大学大学院教授）において検討を開始し、平成23年１月に、総量削 

減基本方針の見直しについて、「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について（中間報告）」を 

取りまとめました。 

 当該中間報告を受け、総量削減基本方針の変更とこれに伴う自動車ＮＯｘ・ＰＭ法施行令の一部を 

改正する政令が本日閣議決定されました。 

また、あわせて同法施行規則の一部を改正する省令を制定します。  

２．総量削減基本方針の変更の概要 

（１）総量の削減に関する目標について 

○平成32年度までに対策地域において二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保 

する。 

 ただし、平成27年度までに監視測定局における環境基準を達成するよう最善を尽くす。  

（２）局地汚染対策の推進について 

○エコドライブの実施、高度道路交通システム（ITS）の活用を含む総合的な対策を関係者の連携 

の下で進める。  

○重点対策地区は地域の状況や特性に応じた合理的な範囲を指定する。  

（３）その他 

○ポスト新長期規制適合車の早期普及を図る。  

○国及び地方公共団体等は、調達した物品等を輸送する際に低公害車の使用等に努める。  

○広報活動等を通じた国民の理解の促進、ITSの活用等による効果的な情報の発信の研究を行う。  

○国及び地方公共団体は、道路管理者、交通管理者、荷主・発注者及び貨物自動車運送事業者等 

と、局地汚染対策のために 

 協力する体制の構築等の連携を図る。  

３．自動車ＮＯｘ・ＰＭ法施行令の一部を改正する政令の概要 

 総量削減基本方針に定める目標を変更することに伴い、都道府県知事が、総量削減計画における削 

減目標量及び計画の達成の期間を定めるにあたり、平成33年３月までに二酸化窒素に係る大気環境基 

準及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準が確保されるよう定めるものとする。  

 



４．自動車ＮＯｘ・ＰＭ法施行規則の一部を改正する省令の概要 

 総量削減基本方針に定める目標を変更することに伴い、都道府県知事が、削減目標量を算定するに 

あたり、二酸化窒素に係る大気環境基準及び浮遊粒子状物質に係る大気環境基準を確保するよう、算 

定するものとする。  

 

担当：環境省水・大気環境局自動車環境対策課 山本、岡本、有井、安陪 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13628 

 

 

＊「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」に対する意見の募集（パ 

ブリックコメント）について 

 中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準類型指定専門委員会では、環境基本法第16条に基づ 

く水質環境基準の設定のうち、東京湾及び伊勢湾における水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指 

定について、報告案を取りまとめました。 

 本報告案について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成23年３月29日（火）から４月 

29日（金）までの間、パブリックコメントを実施いたします。  

１ 意見募集の概要について 

 水生生物の保全に係る水質環境基準については、平成15年11月に環境省告示により全亜鉛について 

環境基準が設定されました。 

 また、水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定については、平成18年４月に中央環境審議会 

より、水域類型指定の基本的事項及び国が類型指定を行う水域のうち北上川等４水域の類型の指定の 

あり方について「水生生物の保全に係る水質環境基準の類型指定について」（第１次筓申）として筓 

申がなされて以降、４次にわたり筓申が取りまとめられています。 

今般、中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準類型指定専門委員会において東京湾及び伊勢 

湾の水域類型の指定等について審議を行い、別添のとおり第５次報告案が取りまとめられましたので、 

本案について、広く国民の皆様からの御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたしま 

す。今後同専門委員会においては、頂いた御意見を考慮し、第５次報告案を最終的に取りまとめる予 

定です。  

２ 意見提出について（詳細は御意見募集要項参照） 

提出期限：平成23年４月29日（金）  

提出方法：御意見募集要項参照  

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水生生物保全環境基準類型指定専門委員会事務局 吉田、星野、 

鈴木 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13635 

 

 

＊「フロン類等対策の現状と課題及び今後の方向性について（中間整理）」について 



 今後のフロン類等の排出抑制の一層の推進を図っていくため、平成22年７月から中央環境審議会地球 

環境部会フロン類等対策小委員会（委員長：富永健 東京大学名誉教授）が開催され、フロン類等対策の 

現状及び動向の把握、課題・論点の整理を進め、課題解決に向けての対策の方向性について総合的に検 

討が行われてきました。今般、その結果が中間的に取りまとめられましたのでお知らせします。 

環境省では、今後、経済産業省と連携して、さらに検討を進めていく予定です。  

地球環境問題への対応が注目される中で、オゾン層破壊物質であり温室効果ガスでもあるフロン類等に 

係る対策は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止の両方の観点から大変重要です。 

我が国における温室効果ガス削減の中長期目標では、すべての主要国による公平かつ実効性ある国際的 

枠組みの構築や意欲的な目標の合意を前提として2020年までに25%削減することとし、2050年までに80% 

削減を行うこととなっており、フロン類等の排出抑制を最大限に図らなければなりません。 

このような状況において、今後のフロン類等の排出抑制の一層の推進を図っていくため、平成22年７月 

から中央環境審議会地球環境部会フロン類等対策小委員会（委員長：富永健 東京大学名誉教授）を開催 

して、まずは関係者からのヒアリングや法律の施行状況等に関するデータの整理等を行い、フロン類等 

対策の現状及び動向の把握、課題・論点の整理を進め、課題解決に向けての対策の方向性について総合 

的に検討を行った結果が、今般、中間的に取りまとめられました。 

 環境省では、今後、経済産業省と連携して、さらに検討を進めていく予定です。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室 高澤、高橋 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13646 

 

 

＊第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第３回点検結果について 

 このたび、第二次循環型社会形成推進基本計画（平成20年３月閣議決定。以下「循環基本計画」とい 

う。）の進捗状況の第３回点検結果について、中央環境審議会会長から環境大臣に報告され、環境省は 

この点検結果を平成23年４月１日（金）の閣議に報告しますので、お知らせいたします。 

 今回の点検結果では、 

[1]３Ｒの取組の浸透や国民の意識の向上等により、目標を設定する物質フロー指標及び取組指標のうち、 

  いくつかの指標については平成20年度時点において目標を達成している、 

[2]一方、世界金融危機が影響している可能性も高く、循環型社会の構築に向けた国民の行動などライフ 

スタイルの変革についても取組率が低いものがある等の課題がある、 

[3]数値目標の安定的な達成、維持を含め、循環型社会の構築に向けて引き続き取り組むとともに、長期 

的な視野に立って循環型社会の姿、必要な施策の検討を進めることが重要である、といった指摘が 

なされています。  

１．第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第３回点検について 

 第二次循環基本計画においては、毎年、中央環境審議会において、循環基本計画に基づく施策の進 

捗状況などの点検とともに、毎年度重点的点検事項を設定し、中央環境審議会において集中的な審議 

を行い、必要に応じ、その後の政策の方向につき政府に報告（閣議報告）することとされています。 

 今回は、第二次循環型社会形成推進基本計画の第３回目の点検となります。 

去る３月11日（金）、点検結果が中央環境審議会会長から環境大臣に報告されました。 



環境省はこの点検結果を４月１日（金）の閣議に報告します。  

２．点検の進め方 

 本年度は第二次循環基本計画の制定から３年目であり、計画期間の目安である５年間の中間年度に 

当たることから、第二次循環基本計画の中間評価的位置づけで点検を行うこととし、中央環境審議会 

（循環型社会計画部会）において平成22年６月から８回（地域ブロックヒアリング（２回）を含む。） 

にわたって審議を行い、点検結果を取りまとめました。  

３．点検結果の概要 別添参照 

添付資料 

・第二次循環型社会形成推進基本計画の推進状況の第３回点検結果について 

（参考１）国の取組 

（参考２）個別法・個別施策の進捗状況調査表 

（参考３）指標例に係る取組の進捗状況調査表 

（参考４）中央環境審議会循環型社会計画部会における審議  

・第二次循環型社会形成推進基本計画の推進状況の第３回点検結果の概要  

 

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、吉田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13653 

 

 

＊「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量についての総量規制基準に係る業種 

その他の区分及びその区分ごとの範囲」（告示）の一部改正について 

 化学的酸素要求量についての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を 

改正する告示（平成23年環境省告示第23号）、窒素含有量についての総量規制基準に係る業種その他の 

区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する告示（平成23年環境省告示第24号）、りん含有量につい 

ての総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲の一部を改正する告示（平成23年環 

境省告示第25号）が本日公布及び施行されます。 

 本告示は、水質汚濁防止法第４条の５第１項及び第２項に基づき、関係都道府県知事が総量規制基準 

を定めるに当たって、水質汚濁防止法施行規則第１条の５第３項、第１条の６第３項及び第１条の７第 

３項に基づき、環境大臣が化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、総量規 

制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲を定めるものです。  

１．経緯 

［１］東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海において、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、窒素及びりん※に係る 

汚濁負荷量を削減するため、昭和54年以来これまで６次にわたる水質総量削減を実施してきた（窒素 

及びりんについては第５次から対象項目に追加）。  

［２］平成21年度を目標年度とした第６次水質総量削減に引き続く第７次水質総量削減について、平 

成22年３月に中央環境審議会から、平成26年度を目標年度として実施することが適当との筓申がなさ 

れた。  

［３］これを受け、平成22年５月18日、環境大臣から中央環境審議会会長に対し、「水質に係る化学 

的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法について」の諮問を行った。  



［４］中央環境審議会水環境部会総量規制基準専門委員会において、平成22年３月の中央環境審議会 

筓申を踏まえ諮問事項についての審議が行われ、そこで取りまとめられた総量規制基準専門委員会報 

告案に対し、パブリックコメントの募集が行われた。  

［５］上記パブリックコメントの結果を踏まえ、平成23年１月17日の中央環境審議会水環境部会にお 

いて、「水質に係る化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量の総量規制基準の設定方法につい 

て」取りまとめられ、同日、中央環境審議会会長から環境大臣に対し、筓申がなされた。  

［６］上記筓申を踏まえ、水質汚濁防止法施行規則第１条の５第３項、第１条の６第３項及び第１条 

の７第３項に基づき、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量のそれぞれについて、総量規制 

基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲について告示を行うものである。  

２．告示の概要（第６次水質総量削減に係る告示との相違点） 

(1)東京湾・伊勢湾・大阪湾について 

[1]時期区分 

・時期区分は第６次と同様とした。  

[2]業種等の区分 

・業種等の区分（215区分）は第６次と同様とした。 

なお、窒素及びりんについては、窒素含有量及びりん含有量の暫定排水基準の見直しを踏まえ、 

畜産農業に「総面積が50m2以上の豚房施設を有するもの」という備考を設けた。  

・業種等の区分の名称については、日本標準産業分類の改定を踏まえて変更した。  

[3]Ｃ値の範囲 

・ＣＯＤ、窒素、りんについて、現状よりも悪化させない等の趣旨からＣ値の範囲を改訂した。  

(2)大阪湾を除く瀬戸内海について 

[1]時期区分 

・時期区分は第６次と同様とした。  

[2]業種等の区分 

・業種等の区分（215区分）は第６次と同様とした。東京湾・伊勢湾・大阪湾について行う畜産 

農業における備考設定は、大阪湾を除く瀬戸内海では行わないこととした。  

・業種等の区分の名称については、日本標準産業分類の改定を踏まえて変更を行った。  

[3]Ｃ値の範囲 

・第６次からの変更は行わなかった。  

３．今後の予定 

 本告示に示された総量規制基準に係る業種その他の区分及びその区分ごとの範囲において、水質汚 

濁防止法第４条の５第１項及び第２項に基づき、関係都道府県知事が第７次水質総量削減における総 

量規制基準を設定することとなる。  

 

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、石丸 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13655 

 

 

☆地球温暖化関係  



 

＊ご家庭の日々のCO2を「見える化」します！ 日常生活CO2情報提供ツール「CO2みえ 

～るツール」の公開について 

環境省では、日常生活CO2情報提供ツール『CO2みえ～るツール』を平成２３年３月２５日（金）から運 

用を開始いたします。 

 このツールは一般家庭を対象に、主に、  

[1]家計簿のように入力した家庭支出項目からCO2排出量を「見える化」する機能  

[2]日々のくらしにおける省エネ省CO2行動によるCO2排出量の変化と節約金額を「見える化」する機能  

[3]主要な所有機器の種類ごとにCO2排出量や電気代を算定し、最新機器に買い換えた場合のCO2排出量 

や電気代も「見える化」する機能  

等から構成され、家庭での日々の生活や消費に伴うCO2を「見える化」します。 

 現在、東北地方太平洋沖地震の影響により、電力供給不足が問題となっていますが、このツールは、 

上記の機能に加えて、「省エネに役立つヒント集」や家庭の省エネの工夫を紹介できる「コミュニテ 

ィ（掲示板）」機能も用意しています。 

家庭での省エネ行動の参考に是非活用下さい。  

１．CO2みえ～るツールについて（概要） 

 CO2みえ～るツールは、日常生活のCO2排出量を「見える化」する以下の機能を有しています（画面 

イメージは別紙参照）。 

 日常生活のCO2排出量を詳細に「見える化」したい、簡単に「見える化」したいなど、利用者のニ 

ーズや用途に合わせて詳細版（パソコン版のみ）及び、簡易版（パソコン版及び携帯電話版の２つ） 

を用意しました。詳細版は、以下の全ての機能が備わったものであり、簡易版は、簡単な情報入力の 

みで日常生活のCO2排出量を「見える化」するように機能を絞ったものです。 

「まず簡単に試してみたい」という方は、是非とも簡易版から活用下さい。  

［1］家計のみえーる 

 家計簿ソフトのように、電気料金等の光熱水費だけでなく、食費等の光熱水費以外の支出と収 

入を入力しながら、家庭での生活や消費に伴うCO2排出量を「見える化」することができます。「見 

える化」したCO2排出量はグラフ形式で確認することができます。  

［2］くらしのみえーる 

 利用者が実行しているくらしの改善メニューを登録することで、CO2排出量の変化と節約金額を 

「見える化」することができます。 

また、家計のみえーるで「見える化」したCO2排出量からくらしの改善を行った場合のCO2排出量 

の変化を「見える化」することができます。  

［3］家電のみえーる 

 エアコン、テレビ、冷蔵庫、蛍光灯・照明器具について、利用者が保有している機器の購入年、 

メーカー、型番等を入力することで、機器毎のCO2排出量や電気代を「見える化」することができ 

ます。 

 なお、利用者が保有している機器を最新の機器に買い換えた場合のCO2排出量や電気代を「見え 

る化」することもできます。  

［4］家電実測値のみえーる （詳細版のみ） 

 消費電力量の計測機器により計測した機器の一日当たりの消費電力量を入力することができま 



す。 

今後、計測機器で計測した消費電力量データを自動的にCO2みえーるツールに入力する機能を開発 

する予定です。  

［5］トータルでみえーる 

 家計のみえーる、くらしのみえーる、家電のみえーるへの入力結果から日常生活のトータルの 

CO2排出量の変化と節約金額を「見える化」することができます。  

 また、これらの機能の他にも、会員登録者内でのCO2排出量ランキングや省エネに役立つヒント 

集、家庭の省エネの工夫を紹介できるコミュニティ（掲示板）などの機能を有しています。  

２．CO2みえ～るツールへのアクセス方法 

 それぞれのツールへのアクセス方法は以下の通りです。  

［1］詳細版：全ての機能が備わったもの（パソコンからアクセスが可能） 

http://mieeeru.go.jp/  

［2］簡易版：パソコン版（パソコンからアクセスが可能） 

http://pc.mieeeru.go.jp/  

［3］簡易版：携帯電話版（携帯電話からアクセスが可能） 

http://mb.mieeeru.go.jp/  

 

３．CO2みえ～るツールの特徴 

 利用者のニーズや用途に合わせて、3つのツールを用意することで、パソコンや携帯電話を利用して、 

日常生活のCO2排出量を「見える化」することができます。 

 詳細版と簡易版は同一のIDにて管理しており、簡易版をお試し頂いたユーザーが詳細版へ容易に乗り 

換えを行うことができるように、簡易版から詳細版へ一部のデータを移行することができます。  

 

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=13629 

 

 

＊平成２１年度における地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく 

「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について 

定める計画」の実施状況等について 

 平成２１年度における政府実行計画の実施状況、独立行政法人等の地球温暖化対策に関する計画の策 

定状況（平成２２年４月１日現在）についてお知らせします。  

１．資料 

（１）平成２１年度における地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「政府がその事務及び事業 

http://mieeeru.go.jp/
http://pc.mieeeru.go.jp/
http://mb.mieeeru.go.jp/


に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」の実施状況について  

（２）独立行政法人等の地球温暖化対策に関する計画の策定状況について  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 高橋、佐藤、辻 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13641 

 

 

☆PRTR関係  

＊「ＰＲＴＲデータ地図上表示システム」の公開について 

 環境省では、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に定める 

化学物質排出移動量届出制度（ＰＲＴＲ制度：Pollutant Release and Transfer Register）に基づいて 

事業者から届け出られた化学物質の排出量・移動量等のデータ（ＰＲＴＲデータ）を、インターネット 

地図上に視覚的に分かりやすく表示し、検索・閲覧できるようにした「ＰＲＴＲデータ地図上表示シス 

テム」を平成２３年３月２８日（月）から環境省ホームページで公開します。  

１．経緯 

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（化管法）に定め 

る化学物質排出移動量届出制度（ＰＲＴＲ制度：Pollutant Release and Transfer Register）に基 

づき、人の健康や生態系に有害なおそれがある特定の化学物質について、事業者は環境への排出量や 

廃棄物に含まれての移動量のデータ（ＰＲＴＲデータ）の届出を行っています。 

 国に届け出られた個別事業所ごとのＰＲＴＲデータは、都道府県別、業種別等に集計・公表されて 

いましたが、「今後の化学物質環境対策の在り方について」（平成１９年８月中央環境審議会中間筓 

申）における「個別事業所ごとのＰＲＴＲデータがより容易に入手可能となるよう、現在の開示請求 

方式を改めて、国による公表方式とすべき」との提言を踏まえ、平成２１年２月から個別事業所ごと 

のＰＲＴＲデータをホームページ上に公表しております。 

 さらに、同筓申において、国民により分かりやすい形でＰＲＴＲデータを提供する観点から「国の 

ホームページ等を活用した排出地点の地図上へのプロット」等ができるような工夫を行うべきとの提 

言がなされていることを踏まえ、今般、「ＰＲＴＲデータ地図上表示システム」を環境省ホームペー 

ジ「ＰＲＴＲインフォメーション広場」において公開することといたしました。 

 なお、ＰＲＴＲ制度の詳細につきましては、環境省ホームページ「ＰＲＴＲインフォメーション広 

場（http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html）」に掲載しておりますので、そちらを御覧くだ 

さい。  

２．ＰＲＴＲデータ地図上表示システムの概要 

 ＰＲＴＲデータ地図上表示システムは、化管法に基づいて事業者から届出されたＰＲＴＲデータを 

地図上で表示するとともに、以下のとおりＰＲＴＲデータを検索・閲覧できるようにしたものです。  

・ＵＲＬ：http://www2.env.go.jp/chemi/prtr/prtrmap/  

・主な機能：[1]個別事業所のＰＲＴＲデータの地図上への表示が可能（様々な縮尺でシームレスに 

閲覧可能）  

       [2]個別事業所の検索が可能（検索のキー：事業所名、化学物質名 等） 

       [3]個別事業所の、大気、水等の排出先別の排出量・移動量や、その経年変化等を表 

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html
http://www2.env.go.jp/chemi/prtr/prtrmap/


やグラフで表示が可能  

・閲覧可能なデータ：平成１３年度から平成２１年度までのＰＲＴＲデータ※  

※ ＰＲＴＲデータの概要 

○対象物質：人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすおそれのある化学物質３５４物質  

○対象業種：金属鉱業、原油・天然ガス鉱業、製造業など２３業種  

○内容：事業者が大気、水、土壌等へ排出している対象化学物質とその量 

    事業者が廃棄物として処理するために事業所の外へ移動している対象化学物質とその量 

  等  

  （注）  

・閲覧可能なデータは、毎年度のＰＲＴＲデータの公表に伴い、新たに追加・更新等を行う予 

定です。  

・「平成２１年度のデータ」とは、２１年度の排出量・移動量等で、２２年度に届出されたも 

のを指します。  

・平成２２年度データ（平成２３年度に届出・公表）から、対象物質数は３５４物質から４６ 

２物質に変更されるとともに、対象業種に医療業が追加され２４業種となります。  

３．ＰＲＴＲデータ地図上表示システムの活用 

 ＰＲＴＲデータ地図上表示システムを用いることによって、関心のある地域での化学物質の排出状 

況や、関心のある化学物質の全国の排出・移動状況などを把握することができます。このように、本 

システムを通じて、様々な主体がＰＲＴＲデータをより一層活用することが期待されます。  

４．ＰＲＴＲデータ地図上表示システムの稼働 

○情報提供開始：平成２３年３月２８日（月）１３時  

○ホームページアドレス：http://www2.env.go.jp/chemi/prtr/prtrmap/  

 

担当：環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課 早水、福島、栗栖  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13630 

 

 

＊「ＰＲＴＲデータを読み解くための市民ガイドブック～平成２１年度集計結果から～」 

の作成・公表について 

 環境省では、この度、ＰＲＴＲ（化学物質排出・移動量届出：Pollutant Release and Transfer Register） 

制度を広く一般の方向けに分かりやすく解説した「ＰＲＴＲデータを読み解くための市民ガイドブック 

化学物質による環境リスクを減らすために～平成２１年度集計結果から～」を作成するとともに、環境 

省ホームページに公表しました。御希望の方には本ガイドブックの冊子を無料（送料は自己負担）でお 

送りいたします。 

 本ガイドブックは、５つの章（「暮らしの中の化学物質」「ＰＲＴＲ制度とは」「ＰＲＴＲデータ」 

「化学物質による環境リスクの低減のために」「もっと知りたい時には」）から構成されており、ＰＲ 

ＴＲ制度やＰＲＴＲデータの解説に加え、化学物質による環境リスク低減のためのリスクコミュニケー 

ションやＰＲＴＲデータの活用事例について記載しています。  

 

http://www2.env.go.jp/chemi/prtr/prtrmap/


１．背景 

 平成11年７月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す 

る法律」（化管法）に基づき、化学物質排出移動量届出制度（ＰＲＴＲ制度）が導入されています。 

 ＰＲＴＲ制度により、人の健康や生態系に有害なおそれがある特定の化学物質について、事業者は 

環境への排出量や廃棄物に含まれての移動量のデータ（ＰＲＴＲデータ）の届出を行い、国はその集 

計結果及び推計を行った届出対象外の排出量の集計結果を公表することとなっています。 

 本年２月２４日には、第９回目となる平成２１年度のＰＲＴＲデータの集計結果を公表いたしまし 

た。 

また、事業者から届け出られた個別事業所ごとの情報についても、ホームページ上で公表しています。 

 このようなＰＲＴＲデータを広く一般の方にも御理解・御活用いただけるよう、ＰＲＴＲデータに 

ついて分かりやすく解説したガイドブック「ＰＲＴＲデータを読み解くための市民ガイドブック 化 

学物質による環境リスクを減らすために～平成２１年度集計結果から～」を作成いたしました。  

２．市民ガイドブックの概要 

 ＰＲＴＲ制度によって入手できるようになった化学物質の排出量・移動量の情報をきっかけにして、 

一人一人の関心に応じて、化学物質に関する理解を深めていただくためのガイドブックです。 

 このガイドブックは、５つの章から構成されており、ＰＲＴＲ制度の概要、平成２１年度ＰＲＴＲ 

データの集計結果やＰＲＴＲデータの閲覧・入手方法に加え、化学物質による環境リスク低減のため 

のリスクコミュニケーションやＰＲＴＲデータの活用事例について記載しています。 

また、先般公開した「ＰＲＴＲデータ地図上表示システム」の使い方についても記載しています。  

３．市民ガイドブックの入手方法 

(1)電子情報（ＰＤＦファイル）の入手 

 http://www.env.go.jp/chemi/prtr/archive/guidebook.htmlからダウンロードができます。  

(2)冊子の入手 

 希望される方には無料でお送りいたします（送料は実費を自己負担）。 

 冊子を御希望の方は、お名前と送付先住所（郵便番号含む）、希望部数を記載した紙及び必要 

となる郵送費に相当する切手（下の「切手代（ゆうメール）」参照）を、以下の資料請求先まで 

お送りください。 

お送りいただいた紙は、市民ガイドブックを郵送する際に封筒に貼り付けて用います。 

なお、市民ガイドブックは、各都道府県・政令指定都市等のＰＲＴＲ担当課室においても入手可 

能です。  

【留意事項】 

・お名前と送付先住所（郵便番号含む）、希望部数を記載した紙をお送りください。  

・御希望部数に応じた金額分の切手をお送りください。  

＜切手代（ゆうメール）＞  

１冊２９０円分  

２冊３４０円分  

３～５冊４５０円分  

６～８冊５９０円分  

なお、９冊以上を御希望の場合は、以下の資料請求先までお問い合わせください。  

・送付先住所を記載した紙に「ＰＲＴＲ市民ガイドブック○○部希望」と明記してください。  

http://www.env.go.jp/chemi/prtr/archive/guidebook.html


・お名前、送付先住所、希望部数は、「たて８ｃｍ×よこ１０ｃｍ」程度の紙に記入してくだ 

さい。 

 お送りいただいた紙は、市民ガイドブックを郵送する際に封筒に貼り付けて用います。  

【資料請求先】 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 

環境省環境保健部環境安全課 ＰＲＴＲ市民ガイドブック担当 

（TEL：03-3581-3351(内線6358) 電子メールehs@env.go.jp）  

 

担当：環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課 早水、栗栖、山崎 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13644 

 

 

☆大気汚染防止法・法律違反関係  

＊三菱自動車株式会社の大気汚染防止法等の違反について 

 平成23年３月23日に、三菱自動車工業株式会社水島製作所（倉敷市）が大気汚染防止法の法違反等に 

ついて公表しました。 

 環境省では、これを受けて、３月23日に同社に対して再発防止対策の報告を求めるとともに、３月24 

日付けで同社の所属団体である日本自動車工業会に対して会員企業における自己点検の実施を要請する 

文書を発出しました。 

 今後とも、地方公共団体と協力しながら法令の遵守の徹底を図っていく予定です。  

１．経緯 

 平成23年２月に発覚した水島コンビナート内におけるばい煙排出者による大気汚染防止法違反や、 

これを契機とした岡山県及び倉敷市から発出された通知（※）を受けて、三菱自動車工業株式会社が 

実施した調査の結果、同社水島製作所において、大気汚染防止法に基づく測定や届出に係る義務違反 

（測定の未実施や未届出）等が発覚しました。  

※・・・ 岡山県：環管第504号「大気及び水質関係法令等に係る自主測定状況の確認等について」（平 

成23年２月17日付け）  

倉敷市：環政第4898号「大気汚染防止法、水質汚濁防止法の改正及び環境係法令の遵守につ 

いて」（平成23年２月22日付け）  

 なお、３月23日付の同社の資料によれば、同社がばい煙発生施設において測定を実施したところ、 

大気汚染防止法で定められている排出基準値以下であり、未届出の施設の稼働は停止されているとの 

ことです。  

２．環境省の対応 

 環境省では、本事案が発覚した３月23日に同社に対して再発防止対策の報告を求めるとともに、３ 

月24日に、同社が所属する日本自動車工業会に対して会員企業における自己点検の実施を要請する文 

書を発出しました。  

 本年４月から、「ばい煙の測定結果の未記録、虚偽の記録等に対する罰則の創設」等を内容とする 

改正大気汚染防止法が施行されることも踏まえ、地方公共団体と協力しながら法令の遵守の徹底を図 

っていく予定です。  

mailto:ehs@env.go.jp


 

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=13637 

 

 

生物多様性関係  

＊生物多様性条約第１０回締約国会議等における環境配慮への取組結果及びカーボ 

ン・オフセットの完了について 

 平成22年10月11日から29日に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約（以下「CBD」という。）の 

第10回締約国会議（以下「COP10」という。）及びカルタヘナ議定書第5回締約国会議（以下「MOP5」と 

いう。）は、「名古屋議定書」や「愛知目標」などを採択して会議を終えました。 

 生物多様性条約COP10/MOP5カーボン・オフセット※１事務局では、COP10/MOP5の会議を開催する上で、 

会議全体の環境負荷の低減を図るとともに、避けられないCO2排出分についてはカーボン・オフセットを 

実施、完了しました。  

※1 日常生活や経済活動において避けることができないCO2等の温室効果ガスの排出について、まず 

できるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガスについて、排出量 

に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、排出される温室効果ガスを埋め合わせ 

るという考え方。  

１． COP10/MOP5における環境配慮への取組について 

 国際会議における環境配慮については、2005年のG8グレンイーグルス・サミットで広く知られるよ 

うになり、CBDのCOP9/MOP4、気候変動枠組条約のCOP15など、一般化しつつあります。国内において 

も北海道洞爺湖サミットやG8環境大臣会合をはじめ、大小様々な会議において環境配慮及びカーボ 

ン・オフセットが実施され、「会議等の環境配慮のススメ」(環境省)や「カーボン・オフセットイベ 

ントの手引き」(カーボン・オフセット推進ネットワーク)など、こうした取組に関する指針等も整備 

されつつあります。 

 COP10/MOP5開催においても、参加者の移動や会議の開催に伴ってエネルギーの使用や廃棄物の発生 

などで大きな環境負荷が発生します。そこでCOP10/MOP5では、これまでに実施された国際会議におけ 

る環境配慮への取組や、既に各国から公表されているイベントの環境配慮に関するガイドラインを参 

考にしつつ、本会議の開催地に適した環境負荷低減への取組を行いました。 

 具体的には、 

【1】会議開催に伴う様々な業務におけるグリーン購入の推進、 

【2】愛知県名古屋市の基準に準拠したごみの分別をはじめとした3Rの促進、 

【3】会場のエネルギー管理の徹底や自然エネルギーの活用などを通じた資源・エネルギーの節約、 

【4】低公害車の利用や公共交通機関利用の推進、 

【5】参加者及び関係者への事前及び会場における呼びかけ、 

【6】環境負荷低減に取り組んだ事業者による自己評価等により、環境負荷の低減に取組みました。 

その具体的な取組内容は、別紙１(PDF)をご参照下さい。  

２． COP10/MOP5におけるカーボン・オフセットの概要 

 これらの環境配慮への取組を行った上で、会議開催に伴って排出されるCO2をカーボン・オフセッ 



トしました。 

この中には、参加者の航空機及び鉄道による移動、会場でのエネルギー利用、会議参加のための宿泊、 

廃棄物の処理、会場で利用する紙の製造、関係者の自動車による移動など、幅広なバウンダリにおけ 

るCO2排出量が含まれています。 

 こうしたCO2排出削減の取組を行った後のCO2排出量を対象に、国内における排出量についてはオフ 

セット・クレジット※2（以下「J-VER」という。）を購入して無効化し、海外における排出量につい 

ては京都クレジット※3（以下「CER」という。）を購入し取消を行うことでカーボン・オフセットを 

実施しました。 

 実施にあたり、取組の客観性及び信頼性を高めるために、カーボン・オフセット認証制度に基づい 

て第三者認証機関による認証を取得しました。 

 また、本会議のカーボン・オフセットについては、国の実施する事業として特に透明性・公平性が 

求められるため、カーボン・オフセット実施に際して決定すべき事項について検討、またカーボン・ 

オフセットに用いるクレジットの検討・評価を行うために有識者による「生物多様性条約COP10/MOP5 

カーボン・オフセット検討委員会（以下「検討委員会」という。）」を設置し、検討を行いました。  

※2 国内の排出削減・吸収プロジェクトにより実現された温室効果ガス排出削減・吸収量をクレジ 

ットとして認証する制度。平成20年11月に環境省が創設。  

※3 京都議定書に定められた手続に基づいて発行されるクレジットであり、京都クレジットは京都 

議定書に基づく削減目標達成のために用いられる。クリーン開発メカニズム（CleanDevelopment  

Mechanism、 CDM）プロジェクトにより発行されるクレジット   （Certified EmissionReduction、  

CER）等がある  

３． COP10/MOP5における温室効果ガス排出量について 

  COP10/MOP5開催における温室効果ガス（以下「GHG」という。）排出量を算定しました（この排 

出量算定については、適格第三者検証機関であるSGSジャパン株式会社の第三者審査を受けていま 

す。）。 

 今回のオフセットの対象となる、排出削減の取組（別紙１（PDF））を行った後の会議開催に伴う 

排出量は、海外・国内合わせて24,145 t-CO2eになりました。  

４． カーボン・オフセットで利用したクレジットについて 

 カーボン・オフセットで利用するクレジットは、COP10／MOP5の趣旨に即したクレジットを調達す 

ることを目的として平成22年9月21日～9月24日、平成22年12月7日～12月13日の2回に分けて公募を行 

い、これらの応募について、検討委員会にて審査を行った結果、表（別紙２(PDF)）のJ-VER13件及び 

CER1件の合計27,357 t-CO2eを購入しました。 

 購入したクレジットについて、J-VERを環境省カーボン・オフセット用無効化口座へ移転し、CER 

を日本政府の取消口座へ移転する処理を平成23年2月10日に全て完了し、カーボン・オフセットを実 

施しました。  

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室 鳥居、三村、吉田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13633 

 

 



＊海洋生物多様性保全戦略の策定について 

 環境省では、海洋の生物多様性の保全及び持続可能な利用を目的とし基本的な考え方と施策の方向性 

を示した海洋生物多様性保全戦略を策定しましたので、お知らせします。  

１．概要 

 国内外の海洋の生物多様性の現状悪化や、海洋の生物多様性保全に対する関心の高まりを背景とし、 

海洋基本計画（平成20年閣議決定）を踏まえ、生物多様性国家戦略2010（平成22年閣議決定）に基づ 

き海洋生物多様性保全戦略を策定しました。 

 本保全戦略は、海洋の生態系の健全な構造と機能を支える生物多様性を保全して、海洋の生態系サ 

ービス（海の恵み）を持続可能なかたちで利用することを目的としています。 

 なお、本保全戦略は、平成22年度に設置した「海洋生物多様性保全戦略専門家検討会」における議 

論を踏まえ、関係省庁の協力を得て、策定したものです。  

２．海洋生物多様性保全戦略の特徴 

○主として排他的経済水域までの我が国が管轄権を行使できる海域を対象とし、海洋環境と生物多様 

性の特徴やそこから得られる生態系サービス、海洋の生物多様性に及ぼす人間活動の影響を整理し、 

海洋の生物多様性の保全及び持続可能な利用について基本的な視点と施策を展開すべき方向性を示 

しました。  

○特に、保全施策の一つとして国際的にも関心の高い海洋保護区に関しては、我が国において明確に 

定義されていなかったため、本保全戦略において定義と考え方を明らかにしました。その上で国際的 

な目標も踏まえ、科学的知見に基づき、自然公園等の既存の制度を活用した区域の拡大や管理の拡充、 

ネットワーク化の推進等を図る旨記述しています。  

○さらに、こうした施策に際して重要な科学的知見の充実や多様な主体の協働・連携等も不可欠であ 

り、そのための取組を進めることとしています。  

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課 星野、奥山、荒牧、尼子、滝澤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13640 

 

 

＊平成２３年度生物多様性保全推進支援事業の新規採択事業の決定について 

環境省では、平成２０年度より、地域における生物多様性の保全・再生に資する活動等を支援する「生 

物多様性保全推進支援事業」を実施しています。 

 今般、平成２３年度の新規採択事業が決定しましたので、お知らせします。  

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室 鳥居、山下、宮崎、猪口 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13645 

 

 

＊平成２３年度地域生物多様性保全活動支援事業の採択団体の決定について 

 環境省では、平成２２年度より、生物多様性に関する法律に基づく法定計画等の策定及び法定計画等 



に位置づけられた 

活動について支援する「地域生物多様性保全活動支援事業」を実施しています。 

 今般、平成２３年度の採択団体が決定しましたので、お知らせいたします。  

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室 鳥居、山下、宮崎、猪口 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13650 

 

 

＊「平成22年度京都メカニズムクレジット取得事業」の結果について 

 京都議定書の削減約束を達成するため、環境省及び経済産業省は、平成18年度から独立行政法人新エ 

ネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）に委託し、京都メカニズムを活用してクレジットを取得 

する事業を実施しております。 

この度、ＮＥＤＯがクレジット取得契約の締結について公表いたしましたので、お知らせいたします。  

１．京都議定書目標達成計画（平成17年4月閣議決定。平成20年3月全部改定）において、国内対策に 

最大限努力してもなお京都議定書の約束達成に不足する差分（基準年総排出量比1.6％）については、 

  「補足性の原則を踏まえつつ、京都メカニズムを活用したクレジットの取得によって確実に対応 

することが必要」とされております。 

  このため、環境省及び経済産業省は、平成18年度からＮＥＤＯに政府のクレジット取得を委託し、 

京都メカニズムクレジット取得事業を開始いたしました。  

２．本事業の実施に当たっては、京都議定書目標達成計画において、「クレジットを取得するに際し 

ては、[1]リスクの低減を図りつつ、費用対効果を考慮して取得すること、[2]地球規模での温暖化防 

止、途上国の持続可能な開発への支援を図ること」とされており、これを踏まえて、平成22年度に合 

計で約400.0万トン（二酸化炭素換算）のクレジット取得契約を締結いたしました。 

  なお、事業開始以降の総契約量合計は、9,782.3万トン（二酸化炭素換算）となります。  

３．クレジット取得契約の詳細等につきましては、ＮＥＤＯ発表資料「2010年度京都メカニズムクレ 

ジット取得事業の結果について」（別紙）をご参照ください。  

 

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、水野、河村、橋本  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13656 

 

 

☆エコタウン関係  

＊「川崎市－瀋陽市環境にやさしい都市構築モデル事業に関する北京・瀋陽ワークショ 

ップ」の結果について 

 環境省では、川崎市及び瀋陽市における循環経済静脈産業の発展を通じた環境にやさしい都市構築の 

モデル事業を推進しています。 

その一環として、３Ｒ政策やエコタウンの構築等に関し、日本と中国の関係者による情報共有及び意見 

交換を行う「環境にやさしい都市ワークショップ」を平成23年３月22日(火)及び24(木)に、中国北京市 



及び瀋陽市において開催しました。 

 我が国から、環境省、国立環境研究所、在中国日本大使館、財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）、 

国際協力機構（JICA）等の日中協力の関係者が、中国側より環境保護部、中国科学院、瀋陽市、貴陽市、 

柳州市、日中友好環境保全センター等の関係者が出席し、廃棄物・リサイクル政策に関する日中両国お 

よび川崎市・瀋陽市における取組の現状についての情報交換及び日中両国及び川崎市・瀋陽市の循環経 

済に関する今後の協力についての活発な意見交換を行い、本協力を一層推進していくことが合意されま 

した。  

１．３月２２日 北京ワークショップ概要 

【開催日時】平成23年３月22日（火）  

【開催場所】北京長白山国際ホテル（中国・北京）  

【主催】日本国環境省、中国環境保護部  

【出席】約３０名  

【主な出席者】（日本側）環境省、国立環境研究所、JICA、IGES、リサイクル関連企業 等  

       （中国側）環境保護部、瀋陽市、貴陽市、柳州市、日中友好環境保全センター、 

関連研究機関 等  

【内容】○日本側から 

・日本の３R関連制度と技術とのパッケージ化によるアジアの３R促進支援（環境省）  

・日中連携による地域循環拠点形成の展望（国立環境研究所）  

・環境先進都市川崎の取組（川崎市）  

・日本のリサイクルプロジェクトの事例紹介（JFEエンジニアリング(株)、(株)リーテム）  

・循環経済推進プロジェクト（JICA）  

について紹介。  

○中国側から 

・中国における循環経済推進制度とその展開状況（北京工業大学）  

・川崎エコタウンの先行事例を活用した、中国環境モデル都市の創造（瀋陽市）  

・中国における生態工業園の紹介（貴陽市、柳州市）  

について紹介。  

＜議論の結果＞ 

○日本において循環型社会に向けた取組が進み、また中国でもエコタウン建設など循環経済、 

グリーン経済の実現に向けた取組が進んでいる状況が紹介され、双方の協力により具体的なプ 

ロジェクトを進めていく時期に来ているという認識を共有しました。  

○特にこれまでの川崎市―瀋陽市環境にやさしい都市構築モデル事業協力を踏まえて、プロジ 

ェクトを決定・実施するための手法やリサイクルビジネス等の展開に当って対象を定めるため 

に必要な情報など静脈産業展開に当っての課題が提示されました。  

○今後の日中間での本分野に関する協力のさらなる推進についての期待が示されました。  

２．３月２６日 瀋陽ワークショップ概要 

【開催日時】平成23年３月24日（木）  

【開催場所】サンライズインターナショナルホテル（中国・瀋陽）  

【主催】日本国環境省、中国環境保護部  

【出席】約９０名  



【主な出席者】（日本側）環境省、在瀋陽日本国総領事館、国立環境研究所、JICA、IGES、リサイク 

ル関連企業 等  

       （中国側）瀋陽市、瀋陽大学、中国科学院、リサイクル関連企業 他  

【内容】○日本側から 

・日本国環境省による川崎市及び瀋陽市の協力への支援について（環境省）  

・低炭素型エコインダストリアルパーク計画支援システム研究について（国立環境研究所）  

・環境先進都市川崎の取組と瀋陽市との国際協力（川崎市）  

・循環経済推進プロジェクト（JICA）  

について紹介。  

○中国側から 

・瀋陽国家環境建設モデル都市建設企画（環境保護部）  

・瀋陽大学グリーン・キャンパス・プロジェクト概要（瀋陽大学）  

・遼中県における生態工業園の取組（瀋陽市遼中県）  

・瀋陽市における循環経済制度と関連研究（中国科学院）  

について紹介。  

＜議論の結果＞ 

○これまでの川崎市―瀋陽市協力で得られた静脈産業に関する戦略実現可能性調査の結果など 

を踏まえ、今後の瀋陽市での静脈産業展開に当っての課題が提示されました。  

○瀋陽市の環境モデル都市建設を目指し、川崎市をモデルとしたエコタウン建設の準備が進め 

られている状況と日本の静脈産業展開への期待が示されました。  

○今後とも、循環型社会、グリーン経済の実現に向け、川崎市―瀋陽市協力を進める重要性に 

ついて合意がなされました。  

（注）川崎市及び瀋陽市の環境にやさしい都市の構築に係る協力について 

1.経緯 

・川崎市は姉妹都市の瀋陽市との間で、近年特に瀋陽市が現在力を入れている循環経済の促進に 

協力。  

・2009年6月14日、斉藤環境大臣（当時）と周・中国環境保護部長が川崎市と瀋陽市の環境にやさ 

しい都市の構築に係る協力を支持するための覚書を取り交わした。  

2.覚書の主な内容 

・川崎市及び瀋陽市において、循環経済産業の発展を通じた環境にやさしい都市構築のモデル事 

業を共同で推進  

・資源節約及び回収・リサイクルシステムの構築、廃棄物管理に関する政策交流、研究、技術等 

の情報共有の実施  

・学界、産業界及び民間部門の積極的な参加の奨励  

3.覚書に基づく取組の状況 

 環境省、川崎市、国立環境研究所、民間企業が瀋陽市における循環経済政策や技術システムの 

導入に向けて協力を実施  

 

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、木村、築地、吉田 

詳しくは↓ 



http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13636 

 

 

☆土壌汚染対策法関係  

＊平成21年度土壌汚染対策法の施行状況及び土壌汚染調査・対策事例等に関する調査結 

果について 

 環境省では、毎年、都道府県及び土壌汚染対策法の政令市（以下「都道府県知事等」という。）を対 

象に、土壌汚染対策法の施行状況（都道府県知事等が把握している土壌汚染の調査・対策事例等）につ 

いて調査を実施しています。 

今般、平成21年度に係る当該調査の結果について、取りまとめました。  

１ 平成21年度の土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査結果が報告されたのは、299件で、前年 

度(240件)より増加しました （土壌汚染対策法施行から平成21年度末までの累計1,487件）。 

 また、指定基準を超過して指定区域に指定されたのは94件であり、前年度（71件）より増加しまし 

た（累計435件）。  

２ 平成21年度に土壌汚染対策法の対象外を含め都道府県知事等が把握した土壌汚染調査事例は 

1,253件、そのうち超過事例 （指定基準又は土壌環境基準に適合していないことが判明した事例） 

は575件であり、いずれの事例数も前年度（1,366件、700件） より減尐しています。  

３ 本調査の概要については、別添資料を御参照ください。 

 また、調査の詳細については、環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/water/dojo/chosa.html） 

に掲載しています。  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境 柴垣、根木、百瀬、小林 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13634 

 

 

☆風力発電関係  

＊「風力発電施設の審査に関する技術的ガイドライン」について 

 環境省では、「規制・制度改革に係る対処方針」（平成22年６月閣議決定）を受け、自然公園法施行 

規則第11条第11項の風致景観に関する事項、「展望する場合の著しい妨げ」「眺望の対象に著しい支障」 

について、技術的なガイドラインをとりまとめました。  

 地球温暖化対策の推進に向けた再生可能エネルギーの導入促進に資するものとして、昨年、規制・制 

度改革に関する分科会において、環境分野についての規制・制度の見直しが検討され、平成22年６月、 

「規制・制度改革に係る対処方針」が閣議決定されました。 

 これを受けて、環境省では、風力発電施設の設置に関する自然公園法上の許可基準である自然公園法 

施行規則第11条第11項における、「展望する場合の著しい妨げ」「眺望の対象に著しい支障」について、 

技術的ガイドラインとしてとりまとめました。 

 今後、本ガイドラインは、自然公園法施行規則第11条に規定する自然公園法の許可基準の細部解釈及 

び運用方法を定めた「自然公園法の行為の許可基準の細部解釈及び運用方法」（平成22年４月１日付環 

自国発第100401008号 環境省自然環境局長通知）６「主要な展望地から展望する場合の著しい妨げにな 

http://www.env.go.jp/water/dojo/chosa.html


らない」（第１項第３号）及び「山稜線を分断する等眺望の対象に著しい支障を及ぼすものでない」 

（第１項第４号）を補足する具体的な考え方として取り扱うこととします。  

 

担当：環境省自然環境局国立公園課 上杉、中山、藤井、田畑  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13643 

 

 

☆公害健康被害関係  

＊公害健康被害の補償等に関する法律の補償給付等の改定について 

 公害健康被害の補償等に関する法律に規定する補償給付に関し、障害補償標準給付基礎月額（告示）、 

遺族補償標準給付基礎月額（告示）、介護加算額（政令）、療養手当の額（政令）及び葬祭料の額（政 

令）を改定します。 

 また、大気汚染系疾病に係る被認定者の補償給付等に要する費用の財源に充てるために、一定のばい 

煙発生施設等設置者から徴収する汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額（政令）を改定しま 

す。 

 これらの政令・告示は本年４月１日から施行される予定です。  

１．障害補償標準給付基礎月額の改定（告示） 

・障害補償費は、公害健康被害の補償等に関する法律の被認定者に対し、その障害の程度に応じて月々 

支給されるものであり、指定疾病により障害の状態にあることによる損害を填補することを目的とし、 

逸失利益を中心としてこれに慰謝料的要素を加味したもの。  

・障害補償標準給付基礎月額は、障害補償費の算定の基準となる額。 

２．遺族補償標準給付基礎月額の改定（告示） 

・遺族補償費は、指定疾病に起因して死亡した被認定者と生計維持関係にある一定の遺族に対して、 

10年を限度として月々支給されるもの。  

・遺族補償一時金は、指定疾病に起因して死亡した被認定者に遺族補償費の受給対象者がいない場合 

に、一定の遺族に対して一時金として基礎月額の36か月分が支給されるもの。  

・遺族補償費及び遺族補償一時金のいずれも、指定疾病に起因して死亡したことによる損害を填補す 

ることを目的とし、被認定者の逸失利益相当分・慰謝料相当分、遺族固有の慰謝料相当分のもの。  

・遺族補償標準給付基礎月額は、遺族補償費及び遺族補償一時金の算定の基準となる額。  

３．介護加算額の改定（政令） 

・介護加算額は、常時介護を必要とする被認定者（特級患者）の介護に要する費用の填補を目的とし 

たもの。  

４．療養手当の額の改定（政令） 

・療養手当は、被認定者の入通院に要する諸雑費等を填補することを目的としたもの。  

５．葬祭料の額の改定（政令） 

・葬祭料は、被認定者が指定疾病に起因して死亡した場合に、通常の葬祭に要する費用の填補を目的 

としたもの。  

６．汚染負荷量賦課金の単位排出量当たりの賦課金額の改定（政令） 

・補償給付費等に要する費用のうち８割分(注)については、一定のばい煙発生施設等設置者から汚染 



物質の排出量に応じて汚染負荷量賦課金を徴収。  

・｢単位排出量当たりの賦課金額｣は汚染負荷量賦課金の算定の基礎となるもの。(注)残りの２割分に 

ついては自動車重量税収の一部が国から交付される。  

(１)過去分の単位排出量当たりの賦課金額 

・第一種地域の指定解除前（昭和５７年～６１年）の硫黄酸化物(SOx)排出量に対して課されるSox 

１立方メートルノーマル(ｍ３N)当たりの賦課金額。  

・納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の６割分（過去分賦課金額）を負担。  

   (２)現在分の単位排出量当たりの賦課金額 

・平成22年中のSOx排出量に対して課されるSOx１ｍ３N当たりの賦課金額。  

・納付義務者全体で汚染負荷量賦課金として徴収すべき額の４割分（現在分賦課金額）を負担。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境保健部（徴収関係）企画課 水野、小暮 

                         （給付関係）保健業務室 加藤、中村 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13651 

 

 

☆ダイオキシン関係  

＊「ダイオキシン類基準不適合土壌の処理に関するガイドライン」の公表について 

 環境省では、ダイオキシン類による土壌の汚染に係る環境基準を満たさない地域であって、ダイオキ 

シン類対策特別措置法第29条の対策地域に指定されていない地域のうち、土壌の搬出を伴う対策が自主 

的に実施されている区域から搬出される土壌の搬出後の処理について、適正な処理を推進する観点から 

「ダイオキシン類基準不適合土壌の処理に関するガイドライン」を取りまとめました。  

○ 概要 

 ダイオキシン類対策特別措置法の施行後、同法第29条に基づく対策地域においてはダイオキシン類 

により汚染された土壌の掘削除去等の対策が進められてきたところです。しかし、ダイオキシン類に 

よる土壌の汚染に係る環境基準を満たさない地域であって、人が立ち入ることができないこと等によ 

り都道府県が同法第29条に基づく対策地域に指定していない地域のうち、土壌の搬出を伴う対策が自 

主的に実施されている区域から搬出される土壌（以下、「ダイオキシン類基準不適合土壌」という。） 

の処理については、現状では特段の規則はなく、各自が任意での処理を行っている状況です。 

 このような状況を踏まえ、環境省では、学識者等からなる「ダイオキシン類土壌汚染対策検討会」 

（座長：東京農工大学 細見正明教授）でのダイオキシン類基準不適合土壌の処理に関する検討結果 

を踏まえ、ダイオキシン類基準不適合土壌についてどのように処理を行えばよいかなどに関する基本 

的考え方と、適正に処理を行うために必要な施設の構造及び維持管理等の措置を「ダイオキシン類基 

準不適合土壌の処理に関するガイドライン」として取りまとめました。  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課 柴垣、紺野、永川  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13654 

 



 

☆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/ 

 


