
☆生物多様性関係  

＊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、種苗会社等から収集した種子のうち、新たに1種類（1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、種苗会社等から収集した種子のうち、新たに1種類（1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  

 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。 

品種名等 台農２号（２００９年４月以降に販売している種子）  

種苗会社名等 (有)わかば種苗店（沖縄県那覇市） 

検査結果 陰性 

 今般の検査結果も含め、これまで種子20種類（16品種）を検査し、全て陰性でした。 

県の聴き取りによれば、これらの種子20種類（16品種）を商業的に栽培している面積は、パパイヤの総 

商業栽培面積の7割強です。 

東日本大震災以降は、検査にかかる体制等を見直し、検査点数を調整して実施しています。 

その他 

参考 

今回公表分も含め、これまでに実施したパパイヤ種子20種類（16品種）の検査の結果一覧は、次のペー 

ジでご覧になれます。 

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

「遺伝子組換え体混入の可能性のあるパパイヤの検査について」（平成23年2月22日公表） 

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

 

担当：農林水産省消費・安全局農産安全管理課 二階堂、吉尾、高島 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/110404.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、種苗会社等から収集した種子のうち、新たに1種類（1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、種苗会社等から収集した種子のうち、新たに1種類（1品種）について、検査の結果が出ました。 

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


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 ワンダフル（２００９年４月に輸入し、今後発売予定の種子） 

種苗会社名等 有限会社わかば種苗店（沖縄県那覇市） 

検査結果 陰性  

陰性：対象としている組換え遺伝子配列を持たないパパイヤである。 

今般の検査結果も含め、これまで種子21種類（17品種）を検査し、全て陰性でした。県の聴き取りによ 

れば、これらの種子21種類（17品種）を商業的に栽培している面積は、パパイヤの総商業栽培面積の7割 

強です。 

東日本大震災以降は、検査にかかる体制等を見直し、検査点数を調整して実施しています。 

その他 

参考 

今回公表分も含め、これまでに実施したパパイヤ種子21種類（17品種）の検査の結果一覧は、次のペー 

ジでご覧になれます。 

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

「遺伝子組換え体混入の可能性のあるパパイヤの検査について」（平成23年2月22日公表） 

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

 

担当：農林水産省消費・安全局農産安全管理課 二階堂、吉尾、高島 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/110408.html 

 

 

＊「平成23年度第1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  

 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6件について 

学識経験者から意見を聴取するため、「平成23年度 第1回 生物多様性影響評価検討会 総合検討会」 

を4月15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。 

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


 

 今回、農林水産省及び環境省に対し申請された6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4月15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 

・除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグリホサート及びグルホシネート耐性ダイズ(DAS44406)  

・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耐性トウモロコシ (4114)   

・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耐性トウモロコシ (32316)  

・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耐性トウモロコシ (40416)  

・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耐性トウモロコシ (43A47)  

  [2]食用又は飼料用のための使用等についての検討 

・低飽和脂肪酸・高オレイン酸及び除草剤グリホサート耐性ダイズ (MON87705)    

 (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4月13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、4月14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 

 （記載事頄） 

・「平成23年度 第1回 生物多様性影響評価検討会 総合検討会」傍聴希望の旨  

・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）  

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


・（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/5147.htm 

  お申し込みに当たっての注意事頄 

・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頄 

 当検討会の傍聴に当たり、次の留意事頄を遵守願います。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 

詳しくは↓ 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/110407.htm 

 

 

＊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２３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４月２０日(水) １３：３０～１６：００  

２．場所 中央合同庁舎第７号館東館 １７階１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.)、  スギ花粉症治療イネ(改変Cry j蓄積イネ,  

Oryza saiva L.)に係る申請）  

https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/5147.htm


(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、先着項となります。）  

（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、美留町  

       電話（直通）：０３－６７３４－４１１３  

        ＦＡＸ番号：０３－６７３４－４１１４  

（３）申込締切日 ４月１９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 

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 

担当者 植竹、串田 

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、串田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13668 

 

 

☆国際森林年関係  

＊＜2011 国際森林年関連事業＞国際セミナー「持続可能な森林経営の挑戦」の結果に 

ついて 

 林野庁は、平成23年3月8日（火曜日）から9日（水曜日）の期間、インドネシア共和国林業省と共催で 

国際セミナー「持続可能な森林経営の挑戦」を開催しました。 

1.日時及び場所  平成23年3月8日（火曜日）～9日（水曜日） 

            三田共用会議所 講堂（東京都 港区 三田2-1-8） 

2.出席者  各国政府、国際機関、NGO、民間団体、一般参加者など約30カ国から約170名が出席し、開会式 

では、田名部農林水産大臣政務官が挨拶を行いました。また、我が国政府関係機関からは、林野庁、外 

務省、環境省、国際協力機構等の関係者が出席しました。 

3.概要 本セミナーは、我が国とインドネシア共和国の共催により国連森林フォーラムの活動に貢献す 

るための取組として開催しました。 

 持続可能な森林経営の国際的動向、持続可能な森林経営を達成するために各国で共通に取り組まれて 

きた政策手法（基準・指標、ガイドライン、森林認証・合法性証明など）の開発と適用事例、及び各国 

特有の事例の紹介を通じて、課題や今後の展望などが話し合われました。 

 その結果を踏まえパネルディスカッションが行われると共に、国連森林フォーラムへのメッセージの 

方向性について出席者間で議論が行われ、持続可能な森林経営の課題について認識を共有することがで 

きました。   

  今後、出席者からの意見を踏まえ結果を報告書として取りまとめると共に、第10回国連森林フォーラム 

会合に向けて国連森林フォーラム事務局に報告書を提出する予定です。 

プログラム、プレゼンテーション資料は、以下のページをご覧下さい。 

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

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


4.その他 

共催：林野庁、インドネシア共和国林業省 

協力：国際熱帯木材機関、フォレスト・ヨーロッパ、モントリオール・プロセス 

後援：国連森林フォーラム事務局、外務省 

（参考） 

平成23年2月9日付けプレスリリース「＜2011 国際森林年関連事業＞国際セミナー 

 「持続可能な森林経営の挑戦」の開催について」 

    http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110209.html 

 

担当：林野庁 森林整備部 計画課 海外林業協力室 佐藤, 小西 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110405.html 

 

 

＊＜2011 国際森林年関連事業＞「第2回 国際森林年国内委員会」の開催及び傍聴につ 

いて 

 農林水産省では、平成23年4月14日（木曜日）に、農林水産省において「第2回 国際森林年国内委員会」 

を開催いたします。 

会議は公開で行い、会議冒頭終了後のカメラ撮影及び終了後の取材は可能ですが、取材等を希望される 

方は、事前にご連絡願います。 

また、当該会議資料は会議終了後にホームページで公開します。  

1．概要 

 2011年（平成23年）は国連総会決議で定められた「国際森林年」です。「国際森林年」は、世界中の 

森林の持続可能な経営、保全、持続可能な利用の重要性に対する認識を高めることを目的としています。 

我が国としても、国連の求めに応じて国内委員会を設置し、「国際森林年」における普及の方針と国 

連への報告内容等を討議することとなりました。第1回 国内委員会は、昨年12月16日に開催されまし 

た。 

この度、東日本大震災の復旧・復興について等を議題に第2回 国内委員会を開催することとなりまし 

た。 

なお、今回の会議資料及び議事の概要は、会議終了後に次のURLページで公開することとしています。 

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

2．日時、場所 

(1)日時：平成23年4月14日（木曜日）10時00分～11時00分(予定) 

(2)場所：農林水産省本館4階 第2特別会議室（東京都 千代田区 霞が関 1-2-1） 

3．議題 

東日本大震災の復旧・復興について 他 

4．委員 

別紙1「国内委員会委員名簿」参照。 

5．傍聴可能人数 

25名程度（席に限りがありますので、希望者多数の場合は抽選を行います。）  

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110209.html
http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/2011iyf.html


取材傍聴の可否については、4月12日（火曜日）中に事務局より連絡させていただきます。 

6．取材及び傍聴の申込 

 傍聴を希望される方は、インターネット又は別紙2「第2回 国際森林年国内委員会 傍聴申込書」に 

ご氏名（ふりがな）、ご住所、電話番号、FAX番号、ご所属（任意）を記入の上、FAXにてお申込みくだ 

さい。 

（お電話でのお申込みはご遠慮ください。）  

インターネット：https://www.contact.maff.go.jp/rinya/form/3a87.html 

［FAX送付先］ 03-3593-9565  

林野庁 計画課 海外林業協力室 海外企画班 宛 

 ・申込みの締切は、4月12日（火曜日）12時（必着）です。  

 ・会場の都合上、応募多数の場合は抽選とさせていただきます。ただし、幅広い関係者にご参加いただ 

くため、同一と考えられる組織等から多数の応募があった場合には、人数を調整させて頂くことがあり 

ます。  

 ・傍聴の可否については、4月12日（火曜日）中にEメール、電話又はFAXでご連絡します。  

7．その他 

（1）入館手続きについて 

 農林水産省は事前の入館手続きが必要です。事務局の方で、いただいた申込書を元に入館手続きを行 

います。当日は顔写真入りの身分証明書をご持参の上、農林水産省正門よりご来庁ください。  

（2）傍聴について注意事頄 

 会議室には、会議開始予定時刻の10分前までに入室をお願いします。  

 また、傍聴に当たっては次の事頄にご留意ください。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。 

 ・携帯電話やポケットベル等の電源は必ず切って傍聴ください。 

 ・会議中は、カメラ、ビデオ、レコーダー、ワイヤレスマイク等の使用しないでください。  

 ・会議中は静粛を旨とし、座長、及び事務局の指示にお従いください。 

 ・飲食及び喫煙はご遠慮ください。 

 

担当：林野庁 森林整備部計画課 海外林業協力室海外指導班 大川、石飛 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110408.html 

 

 

☆温泉エネルギー普及加速化事業関係  

＊平成23年度温泉エネルギー普及加速化事業の公募について 

 環境省では、地域特性に応じた温泉エネルギーの自立的普及のため、温泉熱や温泉付随ガスの利用を 

行う民間事業者の取組を支援する事業を行うこととしております。 

 この度、下記により補助事業の公募を開始することとなりましたので、お知らせします。  

１．事業の概要 

 温泉熱又は温泉付随ガスの利用を行う事業のうち、以下のいずれかに該当する事業に対し補助を行 

うものです。  

https://www.contact.maff.go.jp/rinya/form/3a87.html


【対象となる事業】 

（１）温泉発電設備補助事業 

ア温泉の熱を用いた発電設備を整備する事業  

（２）温泉施設における温暖化対策事業 

ア温泉水を熱源とするヒートポンプ設備を整備する事業  

イ温泉に付随する可燃性天然ガスを熱源とするボイラー等設備を整備する事業  

ウ温泉に付随する可燃性天然ガスを熱源とするコージェネレーション設備を整備する事業  

 補助率は、（１）ア、（２）イ、ウは事業費の１／２、（２）アは事業費の１／３とする。 

補助対象者は、民間事業者とする。  

２．補助事業の選定 

（１）一般公募を行い、選定します。  

（２）応募者より提出された実施計画書等を基に厳正に審査を行い、優れた提案について予算の範囲 

内で補助事業者を選定します。 

   なお、東北電力又は東京電力が電力を供給する区域における事業、その他全国の先進的なモデ 

ルとなる事業であることも審査頄目とします。  

３．募集期間 

 平成２３年４月４日（月）～平成２３年６月６日（月）１７時必着  

４．応募方法 

 本事業へ応募される場合には、環境省ホームページ内の「お知らせ」の「公募」のページから申請 

書等をダウンロードの上、申請書に必要事頄を記載するとともに、必要書類を添付して、担当課室へ 

申請を行ってください。 

 なお、申請書の作成等に当たり不明な点等がある場合は、５．本件のお問い合せ先あてに御連絡く 

ださい。 

【公募のページ】http://www.env.go.jp/guide/kobo.html  

５．本件のお問い合せ先 

（１）温泉発電設備補助事業 

地球環境局地球温暖化対策課 

担当：井上、市村 

TEL：０３-３５８１-３３５１（代表）内線：６７８０  

（２）温泉施設における温暖化対策事業 

自然環境局自然環境整備担当参事官室 

担当：齋藤、五反田 

TEL：０３-３５８１-３３５１（代表）内線：６４５８  

６．設置工事を実施できる民間事業者の情報提供（温泉発電設備補助事業に限る。） 

 温泉発電で用いられる温度差エネルギーを活用した発電は、最近になって開発された技術であるこ 

とに鑑み、本件応募に併せて、設置工事を実施できる民間事業者（平成２３年度内に竣工が可能な者 

に限る。 

 以下「工事事業者」という。）を環境省ホームページにより紹介することといたします。 

 これら工事事業者の皆さまにおかれましては、事業者名、担当部署、担当者、連絡先（電話及び電 

子メール）の情報提供にご協力くださいますようお願いいたします。 

http://www.env.go.jp/guide/kobo.html


 なお、環境省ホームページ掲載に当たっては、発電方式、発電能力等について必要に応じて 

ヒアリングをさせていただきますのでご了承ください。 

 補助金交付申請者におかれましては、必要に応じて本件情報も参考にしていただきたく存じますが、 

技術によって適用性、費用等に差異があると思われること、全ての技術が必ずしも対応や竣工が確実 

とはいえないことにご留意ください。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、立川、井上、市村 

   環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室 大庭、齋藤、五反田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13659 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会第５８回及び第５９回総合政策部会の開催について 

中央環境審議会第５８回及び第５９回総合政策部会を以下のとおり開催しますのでお知らせいたします。 

なお、審議は公開で行われます。  

●中央環境審議会第５８回総合政策部会 

１．日時：平成２３年４月２０日（水）１３：３０～１７：３０  

２．場所：三田共用会議所 ４階 第４特別会議室 

      （東京都港区三田２－１－８）  

３．議題（予定）：（１）第三次環境基本計画の見直しについて  

        （２）その他  

●中央環境審議会第５９回総合政策部会 

１．日時：平成２３年５月１１日（水）１４：００～１７：００  

２．場所：三田共用会議所 ４階 第４特別会議室 

      （東京都港区三田２－１－８）  

３．議題（予定）：（１）第三次環境基本計画の見直しについて  

        （２）その他  

●傍聴 

 傍聴を希望される方は、電子メール又はＦＡＸにてお申し込みください。 

お申し込みの際は、件名に「第５８回総合政策部会傍聴希望」又は「第５９回総合政策部会傍聴希望」、 

本文に「住所・氏名・勤務先又は所属団体・電話番号・傍聴券の送付先（電子メールアドレス又はＦ 

ＡＸ番号）」をご記入ください。お申し込みは傍聴希望者１名につき１通といたします。  

【傍聴締切日】 

４月１３日（水）１７：００まで  

 会場の都合上、傍聴可能人数は２０名を予定しております。 

傍聴希望者が２０名を超えた場合は抽選とさせていただきますのであらかじめご了承ください。 

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

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

します。)  



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

し込みの際にその旨ご記入ください。カメラ撮りについては、会議の冒頭のみでお願いいたしま 

す。また、必ず自社腕章を携帯ください。）  

連絡先）環境省総合環境政策局環境計画課 

    担当：渡邊・小池  

  ＴＥＬ：03-3581-3351(内線6280) 

     03-5521-8233(夜間直通)  

  ＦＡＸ：03-3581-5951  

  E-mail：sokan-keikaku@env.go.jp  

 

担当：環境省総合環境政策局環境計画課中央環境審議会総合政策部会  

（環境基本計画関係）事務局 苦瀬、矢田、南、渡邊、小池 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13662 

 

 

＊中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会（第８回）の開催について 

 ４月25日（月）に中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会（第８回）を開催いたします。 

本専門委員会では、排水規制等の頄目追加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４月25日（月）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） 排水規制等の頄目追加等について  

４．公開に関する取扱い 

（１）傍聴を希望される方は、平成23年４月18日（月）17時まで（必着）に「排水規制等専門委員会 

（第８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（20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、 

傍聴の際に御持参願います。 

   なお、中央合同庁舎第５号館に入館するための本人確認を行っていますので「写真付身分証明 

書」（免許書・社員証・パスポート等）を御持参ください。  

（３）当日取材を希望される報道関係者につきましては、下記連絡先に、平成23年４月18日（月）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す。）  

５．連絡先 

mailto:sokan-keikaku@env.go.jp


環境省水・大気環境局水環境課 担当：磯部 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ：03-3581-3351(内線6629) 

ＦＡＸ：03-3593-1438 

電子メール：mizu-kanri@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排水規制等専門委員会事務局 吉田、 

水原、磯部 

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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13666 

 

 

☆エコアクションポイント関係  

＊「エコ・アクション・ポイントに関するガイドライン」の策定について 

 環境省では、国民一人ひとりの環境配慮行動（エコアクション）に経済的インセンティブを付与する 

取組を進めるため、環境配慮型商品・サービスの購入・利用等の環境配慮行動を行った場合に、様々な 

商品等に交換できるポイントが貯まるエコ・アクション・ポイントプログラムを推進しています。 

 この度、プログラムに参加しようとする様々な立場の方々に、エコ・アクション・ポイントの趣旨や 

具体的な内容、参加の手項等のご理解を得、積極的な参加を促すことを目的として、「エコ・アクショ 

ン・ポイントに関するガイドライン」を策定しました。  

１．エコ・アクション・ポイントの概要 

 エコ・アクション・ポイントとは、国民参加による温暖化対策の切り札として、国民一人ひとりの 

環境配慮行動（エコアクション）に経済的インセンティブを付与する取組を進めるため、環境省が平 

成20～22年度にモデル事業を実施したポイントプログラムです。 

 環境配慮型の商品・サービスの購入・利用等の環境配慮行動を行った場合に、様々な商品等に交換 

できるポイントが貯まるもので、全国のあらゆる業種・業態の事業者が参加できる仕組みが構築され 

ています。 

 エコ・アクション・ポイントは平成23年度以降、民間事業者が運営主体となって実施されます。 

環境省としては、プログラムの信頼性及び公平性を確保するため、プログラムの運用状況のチェッ 

ク・評価や、必要に応じた本ガイドライン等の見直しを行っていきます。  

２．本ガイドラインの構成 

 本ガイドラインは、エコ・アクション・ポイントプログラムに参加しようとする様々な立場の方々 

にエコ・アクション・ポイントの趣旨や具体的な内容、参加の手項等のご理解を得、積極的な参加を 

促すことを目的として作成したものです。 

 本ガイドラインは  

（１）エコ・アクション・ポイントに関するガイドライン（本冊）  

（２）エコ・アクション・ポイントの登録・承認基準 （別冊）  

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


（３）エコアクションの温室効果ガス削減効果算定事例 （参考資料）  

 から構成されています（別紙１）。エコ・アクション・ポイントプログラムの運用に必要な基本的 

情報は本冊に集約し、対象とするエコアクション（環境配慮型商品の購入、環境配慮型サービスの利 

用、その他の環境配慮行動）を登録する際の具体的な承認基準や手続き・ルール等は、別冊に整理し 

ました。 

また、参考資料として、エコアクションの温室効果ガス削減効果の算定事例も作成しました。  

 本ガイドラインの全文については、環境省ホームページに掲載しています。 

 ＜アドレス＞ エコ・アクション・ポイント http://www.env.go.jp/policy/eco-point/top.html  

 なお、本ガイドラインは、平成22年度エコ・アクション・ポイントモデル事業支援・検証検討会（別 

紙２）の専門的な助言等を得て策定しました。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、杉井、亀井、森下 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13663 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊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、東日本大震災の影響により延期としていた、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。  

・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 4月12日（火）10:00～15:00  

２．議事次第（予定） 

１．登録プロジェクトに対する変更依頼に関する報告  

２．登録プロジェクトに対する変更依頼に関する審議  

３．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  

４．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  

５．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 

http://www.env.go.jp/policy/eco-point/top.html


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、三好、下山、西村 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13664 

 

 

☆東日本大震災による影響と対応関係  

＊東日本大震災による影響と対応～原子力発電所の事故に伴う出荷制限等の対応につ 

いて～ 

 農林水産省は、一部の野菜や原乳について出荷制限が実施されていることに伴い、平成23年3月28日付 

けで作成しました「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」を最近の状況に応じ 

て更新しました。  

本件の本省ホームページへのアクセスは次のとおりです。 

・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  

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

 （添付文書） 

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  

（平成23年4月5日現在） 

【今回の変更点】 

・問1、2、5：よりわかりやすい言葉で記載しました。  

・問4：つなぎ資金等について更新いたしました。  

1. 出荷制限対象となった農家に対する賠償はどうなるのか  

2. 出荷制限の対象外の品目に対する風評被害への賠償はどうなるのか  

http://www.4cj.org/jver/scheme.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/syukka_kisei.html


3. 農家は賠償のためにどのような準備が必要か  

4. 賠償を受けられるまでの間、資金面での農家への支援はないのか  

5. 放尃能汚染が発生した地域において、米などの作物を作付けてもよいのか  

6. 原乳が出荷制限となっているが、今後の経営方向はどのようにしていくべきか  

7. 出荷制限となっている野菜の廃棄をどうするのか  

8. 出荷制限となっている原乳の廃棄をどうするのか  

9. いつ出荷制限は解除されるのか  

10. JCO事故の時はどのように賠償が行われたのか  

  

担当：農林水産省生産局農業環境対策課 松尾、及川 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/110405.html 

 

 

＊東日本大震災による影響と対応～東京電力福島原子力発電所の事故を踏まえた水産 

物の取扱いについて～  

 農林水産省は食品流通関係団体に対し、東北地方太平洋沖地震に伴い発生した東京電力福島原子力 

発電所事故に関連して、水産物の取扱いについて冷静に対応いただくようお願いしました。 

                                           23総合第73号   

                                                平成23年4月8日 

別記食品流通関係団体 代表者 宛て 

                                農林水産省総合食料局長 

       

東京電力福島原子力発電所の事故を踏まえた水産物の取扱いについて 

  

日頃より、食品流通行政につきまして、御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、農林水産省では、東北地方太平洋沖地震に伴い発生した東京電力福島原子力発電所事故を踏まえ、

特に青果物を念頭において、これまで数次にわたり、食品流通関係団体に対して、出荷制限の対象地域

以外の地域の品目や対象地域内の対象品目以外の品目について、国から提供される情報等を十分御理解

の上、科学的・客観的な根拠に基づいて適切に対処していただきたい旨各団体の会員企業に周知し御指

導いただくよう要請させて頂きました。 

これらの要請につきましては、青果物を念頭に置いていたとはいえ、水産物その他の食品全般にわたる

ものであります。 

しかしながら、今般、茨城県沖で漁獲された水産物を千葉県下の地方卸売市場に出荷したところ、取り

扱いの拒否がなされる事態が発生するなど、水産物の取引に混乱が生じております。 



このような事態は、水産物の円滑な流通・消費に重大な支障を来すものであります。 

国としては、今回の原子力発電所の事故に関して、放尃性物質の検出結果等を速やかに公表していると

ころでありますが、更に、放尃能の食品への影響や放尃性物質等を含んだ食品を摂取した場合の健康へ

の影響等の情報を消費者・国民に積極的に提供して冷静な対応を促し、実際、消費者・国民にも広く理

解していただいていると考えておりますので、食品流通業者の皆様におかれましても、科学的・客観的

な根拠に基づき適切に行動され、水産物の円滑な流通の促進に資するよう再度改めてお願いいたします。 

なお、このことを貴団体の会員企業に対し御指導いただくよう、よろしくお願いいたします。 

別  記 

全国中央卸売市場協会 

全国公設地方卸売市場協議会 

全国第3セクター市場連絡協議会 

全国卸売市場対策協議会 

社団法人全国中央市場青果卸売協会 

社団法人全国青果卸売市場協会 

全国青果卸売協同組合連合会 

社団法人全国中央市場水産卸協会 

全国魚卸売市場連合会 

全国水産物卸組合連合会 

社団法人日本食肉市場卸売協会 

東京食肉市場卸商協同組合 

社団法人全国食肉買参協会 

社団法人日本花き卸売市場協会 

全国花き卸協会 

全国中央卸売市場関連事業者団体連合会 

財団法人食品流通構造改善促進機構 

財団法人食料農商交流協会 

全国水産物商業協同組合連合会 

全国青果物商業協同組合連合会 

日本果物商業協同組合連合会 

全国小売市場総連合会 

社団法人新日本スーパーマーケット協会 

社団法人日本ショッピングセンター協会 

社団法人日本フランチャイズチェーン協会 

社団法人日本ボランタリー・チェーン協会 

日本スーパーマーケット協会 

日本小売業協会 

日本百貨店協会 

日本チェーンストア協会 

協同組合セルコチェーン 



全日食チェーン商業協同組合連合会 

無添加食品販売協同組合 

オール日本スーパーマーケット協会 

日本生活協同組合連合会 

日本チェーンドラッグストア協会 

株式会社八社会 

社団法人日本加工食品卸協会 

社団法人外食品卸協会 

全国給食事業協同組合連合会 

日本給食品連合会 

 

担当：農林水産省総合食料局流通課 高崎、妹尾 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/ryutu/110408.html 

 

 

＊東日本大震災について～原子力発電所事故の発生に伴うEU向け輸出に係る証明書の 

記載参考等について 

 福島第一原子力発電所事故の発生に伴い、EU向けに輸出する日本産の食品等に対しては、EUの求めた 

産地証明書等の証明書の提出が必要となりました。 

本件に関し、EU向け輸出に関する証明書の記載参考等を、下記のとおり農林水産省のホームページに掲 

載いたしましたのでお知らせいたします。 

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/seido/index.html#2-8  

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・記載参考（PDF：88KB）  

・日本産食品等のEU輸出に必要となる証明書の種類について（PDF：299KB）  

 

担当：農林水産省大臣官房国際部貿易関税チーム輸出促進室 甲谷、寺野 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/yusyutu/110412.html 

 

 

☆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/ 

 

 

http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/seido/index.html#2-8
http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/yusyutu/pdf/110412-01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/yusyutu/pdf/110412-02.pdf


☆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/ 

 


