
☆東日本大震災関係  

＊東日本大震災について～善意による食料等の提供への鹿野農林水産大臣の御礼～ 

 本日、鹿野農林水産大臣は、東日本大震災における飲食料等の供給において、善意による食料等の提供 

をいただいた皆様方に御礼いたしました。 

                                   御礼 

              殿  

 

 平素は、農林水産行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼を申し上げます。 

 さて、東日本大震災は未曾有の大災害であります。被災地域では食料、飲料の確保に困難を極め、明 

日をも知れぬ状況の中、被災者の困窮は最大限に達しておりました。さらに、その後発生した福島原子 

力発電所事故により、今なお多くの方々が避難生活を余儀なくされております。 

 このような中で、皆様方からの善意による食料等の提供は、被災地の方々の命をつなぐ食料等の供給 

に大きく貢献すると同時に、災害や避難生活に打ちひしがれた被災者の方々に、明日への勇気と希望を 

与えるものとなりました。 

 被災地支援に向けた取組は、大震災の発生から一月が過ぎた現在もなお続いておりますが、これまで 

の間に皆様方からいただいたご支援に対しまして、ここにあらためて深く敬意と感謝の念を表する次第 

であります。 

 引き続き被災地に対する暖かいお心遣いをお願いするとともに、原子力発電所事故により、いわゆる 

風評被害を被っている生産者に対しても、科学的根拠に基づく原料調達などのご支援をいただくことを 

お願いいたします。  

平成23年4月 

農林水産大臣   

 

担当：農林水産省総合食料局総務課政策推進室 藤嶋、小島 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/seisui/110418_2.html 

 

 

＊東日本大震災について～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4月5日 

付けで更新しました「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  

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：202KB）  

 

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/110413.html 

 

 

＊東日本大震災について～EU向け輸出に係る証明書の様式等の変更について～ 

 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。 

この度、EUの実施規則が改正され、証明書の様式等が変更となりました。 

改正後の様式等を、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。 

掲載先アドレス 

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

EUの規則改正は、以下の通りです。 

・ヨウ素、セシウム、プルトニウムの基準を日本の基準に合わせている（検査対象物質としてはヨウ素、 

セシウムのみ）  

・飼料について、ヨウ素の基準を食品と同様の水準の基準を新たに設けている  

・記載様式が変更（証明する内容に変更はない）   

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・欧州委員会実施規則No 351/2011（Commission implementing regulation （EU)）No 351/2011）（PDF：

761KB）  

 

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/110413.html 

 

 

＊東日本大震災について～福島原子力発電所の事故を踏まえた農林水産物の出荷制 

限・出荷自粛等の取扱いの徹底について～ 

 本日（4月13日）、農林水産省は食品流通関係団体に対し、福島原子力発電所事故に関連して、 

出荷制限や出荷自粛等の対象となっている農林水産物が仕入れられることのないよう、改めて十分に 

チェックすることについて周知・徹底をお願いしました。 

添付資料 

 (別紙)東京電力福島原子力発電所の事故を踏まえた農林水産物の出荷制限・出荷自粛等の取扱いの徹底 

について 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/pdf/110413-01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/seido/index.html#2-8
http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/yusyutu/pdf/110413-01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/yusyutu/pdf/110413-01.pdf


23総合第104号  

平成23年4月13日 

別記 関係団体代表者 宛て 

農林水産省総合食料局流通課長 

東京電力福島原子力発電所の事故を踏まえた農林水産物の出荷制限・出荷自粛等の取扱いの徹底につい

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、これまで数次にわたり貴団体に対して、出荷制限や出荷自粛等の対象となっている農林水産物に

ついては、販売されていないことをチェックすることなどの要請を行ってきたところです。  

しかしながら、今般、原子力災害対策本部より出荷制限指示が出される以前に、県等により出荷自粛

がなされていた野菜について、小売段階に流通し、消費者に販売される事案が発生いたしました。  

つきましては、農林水産物の仕入れに当たっては、出荷制限や出荷自粛等を行っている対象農林水産

物が仕入れられることのないよう、改めて十分チェックすることについて、傘下会員企業に対する周

知・徹底をお願いいたします。  

なお、別添のとおり、大臣官房参事官（園芸担当）から「原子力災害対策本部による野菜の出荷制限

指示の徹底について」（平成23年4月13日付け23生産第417号）を関係県農林水産担当部長にあて通知

をしたところであり、県や市町村を通じて野菜の集出荷業者に対する指導が行われることとなります

が、集出荷業者と日頃から取引を行っている小売業者や卸売業者等の皆様からも、これら集出荷業者

に対し、出荷制限指示や出荷自粛要請等の趣旨の徹底をしていただきますようお願いいたします。 

 (別記)通知先一覧 

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  

社団法人日本外食品卸協会  

全国給食事業協同組合連合会  

日本給食品連合会   

 

 

担当：農林水産農林水産省総合食料局流通課 高崎、石塚 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/ryutu/110413.html 

＊東日本大震災について～農地の塩害と除塩について～  

 東日本大地震による津波は、太平洋側の農地に大規模な塩害を及ぼし、今後、その対策が重要 

となっています。 

この対策として関心が高まっている除塩のメカニズムや仕組み、手順等を取りまとめました。 

 

担当：農村振興局整備部防災課災害対策室 磯部、赤倉 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/saigai/110414.html 

 



 

＊東日本大震災について～「福島原子力発電所事故に係る連絡会議」の設置並びに第1 

回開催及び一般傍聴について～ 

 農林水産省は「福島原子力発電所事故に係る連絡会議」を設置し、第1回を4月18日（月曜日） 

13時30分から農林水産省7階講堂で開催いたします。 

この会議は公開です。ただし、カメラ撮影は会議冒頭のみとします。傍聴を希望される方は、以下の 

傍聴申込要領に沿ってお申し込みください。 

開催概要 

東京電力福島原子力発電所事故により、農林畜水産物の出荷制限措置等が取られているところです。 

これにより、出荷制限や廃棄処理による損害、風評被害など広範囲かつ多大な損害が発生し、農林水 

産業及び食品産業等に深刻な影響を与えています。 

 このため、農林水産業者及び食品産業等の事業者の方々に対し、「原子力発電事故による経済被害対 

応本部」や「原子力損害賠償紛争審査会」における議論等の情報を提供するなどにより、原子力損害賠 

償請求を円滑に進めることができるよう、関係都道府県、関係団体等からなる「福島原子力発電所事故 

に係る連絡会議」（以下「連絡会議」といいます。）を設置することとしました。 

また、今回の会議の資料及び概要は、会議終了後にホームページで公開いたします。 

構成 

連絡会議は、参加を希望する都道府県、農林水産業関係団体及び食品産業関係団体等と農林水産省（別 

添1「構成員一覧」参照）をもって構成します。 

すでに参加している都道府県や団体以外でも、随時、構成員に加わっていただくことができますので、 

下記のお問い合わせ先までご連絡ください。 

連絡会議の公開 

連絡会議は、原則として、公開で行うこととします。ただし、カメラ撮影は冒頭のみとします。 

第1回連絡会議の開催日時及び場所 

平成23年4月18日（月曜日）13時30分～15時00分 

農林水産省 本館7階 講堂 

所在地：東京都 千代田区 霞が関1－2－1 

傍聴 

この会議の傍聴を希望される方は、以下の要領に沿ってお申込みください。 

なお、傍聴は30名程度を予定しております。 

 

傍聴申込要領 

傍聴を希望される方は、FAXにより、事前にお申し込みください。 

（電話でのお申込みはご遠慮ください。） 

・FAXによる傍聴申込  

別添傍聴申込様式に、所属、氏名、電話番号及びFAX番号をご記入のうえ、大臣官房食料安全保障課 大 

久保、今野、西村(英)あて(FAX番号：03-6744-2396)にご送信ください。 

申込締切：平成23年4月15日(金曜日)12時00分 必着 

希望者多数の場合は抽選を行います。 

傍聴の可否は15日(金曜日)18時頃までにご連絡いたします。 



留意事項 

傍聴にあたっては、次の留意事項を遵守してください。 

これらを守らない場合は、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. 携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。  

3. 事務局職員の指示に従うこと。  

4. 傍聴中は以下の行為を慎むこと。  

・傍聴中の入退室(ただし、やむを得ない場合を除く。)  

・新聞、雑誌その他議案に関係のない書籍類の読書  

・飲食及び喫煙  

・銃砲刀剣類その他危険なものを議場に持ち込まないこと。  

 

 

担当：農林水産省大臣官房食料安全保障課原子力損害賠償対策チーム 大久保、今野、西村(英) 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/110414.html 

 

 

＊東日本大震災について～「食べて応援しよう！」被災地を応援する取組について～ 

 農林水産省は、東日本大震災の被災地及びその周辺地域で生産・製造されている農林水産物、加工食品 

（以下「被災地産食品」）を正確な知識に基づき積極的に消費することによって、産地の活力再生を通じた 

被災地の復興を応援するため、多様な関係者間で一体感を醸成する取組を開始しました。 

この際、既に民間企業や地方自治体ベースで進んでいる企画間の相乗効果発揮を重視するとともに、フード・ 

アクション・ニッポンを始めとする関連対策を有機的に連携させて、この取組を進めていきます。 

取組の概要 

・「食べて応援しよう！」というキャッチフレーズを共有して、多様な関係者が一体感をもって取組を 

推進していきます。  

・地方公共団体、NPO、個別企業等に関して、被災地産食品の積極的な利用を働きかけます。  

・被災地及びその周辺地域の生産者、食品産業事業者やその団体等が行う、被災地産食品の消費拡大対 

策を応援します。  

・食品小売業、外食・中食産業等が行っている被災地産食品フェア等を応援します。  

・地方公共団体、消費者団体、食品産業事業者等が行うセミナーやシンポジウム等の応援を通じて、理 

解の醸成につとめます。  

共通キャッチフレーズのイメージ 

「食べて応援しよう！」被災地を応援する取組では、「食べて応援しよう！」という共通のキャッチフ 

レーズをお使いいただきます。 

フォント等の指定は特段行いませんが、消費者の皆さんのご覧になり易いところに表示してください。  

以下にキャッチフレーズご利用のイメージを紹介します。  

 



担当：農林水産省総合食料局流通課卸売市場室 西尾、田雑 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/sijyo/110415.html 

 

 

☆省エネ法関係  

＊「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政令」について 

本件の概要 

 平成２３年４月１５日（金）に「エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令の一部を改正する政 

令」が閣議決定されましたので、お知らせいたします。 

 本政令は、エネルギー管理士試験の手数料を、現行の１８，６００円から１７，０００円に引き下げ 

るものです。 

 

担当：資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー対策課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110415001/20110415001.html 

 

 

☆環境統計関係  

 

＊平成23年版環境統計集の発行について 

 環境の状況に関するデータ、環境問題の原因となる環境への負荷に関するデータ及び環境問題に対し 

て講じた施策に関するデータを収録した「平成23年版環境統計集」を発行しました。  

１ 環境統計集の概要 

 本統計集は、環境の状況に関するデータに限らず、環境問題の原因となる環境への負荷や、環境問 

題に対して講じた施策に関するものも収録しました。具体的には、環境問題を構成する「人間活動」、 

「負荷」、「状態」、「対策」というサイクルに従って、各統計データを次の３つに分類し、各デー 

タの示す内容を整理して掲載しました。  

・「人間活動」と「負荷」をＤ指標（環境への負荷等の駆動力、driving force）  

・「状態」をＳ指標（環境の状態、state）  

・「対策」をＲ指標（社会的対策、response）  

 環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/doc/toukei/index.html）にも、後日、各統計データ 

（電子データ）掲載する予定です。  

２ 平成23年版の特徴 

 このたび発行する平成23年版「環境統計集」では、わが国の環境と経済活動との関係が理解できる 

基礎資料となるように、企業の環境投資に関する統計表を新たに追加しています。 

 また、昨年に引き続き、わが国の基礎データについて、わかりやすくグラフとして解説文とともに 

掲載するとともに、本統計集で取り上げた統計表のうち、平成22年版「環境・循環型社会・生物多様 

性白書」において関係する記載があるものについては、該当するページ番号を付記し、環境の状況に 

ついての理解が深まるようにしています。 

http://www.env.go.jp/doc/toukei/index.html


 また、巻頭には環境問題の各分野の状況を分かりやすく概観できるグラフをまとめて掲載するとと 

もに、環境の状況についての施策の進展を指標で示した「環境基本計画の進捗状況を把握する総合的 

環境指標」も掲載しました。  

３ 環境統計集の構成 

巻頭・・・グラフ・環境指標  

１章・・・社会経済一般  

２章・・・地球環境  

３章・・・物質循環  

４章・・・大気環境  

５章・・・水環境  

６章・・・化学物質  

７章・・・自然環境  

８章・・・環境対策全般  

４ 環境統計集の入手方法 

 一般の書店を通じて購入できます。１部2,200円（税込） 

 入手についての問い合わせ先は、以下のとおりです。  

株式会社博秀工芸  

電話 03-3836-3680 

ＦＡＸ 03-3834-4390  

 

担当：環境省総合環境政策局環境計画課企画調査室 大熊、澤、大沼、小畑 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13679 

 

 

☆環境技術実証事業関係  

＊平成23年度環境技術実証事業検討会 小規模事業場向け有機性排水処理技術 分野  

ワーキンググループ会合（第１回）の開催について 

 ４月25日（月）に平成23年度環境技術実証事業検討会 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野 ワ 

ーキンググループ会合（第１回）（以下「ＷＧ会合」という。）を開催いたします。なお、ＷＧ会合は 

公開で行われます。  

１．第１回ＷＧ会合開催の御案内 

開催日時 平成23年４月25日（月） 10：00～12：00  

開催場所 航空会館 201会議室 

       〒105-0004 東京都港区新橋1-18-1 

       TEL：03-3501-1272 URL：http://www.kokukaikan.com/  

議題（予定） 

（１）ワーキンググループの設置について  

（２）実証試験要領の見直しについて  

（３）実証機関の募集・選定について  

http://www.kokukaikan.com/


（４）今後のスケジュールについて  

（５）その他  

２．ＷＧ会合の傍聴 

 本ＷＧ会合は、公開で行います。傍聴希望の方は、件名を 

「平成23年度環境技術実証事業検討会 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野 第１回ＷＧ会 

合傍聴希望」としていただき、住所、氏名、勤務先、電話番号、電子メールアドレス及びＦＡＸ番号 

を明記の上、平成23年４月21日（木）17時必着で、以下の連絡先まで電子メール又はＦＡＸにてお申 

し込みください。お申込みは、傍聴希望者１人につき１通といたします。 

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

場合があります。 

抽選の結果、傍聴いただけない場合はその旨の連絡をいたします。  

３．傍聴希望の連絡先 

財団法人日本環境衛生センター 環境科学部 担当：並木、西尾 

〒210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6  

TEL：044-288-5132 

FAX：044-288-4850  

E-mail：kagaku@jesc.or.jp 

URL：http://www.jesc.or.jp/info/tech  

参考（背景・経緯） 

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

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

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

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

 環境技術実証事業 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野では、水質汚濁防止法の規制の対象 

とならない小規模事業場＊（日排水量50m3未満を想定）である厨房・食堂、食品工場等からの有機性 

排水を適正に処理する排水処理技術（装置、プラント等）について、実証試験を行っています。 

 また、実証試験の対象となる技術として、総合的な排水処理技術の他、特定の汚濁物質の除去を目 

的とした排水処理技術、汚泥に関する技術も幅広く対象としています。 

 平成22年度の実証試験の要領等については、環境技術実証事業ウェブサイトの実証試験要領ウェブ 

ページ（http://www.env.go.jp/policy/etv/t3_06.html）の「小規模事業場向け有機性排水処理技術 

分野 実証試験要領」（第３版）を御参照ください。 

 （http://www.env.go.jp/policy/etv/pdf/03/04_5.pdf）  

*「平成21年度水質汚濁防止法等の施行状況（平成22年11月）」によると、平成22年３月末において、 

水質汚濁防止法上の特定事業場数は270,226件、１日の排水量が50m3未満の小規模事業場は239,498 

件（89％）を占めます。 

（http://www.env.go.jp/water/impure/law_chosa.html）  

 

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=13683 

mailto:kagaku@jesc.or.jp
http://www.jesc.or.jp/info/tech
http://www.env.go.jp/policy/etv/t3_06.html
http://www.env.go.jp/policy/etv/pdf/03/04_5.pdf
http://www.env.go.jp/water/impure/law_chosa.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/ 

 

 

☆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/ 

 

 

 

 

 


