
☆東日本大震災関係 

＊東日本大震災による影響と対応～「出荷制限要請等の状況」の更新について～ 

 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」について最新の情報へ更新（※）しましたのでご覧ください。 

 

担当：農林水産省総合食料局流通課企画調整班 明石 

              中央市場業務班 淺浦 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/ryutu/110425.html 

 

 

＊東日本大震災について～輸出食品等に対する放尃性物質に関する検査に対応可能な 

機関について～ 

 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震以後、福島第一原子力発電所の事故を受けて、 

日本から輸出される食品等について放尃性物質に関する検査等を要求する国が出てきています。 

 国内における検査機器の台数に制約がありますので、輸出目的で放尃能検査を受けることは引き続き 

難しい状況が続いていますが、一部の機関においては、輸出目的での利用も可能となってきています。 

 今後の検査機器の整備予定も含めまして、各機関の情報を取りまとめましたので、下記のとおり 

提供いたします。 

なお、この情報はホームページ上で逐次更新、充実していく予定です。 

 

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/110422_1.html 

 

 

＊東日本大震災について～海外向けに輸出される農林水産物及び食品等に関する証明 

書の発行について～ 

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

各国の求めた産地証明書等の証明書の提出が必要となっています。 

 EU向けの産地証明等につきましては、3月27日付で通知し体制を整備したところですが、その後の 

状況変化等を踏まえ、この度、下記のとおり我が国から輸出する農林水産物及び食品等に関する証明 

書の発行について都道府県等に通知し、農林水産省のホームページに掲載しましたので、お知らせい 

たします。 

1． 海外向けに輸出される農林水産物及び食品等に関する証明書の発行について 

  日本から海外へ輸出される農林水産物及び食品等について、輸出先国から輸出国の管轄当局が発行 

する証明書等を求められる事例が増加してきていることから、EU向けと同様に管轄当局による証明書 

等の発行条件及び手続を行うこととしました。 

2． シンガポール向けに輸出される食品等に関する証明書の発行について 



  シンガポール政府との協議の結果に基づき、日本から輸出される食品等（4月22日発送分より）につ 

いて、日本の当局が発行する証明書が必要となりますが、その手続や証明書の様式等について決まり 

ました。 

3． 欧州自由貿易連合（EFTA）向けに輸出される食品等に関する証明書の発行について 

  EFTA加盟国のうち、ノルウェー、スイス及びリヒテンシュタイン（アイスランドについては確認中） 

向けに輸出される食品等についても、EU（欧州連合）と同じ規則が適用されます。 

 

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/110422.html 

 

 

☆遺伝子組換え関係 

＊パパイヤ種子の検査結果について 

 1. 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。 

 2. 今般、種苗会社から収去した種子のうち、新たに1種類（1品種）を検査し、遺伝子組換え体で 

あることを確認しました。 

  これは、「台農5号」の名称で、台湾の種苗会社から輸入されたものです。 

 3. 農林水産省は、これらの種子を輸入した種苗会社4社に対し、カルタヘナ法に基づき、販売先や 

在庫の状況、回収や廃棄などの講じた措置について報告するよう命じます。 

   さらに、「台農5号」が栽培されているほ場の特定及び遺伝子組換え体の伐採等の処理について、 

沖縄県と協力して進めます。 

 4. 「台農5号」は野菜用パパイヤとして用いられる品種で、その栽培面積は、沖縄県の聴き取り調査 

によれば、パパイヤの商業栽培の総面積の2割弱程度です。 

 5. これまでに、種子23種類（18品種）を検査し、「台農5号」を除き、全て陰性でした。 

   国内で商業栽培されているパパイヤ品種の種子のうち、検査未了のものは2種類のみです。 

経緯 

 1. 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。 

 2. 今般、種苗会社から収去した種子のうち、新たに1種類（1品種）について、検査の結果が出まし 

た。 

検査結果 

 品種名等 「台農５号」（平成１８年月に台湾の種苗会社から輸入された趣旨（ただし、当該種子は未 

発売）） 

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 陽性 

陽性：対象としている組換え遺伝子配列を持つパパイヤである。 

    当該種子の場合は、パパイヤリングスポットウイルス抵抗性を現す遺伝子配列。 

 



 「台農5号」は野菜用パパイヤとして用いられる品種です。野菜用パパイヤの場合、品種を意識せずに 

栽培されるため、品種ごとの栽培面積は年ごとに変動します。 

 「台農5号」の栽培面積は、沖縄県の聴き取り調査から、現在のところ、パパイヤの商業栽培の総面積 

（※）の2割弱です。 

 これまでに、種子23種類（18品種）を検査し、「台農5号」を除き全て陰性でした。 

 国内で商業栽培されているパパイヤ品種の種子のうち、検査未了のものは2種類のみです。 

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

(※) 平成23年4月時点の聴き取り調査によれば、約21haです。 

「台農5号」について 

 1. 台湾当局からの情報では、台農5号は遺伝子組換え体ではない通常の品種として、交雑育種により 

昭和62年に開発されたものであり、他の品種の葉柄が緑色なのに対し、葉柄が赤いなどの特徴があ 

ります。 

   今般、検査した種子は、平成17年以降、「台湾農産」(注1)から輸入され「台農5号」(注2)の名称 

で販売されてきたものと同一であると考えられます。 

 2. 農林水産省は、「台農5号」の輸入・販売に関する情報について、種苗会社への聴き取りにより以 

下のことを確認しています。 

  ア  今般検査した「台農5号」は、平成18年7月に、「有限会社 わかば種苗店」（沖縄県 那覇市） 

が、国内の種苗輸入会社である「小林種苗株式会社」（兵庫県 加古川市）を通じ、「台湾農産」 

から輸入したものであること 

  イ  「台農5号」の種子は、平成17年以降、全てが「台湾農産」から我が国に輸入されていること 

  ウ  平成17年以降、「台湾農産」からの「台農5号」の種子を輸入した実績のある企業は、 

    i） 直接、「台湾農産」から輸入した「有限会社 フタバ種苗卸部」（沖縄県 南城市） 

    ii） 「小林種苗 株式会社」を通じて輸入した「有限会社 わかば種苗店」、「株式会社 田中 

農園」（福岡県 大牟田市） 

    の4社であること（ただし、「有限会社 わかば種苗店」を除く3社は、当該種子を保有していな 

いとのこと） 

  エ  4社による「台農5号」の輸入実績は平成20年までであり、いずれの社も平成21年以降、輸入し 

ていないこと 

  オ  4社は、平成22年以降、国内において「台農5号」の種子を販売していないこと 

 3. また、農林水産省が昨年12月から本年3月にかけて、計3回、沖縄県内の種苗会社、ホームセンタ 

ー等を調査した際、「台農5号」の種子は販売されていなかったことから、「台農5号」の種子が市 

中に存在する可能性は低いものと考えられます。 

 4. 農林水産省及び環境省は、「台農5号」の我が国への生物多様性への影響は低いと考えられる旨の 

見解を示しています（参考1）。 

   また、その食品としての安全性については、厚生労働省が、本パパイヤの摂食による危害に繋が 

るような情報は今のところ確認されていないとの見解を示しています（参考2）。 

 (注1) 英語名：Taiwan Agricultural Development Co., Ltd.、所在地：台湾台北市 

(注2) 台湾の種苗会社からの「送り状」（Invoice）における記載は「Papaya Seeds, No.5」又は「Papaya  

Seeds, Tainong No.5」 

 



今後の対応 

1. 種苗の流通上の措置 

  農林水産省は、環境省とともに、カルタヘナ法(注3)第30条に基づき、「有限会社 わかば種苗店」、 

「株式会社 田中農園」、「有限会社 フタバ種苗卸部」及び「小林種苗株式会社」に対し、以下の事 

頄について報告することを命じます。 

   ア 過去5年間における「台農5号」の輸入、販売、在庫の実績の有無及びどのような品種と認識し 

ていたのか 

   イ アの実績がある場合には、その量、取引先、取引形態及び取引時期 

   ウ 自社又は販売先が在庫を保有する場合には、回収や廃棄など、講じた取組 

   エ 再発防止に向けて講じた、または、今後講じる措置 

 (注3) 「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） 

2. 栽培されているパパイヤに対する措置 

  カルタヘナ法第10条の規定は、未承認遺伝子組換え生物等の使用者等に対し、当該生物等の回収又 

は使用等を中止すること、その他必要な措置を執るべきことを命ずることができるとしています。 

  今後、農林水産省は、沖縄県と協力の上、「台農5号」が栽培されているほ場の特定及び遺伝子組換 

え体の伐採等の処理を行ってまいります。また、この際の伐採等の処理の進捗状況について、沖縄県 

から報告を受けることとしています。 

  なお、「台農5号」の栽培面積は、沖縄県の聴き取り調査から、現在のところ、パパイヤの商業栽培 

の総面積（※）の2割弱です。 

  平成22年以降は、当該パパイヤ種子の販売は無いこと及びパパイヤは通常3年ごとに改植されること 

から、現在の「台農5号」の栽培面積は以前に比較すると、減尐しているものと推定されます。 

 (※) 平成23年4月時点の聴き取り調査によれば、約21haです。 

3. 種子及び苗の検査 

  これまでに国内に存在する23種（18品種）の種子を検査しました。今後は、残り2種類の種子を検査 

し、結果を公表します。 

  その後、果実中に種子がないために、組織培養や挿し木により育成されるパパイヤ苗（3種類）の検 

査を完了したいと考えています。 

  そのため、早急に葉の検査法を確立し、これらについて検査し、その結果を公表いたします。 

4. 台湾当局との連携 

  農林水産省は、台湾当局と連携して、非組換え体である台農5号に、いかにして遺伝子組換え体が混 

入したのかについて原因の究明に取り組んでまいります。 

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23種類（18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 

プレスリリース 「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 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/ppykensa.html
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/110421.html 

 

 

＊「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」 

に基づく学識経験者の選定及び公表について 

 「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」に基づき、遺伝子組 

換え生物等の第一種使用規程の承認等に際し農林水産大臣及び環境大臣が意見を聴く学識経験者につい 

て、名簿の改訂を行ったのでお知らせします。  

１ 「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」に基づく学識経験 

者について 

 「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」（平成１５年法律 

第９７号。以下「カルタヘナ法」という。）第４条第４頄、第７条第２頄及び第９条第４頄では、 

主務大臣は、遺伝子組換え生物等の第一種使用等（環境中への拡散を防止しないで行う使用等）を 

しようとする者が定める第一種使用規程（第一種使用等の内容及び方法等を定めたもの）の承認等 

に際して、生物多様性への影響に関し専門の学識経験を有する者の意見を聴かなければならないこ 

ととされています。 

 また、カルタヘナ法施行規則第１０条では、主務大臣は、意見を聴く学識経験者を選定して名簿を 

作成し、公表するものとされています。 

 学識経験者の選定にあたっては、第一種使用等をする遺伝子組換え生物等の特性に関し知見を有す 

る専門家及び遺伝子組換え生物等の第一種使用等によって影響を受ける可能性のある生物、生態系 

等に関し知見を有する専門家から選定することとされています。  

２ 学識経験者の名簿の公表 

 農林水産大臣が生産又は流通を所管する遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認等に際し意 

見を聴く学識経験者については、農林水産大臣及び環境大臣が選定して名簿を作成し、公表していま 

す。今般、この名簿の改訂を行ったので、別紙のとおり名簿を公表するものです。  

 

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=13691 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆国際森林年関係 

＊＜2011国際森林年関連事業＞「震災復興支援シンポジウム」の開催について 

 農林水産省は国連大学、環境省等と共催で、国連生物多様性の10年と国際森林年を踏まえ、「震災復 

興支援シンポジウム」を平成23年5月22日（日曜日）13時30分から国連大学（東京都渋谷区）で開催しま 

す。 

なお、シンポジウムは公開です。カメラ撮影も可能です。  

趣旨 

  農林水産省は国連大学、環境省等と共催で、国連生物多様性の10年と国際森林年を踏まえ、森里海 

の連環、森づくりの循環や生物多様性などの観点から震災復興と地域の再生を議論する「震災復興シン 

ポジウム」を開催します。 

開催日時会場 

 日時：平成23年5月22日（日曜日）13時30分～17時00分（13時00分開場） 

 会場：国連大学ウタント国際会議場（東京都渋谷区神宮前5-53-70,TEL03-5467-1212） 

プログラム 

 1. 基調講演 

  「震災復興に向けて～森と海の連環～」 

 畠山 重篤（NPO法人「森は海の恋人」代表 京都大学 社会連携教授） 

2. パネルディスカッション 

 コーディネーター：武内 和彦（国連大学副学長 日本造園学会 会長） 

 パネリスト：畠山 重篤（NPO法人「森は海の恋人」代表 京都大学 社会連携教授） 

 スリタンカ ヘラート（国連大学 サステイナビリテイと平和研究所 学術審議官） 

 田中 克（京都大学 名誉教授） 

 末松 広行（林野庁 林政部長） 

 橋本 牧（水産庁 漁港漁場整備部長） 

 渡邉 綱男（環境省 自然環境局長） 

  参加申し込み方法 

  入場は無料です。 

   参加を希望される方は、下記URLの開催案内からお申し込みください。 

   定員300名。定員になり次第申込みを締め切ります。（5月18日締切） 

   URL：http://www.geoc.jp 

 ＜参加のお問い合わせ＞ 

  地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）（担当：山本,北橋） 

  E-mail：shien@geoc.jp 

  TEL：03-3407-8107、FAX：03-3407-8164  

 

担当：農林水産省森林整備部計画課海外林業協力室海外指導班 大川,山下 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110425.html 

 

 

http://www.geoc.jp/
mailto:shien@geoc.jp


☆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８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８回）」を下記のとおり開催 

します。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８回）の開催について 

（１）日時 平成23年５月12日（木）17:00～19:00  

（２）場所 経済産業省別館９階944号会議室 

       〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 

       TEL 03-3501-1511  

（３）議題（仮） 

[1]報告書（素案）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５月６日（金）必着で、以下の連絡先ま 

でお申し込みください。  

申込記入事頄： 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、上田、伊藤、小関 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13692 

 

 

☆海外展開促進関係  

＊平成２３年度静脈産業の海外展開促進のための実現可能性調査等支援事業の公募に 

ついて 

 我が国静脈産業が海外において事業展開することを支援し、世界規模で環境負荷の低減を実現すると 

ともに、我が国経済の活性化につなげるため、環境省では、平成２３年度より「日系静脈産業メジャー 



の育成・海外展開促進事業」を実施します。 

 この事業の一環として、我が国静脈産業による廃棄物処理・リサイクル分野における具体的な海外展 

開の計画のある事業について、実現可能性調査の実施等の支援を行うこととしており、今般、この支援 

対象事業を公募します。  

１．支援対象となる海外展開事業 

 支援対象は、次の（１）～（３）の全てに合致する具体的な海外展開の計画のある事業です。 

詳細は別添の「平成２３年度 静脈産業の海外展開促進のための実現可能性調査等支援事業」募集要 

領をご参照下さい。  

（１）事業の内容 

次の[1]又は[2]に該当する事業であって、今後数年以内に事業開始を検討しているもの  

[1] 海外において、廃棄物の収集・運搬、中間処理、リサイクル、最終処分に関わるサービスを 

提供する事業  

[2] 海外において、[1]の事業を実施する行政や事業者からの委託を受け、これに必要な施設を 

建設する事業  

（２）事業の実施国 

 特に対象国の制限は設けませんが、支援対象事業の採択においては、我が国との外交上、経済 

活動上の関係の深さや距離的な条件等を考慮します。  

（３）事業の実施者 

 対象とする海外展開事業の実施者は、以下のいずれかの民間法人とします。  

[1] 我が国に本社又は主たる事務所をおいている法人であって、海外に本社又は主たる事務所を 

おいている法人の子会社でない法人  

[2] [1]の法人の子会社であって、海外に本社又は主たる事務所をおいている法人  

２．支援内容 

（１）支援対象 

次の[1]及び[2]を支援対象とします。  

[1]海外展開計画事業の実現可能性調査 

 海外展開を行う計画の事業について、実現可能性調査（以下「ＦＳ」という。 

必要に応じ廃棄物の組成・性状等調査やパイロット試験を含む）の実施を支援する。  

[2]現地での海外展開の枠組み構築のための関係者合同ワークショップ等の開催 

 現地での海外展開の枠組みを構築していくため、日本側関係者と現地関係者との間で、海外 

展開事業計画案、ＦＳの計画や実施状況、事業推進に向けた協力等について情報共有・意見交 

換を行う「関係者合同ワークショップ」の開催を支援する  

（２）支援額と採択件数 

 （１）．[1]の実現可能性調査及び（１）．[2]のワークショップ開催の事業経費の総額として、 

１事業あたり１，０００万円から３，０００万円まで（税込み）とし、採択件数は５件程度を 

予定しています。  

（３）支援期間 

 最長で２カ年度とします。  

３．選考方法 

 環境本省において書類審査の後、有識者で構成された専門家会合による 



 [1]書類選考 

 [2]ヒアリング 

 審査を行い、採択事業を決定します。 

 なおヒアリングへの参加に関しては、別途ご登録頂く担当者へ連絡いたします。  

４．支援事業への応募者の要件 

 次の（ア）、（イ）又は（ウ）のいずれかの者とします。  

(ア) １．（３）の要件を満たす海外展開事業を計画している事業者  

(イ) （ア）の者との共同でＦＳを実施する者  

(ウ) （ア）の者を含み、地方自治体、その他の共同事業者から成るコンソーシアム  

注） 公募説明会を平成２３年４月２６日に開催しますが、説明会への参加は応募に必須ではありま 

せんので、ご注意下さい。  

５．応募方法について 

（１）応募先 

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 

 担当：築地、吉田、大嶋  

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 

       TEL：03-5521-8336（内6819） 

       FAX：03-3593-8262  

（２）応募方法 

 所定の書式による申請書に必要事頄を記入の上、申請書一式（正本１部、副本１０部、添付資 

料１１部）を同封して、上記あて先まで郵送（宅配便でも可）又は持参してください。  

* 応募先へのE-mail、FAXによる応募は受け付けません。  

* 申請書は返却しません。あらかじめご了承ください。  

 募集要領及び申請書は別添の「平成２３年度 静脈産業の海外展開促進のための実現可能性調 

査等支援事業」募集要領をダウンロードして下さい。  

（３）受付期間 

平成２３年４月１９日（火）～平成２３年５月１８日（水）１７時 必着  

６．公募説明会 

[1]日時 平成２３年４月２６日（火）１４：３０～１５：３０  

[2]場所 東京都千代田区霞が関1-2-2 合同庁舎５号館１９階共用第２、第３会議室  

[3]応募方法 

 上記開始時間までに、直接会場までお起こし下さい。 

 事前の登録は不要です。 

 当日は参加者の名刺の提出と連絡先の登録（電話番号、FAX番号）をお願い致します。 

 注）公募説明会への参加は、応募への必要条件とは致しません。  

７．公募に対する質問 

（１）質問提出先 

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  

担当：築地、吉田、大嶋 

E-mail：MEJOR-JUNKAN@env.go.jp 

mailto:MEJOR-JUNKAN@env.go.jp


FAX：03-3593-8262  

（２）質問提出方法 

 任意様式にて、会社名、質問内容、担当者名、連絡先（電話番号、E-mail、FAX番号）を記載の 

うえ、上記提出先まで、E-mailにて提出して下さい。  

（３）受付期間 

平成２３年４月１９日（火）～平成２３年４月２８日（木）１７時 必着  

（４）質問への回答 

 質問への回答は、質問提出者ならびに公募説明会に出席された方々へE-mailにて送信致します。  

８．公募のスケジュール 

・公募の開始 平成２３年４月１９日（火）  

・公募説明会 平成２３年４月２６日（火）１４：３０～１５：３０ 

        合同庁舎５号館１９階共用第２、第３会議室  

・質問受付 平成２３年４月１９日（火）～４月２８日（木）１７時必着  

・申請書提出締め切り 平成２３年５月１８日（水）１７時必着  

・選考結果の通知 平成２３年５月下旪頃（予定）  

 

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=13695 

 

 

☆再生可能エネルギー関係  

＊平成２２年度再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査の結果について 

 環境省では、再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査を実施し、太陽光発電（非住宅系）、風力発 

電（陸上及び洋上）、中小水力発電及び地熱発電（温泉発電を含む。）について、我が国における賦存 

量、導入ポテンシャル及びシナリオ別導入可能量を推計しましたので、お知らせします。  

１．調査の概要 

 環境省では、再生可能エネルギーの大規模な導入について検討を進めるために、平成２１年度に再 

生可能エネルギー導入ポテンシャル調査を実施し、太陽光発電（非住宅系）、風力発電（陸上及び洋 

上）、中小水力発電及び地熱発電（温泉発電を含む。）について、我が国における賦存量及び導入ポ 

テンシャルの推計を行いました。 

 また、その結果を地図情報として見ることができる、「再生可能エネルギーポテンシャルマップ」 

をインターネット上に公開しています（http://www.env.go.jp/earth/ondanka/rep/index.html）。 

 平成２２年度は、平成２１年度調査結果の精度向上を図るとともに、再生可能エネルギーの全量固 

定価格買取制度の導入や技術開発によるコスト縮減を想定したシナリオを設定し、そのシナリオの下 

で事業性の観点から具現化が見込まれる量である、シナリオ別導入可能量についても推計を行いまし 

た。  

（用語の説明） 

○賦存量：設置可能面積、平均風速、河川流量等から理論的に算出することができるエネルギー 

資源量。 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/rep/index.html


      現在の技術水準では利用することが困難なものを除き、種々の制約要因（土地の傾 

斜、法規制、土地利用、居住地からの距離等）を考慮しないもの。  

○導入ポテンシャル：エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因による設置の可否を考慮 

したエネルギー資源量。賦存量の内数。  

○シナリオ別導入可能量：事業収支に関する特定のシナリオ（仮定条件）を設定した場合に具現 

化が期待されるエネルギー資源量。導入ポテンシャルの内数。対象エ 

ネルギーごとに建設単価等を仮定した上で事業収支シミュレーション 

を行い、税引前のプロジェクト内部収益率（PIRR）が概ね8.0%以上と 

なるものを集計したもの（※年次は特定していない）。 

             概して実際の導入量はシナリオ別導入可能量を下回ると予想される 

が、経済的要因以外の要因で導入される場合もあるため、 実際の導 

入量がシナリオ別導入可能量を上回ることがあり得る。  

              推計結果については、別添資料「平成２２年度再生可能エネルギー導 

入ポテンシャル調査概要」をご覧ください。 

              また、推計条件や、電力供給エリア及び都道府県ごとの推計結果につ 

いては、報告書を環境省ウェブサイト             

（http://www.env.go.jp/earth/report/h23-03/）に掲載していますので、 

そちらを参照してください。  

２．再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップについて 

 平成２２年度調査結果を反映した再生可能エネルギー導入ポテンシャルマップは、平成２３年５月 

中に公開する予定です。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、立川、平塚、工藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13696 

 

 

☆農薬登録保留基準関係  

＊水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の改正案に対する意見の募集につい 

て 

 環境省は、農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準を新たに５農薬につい 

て設定することとし、基準値の案を作成しました。 

 この度、本案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成23年４月21日（木）から 

５月20日（金）までパブリックコメントを実施いたします。  

１．背景 

 農薬取締法第３条第２頄の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを判断 

する際の基準（農薬登録保留基準）を定めて告示することになっています（参考１参照）。 

 今般、新たに５農薬（エトフメセート、スピロテトラマト、プロシミドン、メトキシフェノジド、 

ＥＰＮ）の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準を設定することについて、広く国民の皆様 

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。  

http://www.env.go.jp/earth/report/h23-03/


２．意見募集の対象 

水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の改正案  

添付資料 

（別紙）水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の改正案  

（参考１）農薬の登録制度及び農薬登録保留基準について  

（参考２）水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料（エトフメセート、 

スピロテトラマト、プロシミドン、メトキシフェノジド、ＥＰＮ）  

 

３．意見募集要領 

（１）意見募集期間 平成23年４月21日（木）から平成23年５月20日（金）17:00まで（※郵送の場 

合は同日必着）  

（２）意見提出方法 

 次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で（３）の提出先へ提出 

してください。 

 なお、電話での意見提出はお受けいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。  

（注意事頄） 

・ 御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電 

子メールアドレスを除き、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。  

・ 皆様からいただいた御意見に対し、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。  

・ 御意見の対象となる改正案の該当個所を明記してください。締切日までに到着しなかった 

場合や御記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせて 

いただくことがあります。  

・ 御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人 

等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせて 

いただくこともあります。  

〈意見提出様式〉  

宛先： 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局 

    環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室  

件名： 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の改正案に対する意見  

住所：  

氏名（企業・団体の場合は、会社名／部署名／担当者名）：  

職業：  

電話番号：  

ＦＡＸ番号：  

電子メールアドレス：  

意見：  

＜該当箇所＞  頁  行目  

＜意見内容＞  

※電子メールにて提出される際は、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください 



 （添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。）。  

（３）意見提出先 

中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理 

室 あて  

〔1〕電子メールの場合 mizu-noyaku@env.go.jp  

〔2〕ファックスの場合 03-3501-2717  

〔3〕郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

※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、 

 「水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の改正案に対する意見」と記載してください。  

４．資料の入手方法 

（１）中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局において配布 

場所：東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎第５号館23階 

    環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室  

（２）インターネットによる閲覧 

・ 環境省ホームページhttp://www.env.go.jp/info/iken.html  

・ 電子政府の総合窓口［e-Gov］http://www.e-gov.go.jp/index.html  

（３）郵送による送付 

 郵送による送付を希望される方は、140円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏 

名を明記した返信用封筒（Ａ４版の冊子が折らずに入るサイズのもの）を同封の上、「『水産動 

植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の改正案について』に対する意見募集関係資料希望」と 

封筒表面に明記し、上記「３.(３)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。 

 切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けできませんので、あらかじめ 

御了承願います。  

５．問い合わせ先 

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 担当：平林 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ:03-3581-3351(内線6643) 

ＦＡＸ:03-3501-2717 

電子メール：mizu-noyaku@env.go.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務 

局 西嶋、吉川、平林 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13697 

 

 

☆エコアクション２１関係  

＊「エコアクション２１ガイドライン ２００９年版（改訂版）」（案）に関する意見 

の募集について 

 環境省では「エコアクション２１ガイドライン 2009年版」のうち、第２章「エコアクション２１認証・ 

mailto:mizu-noyaku@env.go.jp
http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.e-gov.go.jp/index.html
mailto:mizu-noyaku@env.go.jp


登録制度の概要」について改訂を行うこととしています。 

 この度、別添のとおり「エコアクション２１ガイドライン 2009年版（改訂版）」（案）として改訂 

案をまとめましたので、広く国民の皆様からご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。  

 環境省では、中小事業者でも取り組みやすく、広範な企業、学校、公共機関等の全ての事業者が環境 

への取組を効果的、効率的に行うことを目的とした環境マネジメントシステムとして「エコアクション 

２１ガイドライン 2009年版」を策定しております。 

 今回、エコアクション２１ガイドラインに沿って、エコアクション２１認証・登録制度の公正かつ適 

切な運営を図ることを目的とした「エコアクション２１ガイドライン 2009年版（改訂版）」（案）を 

まとめました。 

 今回の改訂は、第２章「エコアクション２１の認証・登録制度の概要」において、エコアクション２ 

１認証・登録制度における「実施主体」「審査人の要件及び業務」「認証・登録料等」「エコアクショ 

ン２１の名称使用」の各事頄の追加など、制度の運営に係わる部分について行います。  

 つきましては、最終的な改訂の参考とするため、国民の皆様から広くご意見を募集いたします。  

 現在のガイドラインについてはこちらを参照してください。 

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14651&hou_id=11852  

【意見の募集について】 

１.意見募集期間 平成２３年４月２１日（木）～平成２３年５月２０日（金）  

２.意見の提出方法  別添１「意見募集要領」に沿って郵送、ファクシミリ又は電子メールにて提 

出してください。 

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、猿田、諸田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13699 

 

 

☆PoPs関係  

＊POPs条約第５回締約国会議（COP5）の開催について 

 「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」（POPs条約）の第5回締約国会議（COP5）が、本 

年4月25日（月）～4月29日（金）の日程で、ジュネーブ（スイス）において開催されます。同会議では、 

新規POPs追加に関する附属書改正案等が議題となる予定です。  

１．経緯 

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs条約）では、毒性、難分解性、生物蓄積性 

及び長距離移動性を有する21種類のPOPs（Persistent Organic Pollutants：残留性有機汚染物質） 

から人の健康及び環境を保護するため、これらの物質の製造・使用の禁止又は制限、非意図的生成物 

質の排出削減、在庫・廃棄物の適正管理及び処理、これらの対策に関する国内実施計画の策定等を定 

めています（別紙参照）。 

 POPs条約は平成16年5月に発効し、2年毎に締約国会議が開催されています。今回は5回目の締約国 

会議（COP5）となります。  

２．COP5の概要 

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=14651&hou_id=11852


（１）開催地・会議期間 

開催地：ジュネーブ（スイス）  

会議期間：2011年4月25日（月）～29日（金）  

（２）主な議題 

○条約への新規POPs物質の追加（エンドスルファン）  

○廃棄物等からの放出を削減し又は廃絶するための措置  

○遵守手続き  

○化学物質・廃棄物関連3条約の協力及び連携の強化（シナジー）  

○2012－2013年事務局予算の採択  

（３）会議文書等 

 議題、会議文書等は条約事務局のウェブサイト（http://www.pops.int）から入手可能です。  

（４）我が国からの出席者 

 我が国から、外務省、経済産業省及び環境省の担当官が出席します。  

 

担当：環境省環境保健部環境安全課 早水、小岩、佐藤、太田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13700 

 

 

☆カーボンオフセット関係  

＊第25回オフセット・クレジット（J-VER）認証委員会の開催について 

 ・ 環境省では、平成20年11月より、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）制度を運営しています。  

 ・ 今般、第25回オフセット・クレジット（J-VER）認証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。  

 ・ なお、昨年度までは、オフセット・クレジット(J-VER)認証運営委員会が制度の運営を行っていま 

したが、本年度より認証運営委員会を認証委員会と運営委員会に分け、認証委員会では、温室効果 

ガスの排出削減・吸収量の認証等を中心に取り扱うこととしました。  

 ・ また、今般、東日本大震災を踏まえ、オフセット・クレジット(J-VER)制度では、東京電力・東北 

電力管内から供給される系統電力を使用するプロジェクトについて、暫定的な運用方針を示すこと 

としましたので、あわせて公表します。  

１．日時 

平成23年4月27日（水）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  

http://www.pops.int/


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 

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

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

20年11月より、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」を運営しています。   

 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）認証委員会について 

 「オフセット・クレジット（J-VER）認証委員会」（以下「J-VER認証委員会」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。J-VER認証委員会では、プロジェ 

クト登録に関する決定、オフセット・クレジット(J-VER)の認証・発行に関する決定等を行います。 

（注）J-VER認証委員会の構成委員につきましては、別紙1を御参照ください。  

（注）従来、オフセット・クレジット（J-VER）認証運営委員会はこれらの決定を主たる審議事頄と 

してきたことから、  改組後のJ-VER認証委員会の開催に際しては、認証運営委員会からの通算で 

開催回数をカウントすることとしています。  

６．東日本大震災を踏まえたJ-VER制度の暫定的な運用について 

 今般、東日本大震災を踏まえ、オフセット・クレジット(J-VER)制度では、東京電力・東北電力管 

内から供給される系統電力を使用するプロジェクトについて、暫定的な運用方針を示すこととしまし 

た。詳細は別紙2を御参照下さい。  

 また、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=13704 

 

 

＊「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」の 

改定について～ 

・ 環境省では、カーボン・オフセットにおける信頼性構築のため、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。  

・ 昨年度行った会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの検討の中で出てきた論点やパブリッ 

クコメント等を踏まえ、 

http://www.4cj.org/jver/scheme.html


 今般、本ガイドラインについて改定しましたので公表します。  

１．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. 2.0）」につ 

いて 

・ 平成22年７月に「会議・イベントにおけるカーボン・オフセット検討会」を設置し、会議・イベ 

ントにおけるカーボン・オフセットに関する検討を行いました。その検討会の中で、カーボン・オ 

フセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準及びその他のガイドラインに規定された 

内容を、会議・イベント運営の実務的な観点から整理を行いました。  

・ その結果、明らかになった課題やパブリックコメント等を踏まえ、関連する基準類を改定しまし 

た。そのうちの１つです。  

２．主な改定点 

・ 会議・イベントにおいて参加者がカーボン・オフセット料金の負担をする場合と開催主体がオフ 

セット料金を負担する場合について考え方を整理しました。  

・ 情報提供の手段や広告媒体のスペースが十分確保できない場合や情報提供内容が未決定の場合の 

2通りについて対処方法を明示しました。  

３．関連情報 

 カーボン・オフセット及びオフセット・クレジット（J-VER）制度については、下記のWEBサイトを 

ご覧ください。  

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

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

気候変動対策認証センター （http://www.4cj.org/jver.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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13705 

 

 

＊「カーボン・オフセットの対象活動から生じる温室効果ガス排出量の算定方法ガイド 

ライン」の改定について 

・ 環境省では、カーボン・オフセットの対象となる温室効果ガス排出量の算定方法に一定の統一され 

た考え方を示すため、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温室効果ガス 

排出量の算定方法ガイドライン（Ver.1.0）」を策定しました。  

・ 昨年度行った会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの検討の中で出てきた論点やパブリッ 

クコメント等を踏まえ、今般、本ガイドラインについて改定しましたので公表します。  

１．「カーボン・オフセットの対象活動から生じる温室効果ガス排出量の算定方法ガイドラインVer.2.0)」 

について 

・ 平成22年７月に「会議・イベントにおけるカーボン・オフセット検討会」を設置し、会議・イベ 

ントにおけるカーボン・オフセットに関する検討を行いました。その検討会の中で、カーボン・オ 

フセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準及びその他のガイドラインに規定された 

内容を、会議・イベント運営の実務的な観点から整理を行いました。  

・ その結果、明らかになった課題やパブリックコメント等を踏まえ、関連する基準類を改定しまし 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
http://www.j-cof.org/index.html
http://www.4cj.org/jver.html


た。そのうちの１つです。  

２．主な改定点 

・ 温室効果ガス排出量の算定を行うタイミングを追記しました。  

・ 温室効果ガス排出量の算定対象となる範囲の考え方について整理しました。  

・ 宿泊施設のエネルギー使用、廃棄物処理、飛行機（国際旅客）や紙及び水道の利用に伴う温室効 

果ガス排出量の算定式等について、明示しました。  

・ 本文中に記載のあった数値を付録にまとめました。  

・ 会議・イベントから排出される温室効果ガス排出量について追記しました。  

３．関連情報 

 カーボン・オフセット及びオフセット・クレジット（J-VER）制度については、下記のWEBサイトを 

ご覧ください。  

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

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

気候変動対策認証センター （http://www.4cj.org/jver.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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13706 

 

 

＊「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準」の改定につ 

いて 

・ 環境省では、信頼性のあるカーボン・オフセットを推進するため、平成21年３月に、「カーボン・ 

オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準（Ver.1.0）」を策定しました。  

・ 本基準を受け、気候変動対策認証センター（社団法人海外環境協力センター内）において平成21年 

５月にカーボン・オフセット認証制度が創設され、これまでに58件が認証されています。  

・ 昨年度行った会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの検討の中で出てきた論点やパブリッ 

クコメント等を踏まえ、今般、本認証基準について改定しましたので公表します。  

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

・ 平成22年７月に「会議・イベントにおけるカーボン・オフセット検討会」を設置し、会議・イベ 

ントにおけるカーボン・オフセットに関する検討を行いました。その検討会の中で、カーボン・オ 

フセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準及びその他のガイドラインに規定された 

内容を、会議・イベント運営の実務的な観点から整理を行いました。  

・ その結果、明らかになった課題や当該認証制度を運営する中で出てきた論点、パブリックコメン 

トを踏まえ、関連する基準類を改定しました。そのうちの１つです。  

２．主な改定点 

・ 従来、会議・イベントのカーボン・オフセットについて、温室効果ガス排出量の算定はレベル２ 

（※１）以上を原則としていましたが、柔軟な対応が可能となるようレベル１（※２）以上を原則と 

しました。  

※１ 活動量は温室効果ガス算定対象の活動に固有のデータを用い、排出係数は標準値を用い 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
http://www.j-cof.org/index.html
http://www.4cj.org/jver.html


て計算するもの  

※２ 活動量及び排出係数の両方について、標準値を用いて計算するもの  

・ 会議・イベントにおいて推奨される温室効果ガス排出削減努力について整理しました。  

・ 会議・イベントに係る開催主体（主催者／共催者）と参加者について定義を明確化しました。  

・ その他、目次の改定、及び全体の表現の見直しを行いました。  

３．関連情報 

 カーボン・オフセット認証制度については、下記の環境省ホームページ及び気候変動対策認証セン 

ターホームページを御覧ください。  

・ 環境省 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html  

・ 気候変動対策認証センター http://www.4cj.org/label.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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13707 

 

 

＊「会議・イベントにおけるカーボン・オフセットの取組のための手引き」の作成につ 

いて 

・ 会議・イベント開催において、省エネやゴミの削減等の環境配慮を実施することは一般的になって 

きていますが、関係者も多く社会的訴求力も大きい中で、取組を一歩進めてカーボン・オフセットを 

実施することは、主催者、参加者双方の意識の啓発と主体的な排出削減努力等も期待され、地球温暖 

化対策として有効です。  

・ これまで環境省では、カーボン・オフセットの取組に係る第三者認証のための基準・関連ガイドラ 

インを策定してきましたが、一般に会議・イベントについては時間的な制約や運営上の不確定要素が 

大きいなどの特徴があり、市民や企業等が取り組むには分かりにくいといった指摘がありました。  

・ そこで既存の基準・ガイドライン類についての課題を整理し、市民や企業等が会議・イベントにお 

けるカーボン・オフセットについて容易に取り組めるよう、具体的な事例も加えながら必要な手項を 

分かり易く解説する手引きを作成しました。  

・ 市民、企業、NPO/NGO、地方公共団体、政府等が行う様々な会議・イベント開催に当たり、本手引き 

を活用いただき、より一層カーボン・オフセットが普及することを期待しております。  

１．手引き作成の背景と経緯 

○カーボン・オフセットについて、環境省では、これまで第三者認証基準や関連ガイドラインを策定 

し、会議・イベントにおけるカーボン・オフセットについてもこれらの活用を促してきましたが、そ 

れらの規定類はあらゆる活動に適用可能な一般的なものであり、会議・イベントにおいて具体的にカ 

ーボン・オフセットを実施するための問い合わせも多くありました。  

○そこで、[1]第三者認証基準や関連ガイドラインに規定された内容を会議・イベント運営の実務的 

な観点から整理を行うこと、[2]社会において会議・イベントでのカーボン・オフセットをより一層 

普及させることを目的に、平成22年7月、「会議・イベントにおけるカーボン・オフセット検討会」 

を設置し、検討を行いました。  

＜検討会開催経緯＞ 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
http://www.4cj.org/label.html


第１回 平成22年7月16日  

第２回 平成22年8月25日  

第３回 平成22年9月24日  

第４回 平成23年3月23日  

   ○検討会で整理された既存の基準・ガイドライン類についての課題を踏まえ、 

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

ブリックコメントを募集した上で、今般、公表することとしたものです。  

２．手引きの概要 

○会議・イベントにおいてカーボン・オフセットに取り組む際の手項として以下のとおり整理し、各 

段階で実施すべき事頄をまとめました。  

（１）会議・イベントにおけるオフセットの企画立案  

（２）体制づくり・役割分担  

（３）事前算定  

（４）クレジットの調達と無効化方法  

（５）会議・イベント開催前の情報提供  

（６）イベントの実施（会場での準備・開催・撤収）  

（７）事後算定・評価  

（８）追加のクレジット調達・無効化  

（９）総括とオフセット完了報告  

○また、カーボン・オフセットの取組についての情報提供を行う際に整理すべき情報をリスト化した 

「情報整理シート」等を参考として添付しています。  

３．カーボン・オフセットに係るその他の公表資料について 

 カーボン・オフセット及びオフセット・クレジット（J-VER）制度については、下記のWEBサイトを 

ご覧ください。  

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

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

気候変動対策認証センター （http://www.4cj.org/jver.h 

 

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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13708 

 

 

＊「平成22年度カーボン・オフセット白書」の発行について 

・ 環境省ではこの度、「平成22年度カーボン・オフセット白書」を作成しましたので、お知らせしま 

す。  

・ 本書では、カーボン・オフセットの概要や関連制度を分かりやすく解説しているほか、海外におけ 

るカーボン・オフセットに関する最近の動向、我が国での実際の取組事例等についても紹介していま 

す。 

  具体的にカーボン・オフセットの取組を検討するなどの場面で是非御活用ください。  

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
http://www.j-cof.org/index.html
http://www.4cj.org/jver.html


１．趣旨 

・ 市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの排出量を認識し、主体的にこ 

れを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について他の場所で実現した温室効 

果ガスの排出削減・吸収量で埋め合わせる「カーボン・オフセット」は、温室効果ガスの削減だけ 

でなく、削減等のプロジェクトが実施される地域において投資や雇用の促進、地域活性化等の効果 

も期待されます。  

・ カーボン・オフセット白書は、様々な主体にカーボン・オフセットに積極的に取り組んでいただ 

くため、関連する情報を分かりやすく集約したものです。  

２．「平成22年度カーボン・オフセット白書」の特徴 

・ カーボン・オフセットの概要の他に、カーボン・オフセットに関する枠組みや普及のための取組、 

 オフセット・クレジット（J-VER）制度に関する最近の動向等をイラストやグラフ等を交えて分か 

りやすく解説しています。  

・ 国内での関連制度の他に、海外の動向や市場の状況なども紹介し、カーボン・オフセットが国内 

だけではなく、世界全体で行われている取組であることを示しています。  

・ 実際にカーボン・オフセットやJ-VERプロジェクトに取り組む事業者によるコラムのほか、カー 

ボン・オフセットの事例集やJ-VERプロジェクト集等、具体的な取組事例についても多数掲載して 

おります。  

３．入手方法・問い合わせ先 

 カーボン・オフセット白書については、下記の環境省ホームページに後日掲載予定です。 

 環境省（http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13709 

 

 

＊「第1回カーボン・ニュートラル等によるオフセット活性化検討会」の開催について 

 市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの排出量を認識し、主体的にこれを削 

減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について他の場所で実現した温室効果ガスの排 

出削減・吸収量で埋め合わせる「カーボン・オフセット」は、温室効果ガスの削減に向けた取組として、 

国内外で注目されており、その件数は年々増加しています。 

 海外でも、従来の取組を更に進め、排出量の全量をオフセットする「カーボン・ニュートラル」が注 

目されるなど、新しい動きも見られております。 

 カーボン・オフセットは、温室効果ガスの削減だけでなく、削減等のプロジェクトが実施される地域 

において投資や雇用の促進、地域活性化等の効果も期待できることから、その一層の活性化方策につい 

て検討していくことが重要です。 

 このため、カーボン・オフセットの一層の活性化について、海外での新たな動きも取り入れつつ検討 

を行うべく、カーボン・ニュートラル等によるオフセット活性化検討会を下記のとおり開催します。な 

お、会議は公開で行います。  

１．日時 平成23年４月28日（木） 14:00～16:00  

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


２．場所 ルポール麹町 サファイア 2F 

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

    東京都千代田区平河町2-4-3 

    TEL：03-3265-5365  

    （地下鉄：有楽町線「麹町駅」1番出口より徒歩3分、 

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

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

３．議題 

（１）はじめに  

（２）カーボン・オフセットの取組に係る現状と今後の検討の方向性について  

（３）カーボン・ニュートラルについて  

（４）その他  

４．検討会委員 (五十音項。敬称略) 

明日香 壽川 東北大学 東北アジア研究センター教授  

大島 美保 アスクル(株) 

CSR（社会的責任）社会コミュニケーションマネージャー  

奥 真美 公立大学法人首都大学東京 都市教養学部 都市政策コース教授  

麹谷 和也 グリーン購入ネットワーク 専務理事・事務局長  

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

田村 壮児 高知県林業振興・環境部長  

新美 育文 明治大学法学部教授（座長）  

藤田 壮 独立行政法人国立環境研究所 社会環境システム研究センター 

       環境都市システム研究プログラム統括  

武川 丈士 森・濱田松本法律事務所弁護士  

山本 重成 財団法人日本品質保証機構 地球環境事業部次長  

５．傍聴について 

 会議は公開で行います。傍聴を御希望の方は、件名に「第1回カーボン・ニュートラル等によるオ 

フセット活性化検討会傍聴希望」と記入し、本文に[1]住所、[2]氏名・ふりがな、[3]所属（勤務先 

等）、[4]電話番号、[5]傍聴券の送付先（電子メールアドレス又はＦＡＸ番号）を明記の上、平成23 

年4月26日(火)17時までに以下の連絡先に電子メール又はＦＡＸのいずれかにてお申し込み下さい。 

 お申込みは傍聴希望者１人につき１通とさせていただきます。 なお、会場の都合から傍聴希望が 

多数の場合は抽選とさせていただきます。 

抽選の結果、傍聴いただける方には、傍聴券を送付しますので、当日御持参ください。傍聴いただけ 

ない方には、その旨の御連絡をいたします。  

６．取材について 

 マスコミ関係の方は、取材登録をお願いします。取材を御希望の方は、件名に「第1回カーボン・ 

ニュートラル等によるオフセット活性化検討会取材希望」と記入し、本文に[1]住所、[2]氏名・ふり 

がな、[3]所属（勤務先等）、[4]電話番号、[5]カメラ撮りの有無、[6]取材券の送付先（電子メール 

アドレス又はＦＡＸ番号)を明記の上、平成23年4月26日（火）17時までに以下の連絡先に電子メール 

又はＦＡＸのいずれかにてお申し込みください。 

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


 事前にお申し込みの無い場合は、会場の都合上、取材をお断りする場合がありますので御注意くだ 

さい。 

 カメラ撮りは会議の冒頭のみとします。当日は腕章の着用をお願いいたします。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 上田、三好、下山 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13710 


