
☆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/110509.html 

 

 

＊東日本大震災について 

～「食べて応援しよう！」被災地の応援に向けた鹿野農林水産大臣及び蓮舫消費者担当 

大臣の共同メッセージ～ 

 被災地復興の応援に向けた取組を一層活性化するため、本日、鹿野農林水産大臣及び蓮舫消費者担当大臣 

が、国民の皆様に積極的な協力を呼びかけるメッセージを発信しました。 

    国民の皆様へ～農林水産大臣及び消費者担当大臣の共同メッセージ(平成23年4月28日)～ 

 農林水産省の呼びかけにより、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、 

加工食品といった被災地産食品を積極的に消費する取組を、「食べて応援しよう！」というキャッチフレーズ 

の下で進めています。  

 この取組は、食品流通・小売業者や消費者の皆様などが、既に主体的に取り組まれている被災地応援の輪を 

広げ、一体感を醸成することにより、産地の活力再生を通じた被災地の復興を応援しようとするものです。  

 今般、日本全国の消費者の様々な行動を被災地の応援につなげることを目的に、民間団体や企業が中心と 

なって展開する活動を政府が後押しするものとして、「復興アクション」キャンペーンがスタートすることと 

なりました。  

 被災地を応援する取組がさらに活性化されるよう、政府は、引き続き一体となって、産地と連携した被災地 

産食品の積極的な利用の促進や消費者団体と連携した正確な情報の発信等に努めて参りますので、生産者、 

食品流通・小売業者、消費者などの関係者の皆様におかれましては、引き続き、この「食べて応援しよう！」 

等の被災地を応援する取組に積極的に御参加いただきますようお願いいたします。  

 

担当：農林水産省総合食料局流通課卸売市場室 田雑（たぞう）、淺浦 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/sijyo/110428.html 

 

 

＊東日本大震災について 

～「食べて応援しよう！」の賛同企業等が被災地産食品の消費を応援する際の産品ごと 

の問い合わせ窓口の設置について～ 



 「食べて応援しよう!」に賛同する企業等(以下「賛同企業等」という。)が、被災地産農林水産物等につい 

て、その販売促進フェア、あっせんや社員食堂等における食材の活用等を実施することにより、被災地産食品 

の消費を応援する際の具体的な産品ごとの問い合わせ窓口を設置しましたので、お知らせします。 

1 窓口 

青果物 

全国農業協同組合連合会(野菜の出荷の見通し等の情報提供、産地の紹介)  

園芸農産部 園芸課  

TEL 03-6271-8196、 FAX 03-5218-2523  

(社)全国中央市場青果卸売協会(青果物の調達)  

専務理事 茅沼、常務理事 倉林  

TEL 03-3251-6221、FAX 03-3251-6646  

(社)全国青果卸売市場協会(青果物の調達)  

専務理事  篠埜(ささの)  

TEL 03-3251-3873、FAX 03-3251-3874 

(財)都市農山漁村交流活性化機構（野菜の即売会などのイベントの相談）  

プロジェクトきこう部  調査役  森岡  

TEL 03-4335-1983、FAX 03-5256-5211 

日本特用林産振興会(きのこ、山菜に関する産地情報の提供)  

専務理事  五十嵐  

TEL 03-3293-1197、FAX 03-3293-1195 

 全国食用きのこ種菌協会(きのこに関する産地情報の提供)  

事務局長  北田  

TEL 03-3812-2873、FAX 03-3812-2873  

食肉 

農林水産省生産局畜産部食肉鶏卵課  

食肉流通班  太鼓矢(たいこや)、信戸(のぶと)  

TEL 03-6744-2130、FAX 03-3503-2738  

牛乳乳製品 

(福島県所在)  

会津中央乳業株式会社(牛乳、ヨーグルト、アイスクリームの調達)  

営業部  二瓶  

TEL 0242-83-2324、FAX 0242-83-2395  



木村ミルクプラント(牛乳、ドリンクヨーグルト、ヨーグルトの調達)  

営業部  大越  

TEL 0246-34-2542、FAX 0246-34-6211  

(有)角田ミルクプラント(牛乳、ヨーグルトの調達)  

専務  角田  

TEL 0241-72-2342、FAX 0241-72-2552 

東北協同乳業(株)(牛乳、乳飲料、ヨーグルト、プリンの調達)  

営業部長  三浦  

TEL 0243-36-3175、FAX 0243-36-2746  

福島乳業(株)（牛乳、ドリンクヨーグルト、ヨーグルトの調達）  

営業部長  佐藤  

TEL 024-542-6181、FAX 024-542-6186 

酪王乳業(株)（牛乳、ヨーグルト、加工乳、乳飲料の調達）  

執行役員経営管理部長  鈴木  

TEL 024-951-7731、FAX 024-951-7777  

(茨城県所在)  

いばらく乳業(株)(牛乳、ヨーグルト、ドリンクヨーグルトの調達)  

担当  岩瀬  

TEL 029-241-1007、FAX 029-243-2209  

大八洲開拓農業協同組合ミルク工房もりや(ドリンクヨーグルト、チーズケーキの調達)  

担当  長塚  

TEL 0297-47-8639、FAX 0297-47-8655  

(株)美野里ふるさと食品公社(ドリンクヨーグルト、ヨーグルトの調達)  

所長  大枝  

TEL 0299-48-3150、FAX 0299-48-3151  

(財)水戸市農業公社森のシェーブル館(チーズ、チーズケーキの調達)  

事務局  小川  

TEL 029-251-5532、FAX 029-251-5584  

 水産物 

全国漁業協同組合連合会(鮮魚・海藻類等の調達、産地水揚げ情報の提供)  

販売事業部  室長代理  小澤  

TEL 03-3294-9624、FAX 03-3294-9604  

全国水産加工業協同組合連合会(水産加工品全般の調達)  



業務部長  相馬  

TEL 03-3662-2040、FAX 03-3662-2044  

全国蒲鉾水産加工業協同組合連合会(蒲鉾等ねり製品の調達)  

総務課長  石内  

TEL 03-3851-1371、 FAX 03-3861-0555  

  

「食べて応援しよう！」の取組等横断的な案件 

農林水産省総合食料局流通課 田雑(たぞう)、淺浦  

TEL 03-3502-8237、 FAX 03-3502-5336  

 

2 問い合わせ窓口への相談方法 

別添1の「食べて応援しよう!」賛同企業等向け相談票に、相談内容等必要事項を記載の上、 

FAXにて各窓口に送信して下さい。併せて、電話にて窓口にご一報下さるようお願いいたします。  

 

3被災地産の食品の内容について 

青果物：別添2(野菜カレンダー)をご参照下さい  

食肉：牛肉、豚肉、鶏肉  

牛乳乳製品：牛乳、ヨーグルト等  

水産物：鮮魚・海藻類等、水産加工品 

 

4その他  

 問い合わせ窓口へのご相談は、事業者、団体等を主な対象としており、ご家庭での消費向けではあり 

ませんので、予めご了承下さい(各ご家庭におかれては、「食べて応援しよう!」のイベントや協力小売 

店等でのお買い上げにご協力いただきますようお願いいたします。)。  

 また、食品の調達に係る相談に当たっては、希望数量が極めて少ない場合や、天候等により量が確保 

できず、ご希望に添えない場合もございますので、この点につきましてもご理解いただきますようお願 

いいたします。  

参考(関連リンク)  

「食べて応援しよう！」http://www.maff.go.jp/j/soushoku/eat/  

(添付資料)  

(別添1)「食べて応援しよう!」対象食材の申込相談票  

(別添2)野菜カレンダー  

 

担当：農林水産省―本件に関するお問い合わせ先― 

農林水産省総合食料局流通課 

担当者：田雑(たぞう)、淺浦 

代表：03-3502-8111(内線4101) 

ダイヤルイン：03-3502-8237 

FAX：03-3502-5336 

http://www.maff.go.jp/j/soushoku/eat/


 

(青果物について) 

農林水産省生産局生産流通振興課 

担当者：佐藤、本川 

代表：03-3502-8111(内線4790) 

ダイヤルイン：03-3501-4096 

FAX：03-3502-0889 

 

(食肉について) 

農林水産省生産局畜産部食肉鶏卵課 

担当者：太鼓矢、信戸 

代表：03-3502-8111(内線4943) 

ダイヤルイン：03-6744-2130 

FAX：03-3503-2738 

 

(牛乳乳製品について) 

農林水産省生産局畜産部牛乳乳製品課 

担当者：俵積田、金澤 

代表：03-3502-8111(内線4931) 

ダイヤルイン：03-3502-5987 

FAX：03-3506-9578 

 

(きのこ、山菜について) 

林野庁林政部経営課特用林産対策室 

担当者：田代、淺浦、降籏 

代表：03-3502-8111(内線6086) 

ダイヤルイン：03-3502-8059 

FAX：03-3502-8085 

 

(水産物について) 

水産庁漁政部加工流通課 

 

担当者：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/soushoku/ryutu/110428_1.html 

 

 

＊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（追加） 

～ 



 4月18日に鹿野農林水産大臣より、東日本大震災における飲食料等の供給において、善意による飲食料等の 

提供をいただいた皆様方に御礼いたしましたところです。 

19日以降に善意による飲食料等の提供をいただいた皆様方に対しても御礼いたしましたのでお知らせします。 

(添付資料) 

（別添1） 

                     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/110428.html 

 

 

＊東日本大震災について～原発事故の影響下での農作物の作付に関するQ＆A（畑作物） 

～ 

 農林水産省は、麦類や豆類等の収穫・作付に関して、新たに「原発事故の影響下での農作物の作付に関する 

Q＆A～畑作物～」を作成しました。 

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。  

・原発事故の影響下での農作物の作付に関するQ&A ～畑作物～ 



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

 

担当：農林水産省生産局生産流通振興課 堺田、内田 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/ryutu/110429.html 

 

 

＊東日本大震災について～野菜、果樹、花き生産についてのQ&A～   

 農林水産省は、4月22日に稲の作付制限地域が設定されたことを踏まえ、今後の野菜、果樹、花きの生産 

に関してご心配の声が寄せられていることから、「野菜生産についてのQ＆A」、「果樹生産についてのQ＆A」 

、「花き生産についてのQ＆A」を作成しました。 

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。 

・野菜生産についてのQ&A  

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

・果樹生産についてのQ&A  

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

・花き生産についてのQ&A  

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

 

担当：生産局生産流通振興課（園芸グループ） 

担当者：菱沼、秋葉 

代表：03-3502-8111(内線4825） 

ダイヤルイン：03-6744-2113 

 

野菜生産に関すること 

担当者：土佐、人見 

代表：03-3502-8111(内線4825） 

ダイヤルイン：03-6744-2113  

 

果樹生産に関すること 

担当者：松本、須見 

代表：03-3502-8111(内線4793） 

ダイヤルイン：03-3502-5957  

 

花き生産に関すること 

担当者：佐分利、堀川 

 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/ryutu/110429_1.html 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/hatasaku_qa.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/yasai_seisan_qa.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/kazyu_seisan_qa.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/kaki_seisan_qa.html


＊東日本大震災について～韓国、アイスランド、マレーシアに対して食品等に関する証 

明書の発行を行います～ 

 3月11日に発生した福島第一原子力発電所事故以来、諸外国において日本産食品等の輸入に対し、 

規制や検査を強化する動きがみられます。  

 このような動きに対して、農林水産省は過剰な規制を行わないように各国に呼びかけを行ってきまし 

たが、日本からの食品等に放射能検査や産地証明等を要求する動きがあります。  

 この度、韓国、アイスランド、マレーシアとの間で輸出証明書の要件や様式等について確定したため、 

各都道府県に対して輸出証明書の発行を依頼する通知文を発出しましたのでお知らせいたします。  

 引き続き、農林水産省は、日本産食品等の輸入に際して過剰な規制を行わないよう各国に働きかけて 

いくと共に、輸出証明書について調整していく予定です。最新の輸出証明書の発行が可能な国の一覧は、 

農林水産省のホームページでご確認ください。  

掲載先アドレス  

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html  

 

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(こうや)、寺野 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/yusyutu/110429_1.html 

 

 

＊東日本大震災について～野菜生産についてのQ＆Aの更新～ 

 農林水産省は、原子力安全委員会から新たな助言を得たことに伴い、「野菜生産についてのQ＆A」を 

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。  

野菜生産についてのQ＆A 

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

 

担当：農林水産省生産局生産流通振興課(園芸グループ) 菱沼、秋葉、土佐 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/ryutu/110506_1.html 

 

 

＊東日本大震災について～「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」について～ 

 水産庁は、東京電力福島原子力発電所の事故に対応する「水産物の放射性物質検査の基本方針」を作成し、 

関係都道府県、関係団体へ通知しました。 

「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」 

 東京電力福島原子力発電所からの放射性物質の放出を受け、水産物の放射性物質検査を実施していると 

ころですが、今後、漁期を迎える魚種も含めた水産物の放射性物質検査の強化を図るため、水産庁にお 

いて「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」を作成しました。 

 

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/yasai_seisan_qa.html


1．検査の基本方針 

（1）沿岸性種の検査 

 (ア)神奈川県～福島県南部 

 自県沖の漁場形成を考慮して検査対象海域を定め、海区ごとの主要水揚港において原則週1回 

（神奈川県、東京都島嶼部は2週間に1回）のサンプリングを実施（市場でサンプリングを行う場合は漁 

獲海域を確認しつつ実施）。 

 対象種は、地域の実情に応じ漁期ごとの主要漁獲物を選定。表層（例えば、コウナゴ）、中層（例え 

ば、スズキ、タイ）、底層（例えば、カレイ、アナゴ）等の生息域を広くカバーできるよう選定し、こ 

れまで表層を遊泳する種（コウナゴ）に高い放射性物質の検出が見られたことを勘案。 

(イ)福島県北部以北 

 操業再開の前に検査を実施し、分析の結果を踏まえ、操業再開を判断。 

操業を再開する場合は、海域を定め、海区ごとの主要水揚港において原則週1回（岩手県以北は2週に1回） 

の検査を実施。 

対象種の考え方は上記(ア)と同様とする。 

（2）広域回遊性魚種（カツオ、サバ、サンマ等） 

 検査は関係業界団体及び水揚地となる道県と協力して行う（特に漁場北上に伴う検査体制については 

業界等と調整中。 

また、北部太平洋まき網漁業協同組合連合会所属の試験操業船「北勝丸」の活用も図る）。 

 (ア)カツオ 

 伊豆諸島、房総沖での漁場形成（5月中旪頃）以降、原則週1回の検査を実施 

（水揚げが想定される千葉県内の漁港（銚子及び勝浦）でサンプリングを実施）。 

 福島県沖（通常240～320キロ程度沖）で漁場形成が予測される場合（6月上旪頃）、試験操業船による 

事前のサンプリングを実施。 

分析の結果を踏まえて同漁場での操業の実施を判断。操業を継続する場合は、原則週1回のサンプリング 

を水揚港において実施。 

 宮城県以北に漁場が形成される場合も原則週1回の検査を実施。 

 (イ)イワシ、サバ類 

 千葉県沖に漁場が形成されている間は、水揚げが想定される千葉県内の漁港（銚子）でサンプリング 

を継続。 

茨城県沖での漁場形成が予測される場合（5月）、茨城県の協力を得つつ同県水産試験場の調査船により 

サンプリングを実施。 

分析の結果を踏まえて操業の実施を判断。操業を継続する場合は、原則週1回のサンプリングを水揚港で 

実施。 

福島県沖で漁場形成が予測される場合（6月頃）、試験操業船によるサンプリングを実施。分析結果を踏 

まえ、上記と同様の対応をとる。 

宮城県以北に漁場が形成される場合も原則週1回の検査を実施。 

(ウ)サンマ、サケの南下群 

夏以降、原則週1回の検査を実施。 

2．試料量について 

採取量は検査実施に十分な量を確保するものとし、1魚種当たり原則5kg以上とする。 



サンプリングを実施した者は試料を採集した場所、日時を記録しておくこと。 

3．留意点 

水産物の検査にあっては、水産物の移動性、天候等の影響により、定位置、定時に決められた種を採取 

できるとは限らないため、サンプリングは余裕をもって計画すること。  

4．検査結果の公表等 

検査結果の公表と厚生労働省への通報は、サンプリングを行った海域を有する県、又は、サンプリング 

を行った水揚港が所在する県が行うこととする。 

5．広域回遊性魚種において暫定規制値を超える検査結果が得られた場合 

暫定規制値を超える検査結果が得られた場合は、当該結果が得られた検体が漁獲された海域周辺におけ 

る関係漁業の操業を当面自粛するよう業界に要請（原則各県沖）。 

試験操業船によるサンプリングを原則週1回行い、3回連続暫定規制値を下回った場合に操業を再開。  

 

担当：水産庁増殖推進部漁場資源課生態系保全室 遠藤、高山、松井、溝部、池田 

詳しくは↓ 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/sigen/110506.html 

 

 

＊東京電力福島第一原子力発電所周辺海域において漁業関係者が就労する場合の放射 

線防護の観点からの安全性評価について  

 本日、原子力安全委員会から、漁業関係者が就労する場合の被ばく線量の評価について、助言があり、 

水産庁は、その内容を漁業関係者に通知しました。 

1 経緯 

 原子力災害対策本部事務局を通じて原子力安全委員会に対し、東京電力福島第一原子力発電所周辺海 

域において漁業関係者が就労する場合の被ばく線量の評価について、助言を求めていたところ、本日、 

原子力安全委員会より回答があり、現状では、東京電力福島第一原子力発電所から30km以遠の海域にお 

いては、沖合・沿岸ともに、漁業関係者が就労を行っても放射線防護の観点からは安全上差し支えない 

旨の助言が出されました。 

2 原子力安全委員会の助言の概要 

(1) 現状では、東京電力福島第一原子力発電所から30km以遠の海域においては、沖合・沿岸ともに、 

漁業関係者が就労を行っても放射線防護の観点からは安全上差し支えない。 

(2) 今後も引き続きモニタリングを行い、原子力安全委員会に適宜報告するとともに、被ばく線量の低 

減に努めること。 

3 水産庁での対応 

 本日、原子力安全委員会の助言が出されたことを受けて、水産庁より、関係者 

（福島県、岩手県、宮城県、茨城県、千葉県、漁連及び全漁連、大日本水産会等）に対して以下の内容 

を通知しました。  

（1）現状では、東京電力福島第一原子力発電所から30km以遠の海域においては、沖合・沿岸ともに、 

漁業関係者が就労（海中のゴミ・がれきの撤去作業を含む）を行っても放射線防護の観点から安全上差 

し支えない。 

（2）実効線量の低減を図るため、漁業関係者に対して、過度な肌の露出を避けるよう努めること。 



（3）今後も引き続きモニタリングを行い、（水産庁は）原子力安全委員会に適宜報告するとともに、被 

ばく線量の低減に努めること。 

 

担当：水産庁漁政部企画課漁業労働班 山下、長野 

詳しくは↓ 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kikaku/110507.html 

 

 

＊東日本大震災の被災地における環境モニタリング調査について（お知らせ） 

 東日本大震災に伴い、被災地において環境汚染による国民の健康への悪影響や生活環境の悪化が懸念される 

ことから、大気、公共用水域・地下水の水質、土壌、海洋環境等について国が緊急に環境モニタリング調査を 

実施します。  

１．趣旨 

 東日本大震災に伴い、被災地においては、倒壊した建築物の解体作業等によるアスベストの飛散、被災した 

工場等からの有害物質の大気・公共用水域・地下水・土壌への漏出、津波による廃棄物の海上流出や油汚染等 

により、国民の健康への悪影響や生活環境の悪化が懸念されています。 

 これらを予防し、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図るためには、有害物質等による環境汚染の有無 

・程度等の被災地の環境に関する基礎的な情報を緊急かつ的確に把握する必要があることから、大気、公共用 

水域・地下水の水質、土壌、海洋環境等について国（環境省）が緊急に環境モニタリング調査を実施することと 

しています。  

２．調査内容 

(1)大気  

(2)公共用水域の水質  

(3)地下水質  

(4)土壌  

(5)海洋環境 等  

※詳細については、別紙のとおりです。  

※アスベストの大気濃度調査については、既に予備調査を実施しています。 

 詳細は、環境省ホームページの「東日本大震災への対応」中にある「アスベスト対策」を御覧ください。  

 

担当：環境省水・大気環境局総務課 粕谷、大武 

   環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 徳田、藤原 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13746 

 

 

☆バイオマスタウン関係 

＊バイオマスタウンの公表（第47回） 



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

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318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】 

・北海道足寄町（あしょろちょう）  

・栃木県日光市（にっこうし）  

・富山県南砺市（なんとし）  

・山梨県南アルプス市（みなみあるぷすし）  

・山梨県北杜市（ほくとし）    

・長野県松本市（まつもとし）   

・奈良県吉野町（よしのちょう）   

・和歌山県日高町（ひだかちょう）  

・島根県奥出雲町（おくいずもちょう）  

・岡山県美咲町（みさきちょう）  

・高知県大豊町（おおとよちょう）  

・長崎県大村市（おおむらし）  

・大分県杵築市（きつきし）  

・鹿児島県垂水市（たるみずし）   

・鹿児島県奄美市（あまみし）  

【改訂2件】 

・岡山県新見市（にいみし）   

・宮崎県小林市（こばやしし）  

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。 

その他 

 バイオマスタウンについては、「バイオマス・ニッポン総合戦略」（平成14年12月閣議決定、18年3月 

改訂。 

以下「総合戦略」という。）に基づき公表してきました。 

 平成22年12月に総合戦略に代わるものとして、バイオマス活用推進基本法（平成21年法律第52号。以 

下「基本法」という。）に基づく「バイオマス活用推進基本計画」（以下、「基本計画」という。）が 

閣議決定されたことから、バイオマスタウン構想の募集を平成22年度をもって終了しました。このため、 

バイオマスタウンの公表は今回で終了となります。 



 なお、基本法において、市町村は「市町村バイオマス活用推進計画」の策定に努めるものとされてお 

り、また、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「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います。 

 このため、今後は地域におけるバイオマス活用の推進に向けて「市町村バイオマス活用推進計画」の 

策定を推進していきます。 

 

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  川本 山下 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/110428.html 

 

 

☆カルタヘナ関係  

＊パパイヤ種子の検査結果について 

 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、鹿児島県で自家採種により増殖させたものから採取した種子2種類（品種不明）を検査し、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、種苗会社等から収去した種子のうち、新たに2種類（品種不明）について、検査の結果が出ました。 

品種名等   

鹿児島県大島郡天城町で採取された種子（平成２１年に大島群天城町で栽培されているパパイヤから採 

取された種子を、徳之島パパイヤ生産事業合同会社の管理の下、ほ場で生育させ自家採取した種子。） 

種苗会社名 

徳之島パパイヤ生産事業合同会社（鹿児島県天城町） 

検査結果 

陰性 

品種名等 

鹿児島県大島郡伊仙町で採取された種子（平成２１年に大島群伊仙町で、徳之島パパイヤ生産事業合同 

会社の管理の下で栽培されているパパイヤから、自家採取した種子。） 

種苗会社名 

徳之島パパイヤ生産事業合同会社（鹿児島県天城町） 

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25種類（18品種と品種不明2種類）を検査し、「台農5号」という 

名称で販売されてきた種子（※）を除き、全て陰性でした。 

 今後、新たな種類の種子が入手できれば、遺伝子組換え体を含むか含まないか検査し、結果を公表し 

ます。 



 また、早急に葉の検査法の確立を図り、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。 

 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。 

（※）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す。「台農5号」は、平成17年以降、「台湾農産」（Taiwan Agricultural  

Development Co., Ltd.、所在地：台湾台北市）から輸入され、この名称で販売されてきた種子と同一で 

あると考えられます。 

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25種類（18品種、品種不明2種類）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/110509_1.html 

 

 

＊遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性の確保に関する法律に基づく 

第一種使用規程(ユーカリ、イネ)の承認申請案件に対する意見募集の実施について（お 

知らせ） 

 今般、「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。）に基づき、ユーカリ、イネの遺伝子組換え生物について、隔離ほ場で 

の栽培等に関する承認を受けるための申請がありました。この承認に先立って国民の皆様からの御意見 

を募集するため、平成２３年５月２日（月）から５月３１日（火）までの間、パブリックコメントを実 

施します。  

１．カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認について 

 遺伝子組換え生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かどうか事前に評 

価することとなっています。 

具体的には、カルタヘナ法に基づき、遺伝子組換え生物のほ場での栽培など、環境中への拡散を防止 

せずに使用する場合（第一種使用等）、使用等する者は、使用方法などに関する規程（第一種使用規 

程）を定め、研究開発段階の遺伝子組換え生物については文部科学省及び環境省に申請し、事前に承 

認を受ける必要があります。  

２．意見の募集について 

 今般、カルタヘナ法に基づき、以下の研究開発段階の遺伝子組換え生物の使用等に関する第一種使 

用規程の承認申請があり、生物多様性影響に関して学識経験者から意見を聴取しました。 

 この結果、申請に係る遺伝子組換え生物を第一種使用規程に従って使用した場合には、生物多様性 

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


影響が生ずるおそれがないと認められたことから、主務大臣である文部科学大臣及び環境大臣が承認 

することを予定しています。 

 つきましては、これらの申請を承認することについて、広く国民の皆様から御意見を募集します。  

 御意見のある方は別紙の「意見募集要項」に沿って御提出ください。 

 なお、この意見募集は、文部科学省においても同時に実施されております。御意見は環境省又は文 

部科学省のいずれかに提出していただければ、両省において考慮されることとなりますので、同じ御 

意見を２つの省に提出していただく必要はありません。 

 環境省及び文部科学省では、当該申請の承認については、皆様からいただいた御意見を考慮した上、 

決定するとともに、御意見の概要とそれについての考え方を取りまとめた上で公表する予定です。 

 なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。  

 

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=13733 

 

 

☆クールビズ関係  

＊2011年クールビズについて（第一報）（お知らせ） 

 環境省では、地球温暖化対策の一環として、平成１７年度より、冷房２８℃でも快適に過ごすことの 

できるライフスタイル「クールビズ」を推進しています。 

 今年は東日本大震災を受けた節電の必要性を踏まえ、例年６月１日からであったクールビズの開始を 

１ヶ月前倒し、５月からスタートすることといたしました。（期間：５月１日～１０月３１日）  

＜概要＞ 

 環境省では、温室効果ガス削減のため、平成１７年の夏より、冷房時の室温を２８℃にしても、オ 

フィスで快適に過ごせる「クールビズ（COOL BIZ）」を提唱してきました。 

 近年では企業等における実施率も高まっており、一般にかなり定着している状況となっております 

（※クールビズの認知率は９割超）。 

 今年は、東日本大震災を受けた節電の必要性を踏まえ、クールビズの開始を１ヶ月前倒し（５月１ 

日スタート）し、政府において夏期の軽装を率先実行することとしましたのでお知らせいたします。 

（終了日も１ヶ月延長し１０月３１日を予定しています。） 

 なお、クールビズの本格実施となる６月からは、各主体のクールビズを通じた節電及び温暖化防止 

の取組が促進されるよう、環境省としても普及啓発をさらに強化する予定です。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室  植田、相澤、押田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13732 

 

 

☆国連持続可能な開発委員会関係  

＊国連持続可能な開発委員会第19会期（CSD-19）／ハイレベルセグメントの開催につい 



て（お知らせ） 

 国連持続可能な開発委員会第19会期（CSD-19）／ハイレベルセグメントが5月2日（月）～13日（金） 

の2週間、ニューヨーク（米国）の国連本部において開催されます（このうちハイレベルセグメントは5 

月11日（水）～13日（金）の3日間）。 

 我が国からは、南川事務次官他が出席する予定です。  

１．日時 

平成23年5月2日（月）～13日（金） 

（ハイレベルセグメントは5月11日（水）～13日（金））  

２．会議名 

国連持続可能な開発委員会第19会期（CSD-19）／ハイレベルセグメント  

３．開催地 

ニューヨーク（米国）国連本部  

４．議題 

 「化学物質」、「廃棄物管理」、「持続可能な消費と生産に関する10年計画枞組み」等の議題に係 

る決定案について議論され、採択される予定です。  

[1]「化学物質」については、ライフサイクルを通じた包括的な化学物質対策の推進、リスク防止・ 

削減のための各国レベル及び国際的な取組の強化等を内容とする決定が採択される見込みです。  

[2]「廃棄物管理」については、長期的な廃棄物管理の戦略策定の必要性、３Ｒの推進、廃棄物管理 

に関する能力強化と技術移転の推進等を内容とする決定が採択される見込みです。  

[3]「持続可能な消費と生産に関する10年計画枞組み」については、持続可能な消費と生産に関する 

ビジョン、原則、組織構造、取組集等を含む今後10年間の国際的な計画枞組みの策定に向けた合意等 

を内容とする決定が採択される見込みです。  

５．参加者 

 国連加盟国、関係国際機関及び各ステークホルダー等の代表者。我が国からは、南川環境事務次官 

及び外務省・環境省担当官が出席する予定です。  

６．その他（サイドイベントの開催） 

 我が国は、5月12日（木）のランチタイムを活用し、本年2月に環境省が国連と協力して東京で開催 

した「国連持続可能な廃棄物管理会議」の成果を報告するサイドイベント「Building Partnerships for  

Moving Towards Zero Waste」を国連と共同で主催します。  

（参考）国連持続可能な開発委員会（CSD）について 

 1992年6月にブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議（地球サミ 

ット）」において設置が決まった国連組織。同サミットで採択された「アジェンダ21」の実施状況の 

レビューを行うことを主な目的としている。 

 毎年春にニューヨークの国連本部において当該委員会の本会合を開催しており、近年は2年を1サイ 

クル（1年目を「評価年」、2年目を「政策年」）として、テーマ別に当該実施状況に関する議論を行 

っている。 

 2010年から2011年にかけては、2010年が評価年、2011年が政策年とされ、「運輸」、「化学物質」、 

「廃棄物管理」、「鉱業」、「持続可能な消費と生産に関する10年計画枞組み」の5つのテーマにつ 

いて議論が行われている。  

 



担当：環境省地球環境局国際連携課 塚本、清野、清家 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13734 

 

 

☆家庭エコ診断関係  

＊「従業員に対する家庭エコ診断」参加事業者の公募について（第一報） 

 環境省では、電力需要の逼迫を背景に推進されている事業活動のCO2削減・節電対策に加え、従業員の 

家庭での取組を支援するため、平成23年５月から家庭エコ診断を実施します。 

 本診断は、環境省が派遣する診断員が、事業者の従業員の家庭のエネルギー使用状況、CO2排出状況等 

を診断し、各家庭に応じたCO2削減・節電のために有効な対策費用や効果等に関する情報を提供し、対策 

実施を支援するものです。 

 公募の詳細については５月中旪に発表いたします。  

（１）従業員に対する家庭エコ診断の内容 

 事業所等に診断員を派遣し、事業者の従業員の家庭のエネルギー使用状況、CO2排出状況等を診断 

し、各家庭に応じたCO2削減・節電のために有効な対策費用や効果等に関する情報を提供します。診 

断は無料で行います。 

 また、一定期間後、実施に関する効果検証を行い、従業員の取組を各事業者の取組として、環境省 

において評価・広報します。  

（２）対象者 

首都圏（茨城県、栃木県、群馬県、埻玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県）を中心 

とした、事業者の従業員  

（３）公募期間等 

公募期間： ５月中旪～７月上旪を予定  

診断期間： ５月下旪～８月下旪を予定（ただし、状況に応じてそれ以降も実施）  

(４)今後の予定 

 公募要領・スケジュールその他の詳細につきましては、５月中旪に報道発表によりお知らせする予 

定です。  

(５)その他 

 環境省では、家庭におけるCO2削減・節電対策について、別紙のような様々な支援を行っており、 

今後、取組を一層推進してまいります。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、杉本、福井、小澤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13736 

 

 

☆日中韓環境大臣会合関係  

＊第13回日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM13）及び韓国・中国との二国間会談の結果に 

ついて 



 第13回日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM13）が４月28日（木）と29日（金）に韓国釜山にて開催され、 

我が国からは、近藤環境副大臣が出席しました。 

 会合では、気候変動対策、黄砂等の越境汚染対策等の環境問題について議論が行われたほか、今回の 

東日本大震災を受け、今後三カ国で自然災害に起因する環境破壊に対処するための共同方策を策定する 

こととされ、共同コミュニケとして採択されました。 

 また、三カ国の学生や産業界の代表者との間でも議論が行われました。 

 あわせて、韓国、中国とそれぞれ二国間会談を行い、中国とは、環境協力事業実施についての覚書を 

２本合意しました。  

１．日程 平成23年4月28日（木）～29日(金）  

２．開催場所 韓国・釜山  

３．主な出席者 

日本 近藤 昭一 環境副大臣  

中国 周 生賢（しゅう・せいけん）環境保護部長  

韓国 李 萬儀（イ・マニ）環境部長官  

４．日中韓三カ国環境大臣会合の概要 

 韓国の李環境部長官が議長を務め、各国の環境政策の進展、地球規模及び地域の課題等について意 

見交換を行いました。 

また、三ヵ国の学生、産業界の代表者の間で環境課題について議論が行われ、大臣会合に報告された。 

これらの結果については、共同コミュニケ（別添資料１）として採択されました。主なやりとりは以 

下のとおりです。  

○冒頭、東日本大震災に対するお見舞いの意が示され、近藤副大臣から韓国・中国からの支援につい 

て感謝の意を示すとともに、震災及び原発事故の対応、安全の確保に最優先で取り組んでいることを 

説明し、中国及び韓国から理解が示された。  

○近藤副大臣からの要請を踏まえ、今後三カ国で、黄砂や海洋ごみ等の越境汚染対策、渡り鳥が関係 

する鳥インフルエンザ対応等の分野での協力及び対策強化が合意された。  

○東日本大震災を踏まえて、自然災害に起因する環境破壊を防止するため、三ヵ国間の密接な協力が 

重要である点について合意され、今後、情報共有や人材育成等の共同施策を検討することとされた。  

○昨年策定された「共同行動計画」の進捗を確認し、実施を更に推進していくことが合意された。  

○三カ国の学生の間で、低炭素グリーン・キャンパスの実現、将来のグリーンリーダーの育成につい 

て、また三カ国の産業界の代表の間で、環境市場を拡大するための環境情報の共有、途上国の環境を 

改善するための共同事業について意見交換が行われ、大臣会合にその結果が報告された。  

○次回会合は、来年中国で開催されることとなった。  

５．二国間会談の概要 

（１）韓国  

 李萬儀・環境部長官と会談を行いました。主なやりとりは以下のとおりです。  

○李長官から、東日本大震災に対するお見舞いの意と、韓国環境部職員が義援金を提供したことが述 

べられ、近藤副大臣からは、韓国からの支援に対して感謝の意が伝えられた。また、原子力発電所事 

故に関連して、日本側がその経験について世界各国と共有することが重要である旨の説明があった。  

○両国の気候変動対策の進捗状況、排出権取引等の検討状況、気候変動交渉について意見交換が行わ 

れた。  



○李長官から、昨年の生物多様性条約COP10における我が国の役割について高く評価する旨発言があ 

った。 

 近藤副大臣からは、COP10における韓国の協力及び韓国のSATOYAMAイニシアティブへの参加につい 

て謝意が伝えられた。  

（２）中国  

 周生賢・環境保護部長と会談を行いました。主なやりとりは以下のとおりです。  

○周部長から、東日本大震災に対するお見舞いの意が示され、近藤副大臣からは、中国からの支援に 

対して感謝の意が伝えられた。 

 また、原子力発電所事故に関連して、周部長から迅速な情報提供の依頼があり、近藤副大臣からは、 

事態の収束、安全の確保に向けて最優先に取り組んでいること、国際社会に対し適切な情報の開示を 

行っていくこと、農作物や工業製品の安全性について等について説明した。  

○周部長から、本年決定された第12次5カ年計画等、国内の環境政策の動向と課題について説明があ 

り、これら課題の克服のため一層の日中協力が必要であるとの点で一致した。これに関連して、大気 

汚染物質と温室効果ガスの排出削減に関する「コベネフィット研究とモデル事業（フェーズ２）の協 

力実施に関する覚書」及び「農村地域等におけるアンモニア性窒素等総量削減事業協力実施に関する 

覚書」の２つの日中環境協力に係る覚書が交わされた。  

○近藤副大臣から、黄砂、海洋ごみ、有害廃棄物の越境移動問題等について、今後更に、日中間の協 

力を促進させたい意向が示された。  

○なお、会談後、近藤副大臣と周部長は、日本環境協会と中国環境認証センターによる「日本エコマ 

ークと中国環境ラベル間の相互認証協定」の署名式に立ち会った。  

【参考１】日中韓三カ国環境大臣会合 

 日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM= Tripartite Environment Ministers Meeting)は、北東アジアの 

中核である日本・中国・韓国の三カ国の環境大臣が一堂に会し、本地域及び地球規模の環境問題に関 

する対話を行い、協力関係を強化することを目的に、1999年(平成11年)から毎年各国持ち回りで開催 

しています。これまでのコミュニケ等については、以下のウェブサイトを御参照ください。  

・TEMM公式ウェブサイト http://www.temm.org/  

・日本語解説サイト http://www.env.go.jp/earth/coop/temm/introduction_j.html  

【参考２】日中で締結した覚書 

[1]日本国環境省及び中華人民共和国環境保護部によるコベネフィット研究とモデル事業（フェーズ 

２）の協力実施に関する覚書（別添資料２）  

（覚書の要点）  

（イ）第１２次５カ年計画における環境汚染物質の削減対象である窒素酸化物を含む協力を実 

施  

（ロ）具体的には、環境汚染物質と温室効果ガスの削減量を定量的に評価する共同研究、事業 

実現可能性調査・案件発掘、セミナー等を実施  

（ハ）実施期間：2011年から５カ年とし、３カ年目に評価を実施  

[2]日本国環境省及び中華人民共和国環境保護部による農村地域等におけるアンモニア性窒素等総量 

削減事業協力実施に関する覚書（別添資料３）  

（覚書の要点）  

（イ）アンモニア性窒素等総量削減のための分散型排水処理モデル施設建設（３地域）  

http://www.temm.org/
http://www.env.go.jp/earth/coop/temm/introduction_j.html


（ロ）アンモニア性窒素等水汚染物質排出削減管理研究の実施、政策・技術交流セミナーの開 

催  

（ハ）実施期間：2011年から暫定的に３カ年  

 

担当：環境省地球環境局国際連携課国際協力室 新田、長谷川、加瀬、溝口  

【日中環境協力に関する覚書について】  

環境省水・大気環境局水・大気環境国際協力推進室 瀧口、若公、黒田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13743 

 

 

☆CO２削減関係  

＊「昼も夜もライトダウン2011」（第一報） 

 環境省では、２００３年より地球温暖化防止のため、ライトアップ施設や家庭の電気を消していただ 

くよう呼び掛ける「ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン」を実施しております。本年度は、６月２ 

２日（夏至の日）と７月７日〔七夕・（クールアース・デー）〕の両日の夜８時から１０時までの２時 

間を、特別実施日として設定し、全国のライトアップ施設や各家庭のあかりの「ライトダウン」を広く 

呼びかけるほか、東日本大震災を受けた節電の必要性を踏まえ、６月２２日（水）から８月末日までの 

間、「昼も夜もライトダウン２０１１」を実施いたします。  

＜１．「昼も夜もライトダウン２０１１」の概要＞ 

 環境省では、２００３年より温暖化防止のため、ライトアップ施設や家庭の電気を消していただく 

よう呼び掛ける「ＣＯ２削減／ライトダウンキャンペーン」を実施しています。 

 本年度は、例年の夏至の日と七夕の２日間に加え、東日本大震災を受けた節電の必要性を踏まえ、 

６月２２日～８月末日を対象に、昼も夜も自主的ライトダウンの呼びかけを行う「昼も夜もライトダ 

ウン２０１１」を実施いたします。 

 「昼も夜もライトダウン２０１１」においては、この夏の電力消費量抑制に寄与するため、昼夜そ 

れぞれ任意２時間以上の消灯を呼びかけることとしております。 

 また、そのうち特別実施日である、６月２２日(水)〔夏至の日〕の夏至ライトダウン、７月７日（木） 

〔七夕・（クールアース・デー）〕の七夕ライトダウンには、全国のライトダウン参加施設数をカウ 

ントすることを予定しています。 

（両日とも夜８時から１０時までの２時間程度、一斉にライトダウンする施設を対象。）  

＜２．ライトダウンキャンペーンへの参加方法について＞ 

 「昼も夜もライトダウン２０１１」に参加いただける施設（特別実施日（６月２２日の夏至ライト 

ダウン、７月７日の七夕ライトダウン）のみの参加も可です）は、５月上旪公開予定の「ライトダウ 

ンキャンペーンホームページ」（http://coolearthday.jp）にてご登録をお願い致します。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室 植田、相澤、押田、藤原 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13738 

 

http://coolearthday.jp/


☆POPｓ条約関係  

＊POPs条約第５回締約国会議（COP5）の結果について（お知らせ） 

 平成23年4月25日から29日までジュネーブ（スイス）において、ストックホルム条約（POPs条約）の第 

5回締約国会議（COP5）が開催され、新たに1種類の物質が同条約の附属書に追加されることが決定され 

ました。 

 この物質については、今後、国際的に協調して製造・使用等の廃絶に向けた取組を行うことになりま 

す。 

 また、条約の有効性の評価、遵守手続、化学物質・廃棄物関連3条約の連携強化などについての議論が 

行われました。  

１．第5回締約国会議の概要 

（１）開催地・会議期間 

開催地： ジュネーブ（スイス）  

会議期間： 平成23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  

○有効性の評価  

○遵守手続  

○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）出席者 

 会議の議長はカレル・ブラハ氏（チェコ）が務め、我が国からは、外務省、経済産業省及び環 

境省の担当官が出席しました。  

２．会議の成果 

 会議では、各国からの意見を受けて、議長の指示により、[1] 新規POPs物質、 [2] 技術援助・資 

金源、[3] シナジー、[4] 予算の４分野で作業グループ（コンタクト・グループ）が設置され、個別 

のテーマに沿って集中的な議論が行われました。 

 会議の主な成果としては、次のとおりです。  

（１）条約への新規POPs物質の追加 

 第6回残留性有機汚染物質検討委員会（POPRC6）における検討結果を踏まえ、今次締約国会議に 

対して附属書A（廃絶）への追加の勧告が行われた1物質群について、下記の表のとおり、附属書 

への追加が決定されました。 

 この物質については、今後、条約の下で、国際的に協調して、その製造・使用等を廃絶するこ 

とになります。 

 この決定により改正される附属書の発効は、国連事務局による各国への通報が到着してから1年 

後になります。 

 我が国においては、それまでに、条約で定められている規制内容に基づき、化学物質の審査及 

び製造等の規制に関する法律（化審法）や輸出/輸入貿易管理令等により、原則、これら物質の製 

造・使用等を禁止するための所要の措置を講ずることになります。 

 なお、我が国においては、エンドスルファンを有効成分とする農薬について、農薬取締法にお 



ける登録が平成22年9月に既に失効しています。  

   （２）廃棄物等からの放出を削減し又は廃絶するための措置 

 POPRC6から今次締約国会議に対し、廃棄過程からのブロモジフェニルエーテルの廃絶並びにペ 

ルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）とその塩及びペルフルオロオクタンスルホン酸フルオリ 

ド（PFOSF）のリスク削減に関する勧告が行われるとともに、勧告の実施に向けて求められる具体 

的な活動について作業プログラムが作成されました。  

（３）有効性の評価 

 今後の有効性の評価手法を検討するためにCOP4で設置された作業部会から、有効性の評価の主 

体である有効性評価委員会の設置やCOP8（平成29年）までの有効性の評価の実施などについて報 

告されました。検討の結果、COP6（平成25年）に向け、有効性の評価の枞組みに関する情報を条 

約事務局が収集するとともに、各国が意見を提出することが決定されました。 

 我が国としては、引き続き、環境モニタリングデータの提供等を通じた貢献を行っていくこと 

としています。  

（４）遵守手続 

 条約の遵守の手続については、COP2以来、継続課題とされており、条約が有効に機能するため 

には遵守のメカニズムが早期に活動を開始することが不可欠であることから、我が国は遵守に係 

る議論に積極的に参加しました。その結果、今後も議論を深めていく必要性があることが、参加 

国の間で確認されました。  

（５）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） 

 ロッテルダム条約事務局及びバーゼル条約事務局とPOPs条約事務局との間で活動の連携を強化 

する方策について検討されました。  

（６）2012－2013年事務局予算の採択 

 2012－2013年の事務局予算が決定されました。 

 

担当：環境省総合環境政策局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=13744 



☆オホーツク生態保全関係 

＊「第２回オホーツク生態系保全・日露協力シンポジウム」の開催について（お知らせ） 

 外務省と環境省等では、オホーツク海における温暖化による流氷の減少や魚類・鳥類・海獣類等の生態系の 

現状に関する議論を行い、今後の日露協力の進展につなげることを目的としたシンポジウムを開催します。  

１．背景 

 日露政府間においては、日露の隣接地域における生態系の保全及び持続可能な利用に関する協力を進める 

ことで一致し、平成２１年５月に協力の具体的な方向性を示した「日本国及びロシア連邦の隣接地域における 

生態系の研究、保全並びにその合理的及び持続可能な利用の分野に関する日本国政府とロシア連邦政府との間 

の協力プログラム」（以下「日露協力プログラム」とする。）が署名されたところです。 

 この日露協力プログラムに基づき、これまで、日露両国の政府関係者及び研究者の参加するシンポジウム、 

ワークショップの開催、我が国の専門家による北方四島への訪問と四島側専門家の受入れなどが実施されて 

います。 

 こうした日露協力プログラムに基づくこれまでの協力の成果を総括するため、今般、外務省と環境省等は、 

日露両国の研究者により、オホーツク海における温暖化による流氷の減少や魚類・鳥類・海獣類等の生態系の 

現状に関する議論を行い、今後の協力の進展につなげることを目的として、以下のとおり「第２回オホーツク 

海生態系保全・日露協力シンポジウム」を開催することとしましたので、御案内します。  

２．開催概要 

（１）日時 平成２３年５月１４日(土)～１５日(日)９：００～１８：００ 

（お昼休み・コーヒーブレークあり）  

（２）会場 北海道大学 学術交流会館（札幌市北区北８条西５丁目 ＪＲ札幌駅より徒歩約５分）  

（３）主催・後援 主催：外務省、環境省、国際科学技術協力センター（ＩＳＴＣ）  

          後援：北海道  

３．参加方法 入場無料（事前申込み不要） 

       （ただし、人数が定員に達した場合には、御席を用意できないこともありますので、 

あらかじめ御了承ください。）  

       ※取材スペースの都合がありますので、取材を希望される場合には、５月１１日（水） 

１８：３０までに下記担当までご連絡いただきますようお願いします。  

４．お問い合わせ先 

・環境省自然環境局自然環境計画課 井堀 

電話：０３－３５８１－３３５１（内線６４７７）  

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課 塚本、奥山、井堀 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13745 

 

 

☆３Rエコポイント関係  

＊連携でつくる循環型地域シンポジウムの開催について～３Ｒエコポイントシステム 

による地域活性化事例に学ぶ～(お知らせ) 



 環境省は、国民の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の取組を進めるため、「３Ｒ促進のための 

ポイント制度等経済的インセンティブ付けに関する検討会」を開催し、平成23年３月に「３Ｒエコポイント 

システム促進のためのガイドライン」をとりまとめました。 

 地域において循環型社会の構築に向けた取組を行うためには、事業者、NPO/NGO、行政（自治体）、地域 

協議会といった各主体が連携しながら、一人ひとりが循環型社会づくりに積極的に参加していただくことが 

欠かせません。 

 このたび、ガイドライン及び３Ｒエコポイントを活用した地域活性化事例を通して、地域連携による循環型 

社会づくりに向けたシンポジウムを開催することになりましたので、お知らせします。  

１．日時 平成23年６月８日（水）13：00～16：15  

２．場所 弘済会館４階会議室「蘭」東京都千代田区麹町５－１  

３．主催 環境省、３Ｒ活動推進フォーラム、NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネット  

４．対象者 市民、NGO/NPO等民間団体、事業者、行政関係者等（定員100名程度）  

５．参加費 無料  

６．シンポジウムへの参加について 

 シンポジウムへの参加を希望される方は、６月６日（月）12:00（必着）までに希望者ごとにＦＡＸ又は 

電子メールにより申込書（３Ｒ活動推進フォーラムホームページよりダウンロード http://3r-forum.jp） 

にご記入の上、下記申込先までご連絡ください。 

 なお、一般の参加が可能な人数は100名程度を予定しています。先着順とし、定員に達した場合は御参加を 

お断りする場合もありますので、予めご了承下さい。  

※参加申込期日及び申込先 

申込締め切り 平成23年６月６日（月）12：00 

３Ｒ活動推進フォーラム事務局 担当：藤波 

電子メール：3r-ecopoint@3r-forum.jp  

ＦＡＸ03-5638-7164  

電話03-5638-7161  

７．シンポジウムプログラム予定（敬称略） 

13:00～13:10 開会・主催者挨拶  

13:10～13:40 「３Ｒエコポイントシステム促進のためのガイドライン」について報告 環境省  

13:40～14:55 事例発表（１事例25分、３事例）  

         ・「すきだ・まちだ・りゆーすだ」キャンペーン 木野 直美 

（まちだＲびんの普及・拡大を進める会）  

        ・「ぎふ・エコライフ推進プロジェクト」 神田 浩史 

（ぎふ・エコライフ推進プロジェクト実行委員長）  

        ・「あだちエコネット事業」 角谷 暢彦（足立区環境部計画課資源化推進係係長）  

 14:55～15:10休憩  

 15:10～16:10シンポジウム・意見交換  

      コーディネーター： 崎田 裕子（環境カウンセラー・ジャーナリスト）  

      パネリスト： 大島 美保（アスクル株式会社環境マネジメントマネージャー）  

             大和田 順子（ロハスビジネスアライアンス共同代表）  

             小野田 弘士（早稲田大学環境総合研究センター准教授）  

http://3r-forum.jp/
mailto:3r-ecopoint@3r-forum.jp


             木野 直美（まちだＲびんの普及・拡大を進める会）  

             神田 浩史（ぎふ・エコライフ推進プロジェクト実行委員長）  

             角谷 暢彦（足立区環境部計画課資源化推進係係長）  

  16:10～16:15閉会挨拶  

※上記内容は現時点での予定です。発表者の都合等により、プログラムの一部を変更する場合があることを 

御承知おき下さい。  

８．取材について 

 御希望の方は平成23年６月３日（金）までに、「御社名、媒体名（テレビ、新聞等）、撮影の有無、取材 

代表者名、取材者合計人数、御連絡先（ＴＥＬ、携帯電話、ＦＡＸ、電子メール）」を明記の上、(電子メー 

ル：info@3r-forum.jp）までお申し込みをお願いいたします。 

なお、会場の都合上、お申し込みのない場合は、取材をお断りさせていただく場合がございますので御注意 

ください。  

 

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、山田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13754 

 

 

☆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/ 

mailto:info@3r-forum.jp

