
☆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/sijyo/110608.html 

 

 

＊東日本大震災について～津波による冠水被害からの除塩事業による水田の復旧につ 

いて～  

 津波により被災した水田(推定で約2万ヘクタール）のうち、本年度補正予算で創設した除塩事業の実施に 

より、今年産の水稲作付が可能となる面積は、6県18市町村で約1千8百ヘクタール（5月20日現在の集計値） 

となっています。 

県別市町村別除塩事業による水田復旧面積 

青森県     22ヘクタール （おいらせ町） 

岩手県     5ヘクタール （岩泉町 0.4ヘクタール、宮古市 2ヘクタール、大船渡市 1ヘクタール、陸前高

田市 2ヘクタール） 

宮城県     1,147ヘクタール (石巻市 964ヘクタール、東松島市 40ヘクタール、松島町 11ヘクタール、

多賀城市 28ヘクタール、仙台市 59ヘクタール、名取市 45ヘクタール） 

福島県     61ヘクタール （いわき市） 

茨城県     10ヘクタール （東海村） 

千葉県     578ヘクタール （旭市 28ヘクタール、横芝光町 65ヘクタール、山武市 332ヘクタール、九十

九里町 150ヘクタール、一宮町 3ヘクタール） 

 

担当者：農林水産省農村振興局整備部設計課 前田、松原 

    農村振興局整備部防災課災害対策室 中屋、木村、田村 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/sekkei/110525.html 

 

 



＊農地土壌中の放射性セシウムの野菜類と果実類への移行について  

 農林水産省は、自治体や生産者の方々が、農作物の作付けや収穫物の検査の要否を検討する際の 

参考としていただくため、国内外の科学文献に基づいて、農地土壌中の放射性セシウムの野菜類及び 

果実類への移行係数を取りまとめましたので、お知らせします。 

 今後、新たに作付けされる農作物の収穫時における放射性セシウムの分析結果と栽培土壌中の 

放射性セシウム濃度の比較及び栽培試験を実施し、より実態を反映した移行係数を算出する予定です。 

背景 

1. 福島第一原発事故によって大気中に放出された放射性物質による農作物への影響は、事故後しば 

らくの間放射性物質を含む降下物の付着が主たるものでした。 

  その後、放射性物質の降下量が減尐してきています。  

2. 一方、農作物の作付け前には耕起作業を必要としますが、これによって表層と下層の土壌が混合 

されるので、今後、食品安全の観点から、土壌に含まれる放射性物質が根から農作物に吸収され 

ることに注目する必要があります。また、自治体や生産者が農作物の作付けや収穫物の検査の要 

否を検討する際の参考として、移行係数の情報が有用です。  

3. 4月8日に、水稲の作付けの可否の判断の参考として、土壌中のセシウム137の玄米への移行の指 

標（0.1）が発表されました。 

  しかし、米の場合と異なり、我が国における野菜や果実における土壌からの放射性物質の移行に 

ついての科学データはあまり多くありません。  

4. そこで、国内外の科学文献を調査し、それらに記載されているデータに基づいてセシウム137の 

土壌から農作物への移行係数を取りまとめました。データの数が限られているため、あくまで参 

考値として活用してください。  

結果（詳細については別添参照） 

1. 気候が日本の気候に近い地域で実施された圃場試験のデータに基づいて、野菜類17品目と果実類 

4品目について、セシウム137の土壌から農作物への移行係数の最小値、最大値、平均値を取りま 

とめました。 

  最小値と最大値とが大きく異なる場合が多いため、平均値としては幾何平均値（データがn個あ 

るとき、データ値の積のn累乗根）を用いました（メロン、ブドウを除く）。  

2. イモ類を除く野菜類と果実類における移行係数の最大値は0.1未満、幾何平均値は0.05未満でし 

た。  

3. イモ類の移行係数の最大値は0.36と他の野菜より大きい値を示しましたが、幾何平均値は0.05未 

満であり他の野菜類と同程度でした。  

4. キャベツとジャガイモについては、データが50程度存在したため、米の場合と同様の方法で指標 

値を算出したところ、キャベツで0.0078、ジャガイモで0.067でした。  

今後の方針 

 農林水産省は、より実態を反映した移行係数を得るため、自治体や試験研究機関と連携し、新たに作 

付けされる農作物の収穫時における放射性セシウムの分析結果と栽培土壌中の放射性セシウム濃度の比 

較や栽培試験を実施するなど、農地土壌中の放射性セシウムの実態や移行の程度に関するデータを収 

集・解析してまいります。 

 



担当：農林水産省消費・安全局農産安全管理課 秋元・青木 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/110527.html 

 

 

＊東日本大震災について～Q＆Aの更新について～ 

 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、「放射性物質が検出された野菜等の 

廃棄方法について（Q&A）」及び「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。 

・放射性物質が検出された野菜等の廃棄方法について（Q＆A）  

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

・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/110530.html 

 

 

☆生物多様性関係  

＊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、新たに種苗会社等から収去した種子4種類を検査し、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4種類について、検査の結果が出ました。 

検査結果  

品種名等   サンライズ（今後販売予定の種子）     

種苗会社名等   よへな種苗店（沖縄県那覇市） 

検査結果  陰性 

 

         台農２号（今後販売予定の種子）                

株式会社田中農園沖縄営業所（沖縄県豊見城市）           

陰性 

 

         農友１号（今後販売予定の種子）   

         株式会社田中農園沖縄営業所（沖縄県豊見城市） 

         陰性 

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


         豊作（今後販売予定の種子）  

         豊作育苗センター（沖縄県八重瀬市） 

         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29種類（19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。 

（※）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。 

 

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/110523_1.html 

 

 

☆ダイオキシン関係  

＊「平成21年度水産物中のダイオキシン類の実態調査」の結果について  

 農林水産省は、平成21年度に水産物中のダイオキシン類の実態調査を実施し、調査結果をとりまとめました。 

今回の結果を、同じ魚種について調査した平成19年度と比較すると、ブリ(天然)では値が統計学的に有意に高く 

なりましたが、他の魚種では統計学的に有意な変化が認められないか、又は低くなっていました。 

 なお、平成21年度の厚生労働省の「食品からのダイオキシン類一日摂取量調査」では、わが国での水産物を 

含む食品全体からのダイオキシン類の一日当たりの摂取量は、耐用一日摂取量の5分の1程度と報告されています。  

実態調査の背景 

 農林水産省は、「ダイオキシン対策推進基本指針（平成11年3月ダイオキシン対策関係閣僚会議決定） 

及び「食品の安全性に関する有害化学物質サーベイランス・モニタリング中期計画」(平成18年4月20日 

公表)に基づき、農畜水産物中のダイオキシン類濃度の実態調査を実施しています。 

 水産物については平成20年度以降、主要な11魚種について1年おきに調査を行い、同じ魚種同士の結果 

を比較しております。 

平成21年度は、ウナギ(養殖)、カンパチ(養殖)、ブリ(養殖・天然)及びベニズワイガニ(天然)について 

調査し、同じ魚種を調査した平成19年度の結果と比較しました。 

 実態調査の結果 

 平成21年度の結果を、平成19年度の結果と比較したところ、ウナギでは、平成21年度の結果が平成19 

年度の結果より統計学的に有意に低く、カンパチ、ブリ(養殖)、及びベニズワイガニについては、有意 

な変化は認められませんでした。 

 一方、ブリ(天然)については、平成21年度の結果が平成19年度の結果より有意に高いとの結果でした 

が、1.4倍程度であり、健康に影響を及ぼすようなレベルではありません。 



 農林水産省は、引き続きダイオキシン類の経年変化を見るため、調査を継続していく予定です。 

（参考） 

1ピコグラム(pg)：1兆分の1グラム 

TEQ(Toxicity Equivalency Quantity)：ダイオキシン類の毒性は種類毎に異なるため、摂取したダイオ 

キシン類の量は、種類毎の毒性の強さを換算する係数を各ダイオキシン毎の濃度に乗じて得た値を総和 

した値(毒性等量：TEQ)として表示しています。 

 今回検出された平均濃度(3.9pg-TEQ/g湿重量)のダイオキシン類を含むブリを、体重50kgの人が、一人 

一日当たりのブリの推定摂取量(2.7g：2人以上の世帯における平成21年度ブリ購入量から算出)を生涯に 

わたり毎日摂取したとすると、耐容一日摂取量(人が一生涯にわたり毎日摂取しても健康に悪影響を与え 

ない量：ダイオキシン類は4pg-TEQ/kg体重/日)の約5パーセントに相当します。  

 

担当：農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室水産安全班 鏑木、高瀬 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/suisan/110527.html 

 

 

☆農薬関係  

＊「農薬危害防止運動」の実施について  

 農林水産省は、厚生労働省、環境省等と共同で、本年度も、農薬の安全かつ適正な使用や保管管理、 

使用中の事故防止、環境への影響に配慮した農薬の使用等を推進するため、6月から8月までの3ヶ月間、 

農薬危害防止運動を実施します。 

農薬危害防止運動の目的 

 農薬取締法、毒物及び劇物取締法等の関係法令に基づき、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理、 

環境への影響に配慮した農薬使用や農薬の適正販売等について周知を徹底することにより、農薬の使用 

に伴う人畜への危害を防止することを目的としています。 

実施主体 

 農林水産省、厚生労働省、環境省、都道府県、保健所設置市及び特別区が事業の実施主体です。 

また、農薬の使用現場においては、関係団体等が一体となって運動を推進します。 

実施期間 

 原則として、平成23年6月1日から8月31日までの3ヶ月間。 

実施事頄 

 主な実施事頄は以下のとおりです。 

（1）啓発ポスターの作製及び配布、新聞への記事掲載等による、農薬及びその取扱いに関する正しい知 

識の普及啓発 

（2）農薬の適正使用等についての指導 

（3）農薬の適正販売についての指導 

（4）有用生物や水質への影響の低減対策 

 

担当：農林水産省消費・安全局農産安全管理課農薬対策室農薬指導班 楠川、大森、岡 

詳しくは↓ 



http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/110530.html 

 

 

＊平成23年度農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会（第１回）の開催について 

 平成23年度農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会（第１回）を以下のとおり開催いたします。 

 なお、本会議は公開で行われます。  

環境省では、平成22年度から無人ヘリコプターによる農薬散布を対象に、農薬の大気経由による人へ 

の健康影響に関するリスク評価・管理手法について検討を行うため、農薬の大気経由による影響評価事 

業を実施しております。 

本事業を進めるに当たって、以下のとおり、平成23年度農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会 

（第１回）を開催します。  

１．日時 平成23年６月７日（火）14:00～16:00  

２．場所 糖業会館（２階ホール）東京都千代田区有楽町１－９－３ 

                    TEL 03-3215-0661  

３．議題 

（１）検討会の設置及び座長の選出について  

（２）農薬吸入毒性評価部会の検討状況について（報告）  

（３）農薬飛散実態調査について  

（４）その他  

４．公開に関する取扱い 

（１）傍聴可能人数 

 傍聴可能人数は、20名を予定しています。傍聴希望の方が20名を超えた場合は、抽選とさせて 

いただきます。 

 なお、その際、同一社・団体等から２名以上の傍聴希望があった場合には、同一社・団体等か 

らお１人ずつとさせていただいた上で、抽選を実施いたします。  

（２）申込要領 

 傍聴希望の方は、平成23年６月３日（金）17：00（必着）までに、電子メール（テキスト形式 

で提出してください。 

添付ファイルによるお申込みは御遠慮願います。）、ＦＡＸ又は往復はがきで、「平成23年度第 

１回農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会傍聴希望」と明記し、郵便番号、住所、氏名、 

電話番号、傍聴券の送付先（電子メールアドレス、ＦＡＸ番号等）及び所属を御記入の上、下記 

（６．申込先）までお申し込みください（電話は不可）。お申込みは傍聴希望者お１人につき１ 

通とさせていただきます。 

また、往復はがきでお申し込みされる場合、返信用のはがきには必ず返信の宛先を明記してくだ 

さい。 

 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ＦＡ 

Ｘ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 

際には御持参願います。 

当日は傍聴の受付に当たり、身分を証明するものを提示していただく場合がございますので、あ 

らかじめ御了承ください。  



（３）その他 

 会議の傍聴に当たり、次の留意事頄を遵守してください。これらをお守りいただけない場合は、 

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]写真撮影やビデオカメラ等の使用はしないこと。また、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、飲食・喫煙等を慎むこと。  

[4]会議における言論に対する賛否の表明や拍手をしないこと。  

[5]会議場内等において、チラシ類の配布、プラカードの提示等を行わないこと。  

[6]その他、事務局職員の指示に従うこと。  

５．報道関係者の皆さまへ 

 カメラ撮影を御希望の報道関係の方は、あらかじめ下記（６．申込先）まで御連絡ください。 

 なお、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。  

６．申込先 

財団法人 残留農薬研究所内 

平成23年度農薬の大気経由による飛散リスク評価検討会事務局 

 担当：試験事業部 企画課 黒滝 美音子 

 〒303-0043 茨城県常総市内守谷町4321番地 

 TEL：0297-27-4856 

 FAX：0297-27-1225 

 E-mail：kikakuka@iet.or.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 西嶋、荒木、三好 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13838 

 

 

☆国際森林年関係  

＊国際森林年記念シンポジウム「海岸林を考える～東日本大震災からの復旧・復興に向 

けて～」の開催について 

mailto:kikakuka@iet.or.jp


 農林水産省は、日本海岸林学会と共催で、国際森林年記念シンポジウム 

「海岸林を考える～東日本大震災からの復旧・復興に向けて～」を平成23年6月22日（水曜日）13時30分から 

木材会館（東京都 江東区）で開催します。 

1．概要 

 東日本大震災は、津波により太平洋岸の広範囲の海岸林に甚大な被害が生じました。 

 これら海岸林は、古くから、飛砂防備等の効果を発揮してきており、今回の津波に対しても、海岸林が 

津波の勢いを和らげるなどの一定の効果が確認されています。 

 また、海岸林の多くは、地域の生活に密接に関わりながら、地域の方々により維持管理されてきました。 

 今回の震災を契機として、海岸林の重要性を再認識し、その機能の再生のあり方について考えるシンポジ 

ウムを開催します。  

2．開催日時及び会場 

日時：平成23年6月22日(水曜日)13時30分～16時15分 

会場：木材会館 7階ホール(東京都 江東区 新木場1-18-8）  

3．プログラム 

1 パネリストによる話題提供 

・「海岸林のはたらき」 

吉崎真司（東京都市大学教授 日本海岸林学会副会長）  

・「津波による海岸林の被害と評価」 

坂本知己（（独）森林総合研究所 気象害・防災林研究室長）  

・「被災地からの報告～高田松原での取組～」 

佐々木松男（高田松原を守る会）  

・「庄内海岸林の保全活動」 

三沢英一（万里の松原に親しむ会会長）  

・「海岸林の再生に向けて」 

井上晋（林野庁治山課山地災害対策室長）  

2 パネルディスカッション 

・コーディネーター 

林田光祐（山形大学教授 日本海岸林学会副会長）  

・パネリスト 

太田猛彦（東京大学名誉教授） 

吉崎真司、坂本知己、佐々木松男、三沢英一、井上晋  

 

担当：林野庁森林整備部治山課水源地治山対策室水源地治山企画班 益田、湯浅 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/suigen/110601.html 

 

 

☆汚水処理のあり方に関する検討会関係  

＊「今後の汚水処理のあり方に関する検討会 有識者等委員会（第4回）」の開催につい 



て 

 汚水処理に関係する3省（農林水産省、国土交通省、環境省）は、「今後の汚水処理のあり方に関する 

検討会 有識者等委員会（第4回）」を、6月6日（月曜日）に国土交通省幹部会議室にて開催いたします。 

この会議は非公開です。ただし、会議冒頭（3省大臣政務官の挨拶）のカメラ撮影が可能です。 

また、当該会議資料は、会議終了後にホームページで公開いたします。  

開催概要 

 汚水処理に関係する3省（農林水産省、国土交通省、環境省）は、望ましい汚水処理のあり方について検討 

を行う「今後の汚水処理のあり方に関する検討会 有識者等委員会（第4回）」を開催いたします。 

これまでの当会議の議事概要等については、次のURLでご覧になれます。 

また、今回の議事概要等についても、会議終了後に同URLで公開いたします。 

URL：http://www.maff.go.jp/j/study/osui/index.html 

開催日時及び場所 

平成23年6月6日（月曜日） 18時00分～20時00分  

国土交通省 幹部会議室（中央合同庁舎3号館4階） 

所在地：東京都 千代田区 霞が関2-1-3 

主な議事内容（予定）  

・「持続可能な汚水処理について（施設の経営や効率的整備、維持管理）」に関するディスカッション   

会議メンバー 

・有識者等委員会委員  

 座長 

岡田 光正 放送大学 教授 

委員（五十音項） 

井手 英策  慶應義塾大学 経済学部 大学院経済学研究科 准教授（今回欠席） 

須藤 隆一  東北大学 大学院 工学研究科 客員教授 

高橋 強  石川県立大学 生物資源環境部 教授 

花木 啓祐  東京大学 大学院 工学系研究科 都市工学専攻 教授 

 ・今後の汚水処理のあり方に関する検討会メンバーとして  

農林水産大臣政務官 吉田 公一  

国土交通大臣政務官 津川 祥吾  

環境大臣政務官 樋高 剛 

 担当：農林水産省農村振興局整備部農村整備官集落排水事業班 佐藤、山岸 

    国土交通省下水道部下水道事業課 石井、神宮 

    環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課浄化槽推進室 榑林、東 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/seibi/110603.html 

 

 

 

        ☆世界遺産委員会関係  

http://www.maff.go.jp/j/study/osui/index.html


＊「第35回世界遺産委員会」の開催について 

 「第35回世界遺産委員会」が、6月19日（日曜日）～6月29日（水曜日）の日程（現地日程）で、パリ（フラ 

ンス共和国）で開催されます。世界遺産一覧表への記載物件の決定、既存の世界遺産の保全状況等に関する 

議論が行われます。 

 なお、我が国が世界遺産一覧表へ記載する自然遺産として推薦している「小笠原諸島」について記載に関する 

審査が行われる予定です。 

 環境省、文化庁、東京都、小笠原村においても、同時発表しています。  

1．会議期間 平成23年6月19日（日曜日）～6月29日（水曜日）   （現地日程） 

2．開催地 パリ（フランス共和国） 

3．主な議題 

・世界遺産一覧表への記載推薦物件の審査  

   諮問機関による評価が行われた推薦物件について、世界遺産一覧表への記載に関する審査が行われ 

ます。 

  なお、我が国が、世界遺産一覧表へ記載する自然遺産として推薦している「小笠原諸島」を含めた 

推薦物件の審査が行われるのは、世界遺産委員会の審議日程案によると、6月23日（木曜日）～25日（土 

曜日）とされています。  

・既存の世界遺産の保全状況の審査  

  世界遺産一覧表に記載された物件の保全状況の審査及び危機遺産一覧表に記載された物件の保全状 

況の審査等が行われます。 

4．その他 「小笠原諸島」の審査結果については、結果が判明次第、お知らせいたします。 

（参考）世界遺産委員会について 

「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約（世界遺産条約）」に基づき、締約国の中から選出 

された21カ国で構成される委員会。現在の議長国はバーレーン。 

我が国は、「第35回世界遺産委員会」にオブザーバーとして参加。 

 

担当：森林整備部研究・保全課森林保全推進室森林環境保全班 山口、櫻井 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kenho/110610.html 

 

 

      ☆バイオマス関係  

＊「木質バイオマスのエネルギー利用に関する検討会」の開催について 

 「木質バイオマスのエネルギー利用に関する検討会」を6月14日（火曜日）に農林水産省第2特別会議室にて 

開催いたします。なお、本会議は非公開です。ただし、冒頭のカメラ撮影は可能です。 

1．概要 

 農林水産省は、震災復興や電力の安定供給の観点から、地域の特性を生かした再生可能エネルギーに 

よる街づくり、特に木質系災害廃棄物の活用と我が国の豊富な森林資源を生かしたエネルギー供給体制 

の構築を検討しているところです。 

 検討を進め、被災自治体等へ新しい街づくりの提案を行うため、今回、様々な分野から有識者の知見 

や意見をいただく検討会を開催するものです。 



なお、今回の議事概要は、会議終了後に以下のURLで公開します。 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/kentou.html 

2．開催日時及び場所 

平成23年6月14日（火曜日）13時00分 

農林水産省4階第2特別会議室 

住所：東京都 千代田区 霞が関1－2－1 

3．議題 

・木質バイオマス等を活用した発電や熱供給の現状と課題  

・エネルギー源の多様化と地域における電・熱併給システムのあり方 

 

担当：林野庁林政部木材利用課利用推進班  中村、河邉 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/110610.html 

 

 

☆国内クレジット認証委員会関係  

＊第１９回国内クレジット認証委員会の結果について 

 平成２３年５月３０日（月）に第１９回国内クレジット認証委員会を開催し、申請があった４９件に 

ついて国内クレジットの認証を行いましたので、お知らせいたします。 

 

担当：経済産業省産業技術環境局環境経済室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/05/20110530006/20110530006.html 

 

 

☆省エネ関係  

＊夏季の省エネルギー対策について～６月から９月は夏季の省エネキャンペーン～ 

本件の概要 

 ６月から９月までの期間において、夏季の省エネルギー対策を促進するため、省エネルギー・省資源 

対策推進会議省庁連絡会議を開催し、「夏季の省エネルギー対策について」を決定しました。 

 夏は冷房等、エネルギー消費が大きく増加する季節です。冷房中の室温は、原則２８℃を徹底し、 

冷房が過度にならないよう気をつける等の省エネルギー対策を実践しましょう。   

 

担当：経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 政策課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/05/20110531001/20110531001.html 

 

  

＊沖縄ハワイ・クリーン・省エネルギー開発と展開に関するパートナーシップ 

本件の概要 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/biomass/kentou.html


 ６月３日、「沖縄ハワイ間のクリーン・省エネルギー開発と展開に関するパートナーシップ」枠組み 

に基づく沖縄・ハワイ協力の第３回タスクフォース会合がテレビ会議の形式で開催され、沖縄ハワイ協 

力の各協力事頄に関する進捗を確認するとともに、今後の協力の具体的な活動を明記したワークプログ 

ラムを策定しました。 

 なお、、日本側から経済産業省、外務省、沖縄県、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機 

構（ＮＥＤＯ）、米国からは、エネルギー省、国務省、ハワイ州政府等の関係者が参加しました。 

 

担当：経済産業省通商政策局米州課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/06/20110603008/20110603008.html 

 

 

☆電力需給関係  

＊「小口需要家向け節電サポート事業」・電話相談窓口「節電ダイヤル」がスタート 

 本件の概要 

 東京電力・東北電力管内の小口需要家（契約電力500kW未満の事業者※）に対して節電の取組を支援す 

るため、専門家による戸別訪問や出張説明会等を行う「節電サポート事業」を開始しました。 

 また、節電に関する全般的な問い合わせ窓口である「節電ダイヤル」を開設しましたので、併せてお 

知らせいたします。 

※オフィスビル、卸・小売店、食品スーパー、医療機関、ホテル・旅館、飲食店、学校、製造業（工場） 

等の全ての小口需要家が対象。 

 

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/2011/06/20110610004/20110610004.html 

 

 

☆グリーン購入関係  

＊国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果等について 

 環境省では、国等の機関によるグリーン購入の取組*1 の実績を取りまとめるとともに、この取組に 

よって得られた、ＣＯ2削減等の効果の試算及びグリーン購入法の判断の基準を満たす物品（特定調達物 

品）の市場形成状況の調査等を行いました。 

 国等による調達実績は高い水準を維持しており、平成21年度のグリーン購入の取組によって、約16万 

１千トンのＣＯ2排出削減が達成されたものと試算*2 されました。また、市場における環境物品の占有 

率は全体的に上昇していると考えられます。  

*1：国等の機関では、平成13年度より「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリ 

ーン購入法）に基づき、目標を定めて環境負荷低減に資する物品及びサービスの調達を推進していま 

す。  

*2：算出可能な品目（72品目）について試算を行ったもの。  

■平成21年度における国等の機関の特定調達物品等の調達実績（公共工事分野の品目を除く） 



前年度に引き続き、ほとんどの品目（177品目）において95%以上の高い水準  

■平成21年度の国等の機関におけるグリーン購入によるＣＯ2排出削減量 

約16万１千トン（家庭からの二酸化炭素年間排出量の約78千人分に相当）  

■市場における環境物品の占有割合 

対象品目７分野18品目について、市場における特定調達物品の占有等の調査を行った結果、全体的に 

拡大傾向  

（例１）蛍光灯照明器具（Hfインバーター方式器具） 

22.4%（平成12年度） → 45.5%（平成16年度） → 67.1%（平成21年度）に拡大  

（例２）ステープラー  

15.6%（平成12年度） → 50.0%（平成16年度） → 93.3%（平成21年度）に拡大  

■ホームページアドレス 

 環境省ホームページにおいて、「国等の機関によるグリーン購入の実績及びその環境負荷低減効果 

等の詳細情報」を公表します。  

アドレス：http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、峯村、井ノ上、平澤、横田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13805 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会（第９回）の開催について 

 ６月７日（火）に中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会（第９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、会議は第一部を公開、 

第二部を非公開で行います。  

１．日時 

平成23年６月７日（火） 第一部 14:00～15:00 公開 

            第二部 15:15～17:30 非公開  

２．場所 

中央合同庁舎５号館19階 環境省第２，第３会議室 

（東京都千代田区霞が関１－２－２）  

３．議題（仮） 

第一部 特定施設の追加検討 

第二部 暫定排水基準の設定検討（ヒアリングの実施）  

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５月31日（火）17時まで（必着）に「排水規制等専門委員会 

（第９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、Ｆ 

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/index.html


ＡＸ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５月31日（火）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ます。）  

５．連絡先 

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=13813 

 

 

☆クールビズ関係  

＊2011年クールビズについて（第三報）～「SUPER COOLBIZ 2011」の開催について～ 

 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、冷房時の室温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、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、本格実施の６月からは、「スーパークールビズ」と称して、強化した普 

及啓発を展開します。 

 その一環として、環境ビジネスウィメン主催の「SUPER COOLBIZ 2011」キックオフ・イベントに共催 

し、各方面と連携・協力し、より一層の軽装や暑さをしのぐ様々な工夫を呼びかけていきます。 

 イベントには、松本龍環境大臣をはじめ、小沢鋭仁前環境大臣、斉藤鉄夫元環境大臣、小池百合子元 

環境大臣が出席し、キックオフ宣言を行うほか、「スーパークールビズ」のスタイル提案を行うファッ 

ションショー、節電の知識や工夫等に関するパネル・リレートークが行われます。  

＜「SUPER COOLBIZ 2011」概要＞ 

１．キックオフ・イベント 

【日時】2011年６月1日（水）12:30～14:45（報道受付 11:30～）  

【会場】三越日本橋本店 本館1階 中央ホール  

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


【主催】一般社団法人 環境ビジネスウィメン  

【共催】環境省  

【後援】日本百貨店協会、  

【協力】沖縄県、(財)沖縄観光コンベンションビューロー、かりゆしウェアを世界へ広める会、 

沖縄衣類縫製工業組合、吉本興業(株)、クールビズ推進協議会、(社)日本民間放送連盟  

[1]プログラム 

12:30 開会挨拶 一般社団法人環境ビジネスウィメン代表理事 崎田 裕子  

12:40 オープニングセレモニー  

・松本 龍 環境大臣  

・小沢 鋭仁 前環境大臣  

・斉藤 鉄夫 元環境大臣  

・小池 百合子 元環境大臣（一般社団法人環境ビジネスウィメン顧問、クー 

ルビズ推進協議会共同代表）  

・稲嶺 惠一 元沖縄県知事（かりゆしウエアを世界へ広める会副会長）  

・ガレッジセール  

・スリムクラブ  

13:00 フォトセッション（かりゆし関係）  

13:05 クールビズ・コレクション（スーパークールビズ・ファッションショー）  

・ 井上 貴博（ＴＢＳ アナウンサー）  

・ 上重 聡（日本ＴＶ アナウンサー）  

・ 川端 健嗣（フジＴＶ アナウンサー）  

・ 島田 弘久（ＴＶ東京 アナウンサー）  

・ 平石 直之（ＴＶ朝日 アナウンサー）  

・ 松本 和也（ＮＨＫ アナウンサー）  

13:40 フォトセッション  

13:45 パネル・リレートーク（節電の知識や工夫の発表・展示）  

全体パネルコーディネーター：木村 麻紀（環境ビジネスウィメン）  

コメンテーター：村尾 信尚（日本ＴＶ「NEWS ZERO」メーンキャスター、関 

西学院大学教授）  

[1]環境建築「体感６要素と衣類の関係」 

善養寺 幸子（環境ビジネスウィメン理事）  

[2]ファッション「体感６要素を踏まえたデザインの話」 

菊池 武夫（デザイナー、クールビズ推進協議会共同代表）  

[3]エコハウス「スーパークールビズ的住まい方／エコだ！ハウス」 

小池 百合子 元環境大臣  

[4]節電・省エネ「節電の常識・非常識」 

大庭 みゆき（環境ビジネスウィメン）  

[5]エネルギー政策「今後のエネルギー需要への想い」 

斉藤 鉄夫 元環境大臣  

[6]「低炭素社会・省エネ社会」 



小沢 鋭仁 前環境大臣  

14:40 フォトセッション（パネル・リレートーク関係）  

14:45頃 終了予定  

[2]．取材について 

 取材をご希望の場合は、別紙「取材要領」をご参照のうえ、「取材申込書」にてお申し込み 

ください。（〆切：５月３０日中必着）  

[3]．お問い合わせ先 

◆イベントの内容に関するお問い合わせ先：  

・環境ビジネスウィメン事務局  

ＴＥＬ：03-5888-9139 担当：石井、横澤  

◆イベントの取材に関するお問い合わせ先：  

チャレンジ２５キャンペーン事務局 

（※オズマピーアール内）  

ＴＥＬ：03-3403-0282 担当：吉戸・小久保  

◆三越日本橋本店の売り場・商品取材に関するお問い合わせ先：  

三越日本橋本店  

ＴＥＬ：03-3274-8007（新聞窓口） 担当：清水、河辺  

ＴＥＬ：03-3274-8725（ＴＶ・ＷＥＢ窓口） 担当：高田  

２．第二弾イベント 

【日時】2011年６月1５日（水）12:30～  

【会場】銀座 プランタン銀座1階パサージュ  

【主催】環境ビジネスウィメン  

【共催】環境省  

【概要】プランタンが進める「Cool Beauty Style」とのコラボレーションイベント。 

    ファッションから小物、インテリア、食材レシピまで科学的な根拠を売り場とともに提 

案。  

３．第三弾イベント 

【日時】2011年７月６日（水）18:30～  

【会場】六本木ヒルズ ヒルズアカデミー  

【主催】環境ビジネスウィメン  

【共催】環境省  

【概要】「節電の心技体」として、節電に直結する「技」について産業界の「本当に効く」関連 

施策や製品・商品について、解体（解説）。  

＜参考情報＞ 

■環境ビジネスウィメンとは？ 

 2004年、当時の小池百合子環境大臣が環境ビジネスを起業又は企業の中で担当するビジネスウ 

ーマンを集め、環境政策提言を求める懇談会を開催。その後、歴代環境大臣に受継がれ現在39人。 

 環境省とコラボレートしつつ、時に自主活動、時に環境省の外郭的にバックアップしながら、 

環境を良くすることで経済を発展させ、経済の活性化が環境を改善する「環境と経済の好循環」 

の実現を目指す団体。 http://www.herb.or.jp/  

http://www.herb.or.jp/


 

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、佐藤、相澤、押田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13828 

 

 

＊2011年クールビズについて（第四報）～「SUPER COOLBIZ 2011」の開催について～ 

 環境省では、東日本大震災を受けた節電の必要性を踏まえ、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、本格実施の６月からは、「スーパークールビズ」と称して、強化し 

た普及啓発を展開しています。 

 その一環として、環境ビジネスウィメン主催の「SUPER COOLBIZ 2011」に共催して、各方面と連携・ 

協力し、より一層の軽装や暑さをしのぐ様々な工夫を呼びかけていきます。 

 先日行われたキックオフイベントに引き続き、６月１５日（水）に行われる第２弾イベントの詳細が 

決まりましたのでお知らせいたします。  

＜「SUPER COOLBIZ 2011」＞ 

１．第２弾イベント概要  

【日時】2011年６月1５日（水）12：30～13：00  

【会場】銀座 プランタン銀座 本館1階特設ステージ  

【主催】一般社団法人環境ビジネスウィメン  

【共催】環境省  

[1]プログラム  

○トークショー  

・小池 百合子 元環境大臣 

（一般社団法人環境ビジネスウィメン顧問、クールビズ推進協議会共同代表）  

・大庭 みゆき 氏 

（環境ビジネスウィメンメンバー、(株)環境エネルギー総合研究所 代表取締役所長）  

・善養寺 幸子 氏 

（一般社団法人環境ビジネスウィメン理事、(株)エコエナジーラボ 代表取締役）  

・永峰 好美 氏＜司会＞ 

（環境ビジネスウィメンメンバー、(株)プランタン銀座常務取締役）  

○クールビューティースタイルファッション紹介  

 プランタン銀座のクールビズアイテムを具体的な効果も交えてご紹介します。  

２．  

[1]．取材について  

 取材をご希望の場合は、別添「プランタン銀座プレスリリース」をご参照のうえ、「取材申 

込書」にてお申し込みください。（〆切：６月１４日中必着）  

[2]．取材についてのお問い合わせ先  

◆イベントに関するお問い合わせ先：プランタン銀座広報セクション 

 ＴＥＬ：03-3567-5649、03-3563-3376 担当：福原、飯塚、田中、丸山  

３．第三弾イベント  



【日時】2011年７月６日（水）18：30～  

【会場】森ビル 六本木アカデミーヒルズ 49階  

【主催】一般社団法人環境ビジネスウィメン  

【共催】環境省  

【概要】「節電の心技体」として、節電に直結する「技」について産業界の「本当に効く」関連 

施策や製品・商品について、解体（解説）。  

＜参考情報＞  

■環境ビジネスウィメンとは？  

 2004年、当時の小池百合子環境大臣が環境ビジネスを起業又は企業の中で担当するビジネス 

ウーマンを集め、環境政策提言を求める懇談会を開催。その後、歴代環境大臣に受継がれ現在 

39人。環境省とコラボレートしつつ、時に自主活動、時に環境省の外郭的にバックアップしな 

がら、環境を良くすることで経済を発展させ、経済の活性化が環境を改善する「環境と経済の 

好循環」の実現を目指す団体。http://www.herb.or.jp/  

 

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、佐藤、相澤、押田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13871 

 

 

☆廃棄物エネルギー導入事業関係  

＊平成23年度 「廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業（廃棄物エネルギー導入事 

業）」の公募の開始について 

 環境省では、平成23年度の「廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業」のうち、「廃棄物エネルギ 

ー導入事業」の公募を開始いたしました。 

 この事業は、廃棄物分野における温暖化対策を推進するため、温暖化対策に資する高効率の廃棄物エ 

ネルギー利用施設やバイオマス利用施設の整備事業等に対して支援を行うものです。 

 公募期間は、5月30日（月）から6月24日（金）18:00までとなっています。  

１．事業内容 

（１）補助対象事業者 

民間事業者等（（２）の[1]～[5]は廃棄物処理業を主たる業とする事業者）  

（２）補助対象となる事業（一定以上の効率のもの） 

[1廃棄物高効率熱回収施設の整備事業  

[2]バイオマス発電施設の整備事業  

[3]バイオマス熱供給施設の整備事業  

[4]バイオマスコージェネレーション施設の整備事業  

[5]廃棄物燃料製造施設、バイオマス燃料製造施設の整備事業  

[6]ごみ発電ネットワーク施設の整備事業  

[7]熱輸送システム施設の整備事業  

（３）補助対象費 

[1]～[5]：高効率化を図ることにより追加的に生じる施設整備費用 

http://www.herb.or.jp/


      （補助対象となる施設整備費の１／３を限度。）  

[6]、[7]：補助対象となる施設整備費の１／２を限度。  

２．締め切り 

平成23年6月24日（金） 18:00必着  

３．提出先及び問い合わせ先 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関一丁目２－２ 環境省廃棄物・リサイクル対策部  

・産業廃棄物の場合：産業廃棄物課施設整備指導係 

             (TEL：03-3581-3351(内線6875)）  

・一般廃棄物の場合：廃棄物対策課施設第二係 

             (TEL： 同上 (内線6849))  

４．備考 

 公募要領を、環境省廃棄物・リサイクル対策部のホームページに公表しています。 

 （http://www.env.go.jp/recycle/info/ondanka/index.html）  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 廣木、山縣、古谷 

   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、神谷、小山、長居 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13827 

 

 

☆気候変動に関する政府間パネル関係  

＊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９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９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９回）の開催について 

（１）日時：平成23年６月17日（金）10:00～12:00  

（２）場所：大手町ファーストスクエアカンファレンス ２階会議室 Room A 

   〒100-0004 東京都千代田区大手町1-5-1 

   ファーストスクエアイーストタワー 

   TEL 03-5220-1001  

（３）議題（仮） 

[1]報告書（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22年６月10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） 

http://www.env.go.jp/recycle/info/ondanka/index.html


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=13831 

 

 

☆グリーンマーケット関係  

＊「グリーン・マーケット＋（プラス）研究会（第２回）」の開催について 

 市場の更なるグリーン化に向け、既存の施策を再評価しつつ、今後の関連施策の強化・充実の方向性 

を示すため、グリーン・マーケット＋（プラス）研究会の第２回会合を開催します。なお、会議は公開 

で行います。  

１．日時 平成23年６月９日（木） ９：30～12：00  

２．場所 〒102-0093 東京都千代田区平河町２－４－２ 

      全国都市会館 第１会議室 

      <http://www.mayors.or.jp/kaikan/kanri.html>  

３．議題（予定） 

（１）事業者からのヒアリング  

（２）市場の更なるグリーン化に向けた今後の施策の強化・充実の方向性について  

（３）その他  

４．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「グリーン・マーケット＋研究会（第２回） 

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６月７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「グリーン・マーケ 

http://www.mayors.or.jp/kaikan/kanri.html


ット＋研究会（第２回）傍聴希望取材希望」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６月７日（火）17時までに以下の連絡先に電子メール又はＦＡ 

Ｘのいずれかにてお申し込みください。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。  

（エコ・ファースト企業としての認定項）  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、東條 

    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、吉野、五味、山下 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13793 

 

 

☆温室効果ガス関係  

＊サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量算定方法検討会（第４回）の開催につ 

いて 

 事業者のサプライチェーン全体での温室効果ガス排出量の算定方法について検討するため、今回、検 

討会（第４回）を公開で開催いたしますので、ここにお知らせします。  

１．日時：平成２３年６月１５日（水） １７：００～１９：００  

２．場所：砂防会館別館 3階 六甲 

      東京都千代田区平河町2-7-5 

      （http://www.sabo.or.jp/map.htm）  

３．議題： 

（１）ケーススタディ結果について  

（２）検討会とりまとめ（案）について  

（３）その他  

４．傍聴： 

 本検討会は公開となります。傍聴を御希望の方は、「サプライチェーン排出量算定方法検討会（第 

４回）傍聴希望」と明記の上、[1]氏名、[2]住所、[3]電話番号、[4]勤務先、[5]傍聴券の送付先（E-mail） 

を記入し、６月１０日(金)正午必着でE-mail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通とさせていただきます。 

 傍聴可能人数は70人程度を予定しており、希望者がこれを上回った場合には抽選とさせて頂きます。 

抽選の有無に関わらず、傍聴可能な方には６月１４日（火）１８時までに傍聴券を送付いたしますの 

で、当日の傍聴の際に必ずご持参ください。登録なき場合は、傍聴をお断りすることがあります。 

また、マスコミ関係の方で、撮影（冒頭のみ可）を希望の方は、６月１０日（金）正午までに別途下 

記申込先担当者までご連絡ください。なお、傍聴受付につきましては、（株）三菱総合研究所に委託 

して実施しております。 

 当日受付は１６時３０分から開始します。  

（申込先） 

http://www.sabo.or.jp/map.htm


株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部 

担当：森、小川、山本 

東京都千代田区永田町2-10-3 

E-mail：scm-mtg@mri.co.jp  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、坪口、西迫 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13851 

 

 

＊第25回オフセット・クレジット(J-VER)運営委員会」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)運営委員会を開催しますので、お知らせします。会議 

は公開で行います。  

・ 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、運営委員会では、制度文書の決定 

及び改廃等を中心に取り扱うこととしました。  

・ また、こうした扱いに伴い、本運営委員会の開催回数も、従前の認証運営委員会からの通算でカウ 

ントしております。  

１．日時 平成23年6月6日（月） 9:30～11:30  

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：03-3265-5361  

（地下鉄：有楽町線「麹町駅」1番出口より徒歩3分、 

      有楽町線・半蔵門線「永田町駅」4・5番、单北線「永田町駅」9b番出口より徒歩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）認証委員会から運営委員会への制度変更に関する意見について  

（３）制度関連文書の修正に関する審議  

（４）方法論リストに関する審議  

（５）その他  

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。 

mailto:scm-mtg@mri.co.jp
http://www.leport.jp/map/access.html


 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)運営委員会について 

 「オフセット・クレジット(J-VER）運営委員会」（以下「J-VER運営委員会」という。）は、制度 

文書の決定及び改廃等を行う機関として環境省が設置したものです。J-VER運営委員会では、制度文 

書の決定及び改廃、ポジティブリスト及び方法論の決定及び改廃、登録簿の構築・運営・管理に関す 

る決定等を行います。(注) 

 J-VER運営委員会の構成委員につきましては、下記「６．委員会委員」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及びプロジェクト登 

録に関する決定、オフセット・クレジット(J-VER)の認証・発行に関する決定を並行して審議事頄と 

してきたことから、改組後のJ-VER運営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．委員会委員 (五十音項。敬称略) 

市丸 新平 交通エコロジー・モビリティ財団交通環境対策部 審議役  

亀山 康子 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 

持続可能社会システム研究室 室長  

工藤 拓毅 財団法人日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニット総括研究主幹 

グリーンエネルギー認証センター 副センター長  

小林 紀之 日本大学大学院法務研究科 客員教授  

中口 毅博 特定非営利活動法人環境自治体会議環境政策研究所 所長  

新美 育文 明治大学法学部 専任教授  

原 弘平 株式会社農林中金総合研究所 取締役基礎研究部長  

武川 丈士 森・濱田松本法律事務所 弁護士  

７．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25回J-VER運営委員会傍聴希望」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]勤務先最寄り駅、[5]電話番号、 

[6]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6月3日(金)12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。傍聴いただける方には、傍聴券を 

電子メール又はFAXにて送付しますので、当日御持参ください。（申し込み者氏名を傍聴券に記載の 

上、受付にお渡し下さい。）なお、傍聴希望は先着項とさせていただきます。 

 会場席数の都合により定員に達し傍聴いただけない方には、その旨の連絡をいたします。  

８．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。取材を希望される方は、件名に「第25回J-VER運 

営委員会取材希望」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]勤務 

先最寄駅、[5]電話番号、[6]カメラ撮りの有無、[7]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6月3日（金）12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。  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。  

 当日はCO2排出削減のため、会場のエアコン設定を28℃にしておりますので、スーパークールビズ 

(軽装)でお越しください。 

またなるべく公共交通機関をご利用ください。なお、委員会開催に伴い、会場の電力使用、関係者・ 

参加者の移動に伴い排出されるCO2をオフセットするため、(お申込みの際に上記[4])勤務先最寄り駅 

の登録にご協力お願いします。  

 

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=13832 

 

 

＊自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）第7期（2012年度目標）目標保有参加者の決 

定について（「平成23年度温室効果ガスの自主削減目標設定に係る設備補助事業」の採 

択結果） 

１．自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）の概要 

・ 自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）は、温室効果ガスの費用効率的かつ確実な削減と、 

 国内排出量取引制度に関する知見・経験の蓄積を目的として、環境省が2005年度に開始（別添１参 

照）。  

・ 温室効果ガスの排出削減に自主的・積極的に取り組もうとする事業者に対し、一定量の排出削減 

約束と引き換えに、CO2排出抑制設備の整備に対する補助金を交付することにより支援。  

・ 排出削減約束達成のために排出枠の取引という柔軟性措置の活用も可能（JVETSは「試行排出量 

取引スキーム」の一参加類型）。  

※制度の詳細については、下記のWEBサイトをご参照ください。 

 自主参加型国内排出量取引制度（JVETS） http://www.jvets.jp/jvets/  

２．補助の概要 

(1)補助対象事業 国内における省エネルギー等によるCO2排出抑制設備の整備  

(2)補助額 事業に必要な経費の1／3を上限とした額（ただし、１案件あたり２億円を上限とする）  

(3)補助総額 ６億円  

３．補助対象（タイプＡ）採択結果について 

費用対効果の優劣の観点（「補助の費用効率性」）と削減の主な取組内容を踏まえて審査を行ったう 

えで、別添２のとおり補助対象（タイプＡ）採択事業者を決定（（５）参照）。  

(1)採択事業者数（目標保有参加者数） 

27案件 （うち、グループ参加（複数の工場・事業場をまとめての参加）は５案件）  

(2)対象となる工場・事業場の基準年度排出量について 

採択案件の工場・事業場からの基準年度排出量の合計（申請値）は、年間669,401t-CO2。  

※本制度は、全社卖位ではなく、対象となる工場・事業場をからの排出量を算定・検証。  

※今後、検証機関による第三者検証を経て確定されるため、現段階では確定値ではなく申請値。  

(3)採択案件の2012年度排出削減予測量 

・ 各事業者は、応募時に、参加工場・事業場に関する基準年度排出量（2008年度～2010年度の 

http://www.jvets.jp/jvets/


平均排出量） 

 からの2012年度排出削減予測量を登録し、2012年度の排出削減量を約束。  

※各事業者には、2012年4月に、「基準年度排出量－2012年度排出削減予測量」の分の排出枠（JPA） 

が初期割当量として交付。  

・ 各案件の2012年度排出削減予測量は、別添２のとおり。  

・ 採択案件の2012年度排出削減予測量の合計は100,538t-CO2（参加工場・事業場の基準年度排出 

量（(2)参照）の15.0％）  

(4)導入設備の法定耐用年数分の排出削減予測量 

・ 各事業者は応募時に導入設備の法定耐用年数分の排出削減予測量 

    （＝2012年度排出削減予測量×導入設備の法定耐用年数）についてもあらかじめ登録。  

※2012年度排出削減予測量が法定耐用年数分続くと仮定した場合の数値。  

・ 各案件の法定耐用年数分の排出削減予測量は、別添２のとおり。 

合計採択案件の法定耐用年数分の排出削減予測量の合計は1,424,079t-CO2。  

(5)補助の費用効率性（＝t-CO2削減当たりの補助金額） 

・ 採択に当たっては、この法定耐用年数分の排出削減予測量をもとに、「補助の費用効率性」 

を判断した上で、 

 効率に優れたものを採択。このため、各事業者には、採択されるためになるべく多くの削減量 

を登録しようというインセンティブが働いたものと想定。  

※ここで「補助の費用効率性」は、「補助金額／法定耐用年数分排出削減予測量」を指す。 

 t-CO2削減当たりの補助金額を表す数値であり、これが小さいほど費用効率が良い。  

・ 補助金総額／法定耐用年数排出削減予測量合計（※補助金全体としての費用効率性） 

       =t-CO2削減当たり421円  

４．今後のスケジュール 

＜2011年度＞ 

・ 補助対象設備の整備  

・ 基準年度排出量（2008年度～2010年度の排出量）について、第三者検証機関による検証を受 

審  

＜2012年度＞ 

・ 導入設備の稼働、CO2排出削減  

・ 排出枠（JPA）交付、必要に応じ排出枠の取引  

＜2013年度＞ 

・ 2012年度のCO2排出量について、第三者検証機関による検証を受審  

・ 2012年度排出量に応じた排出枠（JPA）を登録簿システム上で償却 

 

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、白石、山下 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13814 

 

 

＊「第3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、第3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6月15日（水） 13:30～16:30  

２．場所 日本自動車会館 くるまプラザ 

       http://jidoshakaikan.aba-j.or.jp/map.html 

        東京都港区芝大門1-1-30 

        （都営地下鉄三田線「御成門駅」A2又はA3出口 3分 

        都営地下鉄浅草線／大江戸線「大門駅」A4・A5又はA6出口 4分 

        JR山手線／京浜東北線「浜松町駅」北口 8分 

        東京モノレール「浜松町駅」 8分）  

３．議題 

（１）はじめに  

（２）カーボン・オフセットの取組活性化について  

（３）カーボン・ニュートラル認証について  

（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 アスクル株式会社 

        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 一般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3回オフセット活性化検討会傍聴希望」 

http://jidoshakaikan.aba-j.or.jp/map.html


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]勤務先最寄り駅、[5]電 

話番号、[6]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6月14日(火)12 

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。傍聴いただける方には、傍聴券を電 

子メール又はFAXにて送付しますので、当日御持参ください。 

（申し込み者氏名を傍聴券に記載の上、受付にお渡し下さい。）なお、傍聴希望は先着項とさせてい 

ただきます。 

会場席数の都合により定員に達し傍聴いただけない方には、その旨の連絡をいたします。  

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。取材を希望される方は、件名に「第3回オフセッ 

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]勤務先最寄駅、[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6月14日（火）12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。 

 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。  

 当日はCO2排出削減のため、会場のエアコン設定を28℃にしておりますので、スーパークールビズ 

（軽装）でお越しください。 

またなるべく公共交通機関をご利用ください。なお、検討会開催に伴い、会場の電力使用、関係者・ 

参加者の移動に伴い排出されるCO2をオフセットするため、（お申込みの際に上記[4]）勤務先最寄り 

駅の登録にご協力お願いします。  

【連絡先】 

社団法人海外環境協力センター （カーボン・オフセットフォーラム事務局）  

担当：大原、堀内  

ＴＥＬ：０３－５７７６－０４０２  

ＦＡＸ：０３－５４２５－３７４５  

E-mail：contact@j-cof.org  

【個人情報及び情報セキュリティの取扱いについて】 

 当検討会の傍聴受付は、環境省より委託を受け社団法人海外環境協力センターが担当しており 

ます。 

傍聴希望者の情報は、当センター及び環境省が当検討会の傍聴受付の整理の目的に限り利用しま 

す。 

ただし、情報セキュリティに関しては当センターが管理し、環境省へ提供することはありません。 

情報セキュリティの取り扱いについてのお問い合わせは、contact@j-cof.orgまでご連絡ください。  

 

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、三好、下山 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13865 
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☆国連持続可能な開発のための教育の１０年関係  

＊我が国における「国連持続可能な開発のための教育の１０年」実施計画の改訂につい 

て 

  第４回「国連持続可能な開発のための教育の１０年」関係省庁連絡会議（平成２３年６月３日）に 

おいて、我が国における「国連持続可能な開発のための教育の１０年」実施計画（ＥＳＤ実施計画） 

が改訂されました。  

２００２年１２月の国連総会において、２００５年から２０１４年までの１０年間を、「国連持続可 

能な開発のための教育の１０年」とすることが決議されました。 

  これを受け、政府は２００６年３月に「わが国における『国連持続可能な開発のための教育の１０ 

年』実施計画」を決定しました。 

  同計画では、２００９年までの前半５年間の取組を踏まえて、２０１０年に同計画を見直すことが 

定められています。  

そのため、政府は２０１０年より「『国連持続可能な開発のための教育の１０年』関係省庁連絡会議 

幹事会」や、有識者から成る「『国連持続可能な開発のための教育の１０年』円卓会議」において、 

前半５年間の取組についての評価を行うとともに、同計画の改訂に向けた協議・検討を重ね、パブリ 

ックコメントを実施し、改訂案を取りまとめました。  

平成２３年６月３日、第４回「『国連持続可能な開発のための教育の１０年』関係省庁連絡会議」に 

おいて、わが国における「国連持続可能な開発のための教育の１０年」実施計画を、案のとおり改訂 

することが決定されましたのでお知らせします。  

 なお、改訂された実施計画本文及び改訂のポイントについては、添付の資料をご覧ください。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課環境教育推進室 岡本、増井、井上 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13859 

 

 

☆みどり香るまちづくり関係  

＊平成23年度「みどり香るまちづくり」企画コンテストの実施について～あなたのまち 

も素敵な「みどり香るまち」にしてみませんか？～ 



 まちづくりに「かおり」の要素を取り込むことで良好なかおり環境を創出しようとする地域の取組を支援 

することを目指し、「かおりの樹木・草花」を用いた「みどり香るまちづくり」企画コンテストを実施しま 

す。 

優秀な企画に対しては「かおりの樹木・草花」を提供し、まちづくりを支援します。今年度から、東日本大 

震災等の災害復興に資する「みどり香るまちづくり」も支援します。奮って御応募ください。  

１．募集の概要 

（１）趣旨目的（概要） 

 まちづくりに「かおりの樹木・草花」を用いて良好なかおり環境を創出しようとする地域の取組を支援しま 

す。 

これにより、清涼感や心安らぐような空間、季節のうつろいを感じられるような空間が創出され、かおりの 

伝統をいかしたみどり香るまちづくりが進むことが期待されます。  

（２）対象となる企画 

・応募主体 

 地方公共団体、民間企業、学校法人、商店会・町内会等の住民団体やNPOなど  

※ただし、植栽場所を確保していること（植栽場所を所有していない場合は、その土地の所有者の同意を得て 

いること）。 

 また、植栽後の維持管理体制が明確であること。  

※一つの主体において複数の企画を応募することも可能です。  

・募集企画の要件 

 かおりの樹木・宿根草・その他の草花を原則として150本（株）程度以上（かおりの樹木30本程度以上を含む 

。） 

使用する街区・近郊地区等のかおりの演出であること。  

・企画評価の観点 

 「企画のテーマ・ねらい」、「アピールポイント」についての記述からテーマ性や本コンテストの趣旨に合致 

しているか、また、「実行可能性」、「維持管理体制」、「一般の人への公開状況」などの観点から総合的に評 

価します。 

 なお、提出していただく図や写真も評価のポイントとします。  

（３）募集主体 

・主催 

環境省  

・共催 

公益社団法人 におい・かおり環境協会、社団法人 日本アロマ環境協会 

社団法人 日本植木協会  

（４）表彰 

環境大臣賞 １点  

 表彰状、副賞として企画に応じたかおりの樹木・宿根草・その他の草花の苗木・苗を原則としてすべて提供  

協会賞 ３点（におい・かおり環境協会賞、日本アロマ環境協会賞、日本植木協会賞）  

 表彰状、副賞として企画に応じたかおりの樹木・宿根草・その他の草花の苗木・苗の一部を提供  

入賞 ５点以内  

 表彰状、副賞として企画に応じたかおりの樹木・宿根草・その他の草花の苗木・苗の一部を提供  



※副賞の苗木と苗は、共催の社団法人 日本アロマ環境協会から社団法人 日本植木協会を通じて提供され 

ます。  

※一般の人がかおりの樹木・宿根草・その他の草花の恩恵を享受できない場所への植栽については、副賞の 

苗木・苗が提供されないことがあります。  

２．応募手続 

（１）募集期間 

平成23年6月6日(月)～10月31日(月)（当日消印有効）  

（２）提出方法 

 環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/air/akushu/midori_machi/index.html)に掲載の実施要綱にし 

たがって、電子データを電子メール又は郵送で下記応募先までお送りください。  

＜応募先・相談窓口＞ 

公益社団法人 におい・かおり環境協会（担当：中辻、重岡） 

Email：info@orea.or.jp TEL：03-5835-0315 

郵送先：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-2 タカラビル４階  

３．東日本大震災等の災害復興に資するアイデアの募集 

 企画コンテストとは別に、良好なかおり環境を創出することにより、東日本大震災等の災害復興に資する 

ようなアイデアを幅広く募集します。 

 1（２）に示した要件等を問わず、効果的なかおりの樹木・宿根草・その他の草花の活用方法について、 

標題を「東日本大震災等の災害復興に資するアイデア」とした上で、自由様式に具体的なアイデア及び住所・ 

氏名・連絡先を記載し、下記の応募先にお送りください。 

 本アイデアの募集については、随時受付いたします。  

＜応募先＞ 

公益社団法人 におい・かおり環境協会（担当：中辻、重岡） 

Email：fukko_idea@orea.or.jp TEL：03-5835-0315 

郵送先：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-6-2 タカラビル４階  

 

担当：環境省水・大気環境局大気環境課大気生活環境室 大村、中野、楠本 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13860 

 

 

☆環境白書関係  

 

＊平成２３年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書について「地球との共生に 

向けた確かな知恵・規範・行動」 

 平成２３年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書は、本日６月７日（火）に閣議決定され、 

同日国会に提出されました。 

 なお、平成２３年版環境白書（環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書）の表紙絵コンクールの 

受賞者についても、併せて、お知らせします。  

１ 平成２３年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書の概要 

http://www.env.go.jp/air/akushu/midori_machi/index.html
mailto:info@orea.or.jp
mailto:fukko_idea@orea.or.jp


 今回の白書は、「地球との共生に向けた確かな知恵・規範・行動」を主題とし、持続可能で豊かな 

社会の実現に向けた国内外の取組の現状等について詳述しています。 

 主な内容として、昨年10月に愛知県名古屋市で生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）が開催 

されたことを踏まえ、生物多様性の保全と持続可能な利用に焦点を当てて、生物多様性の損失状況と 

私たちの暮らしとの関係などについて解説しています。 

 また、循環型社会、低炭素社会づくりの実現に向けた取組に関して、グリーン成長の動きなどの世 

界の潮流を紹介するとともに、世界の優れた技術力を持った我が国の静脈産業などについて、技術や 

システムの国際的な展開に重点を置いた記述をしています。 

 加えて、本年３月11日に発生した東日本大震災に関して、がれき等の処理など復旧・復興に向けた 

取組についても記述をしています。  

２ 白書（市販版）の入手方法について 

 「平成２３年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」は政府刊行物センターや一般の書店

で購入できます（平成23年６月８日発売予定。１部2,500円（税込））。 

 市販版の付録であるCD-ROMには、昨年開催されたCOP10に関する動画や日本の動物分布図集の抜粋 

などを収録しております。 

 市販版の入手方法等については、発行元の日経印刷株式会社(第二営業部)まで、お問い合わせくだ 

さい（電話番号：03-6758-1012）。  

３ 今後の普及啓発について 

 白書の内容を広く国民に普及させること等を目的として、以下のとおり冊子の発行や「白書を読む 

会」の開催等を予定しています。  

（１）「平成２３年版図で見る環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書」 

 白書の内容について図表を中心に分かりやすく要約・編集した冊子です。 

購入希望者には、日経印刷株式会社から実費（１部 350円（税込、振込手数料・送料別））によ 

り頒布します。  

（２）「白書を読む会」の開催 

 環境省では、平成23年６月20日以降、全国８か所で「白書を読む会」を開催する予定です。 

この会では、今年の白書について、テーマやねらいなどを編集担当者が直接解説します（入場は 

無料です）。 

なお、一部会場を除いて、環境経済に関する有識者による「環境経済研究講演」を併せて行う予 

定です。 

「白書を読む会」の日程については、後日、お知らせします。  

（３）環境省ホームページへの掲載 

 環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/）において「平成２３年版環境・ 

循環型社会・生物多様性白書」、「平成２３年版図で見る環境・循環型社会・生物多様性白書」 

等を追って掲載する予定です。  

（４）「こども環境白書」 

 小・中学生向けに、環境白書の内容をよりやさしく説明した冊子を今後作成予定です。  

４ 環境白書表紙絵コンクールの結果 

 平成22年９月30日から平成23年１月15日まで公募をしていた平成２３年版環境白書表紙絵コンク 

ールの応募作品数及び受賞者等は以下のとおりです。  

http://www.env.go.jp/policy/hakusyo/


（１）応募作品数 

小・中学生の部 ５４０点  

一般（高校生以上）の部 ２５２点  

アーティストの部 ７点（今回新設）  

計          ７９９点  

（２）受賞者（敬称略） 

≪小・中学生の部≫ 

最優秀賞（環境大臣賞）  

市川 悟也(いちかわ さとや) 愛知県岡崎市立広幡小学校１年(応募時)  

優秀賞  

  樺澤 茜(かばさわ あかね) 東邦音楽大学付属東邦中学校２年(応募時)  

佳作  

石渡 萌々か(いしわた ももか) 千葉県習志野市立実籾小学校２年(応募時)  

单 恒輝(みなみ こうき) 徳島県三好市立川崎小学校２年(応募時)  

≪一般（高校生以上）の部≫ 

最優秀賞（環境大臣賞）  

田口 春花(たぐち はるか) 兵庫県立龍野北高等学校１年(応募時)  

優秀賞  

藤澤 智美(ふじさわ ともみ) 香川県立高松工芸高等学校１年(応募時)  

佳作  

大橋 那美(おおはし なみ) 大阪総合デザイン専門学校１年(応募時)  

比嘉 彩香(ひが あやか) 総合学園ヒューマンアカデミー那覇校１年(応募時)  

≪アーティストの部≫ 

最優秀賞（環境大臣賞）  

すずき 匠(すずき たくみ) イラストレーター  

 平成23年版白書の表紙は、小・中学生の部 最優秀賞（環境大臣賞）市川悟也さんの絵に決ま 

りました。  

（３）受賞作品 

 受賞作品については、別添をご参照ください。 

 なお、受賞作品の一部は、白書の表紙・裏表紙・中扉や環境月間のポスター等に使用しています。  

（４）審査委員会（敬称略） 

審査委員長  

小澤 紀美子(こざわ きみこ) 東京学芸大学名誉教授  

審査委員  

藤森 克彦(ふじもり かつひこ) 全国小中学校環境教育研究会事務局次長  

池村 明生(いけむら あきお) 東海大学教養学部芸術学科教授  

村上 康成(むらかみ やすなり) 絵本作家  

清水 康弘(しみず やすひろ) 環境省大臣官房審議官  

（５）表彰式 

 表彰式を平成23年３月24日(木)に開催する予定でしたが、直前に起きた東日本大震災に鑑み、 



中止といたしました。  

 

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 

    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、皆川 

    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、笹渕 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13862 

 

 

☆EXTEND関係  

＊平成23年度第1回EXTEND2010作用・影響評価検討部会の開催について  



 環境省では、EXTEND2010（化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応）に基づく、「平成23年度 

第1回EXTEND2010作用・影響評価検討部会」を下記のとおり開催いたします。 

                      記  

１ 日時 平成23年6月23日（木）10：00～12：00  

２ 場所 都道府県会館401会議室 

      東京都千代田区平河町2-6-3  

３ 議題 

（１）文献情報に基づく影響評価（信頼性評価）について  

（２）試験の実施について  

（３）試験法開発について  

（４）日英共同研究及び日米二国間協力について  

（５）その他  

４ 傍聴について 

 本検討部会は、公開で行われます。傍聴を希望される方は、 

「平成23年度第1回 EXTEND2010作用・影響評価検討部会傍聴希望」と明記し、氏名、所属、住所、電話番号、 

FAX番号、傍聴券の送付先（E-mail又はFAX）を記載の上、平成23年6月21日（火）必着で下記の申込先（ 

E-mail又はFAX）までお申し込み下さい。 

申込みは、傍聴希望者お一人につき１通とさせていただきます。 

 なお、席の数に限りがありますので（50席程度）、申込者多数の場合は抽選にさせていただくことがあります 

ことを御了承願います。 

 傍聴可能となった方には、平成23年6月22日（水）までに、傍聴券を指定いただいた送付先（E-mail又はFAX） 

に送付いたしますので、当日御持参くださるよう、お願いいたします。  

５ 申込先 

日本エヌ・ユー・エス株式会社 

(担当)山本浩敬/田辺清美 宛  

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル5階 

TEL：03-5925-6740(代表)  

○電子メールの場合 

E-mail：EXTEND@janus.co.jp 

（電子メールはテキスト形式でお送りください。添付ファイルによる送信は御遠慮願います。）  

○ＦＡＸの場合 

FAX：03-5925-6745  

 

担当：環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課 早水、本間 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13876 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2011 第４回「ストップ！温 

mailto:EXTEND@janus.co.jp


暖化部門」審査員決定 及び ノミネート作品の上映について 

 ショートショート実行委員会（代表：別所哲也）が主催するショートフィルムの映画祭「ショートシ 

ョート フィルムフェスティバル ＆ アジア2011」において、チャレンジ２５キャンペーン（環境省）が 

プロジェクトパートナーとしてサポートする「第4回ストップ！温暖化部門」の選考についてお知らせし 

ます。 

 今年も全世界から多数の応募作品（282作品）があり、その中からノミネート13作品が選ばれました。 

同部門の公式審査員に決定した石原良純氏(俳優・気象予報士)、黒谷友香氏(女優)、江守正多氏（気象 

学者）の３名には、ノミネート作品から最優秀賞（環境大臣賞）１作品を選出していただき、６月26日 

（日）に開催される映画祭授賞式にて発表します。 

 なお、同映画祭は、６月16日（木）～26日（日）に表参道ヒルズ スペース オー、ラフォーレミュー

ジアム原宿、ブリリア ショートショート シアターにて開催され、「ストップ！温暖化部門」のノミネ 

ート13作品も上映されます。詳細については、別添リリースをご参照ください。  

■ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2011「ストップ！温暖化部門」概要 

【主催】ショートショート実行委員会  

【プロジェクトパートナー】チャレンジ２５キャンペーン（環境省）  

【募集期間】2010年８月～12月  

【募集内容】地球温暖化をテーマとするショートフィルム作品  

【ノミネート作品上映】 

○ 会場：表参道ヒルズ スペース オー（東京都渋谷区神宮前4-12-10表参道ヒルズ本館地下3F ）  

日程：2011年6月17日（金）20:15～22:05、19日（日）13:30～15:20  

○ 会場：ラフォーレミュージアム原宿（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6F ）  

日程：2011年6月24日（金）13:20～15:10  

○ 会場：ブリリア ショートショート シアター（横浜市西区みなとみらい5-3-1フィルミー2F）  

日程：2011年6月22日（水）10:45～12:35、26日（日）12:50～14:40  

※詳細については、別添資料及びhttp://www.shortshorts.org/2011/をご参照ください。  

■お問合せ先 

「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2011」に関するお問合せ 

ショートショートフィルムフェスティバル＆ アジア 2011 事務局（株式会社プラップジャパ 

ン内） 

担当：持冨、伊藤、山口 TEL：03-3486-6868／FAX：03-3486-7502 Email：k-mochitomi@prap.co.jp  

「チャレンジ２５キャンペーン」に関するお問合せ 

「チャレンジ２５キャンペーン」事務局 

担当: 高見 TEL：03-6441-4645（10:00～18:00）  

 

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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13879 

 

 

☆Carbon Footprint of Products関係 

http://www.shortshorts.org/2011/
mailto:k-mochitomi@prap.co.jp


 

 

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/ 

 

 

 

 


