
☆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～福島県東方海域におけるカツオの放尃性物質調査の結果に 

ついて～ 

 福島県東方海域におけるカツオの放尃性物質調査の結果について 

   福島県沖におけるカツオの漁獲については、試験操業船による事前のサンプリングを実施し、分析結 

果を踏まえて当該海域での操業の実施を判断することにしています 

  （[参考]東日本大震災について～「水産物の放尃性物質検査に関する基本方針」について～  

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

  6月19日に北緯37.03度、東経143.37度及び北緯37.03度、東経143.49度周辺で採捕されたカツオのサン 

プルを独立行政法人水産総合研究センターにおいて検査した結果、放尃性セシウム、放尃性ヨウ素とも 

検出限界未満でしたので、東経147度以西の福島県沖での操業も認めることとし、その旨関連業界へ通知 

しました。 

 なお、今後も水揚げされるカツオについてのサンプリング調査を継続していくこととしています。 

【参考：分析結果】 

魚種： カツオ（2検体） 

採取年月日： 平成23年6月19日 

採取地 ： 福島県東方海域（N37° 03,E143° 37、    N37° 03,E143° 49） 

検査結果  セシウム： 検出限界未満 

         ヨウ素   ： 検出限界未満 

       （注）暫定規制値（魚、海藻）     放尃性セシウム：500ヘﾞクレル/kg 

                             放尃性ヨウ素    ：2,000ヘﾞクレル/kg 

※各都道府県等における水産物放尃性物質調査結果については、こちらをご覧ください。

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/Q_A/pdf/110621_kekka_jp.pdf 

 

担当者：水産庁増殖推進部漁場資源課生態系保全室 遠藤、溝部 

詳しくは↓ 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/sigen/110621.html 

 

 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/sigen/110506.html
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/Q_A/pdf/110620_kekka_jp.pdf


☆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 

 

 

☆生物多様性関係  

 

＊「平成23年度第3回生物多様性影響評価検討会総合検討会」の開催及び一般傍聴につ 

いて 

 農林水産省及び環境省は、遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認申請があった2件について学識経 

験者から意見を聴取するため、「平成23年度 第3回 生物多様性影響評価検討会 総合検討会」を6月24日に 

農林水産省 農林水産技術会議委員室において開催します。 

 本会議は公開です。ただし、カメラ撮影は冒頭のみとします。 

 また、本会議資料は、会議終了後当省ホームページで公開します。  

 1 概要 

 我が国での遺伝子組換え農作物の栽培等に当たっては、我が国の野生動植物へ影響を与えないよう、 

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成15年法律第97号。 

通称「カルタヘナ法」という。）」に基づき評価を行っています。 

 遺伝子組換え農作物の栽培等を行う者が、例えば、一般ほ場での栽培など環境中への拡散を防止せず 

に栽培等を行う場合（第一種使用等）には、その栽培等に関する規程（第一種使用規程）を定め、これ 

を農林水産省及び環境省に申請し、承認を受ける必要があります。第一種使用規程の承認申請があった 

場合には、農林水産省及び環境省は、それらの遺伝子組換え作物を第一種使用規程に従って使用した場 

合の生物多様性影響に関し、専門の学識経験者から意見を聴く必要があります。 

今回、農林水産省及び環境省に対し申請された2件の第一種使用規程について、当検討会を開催し、学識 

経験者から意見を聴きます。 

これまでの当検討会の議事概要については、次のURLでご覧になれます。 

また、今回の会議資料及び議事概要は会議終了後に同URLで公開いたします。 

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

2 日時・場所 

平成23年6月24日（金曜日）13時30分～ 

農林水産省 農林水産技術会議委員室 （本館南側6階、ドア番号本678） 

所在地：東京都 千代田区 霞が関 1丁目2番1号  

 

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


3 議題 

(1)第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討について 

  （検討予定案件） 

食用又は飼料用のための使用等についての検討 

・ ステアリドン酸産生ダイズ（MON87769）  

・チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコ 

シ（1507×MIR604×NK603） 

・(2)その他 

(2)その他 

4 傍聴について 

(1)傍聴可能人数：10名程度（希望者多数の場合、抽選を実施） 

(2)申込要領 

・はがき、封書、FAX又はインターネットにてお申し込み下さい。なお、電話でのお申し込みはご遠慮下 

さい。  

・申込期間は、平成23年6月22日（水曜日）必着とします。  

・申込者多数の場合は抽選を行います。傍聴の可否については、6月23日（木曜日）中にご連絡を致しま 

す。  

はがき、封書又はFAXでお申し込みの場合 

住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 

FAX:03-3507-8794 

宛先:農林水産省 農林水産技術会議事務局 

技術政策課 技術安全室 技術安全企画評価班 宛 

 （記載事項） 

・「平成23年度 第3回 生物多様性影響評価検討会 総合検討会」傍聴希望の旨  

・傍聴希望者の氏名（フリガナ）  

・連絡先住所・電話・FAX番号（FAXでお申し込みの場合は返信のため必須）  

・（差し支えなければ）勤務先・所属団体      

インターネットでお申し込みの場合 

URL：https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/add6.htm 

お申し込みに当たっての注意事項 

・車椅子の方、盲導犬、聴導犬又は介助犬をお連れの方は、その旨をお書き添えください。 

また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方の氏名も併せてお書き添えください。  

・複数名の申込みの場合も、お一人ずつ申込み願います。    

（3）傍聴される皆様への留意事項 

当検討会の傍聴に当たり、次の留意事項を遵守願います。これらを守られない場合は、傍聴をお断りす 

ることがあります。 

[1]事務局の指定した場所以外の場所に立ち入らないこと。 

[2]携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。 

[3]傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと。 

https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/add6.htm


・委員及び意見公述人の発言に対する賛否の表明又は拍手  

・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）  

・会場においてのカメラ、ビデオ、テープレコーダー、ワイヤレスマイク等の使用（報道関係者の方々 

を除く。）  

・新聞、雑誌 その他議案に関連のない書籍類の読書  

・飲酒及び喫煙  

[4]銃砲刀剣類その他の危険なものを議場に持ち込まないこと。  

[5]その他、座長等及び事務局職員の指示に従うこと。 

 

担当者：農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課技術安全室 

     技術安全企画評価班 浦野、塩田、白神 

     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.s.affrc.go.jp/docs/press/110616.htm 

 

 

＊組換えDNA技術応用飼料の安全性確認申請案件についての御意見・情報の募集（パブ 

リックコメント）について 

 農林水産省は、2件の組換えDNA技術応用飼料に関する家畜が摂取する際の安全性に

ついて、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」（昭和28年法律第35

号。以下「飼料安全法」という。）に基づき、農業資材審議会の意見を聴きました。 

 農業資材審議会からは当該飼料を家畜が摂取する際の安全性について問題がない

との回答が得られました。 

 これを受け、農林水産大臣による当該飼料の安全性の確認を行うことについて国民

の皆様からの御意見を募集するため、平成23年6月16日（木曜日）から7月15日（金曜

日）までの間、パブリックコメントを実施します。 

 なお、人が当該飼料を摂取した家畜に由来する畜産物を摂取した際の安全性につい

ては、食品安全委員会より既に安全上の問題はないと判断されております。 

1.意見公募の背景 

(1)組換えDNA技術応用農作物の安全性評価 

 一般的に遺伝子組換え作物と呼ばれる、組換えDNA技術を応用することにより作られた農作物は、食品 

としての安全性、飼料としての安全性、栽培等を行う場合の環境への影響に関し、それぞれ法律に基づ 

き科学的に評価を行っております。 

(2)組換えDNA技術応用飼料の安全性評価 

 組換えDNA技術応用飼料については、飼料安全法の規定に基づき、家畜が組換えDNA技術応用飼料を摂 

取する際の安全性については農業資材審議会、人が組換えDNA技術応用飼料を給与された家畜からできた 

畜産物を摂取する際の安全性については食品安全委員会にそれぞれ意見を聴き、その結果を受けて農林 

水産大臣による安全性の確認が行われたもののみが飼料として使用できることとされています。 

(3)農業資材審議会の答申 

 今般、下記の2件の組換えDNA技術応用飼料の申請があり、農業資材審議会の意見を聴いた結果、「適 



当である」との答申がありました。 

・「乾燥耐性トウモロコシMON87460系統」 

・「チョウ目害虫抵抗性ダイズMON87701系統」 

これらの資料については、ホームページ上（電子政府の総合窓口（e-Gov））にて掲載しております。 

こちらからご覧下さい。 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001394&Mode=0 

また、これらの資料は、農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課においても配付しております。 

2. 意見・情報の募集 

これらの組換えDNA 技術応用飼料を農林水産大臣が安全性の確認を行うに先立ち、国民の皆様からご意 

見を募集します。 

（1）期限 平成23 年7 月15 日(金曜日)(郵便の場合は当日までに必着のこと) 

（2）提出方法 次の（ア）から（ウ）までのいずれかの方法でお願いします。 

 （ア）インターネットによる提出の場合  

     電子政府の総合窓口（e-Gov）にて掲載しております、「意見公募要領」より送信可能です。 

    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001394&Mode=0 

 （イ）郵便による提出の場合 

     宛先：〒100-8950 東京都 千代田区 霞ヶ関 1-2-1 

     農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課 飼料安全基準班 吉田 宛 

 （ウ）ファクシミリによる提出の場合 

     宛先の番号：03-3502-8275 

(3)提出に当たっての留意事項 

 ・提出の意見・情報は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年令・職業を、法人は 

法人名・所在地を記載して下さい。 

  なお、提出いただいた個人情報については、お問い合わせの回答や確認のご連絡に利用しますが、 

  個人や法人を特定できる情報を除き、公表する場合もありますのでご了承願います。 

 ・郵送の場合には、封筒表面に「組換えDNA 技術応用飼料の安全性確認申請案件についての御意見・ 

情報の募集」と朱書きいただきますよう、また、ファクシミリでお送りいただく場合は、表題を同じく 

していただきますようお願いします。 

 ・なお、電話での意見・情報はお受けしませんのでご了承願います。また、いただいたご意見に対す 

る個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。 

3.今後の対応 

農林水産省では、ご提出いただいた意見・情報を考慮した上で、本件の承認を判断することとしており 

ます。 

担当：農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課飼料安全基準班 小原、吉田 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/110616.html 

 

 

＊平成２３年度第３回生物多様性影響評価検討会総合検討会の開催及び傍聴について 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001394&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001394&Mode=0


 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘナ法）に 

基づき、遺伝子組換え農作物の第一種使用等について学識経験者から意見を聴取するため、標記総合検討 

会を以下のとおり開催します。  

１ 日時 平成２３年６月２４日（金）１３：３０～（検討会は、議事が終わり次第終了）  

２ 場所 農林水産省 農林水産技術会議委員室（本館南側６階,ドアNo.678） 

      東京都 千代田区 霞が関1丁目2番1号  

３ 議題 （１）第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討について 

        （検討予定案件） 

      [1]食用又は飼料用のための使用等についての検討  

        ・ステアリドン酸産生ダイズ（MON87769）  

        ・チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及び 

         グリホサート耐性トウモロコシ（1507×MIR604×NK603）  

      （２）その他  

４ 公開（傍聴） 

   （１）傍聴可能人数 １０名程度（希望者多数の場合は抽選を実施） 

   （２）申込要領 

     ・はがき、封書、ＦＡＸ又はインターネットにてお申し込みください。 

      （別紙を御参照ください。また、電話でのお申し込みは御遠慮ください。）  

     ・申込締切日は平成２３年６月２２日（水）（必着）です。  

     ・申込者多数の場合は抽選を行います。傍聴することが可能な方には、６月２２日（水）中に 

御連絡致します。  

     ・傍聴に当たっては、別紙の「傍聴される方の留意事項」を遵守願います。  

   （３）その他 

     ・報道関係者の冒頭カメラ撮りは可能です。  

５ お問い合わせ先 

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 

担当者 植竹、串田 

直通：０３－５５２１－８３４４ 

代表：０３－３５８１－３３５１（内線６９８２）  

担当：環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 牛場、宇賀神、串田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13890 

 

 

☆食料安全保障関係  

＊「ASEAN-SEAFDEC2020年に向けた食料安全保障のための持続的漁業に関する会議」の 

開催について 



 6月17日に、タイ王国（バンコク）において「ASEAN-SEAFDEC2020年に向けた食料安全保障のための持 

続的漁業に関する会議」が開催され、「2020年に向けたASEAN地域における食料安全保障のための持続可能 

な漁業に関する決議と行動計画」について議論される予定です。 

1.概要 

 東南アジア漁業開発センター（SEAFDEC）は、2001年11月に、ASEANとの連携による閣僚級の会合 

（「ASEAN-SEAFDECミレニアム特別会議」大臣級会合）を開催し、「ASEAN地域における食料安全保障の 

ための持続可能な漁業に関する決議」を採択し、それに基づく取組を行ってきたところです。  

 今回の会合では、その後の地域漁業を取り巻く新たな課題が顕在化している現況を踏まえ、今後10年 

間（2020年まで）の東南アジア地域の持続可能な水産業の更なる発展を目的とした、新たな「決議」と 

「行動計画」が公表される予定です。  

※東南アジア漁業開発センター（Southeast Asian Fisheries Development Center （略称：SEAFDEC））： 

我が国とASEAN諸国が加盟しており、東南アジア地域の持続的な水産業の発展を目的として設立された国 

際機関  

2.日時・場所 

日時：平成23年6月17日（金曜日） 

場所：タイ王国（バンコク） 

3．参加予定国 

日本、ASEAN加盟国（タイ、インドネシア、カンボジア、シンガポール、フィリピン、ブルネイ、ベトナ 

ム、マレーシア、ミャンマー、ラオス） 

4．我が国出席者 

小島 駐タイ王国特命全権大使、井上 水産庁資源管理部長 ほか 

5．为な議題 

2020年に向けたASEAN地域における食料安全保障のための持続可能な漁業に関する「決議」と「行動計画」 

について 

 

担当：農林水産省資源管理部国際課 原田、若命 

詳しくは↓ 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/110616.html 

 

 

＊「ASEAN－SEAFDEC2020年に向けた食料安全保障のための持続的漁業に関する会議」の 

概要について 

6月17日にタイ王国バンコクにて、「ASEAN－SEAFDEC2020年に向けた食料安全保障のための持続的漁業に関 

する会議」が開催されました。 

1.概要 

 東南アジア漁業開発センター（SEAFDEC※）は、ASEAN との連携により「ASEAN－SEAFDEC2020年に 

向けた食料安全保障のための持続的漁業に関する会議」を開催し、今後10 年間（2020 年まで）の取 

組の方向を示す「ASEAN地域における食料安全保障のための持続可能な漁業に関する決議及び行動計 

画」を採択し、東南アジア地域の持続可能な水産業の更なる発展を目指すこととなりました。 

  ※SEAFDEC：東南アジア漁業開発センター（Southeast Asian Fisheries Development Center）の 



略。我が国とASEAN諸国が加盟しており、東南アジア地域の持続的な水産業の発展を目的として設立 

された国際機関 

2.日時及び場所 

日時：平成23年6月17日（金曜日） 

場所：タイ王国（バンコク） 

3.参加国 

 日本、タイ、インドネシア、シンガポール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャ 

ンマー、ラオス（カンボジアは欠席） 

4.我が国出席者 

小島 駐タイ王国特命全権大使、井上 水産庁資源管理部長ほか 

5. 为な結果 

（1）決議と行動計画 東南アジア地域における今後10年間の水産業に関する取組の方向性を示す 

「ASEAN地域における食料安全保障のための持続可能な漁業に関する決議及び行動計画」を採択しま 

した。 

   ア決議の概要 ASEANとSEAFDECの連携の下、日本をはじめとした関係国・機関の支援を受けつつ、 

(ア)気候変動、(イ)水産物需要と供給ギャップの拡大、(ウ)ASEAN地域の漁業持続生産の確保等の 

地域内の水産業をめぐる新たな問題に対処するため、漁業管理体制の構築、IUU漁業対策に関する 

国際的協調、養殖業の持続的生産の確立、生態系に配慮した漁業管理の推進、水産物安全管理体 

制の確立等23の項目を決議しました。 

   イ行動計画の概要 ASEAN地域及び各国が「決議」を具体的に実施するためのガイドラインとして、 

計画策定と情報、漁業管理、海洋漁業、内水面漁業、養殖業、水産物利用、水産物貿易、地域国 

際政策の分野ごとに、76の項目を策定しました。 

   （2）その他 

     東南アジア諸国より、東日本大震災に対するお見舞いの言葉がありました。また、我が国が 

SEAFDECを通じ長年に渡り東南アジア諸国に対して行ってきた漁業協力について感謝の意を表明 

したほか、引き続き漁業協力の実施を要望しました。 

    我が国より、東南アジア各国から受けた東日本大震災に対する支援についての感謝の意を表明 

しました。また、福島第1原子力発電所の事故に関し、我が国輸出農水産物の安全性を強調し、科 

学的根拠に基づいた冷静な対応を要請しました。 

   6.その他 

    （参考）6月16日（木曜日）付けプレスリリース 

     ・ASEAN-SEAFDEC2020年に向けた食料安全保障のための持続的漁業に関する会議」の開催につ 

いて http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/110616.html 

 

担当：経済産業省資源管理部国際課海外漁業協力室 平石、三輪 

詳しくは↓ 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/110620.html 

 

 

☆国際森林年関係  

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/110616.html


＊＜2011国際森林年関連事業＞「市民と森林をつなぐ国際森林年の集い in 岡山県真庭 

市」の開催について 

 7月17日（日曜日）、農林水産省は真庭市、岡山県との共催により「市民と森林をつなぐ国際森林年の集 

い in 岡山県真庭市」と題したシンポジウムを開催します。 

なお、シンポジウムは公開です。カメラ撮影も可能です。 

为旨 

「市民と森林をつなぐ国際森林年の集い」は、真庭市、岡山県、農林水産省が開催する国際森林年記念 

事業です。 

「森の”聞き書き甲子園”（注）」の名人達の技術や知恵を次世代に継承するために、映画「森聞き」 

の上映会を含む、シンポジウムを開催します。 

 また、地元为催の関連事業として、国際森林年の国内テーマに沿って、地域の森を歩く行事や地域テ 

ーマであるバイオマス活用を学ぶツアーなどが同日に実施されます。 

注：「森の”聞き書き甲子園”」は、全国の高校生100人が森とともに生きる知恵や技を持つ「森の名手・ 

名人」を訪ね、その知恵や技術、人となりを”聞き書き”し、記録する活動です。 

開催日時会場 

日時：平成23年7月17日（日曜日）10時00分～16時00分 

場所：北房文化センターホール (岡山県 真庭市 上水田3131番地) 

プログラム 

＜午前の部＞ 10時00分～12時30分 映画「森聞き」上映会 

＜午後の部＞ 14時00分～16時00分 国際森林年の集いシンポジウム 

テーマ：次世代への継承－森林循環のバイオマス利活用と多様な为体による森づくり 

1. キーノートスピーチ「森とのつきあい方のこれから」 

 澁澤壽一氏（NPO法人：樹木環境ネットワーク協会 理事長） 

2. リレートーク－森林とのいろいろなつながり方を知る 

 コメンテーター：C・W・ニコル氏（国際森林年国内委員会 委員／アファンの森財団 理事長） 

 発表者：加納 容子氏（平成17年度森の名手・名人 草木染め、真庭市） 

      勝山高校プロジェクトチーム バイオマスコースのみなさん（真庭市） 

      丹羽 健司氏（NPO法人 賀露おやじの会事務局、鳥取県 智頭町） 

      前垣 壽男氏（西条・山と水の環境機構、西条酒造協会 理事長、広島県 西条市） 

 参加申し込み方法 

  入場は無料、定員は350名です。入場には事前申込みが必要です。定員になり次第、申し込みを締め 

切ります。 

 問い合わせ・申込み 

  国際森林年国内委員会事務局（電話03-5477-2678担当：中山、牧下、福島） 

    ○FAX:03-5477-2609 

    ○電子メール：maniwa@nousanson.jp 

 

関連事業 

 関連事業は、メールまたはファックスで事前申込みが必要です（7月8日締切）。問い合わせ・申込み 

等の詳細は添付資料をご覧ください。 

mailto:maniwa@nousanson.jp


＜里山散策とトンボのスケッチ大会＞ 

日時：平成23年7月17日（日曜日） 9時30分～13時30分 

場所：岡山県真庭市 津黒いきものふれあいの里（真庭市 蒜山下和1077） 

为催：真庭市、株式会社トンボ、津黒いきものふれあいの里友の会 

 ＜国際森林年版：バイオマスツアー真庭＞ 

日時：平成23年年7月17日（日曜日） 9時00～12時30分 

集合：岡山県真庭市役所（本庁舎）駐車場（真庭市 久世2927-2） 

为催：（社）真庭観光連盟 

 

担当：林野庁森林整備部計画課海外林業協力室海外指導班 大川、山下 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110617.html 

 

 

☆サスティナブル都市再開発促進モデル関係  

＊平成２３年度サステイナブル都市再開発促進モデル事業の採択について 

 環境省では、全国各地で実施されている都市再開発の機会を捉えて効果的なＣＯ2削減を図るため、積 

極的なＣＯ2削減とともにＣＯ2削減効果の評価や温暖化対策に係る情報発信を行うなどの都市再開発に 

おけるモデル的な取組を推進するため、「平成２３年度サステイナブル都市再開発促進モデル事業」の 

募集を行いました。 

 その結果、御応募いただいた６件のうち、５件の採択を行うこととしましたので、お知らせします。  

１．事業の概要及び目的 

 京都議定書目標達成計画の策定、昨今の地球温暖化問題に対する国民の意識の高まりなどを背景に、 

あらゆる事業活動において、積極的に温暖化対策を進めることが求められています。また、都市再開 

発事業においては、新たな土地改変は伴わないものの、人口が多い都市部で実施される事業であるた 

め生活環境等への配慮が必要となります。 

 環境省では、全国各地の都市部で実施されている都市再開発の機会を捉えて効果的なＣＯ2削減を 

中心とした環境配慮を図るため、積極的なＣＯ2削減及び環境配慮事項に係る評価やその結果に係る 

情報発信を行うなどの先進的な温暖化対策に取り組む都市再開発事業者に対して支援を行い、都市再 

開発におけるソフト面でのモデル的な取組を推進します。  

２．公募対象事業 

 公募の対象となるモデル事業は、都市再開発事業について、民間事業者等が実施する取組のうち、 

ＣＯ2削減及び環境配慮事項に係る調査・予測・評価及び環境保全措置についての検討並びにこれら 

の取組を住民に周知するための措置、検討会の開催等を講じるモデル的な取組を対象とします。  

３．選定結果 

 平成２３年４月１８日～５月２３日の公募期間中に６件の応募があり、ＣＯ2削減効果、実現可能 

性及び先進性等の観点から厳正に審査を行った結果、５件（別紙参照）の採択を行うこととしました。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境影響審査室 小野、馬場、田中、中島 

詳しくは↓ 



http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13881 

 

 

☆水質汚濁法関係  

＊化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減基本方針の策定につい 

て 

 水質汚濁防止法第４条の２及び瀬戸内海環境保全特別措置法第12条の３の規定に基づき、環境大臣は、 

汚濁負荷量の総量の削減の目標及び目標年度その他汚濁負荷量の総量の削減に関する基本的な事項を定 

める総量削減基本方針を策定することとされています。 

 今般、公害対策会議の議を経て、６月15日付けで、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に 

係る総量削減基本方針（東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海）を策定します。  

１．背景と経緯 

（１） 水質総量削減は、水質汚濁防止法及び瀬戸内海環境保全特別措置法に基づき、人口及び産業 

の集中等により、生活又は事業活動に伴い排出された水が大量に流入する広域的な閉鎖性海域で 

あり、排水基準のみによっては環境基準の確保が困難である水域の水質改善を図るため、工場・ 

事業場のみならず、生活排水等も含めたすべての汚濁発生源からの汚濁負荷量について、総合 

的・計画的に削減を進めることを目的とした制度です。  

（２） 「総量削減基本方針」は、水質汚濁防止法第４条の２及び瀬戸内海環境保全特別措置法第12 

条の３に基づき環境大臣が策定するもので、汚濁負荷量の総量の削減目標及び目標年度等の基本 

的な事項を定め、水質総量削減制度の根幹を成すものです。  

（３） 水質総量削減制度は、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象水域とし、昭和54年以来６次にわ 

たり実施しています。 

    削減の対象項目は、当初は化学的酸素要求量（COD）のみでしたが、第５次からは窒素含有 

量及びりん含有量を追加しています。  

（４） これまでの取組により、汚濁負荷量の総量は着実に削減してきました。しかしながら、東京 

湾、伊勢湾及び大阪湾については、環境基準達成率の改善は未だ十分ではありません。一方、大 

阪湾を除く瀬戸内海については、窒素及びりんの環境基準をおおむね達成し、CODも他の対象水 

域に比較して良好な状態となっていることから、平成21年度を目標年度とした第６次では、現在 

の水質を悪化させないという考え方で必要な対策を実施することとされています。  

（５） 第７次となる今回の水質総量削減については、平成21年２月に中央環境審議会にその在り方 

について諮問し、平成22年３月に答申がなされました。この中央環境審議会答申を踏まえて内容 

の検討を進めてきた結果、この度公害対策会議の議を経て、新たな総量削減基本方針を定めるも 

のです。  

２．総量削減基本方針の为な内容 

 総量削減基本方針は、東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海の対象水域別に策定されます。 

 今回の総量削減基本方針では、第６次に引き続き、東京湾、伊勢湾及び大阪湾については今後も水 

環境改善のための汚濁負荷削減等の各種対策を推進する観点から、大阪湾を除く瀬戸内海については 

現在の水質が悪化しないよう必要な対策を講じる観点から、平成26年度を目標年度として、削減の目 

標及びその達成のための方途等を示す予定です。 

 その为な内容は以下のとおりです。  



 

（１）削減の目標 

 COD、窒素含有量及びりん含有量についての削減の目標を、発生源別、関係都府県別に定めてい 

ます。 

 この削減目標量は、人口及び産業の動向、下水道整備の見通し、汚水処理技術の水準等を勘案 

して、実施可能な限度で定めたものです。 

 なお、平成21年度は産業活動の落ち込みの影響がみられており、平成26年度は産業活動の一定 

の回復を考慮した目標設定となっています。  

   （２）汚濁負荷の削減の方途、その他汚濁負荷量の削減に関し必要な事項 

・下水道、浄化槽、農業集落排水施設等の整備、処理の高度化等  

・事業場の実状に応じた総量規制基準の適切な運用等  

・環境保全型農業の推進、家畜排せつ物の適正管理・高度利用の推進、養殖漁場の改善等  

・情報発信、普及啓発等  

・干潟・藻場の保全・再生、自然にある栄養塩や餌を利用して行う藻類養殖等の推進、底質改善 

対策の推進等  

３．今後の予定 

 環境大臣が定める総量削減基本方針に基づき、今後、関係都府県において、削減目標の達成に向け 

た総量削減計画の策定及び総量規制基準の設定が行われることになります。  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室 富坂、橋本、石丸 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13882 

 

 

☆エコツーリズム関係  

＊第４回エコツーリズム推進方策検討会の開催について 

 平成23年６月24日（金）に、第４回エコツーリズム推進方策検討会（最終回）を開催します。傍聴を 

希望される方は、下記によりお申し込みください。  

１．開催日時 平成23年６月24日（金）10：00～12：30  

２．開催場所 経済産業省別館10階 1014号会議室 

         （〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1）  

３．議題 （１）検討会提言案について  

    （２）その他  

４．傍聴 

 検討会は公開です。傍聴を希望される方は、件名に「第４回エコツーリズム推進方策検討会の傍聴 

希望」と明記し、【氏名（フリガナ）】、【住所】、【電話番号】、【電子メールアドレス又はＦＡ 

Ｘ番号】、【勤務先又は所属団体】を御記入の上、平成23年６月20日（月）17：00（必着）までに下 

記の申込先まで電子メール又はＦＡＸにてお申し込みください。  

５．申込先 

環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室 



電子メール：Fureai_Prize@env.go.jp 

ＦＡＸ：０３－３５０８－９２７８  

６．申込みに係る留意事項 

・複数名の申込みの場合も、お一人ずつお申し込みください。  

・傍聴希望者が多数の場合は、先着順といたします。なお、当選の発表は傍聴券の発送をもって変え 

させていただきます。  

・こちらからの返信を傍聴券といたします。当日は、傍聴券を印刷の上、御本人確認できるものと合 

わせて必ずお持ちください。  

・会議の時間は、会場の都合上、若干前後する可能性があることを御了承ください。  

・報道関係者の方は、申込の際に「報道関係者」と記載してください。カメラ撮影を希望の場合は、 

その旨も記載してください。  

７．傍聴での留意事項 

 以下について守られない場合は退場していただくことがあります。  

・申込者の代理の傍聴は認めません。  

・事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。  

・静粛を旨とし、審議の妨害となるような行為は慎んでください。  

・携帯電話等はマナーモードに設定するなどして呼び出し音が出ないようにして傍聴してください。  

・審議中に、写真撮影、ビデオ撮影及び録音をすることはできません。  

・会議の開始前後を問わず、会議場内において、委員等に対して抗議又は陳情等はお断りします。  

・その他、事務局の指示に従うようお願いします。  

・カメラ撮りについては、会議の冒頭のみでお願いいたします。  

 

担当：環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室 堀上、小林、小野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13883 

 

 

☆グリーンカーテン関係  

＊グリーンカーテンPROJECT 2011～フォトコンテストの実施について～ 

mailto:Fureai_Prize@env.go.jp


 チャレンジ２５キャンペーン（環境省）では、この夏の節電・CO2削減対策として、『グリーンカーテン 

PROJECT2011』と題し、今注目の、ゴーヤやアサガオなどの植物を育てて作る「グリーンカーテン」を推進 

していきます。 

 全国からグリーンカーテンを撮影したさまざまな写真を募集し、フォトコンテストを開催します。省エネ 

に役立ち、ひいてはCO2削減にもつながるこの取組に、グリーンカーテン栽培中の方、グリーンカーテンに興味 

のある方はふるってご応募ください！  

＜「グリーンカーテンＰＲＯＪＥＣＴ 2011 フォトコンテスト」＞ 

○募集テーマ 

◇アイデア部門 

・グリーンカーテンの【形】【大きさ（栽培規模）】【設置場所】【植物】などにこだわった、ユニークな 

グリーンカーテンの写真を募集します。  

※応募者ご自身が栽培したグリーンカーテンに限ります。  

◇フォトアート部門 

・グリーンカーテンや、それに付随する花、収穫物などを、独自の視点で切り取った写真を募集します。  

・グリーンカーテンと建造物、風景との対比、グリーンカーテンと人物など、アーティスティックな写真や、 

癒されたり笑ったりしてしまうような楽しめる写真など、幅広く募集します。  

○応募対象 

・グリーンカーテン栽培に取り組んでいる、またはグリーンカーテンに興味のある方。  

・個人・グループ、企業・団体、自治体・学校、その他など。（※プロ・アマ問わず）  

◇応募区分：対象例 

(1)個人・グループ：個人の方、趣味の会などの個人的な集まり、子供会、老人会など  

(2)企業・団体：職場内、グループ企業内、工場、百貨店、スーパー、レジャー施設、ホテル、観光施設、組合、 

町内会、ＮＰＯ団体、業界団体、メディア（テレビ・ラジオ・雑誌）等  

(3)自治体・学校：自治体、公共施設（公民館、美術館、博物館）、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校 

、大学、専門学校、カルチャースクール等  

(4)その他：商業施設・商店街等  

○応募方法 

 「グリーンカーテンPROJECT2011」ホームページ（URL：http://www.challenge25.go.jp/green/）から応募 

用紙（excel形式）をダウンロードし、必要事項をご記入の上、画像データを添付して、メールにてご応募く 

ださい。ご応募いただく画像データは、JPEG形式（2MB以内）となります。  

※メールでの応募を基本としますが、郵送での応募をご希望の方は、上記応募用紙に必要事項をご記入の上、 

写真を添えてお送りください。  

※1回の応募につき1作品の応募となります。複数作品を応募される場合は、応募作品ごとに応募してください。 

 1回の応募にて複数作品を応募した場合には、すべての応募作品の応募が無効となる場合がございますので、 

あらかじめご了承ください。  

○応募期間 

2011年7月12日（火）～2011年9月12日（月） ※事務局必着（メール・郵送共）  

○応募先・問い合わせ 

グリーンカーテンPROJECT 2011事務局 ： green@challenge25.go.jp 

※郵送応募の場合  

http://www.challenge25.go.jp/green/
mailto:green@challenge25.go.jp


〒100-8873 

郵便事業株式会社 銀座支店 郵便私書箱95号(03-3248-1388(平日10：00～18：00))  

○为催 

チャレンジ２５キャンペーン（環境省）  

 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、杉原 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13893 

 

 

        ☆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 

の募集の結果及びガイドラインについて 

平成23年4月21日から5月20日までに行った「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、その結果を公表します。 

 また、この結果を受け「エコアクション２１ガイドライン 2009年版（改訂版）」を取りまとめまし 

たので、併せて公表します。  

１．経緯 

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

制度の概要」部分について、改訂を行うこととしました。 

 それに当たり、「エコアクション２１ガイドライン検討委員会」において審議が重ねられ、この度、 

意見募集の結果及び「エコアクション２１ガイドライン 2009年版（改訂版）」を取りまとめました。  

２．意見募集の概要 

（１）意見募集対象 「エコアクション２１ガイドライン 2009年版（改訂版）」（案）  

（２）意見募集期間 平成23年4月21日から5月20日まで  

（３）告知方法 電子政府の総合窓口（e-gov）、環境省ホームページ及び記者発表  

（４）意見提出方法 郵送、ファックス又は電子メール  

３．意見募集の結果及びそれに対する考え方 

（１）意見募集の結果 

意見提出者数：18人（団体） 

意見数：102件  

（２）意見の概要とそれに対する考え方 

別添１のとおり  

４.「エコアクション２１ガイドライン 2009年版（改訂版）」について 

 今回、改訂したガイドライン（第２章部分）については、別添２のとおりです。 

 なお、ガイドライン全体については、後日下記ＨＰにて別途公表いたします。 

 （URL）http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-5.html  

※エコアクション２１の概要については、別添３を参照してください。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、猿田、諸田 

http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-5.html


詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13896 

 

 

       ☆カーボン・オフセット関係  

＊第4回カーボン・オフセットEXPO（in福岡）及びやってみらんね！カーボン・オフセ 

ット仕組み発見セミナーの開催について 

・ 環境省では、低炭素社会の構築に向けて、市民、企業、NPO、自治体等が为体的に温室効果ガスの排 

出削減を進めていくことができる取組である【カーボン・オフセット※】の信頼性の確保と普及に 

努めているところです。  

・ 平成20年11月には、国内の温室効果ガス排出削減・吸収量をカーボン・オフセットに用いる信頼性 

の高いクレジットとして認証するオフセット・クレジット（J-VER）制度を創設し、これまで約 

112,000t-CO2のクレジットを発行しています。  

・ 今般カーボン・オフセット及びJ-VER制度の普及促進のため、カーボン・オフセットに取り組む事業 

者とJ-VERプロジェクト事業者の交流の場として、本年度も「カーボン・オフセットEXPO」を開催致 

します。  

・ また、EXPO開催当日午前中には、「やってみらんね！カーボン・オフセット仕組み発見セミナー」 

を開催致します。 

   このセミナーでは、体験型ワークショップを通して、カーボン・オフセットの仕組み（知って・ 

減らして・オフセット）を楽しく学ぶ機会を提供致します。  

・ なお、第5回カーボン・オフセットEXPOは9月中旬に大阪にて開催予定です。  

※カーボン・オフセットとは、日常生活や経済活動において避けることができない温室効果ガスの排 

出について、まずできるだけ排出量が減るよう削減努力を行い、どうしても排出される温室効果ガス 

についてその排出量を見積り、排出量に見合った温室効果ガスの削減活動に投資すること等により、 

排出される温室効果ガスを埋め合わせるという取組です。  

１．日時 2011年7月13日（水） 

    カーボン・オフセット仕組み発見セミナー 10：00～12：00  

    カーボン・オフセットEXPO        13：00～16：00  

２．場所 

福岡国際会議場 2F 多目的ホール 

〒100-0005 福岡県福岡市博多区石城町2-1 

TEL(092)262-4700（代表） 

http://www.marinemesse.or.jp/congress/  

３．内容 

【やってみらんね！カーボン・オフセット仕組み発見セミナー】（10：00～12：00） 

 地球温暖化対策のひとつの取組であるカーボン・オフセットについて詳しく知りたい方を対象 

に、カーボン・オフセットの仕組みを明快に学ぶ機会を提供致します。  

＜プログラム（予定）＞ 

○第１部 カーボン・オフセットの仕組みについてわかりやすく解説致します。  

○第2部 カーボン・オフセットの仕組み（知って・減らして・オフセット）を楽しく学ぶ体験 

http://www.marinemesse.or.jp/congress/


型ワークショップを行います。  

【カーボン・オフセットEXPO】（13：00～16：00） 

 カーボン・オフセットの取組に関する講演、J-VER創出に取り組む事業者やCSRへの活用等カー 

ボン・オフセットに取り組む事業者の事例等をご紹介するブースでの個別説明・相談を行います。  

＜プログラム（予定）＞ 

○講演  

J-VER創出に取り組む事業者やオフセットプロバイダー等より各取組について発表致します。  

○ブース展示・相談会  

J-VER創出に取り組む事業者やカーボン・オフセットに取り組む事業者がブースを設置し、取 

組を直接説明致します。 

詳細が確定次第、以下ウェブサイトに掲載致します。  

４．申込方法 

【参加申込について】 

 ブース出展・EXPO参加・セミナー参加を希望される方は、7月7日（木）までに以下の申し込み 

用ウェブサイトより、それぞれご登録をお願い致します。またEXPO・セミナーに参加される方は、 

当日は申込完了後にメール配信する参加票をご持参下さい。  

申込〆切：2011年7月7日（木）  

※応募者多数の場合は、応募を締め切らせて頂く場合がございますのでご了承下さい。  

○ブース出展・EXPO参加及びセミナー参加申込用ウェブサイト 

http://www.j-cof.org/temporary/offset_expo_201107.html  

５．お問い合わせ窓口 

【取材に関するお問い合わせ】 

 マスコミ関係者の取材希望はこちらへ御連絡下さい。  

○カーボン・オフセットフォーラム事務局 

担当：入山・細埜・野地 

TEL：03-5776-0402 

E-mail：info@j-cof.org  

※当日会場内開催イベント全般において、マスコミ関係の方でカメラ撮影を御希望の方は、社団 

法人海外環境協力センター内 カーボン・オフセットフォーラム事務局まで御連絡下さい。  

【お問い合わせ】 

 申込方法及びカーボン・オフセットEXPO及びやってみらんね！カーボン・オフセット仕組み発 

見セミナーについてのお問い合わせは以下までお願いします。  

○カーボン・オフセットフォーラム事務局 

担当：入山・細埜・野地 

TEL：03-5776-0402 

E-mail：info@j-cof.org  

６．個人情報の取扱いについて 

 本イベントの申込受付は、環境省より委託を受け社団法人海外環境協力センター内カーボン・オフ 

セットフォーラム事務局が担当しております。参加希望者の情報は、当社団及び環境省が当イベント 

の参加受付の整理の目的に限り利用します。 

http://www.j-cof.org/temporary/offset_expo_201107.html
mailto:info@j-cof.org
mailto:info@j-cof.org


個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、info@j-cof.orgまでご連絡下さい。  

７．参考 

 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、以下の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  

○カーボン・オフセット推進ネットワーク（CO-Net） 

http://www.carbonoffset-network.jp/  

 

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=13900 

 

 

☆地下水汚染未然防止関係  

＊地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会（第１回）の開催につ 

いて 

 ６月28日（火）に地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会（第１回）を開催い 

たします。 

本会議では、平成23年6月14日に成立した水質汚濁防止法の一部を改正する法律において、有害物質によ 

る地下水汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準の遵守義務等が創設されたことを受け、当該 

基準の内容等を検討します。なお、本会議は公開で行われます。  

１．日時 平成23年6月28日（火）10：00～12：00  

２．場所 経済産業省別館 1012号会議室 

      （東京都千代田区霞が関１－３－１ 経済産業省別館10階）  

３．議題（予定） 

（１）検討会の設置について  

（２）今後の検討内容について  

（３）今後の予定について  

（４）その他  

４．公開に関する取扱い 

（１）この会議は公開で行われます。傍聴を希望される方は、平成23年６月24日（金）正午まで（必 

着）に「地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会（第１回）傍聴希望」と明記 

し、［１］氏名（ふりがな）、［２］住所、［３］電話番号、［４］職業（所属、役職）、［５］傍 

聴券の送付先（電子メールアドレス又はＦＡＸ番号）を記入の上、下記（５．傍聴申込先）まで電子 

メール又はＦＡＸにてお申し込みください。電話でのお申込みはお受けできません。  

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


（２）お申込みは傍聴希望者１名につき１通とし、傍聴希望者が多数の場合は、抽選といたします。 

電子メールで申し込まれた方は返信メールを印刷したものを、ＦＡＸで申し込まれた方はこちらから 

のＦＡＸによる返信を傍聴券といたしますので、傍聴の際には御持参願います。 

  （傍聴いただけない場合は、その旨連絡いたします。）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）当日取材を希望される報道関係者につきましても、下記（５．傍聴申込先）に、平成23年6月 

24日（金）正午までに申込みを行ってください。 

  また、カメラ撮りを希望される場合、その旨も併せてお申し込みください。（カメラ撮りは冒頭 

のみとさせていただきます。）  

５．傍聴申込先 

環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室 担当：勝又、清水 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ：03-3581-3351(内線6674) 

ＦＡＸ：03-3501-2717 

電子メール：mizu-chikasui@env.go.jp  

 

担当：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、松田、堀内 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13901 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第26回）の開催について 

 7月4日（月）に中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第26回）を開催いたします。本会議は、 

公開で行われます。  

１．日時 平成23年7月4日（月）14：00～17：30  

２．場所 経済産業省別館 1020会議室 

     （東京都千代田区霞が関１－３－１ 10階）  

３．議題 

（１）水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について  

（２）水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について  

（３）その他  

４．公開に関する取扱い 

（１）この会議は公開で行われます。傍聴可能人数は、20名を予定しています。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。 

  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、各社・団体等から１名ずつ 

とさせていただいた上で、抽選を実施いたします。  

（２）傍聴希望の方は、平成23年6月27日（月）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。）又はＦＡＸで、「農薬小委員会（第26回）傍 

mailto:mizu-chikasui@env.go.jp


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（５．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１名につき１通とさせていただきます。  

（３）電子メールで申し込まれた方は返信メールを印刷したものを、ＦＡＸで申し込まれた方はこち 

らからのＦＡＸによる返信を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。  

（４）委員会の傍聴に当たり、次の留意事項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]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]その他、事務局職員の指示に従うこと。  

（５）カメラ撮影を御希望の報道関係の方は、あらかじめ下記（５．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。  

５．申込先 

環境省 水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室内 

中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局 担当：平林、鈴木 

〒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事務局  西嶋、荒 

木、吉川 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13902 

 

 

☆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 

mailto:mizu-noyaku@env.go.jp


詳しくは↓ 

http://www.cfp-forum.org/ 

 

 


