
☆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射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射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～「水産物の放射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、放射性セシウム、放射性ヨウ素とも 

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）     放射性セシウム：500ヘﾞクレル/kg 

                             放射性ヨウ素    ：2,000ヘﾞクレル/kg 

※各都道府県等における水産物放射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


＊東日本大震災について～水産物のストロンチウム測定結果について～ 

 水産庁は、東京電力福島第一原子力発電所放水口周辺の海水からストロンチウムが検出されたことを 

受け、独立行政法人水産総合研究センターと協力してストンチウムの測定を実施したところ、測定結果 

は検出下限値未満でした。 

 水産物のストロンチウム測定結果について  

  東京電力が5月8日、福島第一原子力発電所放水口周辺から4月18日に採水した海水からストロンチウ 

ムを検出したと発表した事を受け、水産庁は、独立行政法人水産総合研究センターにストロンチウムの 

測定の実施を依頼しました。 

  独立行政法人水産総合研究センターは、骨ごと食べる習慣のあるもの、過去に放射性セシウムが検 

出されたもの、ストロンチウムの測定に十分な量が確保されている、ひたちなか沖のコウナゴ、銚子沖 

のマイワシ、カタクチイワシについて、5月25日に財団法人日本分析センターに測定を依頼しました。 

  本日、独立行政法人水産総合研究センターからあった報告によれば、ストロンチウムは全て検出下限 

値未満でした。 

 

担当：水産庁増殖推進部研究指導課 森田、一井、大久保 

      増殖推進部漁場資源課 遠藤、高山 

詳しくは↓ 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/sigen/110627.html 

 

 

＊東日本大震災について～放射性物質に関する緊急対応研究課題の決定について～  

 農林水産省は、東京電力福島第1原子力発電所の事故を受け、「新たな農林水産政策を推進する実用技術 

開発事業」の「緊急対応研究課題」として研究対象を設定し、研究実施機関の公募を行い、委託先を決定し 

ました。 

概要 

 農林水産省は、農林水産・食品産業の現場の技術的課題の解決に向けた実用技術の早急な開発を推進 

するため、提案公募型の「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」を実施しています。 

 本事業においては、年度途中に不測の事態が発生し、緊急に対応を要する研究課題が生じた場合は、 

「緊急対応研究課題」として、研究対象を設定し、研究開発を実施することになっています。 

 この度の東京電力福島第1原子力発電所の事故を受け、緊急に実施すべき放射性物質関係の研究につい 

て、研究対象を設定し、研究実施機関の公募を行いました。 

「緊急対応研究課題」について今回募集した研究対象 

研究対象：きのこおよび畜産物生産における放射性物質関係の移行低減技術開発 

経緯 

 平成23年6月1日（水曜日）から平成23年6月7日（火曜日）のおいて公募を行ったところ、2課題の応募 

があり、外部評価委員等による審査の結果を踏まえ、採択課題を決定し、農林水産省の委託事業として 

実施することとなりました。 

 

担当：農林水産技術会議事務局研究推進課産学連携室産学連携振興班 上崎、林田（事業全般） 

   農林水産技術会議事務局研究開発官（食料戦略）室 安東、小林（研究対象のうち畜産関係） 



   農林水産技術会議事務局研究開発官（環境）室 丸山、森澤（研究対象のうちきのこ関係） 

詳しくは↓ 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/110629_2.htm 

 

 

☆国際森林年関係  

＊＜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 宮崎」の開 

催について 

 7月23日（土曜日）、農林水産省は宮崎県等との共催により「市民と森林をつなぐ国際森林年の集いin 

宮崎」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。 

 主旨 

  2011年は国際森林年です。「市民と森林をつなぐ国際森林年の集い」は、宮崎県、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。 

 宮崎の集いでは、上映会と共に映画の主人公である宮崎県の森の名人と聞き手の若者が登場して語り 

合います。 

 また、国際森林年国内委員会委員でもある音楽家の坂本龍一氏とともに、森林や林業についても語り 

合います。 

 また、会場では関連イベントとして海岸の黒松林を回るノルディックウォーキング体験会も開催され 

ます。 

  注：「森の"聞き書き甲子園"」は、全国の高校生100人が森と共に生きる知恵や技を持つ 

   「森林の名手・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23日(土曜日)12時30分～ 16時45分 

  場所： サンホテルフェニックス 宮崎国際会議場 (宮崎市 塩路浜山3083番地) 

  プログラム 

   ＜第一部＞ 12時30分～14時35分 映画「森聞き」上映会 

   ＜第二部＞ 15時00分～16時45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―森のめぐみ、森のくらし、森に聞く。 

     1．開会挨拶 河野 俊嗣氏（宮崎県知事） 

     2．キーノートスピーチ「国際森林年によせて」末松 広行氏(林野庁 林政部長) 

     3．語りあい「森のめぐみ、森のくらし、森に聞く」聞き手：吉野 奈保子氏(NPO共存の森ネ 

ットワーク事務局長) 

      語り手： 椎葉 クニ子氏(平成17, 20年度森の名手・名人、映画「森聞き」登場、宮崎県 

椎葉村) 

           中山 きくの氏(平成20年度椎葉クニ子氏の聞き書き、映画「森聞き」登場) 

           矢房 孝広氏(宮崎県 諸塚村 企画課長、森林イントスラクター、一級建築士) 

           坂本 龍一氏(音楽家・一般社団法人 モア・トゥリーズ代表、国際森林年国内委 

員会委員) 



           水谷 伸吉氏(一般社団法人 モア・トゥリーズ事務局長) 

  参加申し込み方法  入場は無料、定員は650名です。入場には事前申し込みが必要です。定員にな 

り次第、本ページ上でお知らせし、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： 牧下、今野、小関） 

FAX:03-5477-2609 

                                                  電子メール： miyazaki@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。問い合わせ・申し込み等の詳細は 

添付資料をご覧下さい。 

   ＜黒松の海岸林を歩く ノルディックウォーキング体験＞ 

   日時： 2011年7月23日（土曜日）受付9時45分～、体験10時00分～11時30分 

   場所： 宮崎県宮崎市フェニックス・シーガイア・リゾート 宮崎フェニックス・ノルディック・ 

スポーツパーク（宮崎市山崎町浜山） 

   定員： 20名程度（中学生以上） 

   主催： フェニックス・シーガイア・リゾート 

   内容： 初心者でも手軽に楽しめるノルディックウォーキングでリゾート周辺に広がる黒松林や 

日向神話ゆかりの地を巡り、森林浴と健康づくりを体験します。 

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、石飛 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110623.html 

 

 

 

＊＜2011国際森林年関連事業＞国際森林年記念会議「生物多様性・観光と森林」の 

開催について 

主旨 

  2011年は国連が定めた国際森林年です。今回の記念会議は、そのメインイベントとして、皆様に 

一層理解を深めていただき、森林を守り・利用につなげることを目的として開催されます。 

 会場は2010年生物多様性年に生物多様性条約第10回締約国会議(COP10(注))が開催された名古屋。 

「生物多様性に貢献する持続可能な森林管理・利用及びこれらと調和したツーリズム」をテーマにト 

ークショーとパネルディスカッションを行います。 

注 COP10：Conference of Party 10 

開催日時会場 

日時： 平成23年7月21日(木曜日)13時30分～16時30分 

会場： 「ウインクあいち」大ホール(愛知県 名古屋市 中村区 名駅4丁目4の38) 

プログラム 13時00分 開場   

     13時30分～ 開会スピーチ 

     13時45分～ トークショー 「人が集う森へ～ツーリズムの視点から～」 

                田部井 淳子氏(登山家)、廣川 建司氏(雑誌「岳人」編集長) 

     14時50分～ パネルディスカッション 「愛知ターゲットの2020年、都市と森のあるべき姿」 

mailto:miyazaki@nousanson.jp


          パネリスト予定者: 香坂 玲氏(名古屋市立大学 准教授)、田中 律子氏(女優)、 

          小松 幸代氏(イオン株式会社  グループ環境最高責任者)、皆川 芳嗣氏(林野庁 

長官)、溝畑 宏氏(観光庁長官) 

          ファシリテイター: 飯尾 歩氏(中日新聞 論説委員) 

お申し込み方法 

入場は無料、定員は800名です。応募者多数の場合には抽選となります。当選者には聴講券をお送り 

します。 

1.申込み方法 はがき、FAX、中日新聞HP内専用サイトにより、1通の応募で2名まで申し込みできま 

す。 

 郵便番号、住所、氏名、ふりがな、年齢、性別、電話番号と参加人数(同伴者の氏名、ふりがな、 

年齢、性別)を明記し、7月8日(金曜日)までにお申込み下さい(必着)。 

 (ア)住所：〒460-8511 中日新聞社 広告局 営業推進部「国際森林年記念会議」係 

(イ)FAX：052(201)9752 

(ウ)専用サイト：http://eco.chunichi.co.jp/event/shinrin/ 

2.問い合わせ 

  中日新聞社 広告局 営業推進部： 052(221)0483 

その他 

報道関係者の取材については、こちらにお問い合わせ下さい。 

中日新聞社 広告局 営業推進部： 052(221)0483 

 

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、石飛 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110627.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 琵琶湖・淀 

川流域 第1弾『森を歩く』」の開催について 

 7月23日(土曜日)、農林水産省は滋賀県等との共催により「市民と森林をつなぐ国際森林年の集いin琵琶湖 

・淀川流域」と題した連続企画の第1弾を開催します。なお、イベントは公開です。カメラ撮影も可能です。 

主旨 

  2011年は国際森林年です。「市民と森林をつなぐ国際森林年の集い」は、「次世代への継承」をキー 

ワードに実施します。このうち「市民と森林をつなぐ国際森林年の集いin琵琶湖・淀川流域」は、滋賀 

県、京都府、大阪府等と農林水産省が開催する国際森林年記念事業です。 

上流域の水源の森から、下流域の都市部まで琵琶湖・淀川流域を一体としてとらえた、連続企画を開催 

します。 

 第1弾は、国際森林年の国内テーマを踏まえ、「森を歩く」と題して、「びわ湖を支える水源の森林体 

験ツアー（びわ湖の日30周年）」を開催し、琵琶湖・淀川水系の源流である森林を歩き、森と水の関わ 

りを流域のみなさんと考える集いとします。 

開催日時・会場 

日時： 平成23年7月23日(土曜日)10時00分～ 16時00分＊小雨決行 

http://eco.chunichi.co.jp/event/shinrin/


場所： 山門水源の森（長浜市 西浅井町山門）、長浜市 西浅井文化ホール（長浜市 西浅井町 大浦） 

      なお、8月から10月にかけて大阪府、京都府等で4つの連続イベントを開催することとしています。 

プログラム 

10時00分 講演「びわ湖の水の源を考える」 只木 良也氏（国民森林会議 会長、名古屋大学 名誉教授） 

11時00分 森林体験ツアー事前説明 藤本 秀弘氏（山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会） 

11時30分 昼食、移動 

13時00分 森林体験ツアー(約15人ごとのグループ) 

16時00分 終了  

参加申し込み方法 

入場は無料、定員は100名です。入場には事前申し込みが必要です。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 

滋賀県 琵琶湖環境部 森林政策課 林政企画担当 北川、世戸 

電話番号： 077-528-3914（直通） 

URL： http://www.pref.shiga.jp/hodo/e-shinbun/dj00/20110630.html 

 

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、石飛 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110630.html 

 

 

http://www.pref.shiga.jp/hodo/e-shinbun/dj00/20110630.html


☆バイオマス関係  

＊「第4回 ASEAN+3バイオマスエネルギーフォーラム」の開催に伴う企画展示及びセミ 

ナーへの一般参加について 

 農林水産省は 7月12日～13日に幕張メッセにて「第4回ASEAN+3バイオマスエネルギーフォーラム」の 

開催に伴い企画展示及びセミナーを催します。 

当フォーラムは非公開ですが、企画展示及びセミナーは公開であり、一般の方の参加が可能です。 

1.趣旨 

 ASEAN+3バイオマスエネルギーフォーラムは、ASEAN+3諸国におけるバイオマスエネルギーの開発と利用を 

促進するための情報交換等を目的に設置されたもので、第4回の今回は日本で開催されます。 

 このフォーラムの我が国での開催に合わせて、我が国のバイオマス技術、地域でのバイオマス活用の取組を 

紹介するための企画展示及びセミナーを行います。 

2.日時・場所 

  日時： 平成23年7月12日（火曜日）～13日（水曜日）10時00分～17時00分(13日は9時00分～17時00分) 

  会場： 幕張メッセ 国際会議場コンベンションホール他 （千葉市 美浜区 中瀬2の1） 

3.内容 

 （1）企画展示：自治体のバイオマス活用の取組、バイオマス変換技術等 

           （説明は日本語及び英語併記） 

 （2）セミナー：地域のバイオマス活用の事例、バイオマス技術の活用、木質バイオマスのエネルギー利用等 

           （セミナーは日本語で実施）  

4.参加申込方法 

   企画展示、セミナー共に入場無料ですが、セミナーは参加登録が必要です。 

   企画展示の詳細、セミナープログラム及びセミナーの参加申し込みについては下記URLをご覧ください。 

 （1）参加受付サイトURL http://www.asean-plus3-seminar.jp/ 

 （2）お問い合わせ先 株式会社エコデザイン FAX：03-6212-8845 

                            電子メール：office@ecodesign-inc.com 

 5.報道機関による取材 

  バイオマスエネルギーフォーラムは非公開で一般参加は出来ませんが、一部の時間のみ取材が可能です。 

  （開会式、基調講演、写真撮影  12日9時00分～11時00分） 

  企画展示、セミナーについては、終日取材が可能です。（12日10時00分～17時00分、13日9時00分～17時 

00分）取材をご希望される方は、事前の登録が必要ですので、下記URLより登録フォームをダウンロード 

し、FAXもしくは電子メールにてお申し込みください。取材に関する質問等がありましたら、株式会社JTB 

コミュニケーションズまでご連絡下さい。 

 （1）登録フォームダウンロードURLhttp://asean-plus-three-forum.jp/download/pressform/ 

 （2）お問い合わせ先 株式会社JTBコミュニケーションズ イベントコミュニケーション1局  

FAX：03-5434-8694 

              電子メール：2011-asean3-bio.e@jtbcom.com 

 

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バイオ燃料班 森實 奥村 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/110623_1.html 

http://www.asean-plus3-seminar.jp/
mailto:office@ecodesign-inc.com
http://asean-plus-three-forum.jp/download/pressform/
mailto:2011-asean3-bio.e@jtbcom.com


 

 

☆地球温暖化関係 

＊「平成23年度オフセット・クレジット(J-VER)制度全国説明会」の開催について（第1 

報） 

 ・ 環境省では、平成20年11月、木質バイオマスの活用や間伐等の森林管理等の国内のプロジェク 

トにより実現された温室効果ガス排出削減・吸収量をカーボン・オフセット※１に用いられるク 

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（以下、「J-VER制度」）を創設 

しました。現在、約110件の温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトが登録され、約112,000tの 

クレジットが認証されております。  

・ 今年度も、オフセット・クレジット(J-VER)等の創出に係る事業者支援事業を行います。  

・ 本支援事業では、今後、J-VER制度の対象となりうる、新たな温室効果ガス排出削減プロジェクト 

についても、支援対象としております。  

・ この度、地方公共団体及び中小企業等を対象に、J-VER制度の概要と制度に関連する支援事業につ 

いて、説明会を全国8箇所で順次開催いたします。  

※１ 自らの温室効果ガス排出量のうち削減困難な部分を、他の場所で実現された排出削減・吸収量 

をもって埋め合わせる活動。  

１．開催日時・開催場所 

※各会場ともに、開始時間の30分前に開場いたします。  

日時                  地区             開催会場 

 

7月6日（水）14:00～17:00      東京     ベルサール神田 

7月14日（木）14:00～17:00     岡山     岡山国際交流センター（国際会議室） 

7月15日（金）14:00～17:00     名古屋    名古屋会議室宝第一栄伏見中央店 

7月22日（金）14:00～17:00     札幌     会議研修施設ACU 

8月24日（水）14:00～17:00           仙台     トラストシティカンファレンス仙台 

8月26日（金）14:00～17:00     埻玉     大宮ソニックシティ 

9月14日（水）14:00～17:00     京都     メルパルク京都 

9月15日（木）14:00～17:00     北九州    パークサイドビル      

    参加締切は各会場とも開催5日前となります（厳守）  

  ※8月以降の開催分については、8月初旪を目途に改めて報道発表にてお知らせする予定です。  

２．説明会のプログラム 

【第１部】（約70分） 

・J-VER制度の概要説明  

・方法論の紹介  

・J-VERを活用した事例紹介など  

・質疑応答  

【第２部】（約70分） 

・個別相談会（事前登録制）※  

※個別相談会では、環境省、海外環境協力センター（OECC)のほか、本年度、環境省より業務を受 



託している三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社・株式会社三菱総合研究所などが、各種 

お問い合わせに直接対応いたします。  

３．参加方法 

●説明会への参加は事前登録制です。参加を希望される方は、御希望の会場の開催日の5日前まで（厳 

守）に、以下の申込ウェブサイトから御登録ください。希望者多数の場合には先着順で締めきらせて 

いただくこともございますので、予め御了承ください。参加をお断りする場合には、前日までにメー 

ルにて御連絡いたしますので、御注意ください。 

 事前の御登録がない場合には、参加をお断りする場合があります。  

●個別相談会についても事前登録制になっております。個別相談を希望する方は、御希望の会場の開 

催日の5日前まで（厳守）に、相談事項を下記の申込ウェブサイトから登録してください。個別相談 

の時間については、事務局個別相談担当者より改めて御連絡させていただきます。こちらも希望者多 

数の場合には応募を締め切らせて頂く場合がございますので予め御了承ください。  

●マスコミ関係の方でカメラ撮影を御希望の方は別途下記担当者まで御連絡ください。  

  ○申込ウェブサイト：http://www.j-cof.org/temporary/zenkoku_jver2011.html  

  ○連絡先：カーボン・オフセットフォーラム事務局（担当：野地、入山、細埜） 社団法人海外 

環境協力センター（OECC）内 

         〒105-0011東京都港区芝公園3-1-8 芝公園アネックス7階  

    phone：03-5776-0402 fax：03-5425-3745 

    E-mail：j-ver_seminar2@j-cof.org 

    URL：http://www.j-cof.org/index.html  

 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、説明会開催に伴い、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、お申し込みの際に交通手段及び最寄り駅 

の登録にご協力お願いします。  

参考 

   オフセット・クレジット（J-VER）制度及びカーボン・オフセット認証制度については、下記の 

環境省ＨＰ及び気候変動対策認証センター（事務局：社団法人海外環境協力センター）ＨＰを御覧くだ 

さい。  

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

・気候変動対策認証センター http://www.4cj 

 

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=13905 

 

 

＊オフセット・クレジット(J-VER)等の創出に係る事業者支援の開始について 

  ・ 環境省では、平成20年11月に、国内のプロジェクトにより実現された温室効果ガス排出削減・ 

吸収量をカーボン・オフセットに用いられるクレジットとして認証するオフセット・クレジット 

http://www.j-cof.org/temporary/zenkoku_jver2011.html
mailto:j-ver_seminar2@j-cof.org
http://www.j-cof.org/index.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
http://www.4cj.org/index.html


（J-VER）制度（以下「J-VER制度」という。）を創設しました。  

・ これまでJ-VER制度では、約110件の温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトが登録され、約 

112,000tのクレジットが認証されております。  

・ 今般、本事業を活用し、オフセット・クレジット（J-VER）及び都道府県J-VER（以下、「J-VER等」 

という）の創出を行う事業者の方々に対し、 [1]プロジェクト計画策定支援、妥当性確認受検支援  

[2]モニタリング実施支援、検証受検支援等を行うこととし、平成23年7月4日(月)より公募を開始い 

たします。  

１．平成23年度オフセット・クレジット(J-VER)等創出に係る事業者支援事業について 

(１)オフセット・クレジット（J-VER）制度とはこれまで、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て、環境省では、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」を創設しました。 

 J-VER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。  

（２）支援内容 

 J-VER等の創出に資する事業であって、以下に掲げるものについて、支援を実施します。 

なお、本業務は、環境省から委託を受けたコンサルタント事業者が実施します。  

[1]プロジェクト計画書作成・妥当性確認支援 

 応募時点で策定済みの方法論（３．関連情報の気候変動対策認証センターHP参照）を活用し 

た事業、または新規方法論の策定に資する事業として採択が見込まれる事業者を対象とし、今 

年度中にJ-VER制度に基づく妥当性確認（バリデーション）まで終了見込みの事業について、プ 

ロジェクト計画書・モニタリングプラン作成指導、妥当性確認時の問い合わせへの対応、妥当 

性確認費用の負担（100万円を上限に全額）  

[2]モニタリング実施・検証受検支援 

 プロジェクトの登録を受けた事業者のうち、今年度中に第三者検証を終える意思を有する事 

業者を対象に、モニタリングに係る経費の支援（100万円を上限に全額※）、モニタリング報告 

書作成にあたっての指導、検証機関情報の提供、検証時問い合わせへの対応、検証費用の負担 

（100万円を上限に全額）のほか、オフセット・クレジット（J-VER）の買い手情報の提供を行 

います。  

※モニタリングに必要な設備、機材等の物品の購入費は支援の対象になりません。  

（３）採択基準 

 案件の採択は、以下の項目等を審査して決定します。なお、採択結果に関する質問にはお答え 

いたしかねますので、予めご了承下さい。  

・事業の実現可能性が高く、平成23年度中に、支援が完了する蓋然性が高いもの。  

・温室効果ガス排出削減量または吸収量が大きいもの。  

・中小企業や農林業において、雇用効果が見込まれるもの。  

・事業の実施方法や創出されたJ-VER等の活用方法が先進的なもの。  

・他者による事業展開の可能性が見込まれるなど、事業の波及効果が高いもの。  

・生物多様性保全や3Rの推進等、温室効果ガスの排出削減・吸収以外の、副次的な環境保全効果 



が見込まれるもの。  

２．応募方法 

（１）応募方法 

 公募開始日の平成23年7月4日(月)以降に、別添の応募様式に必要事項をご記入の上、以下の提 

出先に電子メールで信してください(なお、電子メールが利用できない場合は郵送も可）。  

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 市場メカニズム室 

担当：下山、西村 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 「J-VER創出事業者支援公募係」 

TEL：03-3581-3351 (代表)内線：6781 

E-mail：carbon-offset@env.go.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=13906 

 

 

＊「昼も夜もライトダウン2011」（第二報）～TOKYO FM × ニッポン放送共同キャンペ 

ーン「あかりを消して、ラジオを聴こう。」への特別協力について～ 

 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、東日本大震災を受けた節電の必要性を踏まえ、昼も夜も自主的にライトダウンすることを 

呼びかける「昼も夜もライトダウン2011」キャンペーンを実施することとしており、いよいよ６月22日 

（水）より同キャンペーンをスタートいたします。 

 スタート日となる６月22日は夏至の日でもあり、東京タワーなど、多くの施設が参加し、ライトダウ 

ンを行う予定です。 

 また、本キャンペーンに賛同する株式会社ニッポン放送及び株式会社エフエム東京が連携し、「あか 

りを消して、ラジオを聴こう」キャンペーンを開始し、番組やＣＭ、ＷＥＢサイト等を通じて、「昼も 

夜もライトダウン2011」への参加を呼びかけます。  

１．「昼も夜もライトダウン2011」のスタートについて 

 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、東日本大震災を受けた節電の必要性を踏まえ、昼も夜も自主的にライトダウンすること 

を呼びかける「昼も夜もライトダウン2011」キャンペーンを実施することとしており、いよいよ６月 

22日（水）より同キャンペーンをスタートいたします。  

※「昼も夜もライトダウン2011」の概要 

 この夏の電力消費量抑制に寄与するため、６月22日～８月31日の期間で、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います。 

 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。 

mailto:carbon-offset@env.go.jp


 （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。） 

 ６月22日の夏至ライトダウンには、東京タワーなど、13,740施設が参加を予定しており、約 

585,814kWhの電力消費量の削減が予定されています。（６月21日時点）  

※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、「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。 

「昼も夜もライトダウン2011」については、任意の時期・時間帯でのご登録をお願いいたします。  

２．昼も夜もライトダウン2011「あかりを消して、ラジオを聴こう」概要 

 株式会社ニッポン放送及び株式会社エフエム東京は「昼も夜もライトダウン2011」に賛同し、初の 

オリジナル２局共同キャンぺーン「あかりを消して、ラジオを聴こう。」を６月22日～９月30日まで 

実施することとなり、チャレンジ２５キャンペーン（環境省）はこれに特別協力いたします。  

 電気を使わなくても聴けるエコなメディア・ラジオの首都圏キー局２社がＡＭ・ＦＭの垣根を越え 

て手を結び、「昼も夜もライトダウン2011」への参加等を幅広い層に訴えかけます。  

 また、単に節電を呼びかけるだけではなく、ライトダウンした状況で、夏の宵に感じてもらえるこ 

と、楽しめることをラジオ番組や２局共同制作のキャンペーンサイトを核に、ソーシャルメディアを 

活用して情報発信いたします。  

※詳細については、以下のホームページをご覧下さい。  

■ニッポン放送 http://www.1242.com/info/release/akariradio.pdf  

■TFM http://www.tfm.co.jp/company/release/index.php  

 

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=13907 

 

 

＊動画『よくわかる！ＧＨＧ（温室効果ガス）排出量の算定・検証』の公開及びＤＶＤ 

貸出について 

 環境省では、自治体や企業の環境担当者等に向けて、温室効果ガス排出量の適正な算定と検証に関す 

る方法やISO14064シリーズ等の国際規格について基本からわかりやすく動画で紹介したＤＶＤ『よくわ 

かる！ＧＨＧ（温室効果ガス）排出量の算定・検証』を作成しました。 

 この度、本ＤＶＤを環境省動画チャンネル（YouTube）にて公開することとしましたのでお知らせしま 

す。 

 また、希望する団体に対しては、貸出しを行います。 

 自治体や企業でＧＨＧ排出量の算定を行う環境・総務・設備関係部署や、環境報告書・ＣＳＲ報告書 

を作成する広報・ＣＳＲ関連部署での研修や勉強会にぜひご活用下さい。  

 環境省では、自治体や企業の環境担当者等に向けて、温室効果ガス排出量の適正な算定と検証に関す 

る方法やISO14064シリーズ等国際規格について基本からわかりやすく動画で紹介したＤＶＤ『よくわか 

る！ＧＨＧ（温室効果ガス）排出量の算定・検証』を作成しました。 

 温室効果ガス排出量の算定方法や検証の受け方に関し、ＧＨＧ(温室効果ガス)排出量算定・検証の国 

http://coolearthday.jp/
http://www.1242.com/info/release/akariradio.pdf
http://www.tfm.co.jp/company/release/index.php


際規格であるISO14064シリーズやISO14065を紹介しつつ分かり易く説明しているＤＶＤとなっています。  

 今般、本ＤＶＤを環境省動画チャンネル（YouTube）より公開いたします。 

 環境省動画チャンネル（YouTube）リンク http://www.youtube.com/kankyosho  

 自治体や企業でＧＨＧ排出量の算定を行う環境・総務・設備関係部署や、環境報告書・ＣＳＲ報告書 

を作成する広報・ＣＳＲ関連部署での研修や勉強会にぜひご活用下さい。  

 なお、本ＤＶＤは、希望する団体に対して、貸出しを行います。ご希望の方は、別添「ＤＶＤ『よく 

わかる！ＧＨＧ（温室効果ガス）排出量の算定・検証』の貸出しについて」を御一読の上、ＦＡＸまた

は電子メールにて申請書をご提出ください。  

（提出先） 環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 ＧＨＧ算定・検証ＤＶＤ担当 

      FAX 03－3580－1382 E-mail kyotomecha@env.go.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、白石、田中 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13919 

 

 

＊第27回オフセット・クレジット（J-VER）認証委員会の開催について 

 ・環境省では、平成20年11月より、国内の温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトにより実現さ 

れた排出削減・吸収量をカーボン・オフセットに用いることができるクレジット（J-VER）として 

認証するオフセット・クレジット（J-VER）制度を運営しています。  

・今般、第27回オフセット・クレジット（J-VER）認証委員会を開催しますので、お知らせします。 

 会議は非公開ですが、開催結果は本制度の事務局（気候変動対策認証センター）のホームページで 

公表します。  

１．日時 平成23年6月30日（木）10：00～15：00  

２．議事次第（予定） 

１．本制度の状況及び意見書に対する検討結果の報告  

２．第26回議事概要及び関連情報に関する報告  

３．プロジェクト計画・妥当性確認に基づくプロジェクト登録可否に関する審議  

４．モニタリング報告・検証に基づく温室効果ガス排出削減・吸収量認証可否に関する審議  

５．その他  

３．公開に関する取扱い 

 本会議は、非公開です。会議資料や議事概要については、後日、本制度事務局を務める気候変動対 

策認証センターのホームページにおいて公表します。  

４．オフセット・クレジット（J-VER）制度の概要 

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

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

20年11月より、一定の基準を満たした信頼性の高いクレジットを認証する「オフセット・クレジット 

（J-VER）制度」を運営しています。 

 本制度の活用によって、これまで海外に投資されていた資金が国内の温室効果ガス排出削減・吸収 

活動に還流することとなるため、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 

http://www.youtube.com/kankyosho
mailto:kyotomecha@env.go.jp


待されています。  

５．オフセット・クレジット（J-VER）認証委員会について 

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

の認証・発行・管理を行う機関として環境省が設置したものです。J-VER認証委員会では、プロジェ 

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

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

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

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

回数をカウントすることとしています。  

 また、今回の会議結果及びこれまでの委員会開催状況・結果については、本制度事務局のホームペ 

ージをご覧ください。 

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

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 上田、三好、下山、西村 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13935 

 

 

☆風力発電施設関係  

＊「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」報告書の取りま 

とめ及び報告書（案）対する意見募集（パブリックコメント）の結果について 

 環境省では、昨年10月から「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」を開 

催し、環境影響評価法の対象とすべき風力発電事業の規模や、環境影響評価の項目並びに調査、予測及 

び評価の手法の基本的考え方等について検討を行い、この度、報告書を取りまとめました。また、本年 

５月16日から６月10日に行った、報告書（案）に対する意見募集について、結果を公表します。  

１．経緯 

 平成22年２月22日中央環境審議会答申「今後の環境影響評価制度の在り方について」において、風 

力発電施設の設置に当たっては、騒音、バードストライク等の被害も報告されている他、条例以外に 

よる環境影響評価を実施した案件のうち約４分の１が住民の意見聴取手続を行っていないこと等か 

ら、「風力発電施設の設置を法の対象事業として追加することを検討すべき」とされました。 

 これは、風力発電事業を行うに当たり、早い段階で事業の実施に伴う環境影響を把握することや、 

地域住民等の意見を聴いてその理解を得ることが、円滑な事業の実施に資するものであるという考え 

に基づいています。 

 本答申を受け、環境省では、風力発電施設の設置を環境影響評価法の対象事業として追加するに当 

たって必要な技術的事項について検討を行う「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」を昨年10月から開催し、同法の対象とすべき風力発電事業の規模や、環境影響評価の項 

目並びに調査、予測及び評価の手法の基本的考え方等について検討を行いました。 

 本報告書は、これまで９回にわたる検討を行った結果を取りまとめたものです。今後、本報告書を 

踏まえ、環境影響評価法の政令の改正手続を行う予定です。  

２．報告書の内容 

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


報告書の構成は以下のとおりです。  

１．はじめに 

２．風力発電を取り巻く状況 

２－１．我が国の自然環境の状況 

２－２．地球温暖化対策・エネルギー政策との関係 

２－３．風力発電の導入状況 

３．風力発電事業による環境影響の状況 

４．風力発電事業についての環境影響評価の実施状況等 

５．風力発電事業に関する規模要件等について 

５－１．規模要件の指標について 

５－２．規模要件の水準について 

５－３．規模要件等に関する他の事項について 

５－４．軽微な修正・変更等について 

６．環境影響評価の対象範囲及び項目の選定等の基本的考え方について 

６－１．環境影響評価の対象範囲 

６－２．評価項目の選定 

７．調査、予測及び評価手法等の基本的考え方について 

７－１．騒音・低周波音 

７－２．動物、植物及び生態系 

７－３．景観 

７－４．シャドーフリッカー 

８．今後の課題 

８－１．工事時期が重ならない隣接する風力発電事業について 

８－２．風力発電設備の撤去について 

８－３．洋上風力発電の取扱いについて 

８－４．送電線の取扱いについて 

８－５．環境影響評価に関する情報の収集と活用等について 

８－６．環境保全措置に関する技術開発について 

９．おわりに 

３．意見募集の概要 

（１）意見募集の概要 

[1] 意見募集の周知方法 電子政府の窓口（e-GOV）、環境省ホームページ及び記者発表  

[2] 意見提出期間 平成23年５月16日（月）～６月10日（金）17：00  

[3] 意見提出方法 電子メール、郵送又はＦＡＸ  

（２）意見募集の結果及びそれに対する考え方 

[1] 意見提出者数：170通  

[2] のべ意見数：890件  

[3] いただいた御意見の概要及びこれに対する考え方は別添４のとおりです。  

※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におけるこれまでの検討状況 

については、下記ホームページで御覧になれます。



http://www.env.go.jp/policy/assess/2-5windpower/index.html 

 

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、岸本  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13908 

 

 

☆環境情報開示関係  

＊「企業の環境情報開示のあり方に関する検討委員会」中間報告の取りまとめについて 

 環境省では、昨年12月より、企業の環境に優れた取組や環境取組への努力が適正に評価されるための 

情報開示のあり方について、「企業の環境情報開示のあり方に関する検討委員会」を開催し検討を重ね 

てまいりました。 

 今般、中間報告として、「企業の環境情報開示のあり方について～強固で持続可能な社会に向けた環 

境情報開示～」を取りまとめましたので公表いたします。この中間報告では、将来の環境経営の方向性 

や投資家等の視点を踏まえ、環境と経済の好循環を促進できるような企業の環境情報開示のあり方や、 

環境経営及び環境情報開示等の促進策について検討を行っています。  

１．これまでの検討の経緯 

 平成21年3月の中央環境審議会総合政策部会「環境に配慮した事業の促進に関する小委員会」、平 

成22年6月の「環境と金融に関する専門委員会」において、環境情報開示に関わる課題が指摘され、 

環境報告ガイドライン等の改訂に当たり、環境と経済の両立した持続可能な社会に向けた企業の環境 

情報開示のあり方に関する検討が求められました。 

 そこで環境省では、平成22年12月から「企業の環境情報開示のあり方に関する検討委員会」を開催 

し、環境情報が経済システムにおいて有効に機能し、企業の環境経営が更に促進するためにどう開示 

されるべきか、また、そのための促進策について検討致しました。  

２．中間報告の内容 

 この中間報告では、現行の環境報告ガイドラインの考え方を基本として、将来の環境経営の方向性、 

投資家等による環境情報の開示要請を考慮に入れた上、企業の環境情報の開示のあり方について次の 

順序で検討しています。 

また、環境経営や環境情報の利用を促進するための施策等についても検討した結果を記載しています。  

１．10年後の将来を見据えた環境経営の方向性  

２．環境経営の促進に貢献すべき環境金融の役割と金融の視点  

３．環境と経済の好循環を促進できるような環境情報開示の枠組み  

４．環境経営、環境情報開示等の促進策  

 今後は、この検討結果を踏まえ、企業の環境配慮行動を促進し、同時に我が国の経済競争力をさら 

に高めるため、環境報告ガイドライン等の改訂や促進策の具体的な検討を進めていくことを予定して 

います。  

３．中間報告の入手方法 

 環境省のホームページ（http://www.env.go.jp/policy/env-disc/com.html）より全文のダウンロ 

ードが可能です。  

 

http://www.env.go.jp/policy/assess/2-5windpower/index.html
http://www.env.go.jp/policy/env-disc/com.html


４．本件のお問い合わせ先 

環境省総合環境政策局環境経済課 

担当：佐藤、長谷川 

TEL：０３－３５８１－３３５１（代表）内線：６２６８、６２５９ 

E-mail：KIGYO@env.go.jp  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、猿田、佐藤  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13917 

 

 

☆地熱発電事業関係  

＊地熱発電事業に係る自然環境影響検討会（第１回）の開催について 

 この度、地熱発電施設の設置・稼働による自然環境への影響を整理し、自然公園等に係る風致景観上の 

支障軽減策の検討を行うことで、自然環境に配慮した再生可能エネルギー導入の推進を図ることを目的と 

して、「地熱発電事業に係る自然環境影響検討会（第１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．地熱発電事業に係る自然環境影響検討会（第１回）の開催について 

  日時：平成23年６月28日（火）13：00～16：00  

  場所：新宿御苑インフォーメーションセンター２階レクチャールーム 

      東京都新宿区内藤町11番地  

  題：検討会の趣旨、年間計画、地熱発電の概要、地熱発電事業に伴う自然環境への影響、地熱発電事業 

における自然環境保全の取り組みの現状  

２．検討会の傍聴 

 本検討会は公開です。傍聴をご希望の方は、電子メール又はFAXにて、平成23年６月27日（月）必着で、 

以下の連絡先までお申し込みください。  

申込記入事項：住所、氏名、勤務先、電話番号、「地熱発電事業に係る自然環境影響検討会傍聴希望」の 

旨記入 一般傍聴定員：25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ご指定いただいた送付先に（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、同様にお申し込むください。また、カメラ撮りを 

希望される場合、その旨も併せてご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、「地熱 

発電事業に係る自然環境影響検討会」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。  

（連絡先：受託者）  

株式会社プレック研究所（担当：伊藤、大原） 

   電話：03-5226-1106 FAX：03-5226-1114 

   電子メール：jinetushizen-1@prec.co.jp   

担当：環境省自然環境局国立公園課 上杉、中山 、藤井、田畑  

mailto:KIGYO@env.go.jp
mailto:jinetushizen-1@prec.co.jp


詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13920 

     

 

☆生物多様性関係  

＊遺伝子組換え体混入の可能性のあるパパイヤの葉の検査について 

 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、 

農林水産省が確立した種子の検査法を用いて、種子を検査してきました。 

 今般、果実中に種子ができない品種や、主として組織培養や挿し木により増殖され、販売・栽培されて 

いる品種を検査するため、パパイヤの葉を用いた科学的信頼性の高い検査法を確立し、3種類の苗を検査し 

ました。今後、パパイヤの種子に加え、苗についても水際検査を実施します。 

調査の背景・趣旨 

 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、種子を検査してきました。 

 これまでに29種類（19品種と品種不明2種類）のパパイヤ種子を検査し、「台農5号」という名称で販 

売されていた種子（※）が遺伝子組換え体であり、残りの28種類（18品種と品種不明2種類）については 

遺伝子組換え体を含んでいないことを確認しました。 

 今般、果実中に種子ができない品種や、主として組織培養や挿し木により増殖させる品種を検査する 

ため、パパイヤの葉を用いた科学的信頼性の高い検査法を確立しました。 

 この検査法を用い、主として組織培養により増殖され、販売・栽培されているパパイヤ苗（3種類）に 

ついて検査しました。 

（※）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  

  今後、今般確立した葉の検査法を用い、パパイヤの種子に加え、苗についても水際検査を実施しま 

す。 

  今般の結果も含め、これまでに実施したパパイヤの種子29種類（19品種、品種不明2種類）、苗3種 

類（3品種）の 検査の結果一覧は、次のページでご覧になれます。 

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

「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 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・パパイヤの葉の検査法について（PDF：178KB）  

 

担当：農林水産書消費・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/110628.html 

 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/ppykensa.html
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/110222.html
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/pdf/110628-01.pdf


 

＊外来種問題学習教材の作成について～【外来種かみしばい】及び【外来種カードゲー 

ム】～ 

 生物多様性条約第10回締約国会議（CBD-COP10）開催を機に、学習教材として【外来種かみしばい】及 

び【外来種カードゲーム】を作成しました。全国の地方環境事務所等で貸出しを行います。  

１．はじめに 

 生物多様性条約第１0回締約国会議（CBD-COP10）終了後、平成23年１月に実施した外来生物問題等 

認知度調査の結果によると、外来種・外来生物という言葉を知っているとの回答は70％に近いものの、 

アライグマやウシガエルを外来生物であると認識している人は、それぞれ50％、25％程度であるなど、 

個々の外来生物についての理解は未だ十分ではない状況にあることが示唆されました。 

 特に10代～20代においては、例えば全国的に大きな農業被害等を起こしているアライグマが外来生 

物であることを正しく答えられた割合が30％未満と、他の世代と比較して顕著に低い値を示していま 

した。 

 環境省では、生物多様性条約第10回締約国会議の開催を機に、上記のような調査結果も踏まえ、外 

来種問題のさらなる普及啓発を目的に、学習教材として、外来種かみしばいと外来種カードゲームを 

作成し、地方環境事務所等から貸出しを行うこととしました。  

（別添資料）貸出し連絡先一覧  

 各地域によって貸出し連絡先が異なりますので、ご注意ください。  

２．外来種問題学習教材について 

■外来種かみしばい「マングースものがたり」について 

 昨年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第１0回締約国会議の公式サイドイベ 

ントで上演したかみしばい。 

主に小学校低学年が対象。ハブなどの駆除を目的に人の手で沖縄に放されたマングースが沖縄固 

有の希尐種ヤンバルクイナの脅威となっている事実にスポットをあてた物語。  

■外来種カードゲーム「ピンチくん」について 

 主に小学５年生以上を対象としたトランプ型のカードゲーム。外来種の脅威により日本の在来 

種が「ピンチ」な状況にあり、「在来種」26種と「外来種」26種のカードにはそれぞれの生物種 

の特徴を記載。 

 例えば外来種カードゲームでは、ピンチくんを２セット用意し、読み手が外来種の特徴等を読 

み上げ、参加者が該当する外来種カードを取り合って遊びながら外来種について学ぶことが出来 

ます。 

 平成18年度環境省地球環境研究総合推進費による「侵入種対策研究プロジェクト」の教材開発 

の中でＷＷＦジャパンによって制作されました。今回は専門家の改訂作業を経て、第４版として 

作成しました。  

 詳細については下記ＵＲＬをご参考にしてください。  

 

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、大澤、、松木  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13923 

 



 

＊外来生物法に基づき特定外来生物に指定されたアノリス属３種に係る特定飼養等施 

設の基準の細目等及び同法施行規則の一部改正について 

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成16年法律第78号。以下「外来生物 

法」という。）に基づき、アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキス 

のアノリス属３種が特定外来生物に指定されたこと等に伴い、特定外来生物ごとに定める特定飼養等施 

設の基準の細目等（告示事項）及び外来生物法施行規則が一部改正され、本日の官報にて公布されまし 

た。 

 なお、本件に係る意見募集（パブリックコメント）については、意見の提出はありませんでした。ま 

た、外来生物法に基づくアノリス属３種に係る規制が平成23年７月１日（金）より開始されます。  

１．特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等の一部改正 

 当該種の特徴等を踏まえ、同属の特定外来生物であるアノリス・アングスティケプス等と同等の特 

定飼養等施設の基準の細目等を定めることとしました。（別紙１）  

２．外来生物法施行規則の一部改正 

 外来生物法第４条第２号の「主務省令で定めるやむを得ない事由」として、検察庁法（昭和22年法 

律第161号）第４条に規定する検察官の職務として飼養等をするものであることを外来生物法施行規 

則第２条（飼養等の禁止の適用除外）に追加しました。  

３．特定外来生物に指定されたアノリス属３種の規制の開始 

 アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスのアノリス３種につい 

ては、平成23年７月１日（金）から、その飼養、保管又は運搬（以下「飼養等」という。）、輸入そ 

の他の取扱いについて、外来生物法に基づく規制が開始されます。 

 これにより、アノリス属３種の飼養等は原則として禁止されますが、学術研究等の特定の目的に限 

り、上記１．の基準に適合する施設を有する等、飼養等の許可の基準を満たす場合には、許可を得る 

ことができます。 

 飼養等している場合は、平成23年12月31日（土）までに飼養等許可申請が必要となります。 

申請手続きは、全国の地方環境事務所等（別紙２）にて受け付けています。  

 

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、大澤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13926 

 

 

＊第1回「人と自然との共生懇談会」の開催について 

 昨年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）では、2050年まで 

に「自然と共生する世界」の実現を目指すとした新戦略計画（愛知目標）が採択されました。 

 また、本年３月に発生した東日本大震災を機に、私たちの暮らしに多大な恵みをもたらす一方、時と 

して脅威となる自然との共生のあり方について改めて考えることが必要となっています。 

 このため、今後の自然共生社会のあり方について幅広い観点から有識者のご意見を伺うことを目的と 

して、「人と自然との共生懇談会」を開催します。  

１．日時 平成23年7月11日（月） 10：00～12：30  



２．場所 三田共用会議所 3階 C・D・E会議室 

      〒108-0073 東京都港区三田2-1-8 

      電話 03-3455-7591  

３．第１回懇談会のテーマ 

「生物多様性、人と自然との共生をどう考えていくか」  

４．懇談会委員（五十音順、敬称略） 

岩槻 邦男（いわつき くにお） 兵庫県立人と自然の博物館館長  

大久保 尚武（おおくぼ なおたけ） （社）日本経済団体連合会自然保護協議会会長  

小野寺 浩（おのでら ひろし） 鹿児島大学学長補佐  

栢原 英郎（かやはら ひでお） 日本港湾協会名誉会長  

桑子 敏雄（くわこ としお） 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授  

小長谷 有紀（こながや ゆき） 国立民族学博物館民族社会研究部教授  

武内 和彦（たけうち かずひこ） 東京大学大学院農学生命科学研究科教授  

山極 壽一（やまぎわ じゅいち） 京都大学大学院理学研究科教授  

５．傍聴 

 懇談会は公開で行います。傍聴をご希望の方は、件名に「第１回人と自然との共生懇談会の傍聴希 

望」と明記し、本文に（1）氏名（ふりがな）、（2）住所、（3）所属（勤務先等）、（4）電話番号、

（5）電子メールアドレス又はFAX番号を明記の上、平成23年7月6日（水）17時までに、下記申込先ま

で電子メール又はFAXでお申し込み下さい。  

＜申込先＞ 

環境省自然環境自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室  

電子メール：NBSAP@env.go.jp  

FAX：03-3591-3228  

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代え 

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。  

・懇談会の時間は、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に立ち入ることはできません。  

・静粛を旨とし、懇談会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。  

・懇談会中に、写真撮影、ビデオ撮影及び録音をすることはできません。  

・懇談会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。  

mailto:NBSAP@env.go.jp


・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、懇談会の冒頭のみでお願いいたします。  

８．その他 

・懇談会資料及び議事要旨は、懇談会終了後、環境省生物多様性HP 

（http://www.biodic.go.jp/biodiversity/）にて公開します。  

・本懇談会は、今年末までに5回程度開催する予定です。  

・懇談会での議論は、来年予定している生物多様性国家戦略の改定作業に反映させていきます。  

 

担当：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、川越、岩浅  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13928 

 

 

☆有機農産物関係  

＊EU加盟諸国へ輸出する有機農産物等に係る証明書を発行できる登録認定機関の追加 

について 

 欧州連合（EU）への有機農産物等の輸出に必要となる証明書を発行できる機関として、新たに9機関がEUか 

ら追加承認されました。 

 1. 概要 

 平成22年6月以降、我が国から欧州連合（EU※1）加盟諸国に、有機JASマークを付けた有機農産物及び有 

機農産物加工食品（原材料も含めて日本で生産されたもの）を輸出し、「organic」等と表示して販売で 

きるようになっています。 

 この場合、EUの「第三国リスト※2」に掲載された登録認定機関の証明書が必要ですが、この度、証明書 

を発行できる機関として、新たに我が国の9機関がリストに掲載されました（これまでは13機関）。 

 ※1 EU：European Union  

 ※2 「第三国リスト」：EUで販売する有機食品を生産できる国のリスト  

 2. 新たに追加された9機関 

 社団法人 全国愛農会 

 SGSジャパン 株式会社  

 NPO法人 愛媛県有機農業研究会 

 株式会社 エコデザイン認証センター 

 NPO法人 有機農業認証協会 

 NPO法人 日本生態系農業協会 

 財団法人 広島県環境保健協会 

 株式会社 北海道有機認証センター 

 株式会社 オーガニック認定機構  

（参考）日本に係る「第三国リスト」の内容 （平成23年6月28日～） 

1.製品区分 

 有機農産物及び有機農産物加工食品 

2.原産地 

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/


 日本で生産された有機農産物及び有機農産物加工食品(その原材料も日本国内で生産されたもの) 

3.生産基準 

 有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号) 

 有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号) 

4.権限当局 

 農林水産省 消費・安全局 表示・規格課及び(独)農林水産消費安全技術センター 

5.登録認定機関（証明書発行機関） 

 NPO法人 兵庫県有機農業研究会 

 株式会社 アファス認証センター 

 NPO法人 鹿児島県有機農業協会 

 NPO法人 日本有機農業生産団体中央会 

 NPO法人 日本オーガニックアンドナチュラルフーズ協会 

 エコサート・キュー・エー・アイ・ジャパン 有限会社 

 日本認証サービス 株式会社 

 有限会社 オー・シー・アイ・エー・ジャパン 

 海外貨物検査 株式会社 

 NPO法人 有機農業推進協会 

 NPO法人 エイサック 

 NPO法人 環境保全米ネットワーク 

 NPO法人 おおいた有機農業研究会 

社団法人 全国愛農会   

SGSジャパン 株式会社   

NPO法人 愛媛県有機農業研究会   

株式会社 エコデザイン認証センター   

NPO法人 有機農業認証協会   

NPO法人 日本生態系農業協会   

財団法人 広島県環境保健協会   

株式会社 北海道有機認証センター   

株式会社 オーガニック認定機構   

6.有効期限：2013年6月30日  

 

担当：農林水産省消費・安全局表示・規格課国際業務班 渡辺、小倉 

詳しくは↓ 



http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/110629.html 

 

 

☆クローン家畜関係  

＊クローン家畜の異動報告のとりまとめについて（平成23年5月1日～平成23年5月31日 

異動情報提供分） 

 農林水産省は、クローン家畜の異動について、原則として1か月に1度公表しています。 

 今般、関係機関の協力を得て5月分の異動報告をとりまとめました。 

（注1）「異動内容の詳細」欄の品種はドナー細胞又はドナー受精卵の品種を表す 

（注2）「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」（平成15年法律第72号）（牛 

トレサ法）第2条に規定される牛の個体を識別するために牛ごとに定める番号 

（参考） 

 「クローン牛の取り扱いについて」（平成11年11月11日付け11畜A第2590号畜産局長、農林水産技術会 

議事務局長通知）抜粋 

（前略） 

1 クローン研究の情報公開について  

（1） クローン技術を用いた牛等の研究情報の公開については、「ライフサイエンスに関する研究開発 

基本計画」（平成9年8月13日付け内閣総理大臣決定）に基づき、家畜のクローン技術を研究している 

機関（以下「クローン研究実施機関」という。）の研究情報をとりまとめ、公開してきたところであ 

り、農林水産省は、今後もこれらの研究情報の公開（プレスリリース及び農林水産省のホームページ 

への掲載等）に努めるものとする。 

（2） さらに、今後、クローン研究実施機関は、クローン牛の生産、死亡、出荷等によりクローン牛の 

けい養頭数に変更があった場合には、速やかに農林水産省に報告するものとする。農林水産省は、こ 

れらの報告をとりまとめた上、原則として1ヶ月に1度公表することとし、公表の方法は、（1）に準ず 

るものとする。 

（後略）  

 「体細胞クローン家畜等の取扱いについて」（平成21年8月26日付け21農会第652号・21生畜第1006号 

 農林水産省農林水産技術会議事務局長、生産局長通知）抜粋 

（前略） 

3 クローン研究機関は、体細胞クローン家畜及び後代家畜の生産、死亡等により、体細胞クローン家畜 

及び後代家畜の飼養頭数に変更があった場合には、速やかに農林水産省に報告することとする。なお、 

農林水産省はこれらの報告を取りまとめた上、原則として1か月に1度公表することとする。 

 （後略）  

 

担当：農林水産技術会議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室 大﨑、加納（クローン研究関係） 

    生産局畜産部 畜産振興課 畜産技術室 個体識別システム活用班 渡邊、柳田（個体識別番号関係） 

詳しくは↓ 

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

 

 



☆クールビズ関係  

＊2011年クールビズについて（第五報）～丸の内エリア・新宿エリアでの「SUPER COOLBIZ」 

連携施策実施等について～ 

 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、丸の内エリアや新宿区において、「スーパークールビズ」をテーマとするエリアプ 

ロモーションやイベント等に特別協力し、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。  

■連携イベント等の実施概要 

１．『アイスBiz』啓発イベント「ice cool down office！」 

【趣旨】高めの冷房設定で暑くなることが予想されるオフィスでの新しい暑さ対策として、アイスを 

オフィスで食べて身体の中からクールダウンする『アイスBiz』。お昼休みのビジネスパーソンの方々 

にアイスを10,000個無料配布し、昼食後や3時のおやつに冷たいアイスを食する『アイスBiz』で、節 

電猛暑を乗り切るアイディアを訴求します。 

 環境省では、このイベントに特別協力を行い、スーパークールビスの実践や熱中症予防の呼び掛け 

を行います。  

【日時】2011年7月1日（金）12：00～12：45  

【会場】丸の内オアゾ「○○広場」（おおひろば）（千代田区丸の内1丁目6-4）  

【主催】社団法人 日本アイスクリーム協会  

【出席者】 ・(社)日本アイスクリーム協会 消費拡大委員長 梅川 清孝  

      ・お天気キャスター、気象予報士 森田正光（もりた まさみつ）  

      ・フリーキャスター、気象予報士 根本 美緒（ねもと みお） 他  

※詳細・イベントについてのお問い合わせについては、別添リリースをご参照ください。  

２．「丸の内 SUPER COOLBIZ」 

【趣旨】三菱地所株式会社が中心となり、今夏の節電の必要性を踏まえ、東京・丸の内エリア全体で 

のワークスタイル、ライフスタイルの転換を提案するキャンペーン「丸の内 SUPER COOLBIZ」を展 

開します。 

 環境省では、このキャンペーンに特別協力し、「スーパークールビズ」の実践を呼び掛けます。 

 また、丸の内エリアの一部飲食店では、全体のキャンペーンに開始に先駆け、7月1日（金）から、 

食べ物で体を冷やす等の訴求を開始します。  

【期間】2011年7月19日（火）～8月31日（水）  

※一部飲食店でのキャンペーンは、7月1日（金）より開始  

【エリア】東京・丸の内エリア  

【主催】三菱地所株式会社、エコッツェリア協会  

【後援】大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会、 

    NPO法人大丸有エリアマネジメント協会  

※詳細・お問い合わせについては、別添リリースをご参照ください。  

３．節電イベント「POWER SAVING 2011 in 新宿 ～夏の涼しいすごし方～」 

【趣旨】本イベントは、東日本大震災を受けた節電の必要性を踏まえ、積極的な節電に取り組む新宿 



区が、これまでのライフスタイルを見直し、 

 夏の涼しい過ごし方についての実践を呼びかけるものです。環境省では、このイベントにブースで 

の「スーパークールビズ」の実践や熱中症予防を呼びかける特別協力を行います。  

【日時】2011年7月3日（日）12：00～17：00  

【会場】新宿ステーションスクエア（新宿駅東口イベントスペース）及びモア４番街  

【主催】新宿区環境対策課  

【内容】 ＜新宿ステーションスクエア（新宿駅東口イベントスペース）＞  

・「スーパークールビズ」ファッションショー  

・「新宿打ち水大作戦」  

・発電体験  

・ALTAビジョンでの節電啓発映像の放映  

＜モア４番街＞  

・ブース展示による節電啓発など  

・震災復興のための産直販売  

【イベントについての問い合わせ先】 

    新宿区環境清掃部環境対策課 TEL 03-5273-4267  

  ※詳細については、別添チラシをご参照ください。  

 

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、杉原 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13922 

  

 

☆土壌汚染セミナー関係  

＊平成23年度土壌汚染対策セミナーの開催について 

 土壌汚染問題に取り組む際に重要なリスクコミュニケーションについて考えることを目的に、平成23 

年7月～10月の間に全国３会場（福岡、神戸、新潟）において「土壌汚染に関するリスクコミュニケーシ 

ョン」と題するセミナーを開催します。  

１．趣旨 

 平成22年4月1日より改正土壌汚染対策法が施行され１年が経過しました。 

 調査契機の拡大、区域指定の細分化、処理施設の許可制などの改正により、土壌汚染対策は現在ど 

のような状況にあるのかについては、国民の関心の高いところです。 

 また、土壌汚染対策を進めるためには、事業者等が周辺住民の方々へ適切に情報を伝え、双方向の 

コミュニケーションを図ることが大切であり、土壌汚染の分野におけるリスクコミュニケーションは 

今後ますます重要となります。 

 本セミナーでは、行政の担当者より土壌汚染問題の動向や状況について御説明するとともに、専門 

家により工場等からの漏洩等による土壌汚染を未然に防ぐための取組や土壌汚染対策とその関係者 

間のリスクコミュニケーションをどのように 

図っていくかについてわかりやすく御紹介します。  

２．主催 



 環境省、（財）日本環境協会（土壌汚染対策法に基づく指定支援法人）  

３．後援（予定） 

[1]福岡会場 （社）日本経済団体連合会、（社）土壌環境センター、福岡県、福岡市  

[2]神戸会場 （社）日本経済団体連合会、（社）土壌環境センター、兵庫県、神戸市  

[3]新潟会場 （社）日本経済団体連合会、（社）土壌環境センター、新潟県、新潟市  

４．日時、場所等 

[1]福岡会場 

平成23年７月28日（木）13：30～16：30  

会場：KKRホテル博多 ２F シリウス 

    （福岡県福岡市中央区薬院4-21-1）  

定員：200名  

[2]神戸会場 

平成23年９月30日（金）13：30～16：30  

会場：兵庫県中央労働センター ２F 大ホール 

    （兵庫県神戸市中央区下山手通6-3-28）  

定員：200名  

[3]新潟会場 

平成23年10月26日（水）13：30～16：30  

会場：朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター ３F 中会議室 

    （新潟県新潟市中央区万代島6-1）  

定員：150名  

※参加費：各会場とも無料。  

※セミナー会場におきまして、（財）日本環境協会による「土壌汚染に関する相談会」を同時開催し 

ます。 

 詳細につきましては（財）日本環境協会のホームページを御覧ください。

（http://www.jeas.or.jp/dojo/）  

５．プログラム 

 別添「平成23年度土壌汚染対策セミナープログラム」のとおり。  

６．参加方法 

 参加を御希望される方は、（財）日本環境協会へ、電子メール又はＦＡＸで事前にお申し込みくだ 

さい。 

 また、申込み方法の詳細につきましては、（財）日本環境協会ホームページ 

（http://www.jeas.or.jp/dojo）を御覧ください。 

 なお、申込みは先着順で受け付けます。申込受付期間であっても、定員になりましたら申込みを締 

め切らせていただきますので、予め御了承ください。（参加人数は会場等の都合により１社につき２ 

名までとさせていただきます。）  

申込受付期間 

○福岡会場：平成23年６月27日（月）～７月８日（金）  

○神戸会場：平成23年８月29日（月）～９月９日（金）  

○新潟会場：平成23年９月20日（火）～10月７日（金）  

http://www.jeas.or.jp/dojo/
http://www.jeas.or.jp/dojo


７．取材について 

 取材及びカメラ撮りを希望される報道関係者の皆様は、各会場の開催日の１週間前までに、下記ま 

で事前に御登録を行ってください。  

＜取材申込先＞  

環境省水・大気環境局土壌環境課 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ：03-3581-3351（内線6657） 

ＦＡＸ：03-3501-2717 

電子メール：mizu-dojo@env.go.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課 柴垣、佐々木、新江  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13929 

 

 

＊「土壌汚染の未然防止等マニュアル」の公表について 

 環境省では、土壌汚染の未然防止対策や工場等の操業中から実施可能な土壌汚染対策について、事業 

者等の取組の参考となる、[1]人為的な要因による漏洩等により土壌汚染を新たに生じさせないための教 

訓となる事例情報、[2]土壌汚染の早期発見のためのチェックポイントなどの事項等を「土壌汚染の未然 

防止等マニュアル」として取りまとめました。  

１.策定経緯・位置付け 

 土壌汚染をいったん生じさせるとその対策に多大な費用と時間を要することになるため、「新たな 

土壌汚染を如何に生じさせないようにするか」、「もし不幸にして新たな土壌汚染を起こしてしまっ 

た場合には如何にその状況を早く発見するか」が重要です。 

 そこで事業者等の取組の参考となる、[1]人為的な要因による漏洩等により土壌汚染を新たに生じ 

させないための教訓となる事例情報、[2]土壌汚染の早期発見のためのチェックポイントなどの事項 

等を「土壌汚染の未然防止等マニュアル」として取りまとめました。 

 今回のマニュアルは、ヒューマンエラーによる土壌汚染の未然防止を図るものです。 

なお、地下水汚染の未然防止の観点から有害物質の使用又は貯蔵を行う施設の構造等に関する基準の 

遵守義務等を規定する水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立しており、改 

正水質汚濁防止法の施行によってさらに土壌汚染の未然防止が図られることを期待しています。  

２.「土壌汚染の未然防止等マニュアル」の概要 

 本マニュアルは、事業者の皆さま自らが具体的な対応措置を採っていただけるよう以下の２点につ 

いてまとめました。 

また、有害物質を土壌にこぼしてしまった場合の応急措置事例をコラム欄で取り上げました。  

[1]人為的な要因による漏洩等により土壌汚染を新たに生じさせないための教訓となる事例情報  

[2]土壌汚染の早期発見のためのチェックポイント  

３.マニュアルの入手方法 

 以下の環境省ホームページから本マニュアル全文のダウンロードが可能です。 

http://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man.html  

mailto:mizu-dojo@env.go.jp
http://www.env.go.jp/water/dojo/gl-man.html


担当：環境省水・大気環境局土壌環境課 柴垣、根木、百瀬、柳本 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13933 

 

 

☆SATOYAMAイニシアティブ関係  

＊SATOYAMAイニシアティブ推進プログラム（COMDEKS）の設立について 

 国連開発計画（UNDP）と生物多様性条約（CBD）事務局との間で「SATOYAMAイニシアティブ推進プログ 

ラム」（略称：COMDEKS）の実施合意に関する署名が行われました。  

１．事業の実施合意 

 6月24日（金）、国連開発計画（UNDP）と生物多様性条約（CBD）事務局との間で、「SATOYAMAイニ 

シアティブ推進プログラム」（Community Development and Knowledge Management for the Satoyama  

Initiative、略称：COMDEKS）の実施合意に関する署名が行われました。  

２．事業の概要及び目的 

 COMDEKSは、UNDPを実施機関とし、環境省、CBD事務局、国連大学（UNU）と連携して、SATOYAMAイ 

ニシアティブの長期目標（ビジョン）の「自然共生社会」を実現すべく、地域コミュニティによる社 

会生態学的生産ランドスケープ（二次的自然環境）の維持・再構築のための現地活動を支援するとと 

もにその現地活動の成果に関する知見を集約・発信していきます。  

３．支援のしくみ 

 2011年は、CBD事務局に拠出している「生物多様性日本基金」のうちの200万ドルと、地球環境ファ 

シリティ（GEF）の小規模無償プログラム等のUNDPが実施するスキームとの協調出資により、効果的 

かつ敏速に草の根の非政府組織や地域に根ざした市民団体に、直接小規模無償資金供与を行い、 

SATOYAMAイニシアティブのコンセプトに基づく現場型パイロット事業を支援します。 

 また、当プログラムは、CBD-COP10で設立されたSATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ 

（事務局：国連大学高等研究所）の旗艦的な協力活動として、現地活動の実施、活動の評価、グッド・ 

プラクティスの共有、能力開発の促進等を行います。  

４．支援対象国及び事業予定期間 

 まずは、カンボジア、インド、ネパール、フィジー、エチオピア、ガーナ、マラウイ、スロバキア、 

トルコ、ブラジル、グレナダの11ヶ国を対象に事業が実施される予定です。事業予定期間は5年間、 

最終的には対象国25カ国程度を想定しています。  

５．事業の効果 

 当事業は、SATOYAMAイニシアティブのコンセプトに基づく現地活動への支援を地球規模で展開する 

最初のプログラムであり、危機的な状況にある世界各地の二次的自然環境の維持・再構築を通じ、生 

物多様性の保全とそこに暮らす人々の生活の向上に貢献できると考えています。  

６．参考資料 

UNDPプレスリリース（http://www.undp.or.jp/news/docs/2011_00500.shtml）  

（参考） 

＜SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ＞ 

 自然共生社会の実現に向けて、二次的自然環境における自然資源の持続可能な利用・管理を推 

進するための取組であるSATOYAMAイニシアティブを推進することがCOP10で採択されました。 

http://www.undp.or.jp/news/docs/2011_00500.shtml


 また同イニシアティブを世界的に推進していくため、多様な主体が参画する「SATOYAMAイニシ 

アティブ国際パートナーシップ（IPSI）」が51の団体の参加を得てCOP10において発足されました 

（平成23年6月現在、IPSIメンバーは12カ国の政府機関を含む74団体）。 

 IPSIでは、SATOYAMAイニシアティブのコンセプトに基づいた具体的な取組を進めていくために、 

参加団体間の情報共有や連携した活動の促進を行います。  

＜生物多様性日本基金＞ 

 愛知目標の達成のため、国家戦略の改定等を通した効果的な途上国支援を行うため、平成22年 

度に「生物多様性日本基金」として条約事務局に10億円を拠出しました。平成23年度当初予算に 

おいても計上されているところ。  

 

担当：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、伊奈、奥田、青州 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13938 

 

 

☆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/ 

 

 


