
☆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 

 

 

☆生物多様性関係  

＊遺伝子組換えダイズ及びトウモロコシの第一種使用等に関する審査結果についての 

意見・情報の募集（パブリックコメント）について 

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


 農林水産省は、遺伝子組換え農作物の隔離ほ場での栽培に関する承認申請（ダイズ2件及びトウモロ 

コシ4 件）を受け、生物多様性影響評価を行いました。 

学識経験者からは、生物多様性への影響がある可能性はないとの意見を得ました。これらの結果に基づいて 

生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断しました。 

これらの審査結果について、国民の皆様からのご意見をいただくため、平成23年6月30日（木曜日）から 

平成23年7月29日（金曜日）までの間、パブリックコメントを実施します。 

1．背景 

（1）遺伝子組換え農作物の安全性評価 

 遺伝子組換え農作物は、食品としての安全性（厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課が担当）、 

飼料としての安全性（農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課が担当）、栽培等を行う場合の環境へ 

の影響（生物多様性への影響）に関し、それぞれ法律に基づき科学的に評価を行っています。 

（2）遺伝子組換え農作物の生物多様性に対する影響評価遺伝子 

 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に影響を与えないよう、「カルタヘナ法（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））」 

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、遺伝子組換え農作物を試験的に野外で栽培する隔 

離ほ場試験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。 

（3）審査及び審査報告書 

 農林水産省は、遺伝子組換え農作物の審査・管理の能力や透明性及び科学的一貫性を向上させるため、 

審査・管理の標準的な手項をまとめた「遺伝子組換え農作物のカルタヘナ法に基づく審査・管理に係る 

標準手項書」（平成22 年8 月31 日公表。以下「標準手項書」といいます。） 

を公表しました。（標準手項書） http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/sop/index.html 

 遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認申請の審査の結果等については、標準手項書に基づき、 

審査の結論、審査の概要等から成る、より分かりやすく科学的な審査報告書としてとりまとめます。 

（4）今回の申請 

 今回、下表の作物について、カルタヘナ法に基づき第一種使用規程の承認を受けるための申請があり 

ました。 

(ア)隔離ほ場での栽培についての申請 

(イ)食用又は飼料用のための使用等についての申請 

今回は、ありません。 

（5）本件に関する審査 

 これらの審査に当たっては、カルタヘナ法、標準手項書等に基づき、生物多様性影響評価を行いまし 

た。 

 学識経験者からは、承認申請のあった第一種使用規程に従って使用した場合に、生物多様性への影響 

がある可能性はないとの意見を得ました。  

生物多様性影響評価検討会総合検討会の議事録等については、こちらからご覧下さい。 

・4月15日開催http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110415/sidai_110415.htm  

・5月24日開催http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110524/sidai_110524.htm  

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/sop/index.html
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110415/sidai_110415.htm
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110524/sidai_110524.htm


これらの結果に基づいて生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断しました（資料1 ～資料3）。 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=550001401&Mode=0また、これ 

らの資料は、農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課においても配布しております。  

2．意見・情報の募集 

 これらの遺伝子組換え農作物の第一種使用等に関する審査結果について、生物多様性影響に関して国 

民の皆様からご意見を募集します。 

（1）期限  平成23 年7 月29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  

   以下のアドレス（電子政府の総合窓口（e-Gov））に掲載しております「意見公募要領」のPDFフ 

ァイルより送信可能です。 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001401&Mode=0 

 (イ)郵便による提出の場合 

   宛先：〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関1－2－1  

   農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 組換え体企画班 河野 宛て 

 (ウ)ファクシミリによる提出の場合 

   宛先の番号：03－3580－8592 

（3）提出に当たっての留意事頄 

・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・所在地を記載してください。 

・なお、提出いただいた個人情報については、お問い合わせの回筓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「遺伝子組換えダイズ及びトウモロコシの第一種使用等に関する審査結 

果についての意見・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 

個別の回筓はいたしかねますので、その旨ご了承願います。  

・意見・情報の募集は、環境省においても同時に実施されております。意見・情報は農林水産省又は環 

境省のいずれかに提出いただければ、両省において考慮されることとなりますので、同じ意見を両省 

に提出していただく必要はありません。  

3．今後の対応 

 農林水産省及び環境省では、今後、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。 

参考 

（1）カルタヘナ法に基づく第一種使用規程が承認された遺伝子組換え農作物一覧（作物別、承認項）  

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_list/pdf/list02_20110413.pdf 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001401&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001401&Mode=0
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_list/pdf/list02_20110413.pdf


 

（2）学識経験者名簿  

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/1meibo.pdf（3）遺伝子組換え農作物の使用

等に関連する制度  

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/other_institution.pdf 

 

担当者：農林水産省消費・安全局農産安全管理課 高島、河野 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/110630.html 

 

 

＊遺伝子組換えダイズ及びトウモロコシの第一種使用等に関する承認に先立っての意 

見・情報の募集（パブリックコメント）について 

 今般、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（平成１５年

法律第９７号。以下「カルタヘナ法」という。）に基づき、セイヨウナタネ、トウモロコシの遺伝子組 

換え農作物について、隔離ほ場での栽培に関する承認を受けるための申請がありました。 

この承認に先立って国民の皆様からの御意見を募集するため、平成２３年６月３０日（木）から７月２ 

９日（金）までの間、パブリックコメントを実施します。  

１．カルタヘナ法に基づく第一種使用規程の承認について 

 遺伝子組換え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かどうか事前に 

評価することとなっています。 

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

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

規程）を定め、これを農林水産省及び環境省に申請し、事前に承認を受ける必要があります。 

 なお、遺伝子組換え生物等の食品としての安全性（食品衛生法、厚生労働省が担当）、飼料として 

の安全性（飼料安全法、農林水産省が担当）に関しては、それぞれ法律に基づき科学的に評価を行っ 

ています。  

２．意見の募集について 

 今般、カルタヘナ法に基づき、以下の遺伝子組換え生物の第一種使用規程の承認申請があり、生物 

多様性影響評価検討会において学識経験者から意見を聴取しました。この結果、申請に係る遺伝子組 

換え生物を第一種使用規程に従って使用した場合には、生物多様性影響が生ずるおそれがないと認め 

られたことから、主務大臣である農林水産大臣及び環境大臣が承認することを予定しています。 

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

【生物多様性影響評価検討会総合検討会】 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110524/sidai_110524.htm 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110415/sidai_110415.htm  

【学識経験者名簿】 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/1meibo.pdf 

 御意見のある方は下記の「３.意見募集要頄」に沿って御提出ください。  

なお、この意見募集は、農林水産省（http://www.maff.go.jp/j/public/index.html）においても同時に 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/1meibo.pdf
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/other_institution.pdf
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110524/sidai_110524.htm
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110415/sidai_110415.htm
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/1meibo.pdf
http://www.maff.go.jp/j/public/index.html


実施されております。 

御意見は環境省又は農林水産省のいずれかに提出していただければ、両省において考慮されることとな 

りますので、同じ御意見を２つの省に提出していただく必要はありません。 

 環境省及び農林水産省では、当該申請の承認については、皆様からいただいた御意見を考慮した上、 

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

３．意見募集要領 

（１）意見募集対象 

 上記の第一種使用規程の承認申請案件について御意見をいただきますようお願いいたします。  

（２）資料の入手方法 

[1]インターネットによる閲覧  

・環境省ホームページ 

(http://www.env.go.jp/info/iken.html)  

・日本版バイオセーフティクリアリングハウスホームページ 

(http://www.bch.biodic.go.jp/bch_3.html)  

[2]環境省野生生物課外来生物対策室にて配布  

[3]郵送による送付  

※郵送を希望される方は、３９０円切手を添付した返信用角２封筒（郵便番号、住所、氏名、「第 

一種使用規程（６月３０日分）」を必ず明記。）を同封の上、下記（４）意見提出方法の「郵送 

の場合」のあて先まで送付してください。  

（３）意見募集期間 

平成２３年６月３０日（木）～平成２３年７月２９日（金） 

※郵送の場合は同日必着  

（４）意見提出方法 

 下記の【意見提出様式】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で御提出ください。  

[1]郵送による提出の場合 

宛先： 〒１００－８９７５ 東京都千代田区霞が関１－２－２  

[2]ＦＡＸ 

ＦＡＸ番号：０３－３５０４－２１７５  

※ＦＡＸで提出される場合は、別途電話等によりその旨を担当者に御連絡ください。  

[3]電子メール 

電子メールアドレス：bch@env.go.jp  

※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。 

（添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。）  

※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。  

      ※御意見は、日本語で御提出ください。  

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

メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきくださ 

い。  

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

の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせてい 

http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.bch.biodic.go.jp/bch_3.html
mailto:bch@env.go.jp


ただくこともあります。  

 

担当：環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 牛場、宇賀神、串田                              

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13951 

 

 

＊「組換えDNA技術によって得られた生物を含む飼料の安全性の確保に支障がないもの 

として農林水産大臣が定める基準」に関するご意見・情報の募集 

 農林水産省は、「組換えDNA技術によって得られた生物を含む飼料の安全性の確保に支障がないものと 

して農林水産大臣が定める基準」について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成23年7月8日 

（金曜日）から8月6日（土曜日）までの間パブリックコメントを実施します。 

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農作物と呼ばれる、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」、「生物多様性への影響」に関し、それぞれ法律に 

基づき科学的に評価を行っています。 

(2)組換えDNA技術応用農作物の飼料としての安全性評価 

  農林水産省は、組換えDNA技術応用農作物の飼料としての安全性について、飼料安全法(※)に基づき、 

家畜が当該飼料を摂取する際の安全性については農業資材審議会、人が当該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いた上で確認を行っ 

ています。 

  ただし、組換えDNA技術応用農作物の飼料としての安全性について、当該飼料が安全性の確保に支障 

がないものとして農林水産大臣が定める基準に適合する場合は、この確認を受ける必要はないとしてい 

ます。 (※)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） 

(3)農林水産大臣が定める基準 

  飼料として利用されず、食品のみに利用される組換えDNA技術応用農作物は、(2)の飼料としての安 

全性の確認の対象とはなりません。 

 しかし、このような農作物が食品として利用された後、食品残渣等を介して飼料へ混入し、家畜が摂 

取する可能性は否定できません。 

 このような場合、飼料としての安全性に問題ないか判断する必要があります。 

  これまでの知見を踏まえ、食品のみに利用される組換えDNA技術応用農作物は、食品としての安全性 

が確認されていれば、これが食品残渣等を介して飼料に混入し、それを摂取した家畜の畜産物を人が摂 

取した場合、想定される人の健康影響に対するリスクは極めて低いと考えられます。 

  このため、このような農作物について、我が国において食品としての安全性が確認されていること 

を要件に、飼料としての安全性の確保に支障がないとする基準を定めることとしました。 

(4)農業資材審議会及び食品安全委員会への意見聴取  

  今般、「組換えDNA技術によって得られた生物を含む飼料の安全性の確保に支障がないものとして農 

林水産大臣が定める基準」について農業資材審議会及び食品安全委員会の意見を聴いた結果、了承され 

ました。 



 

2. 意見・情報の募集 

 「組換えDNA技術によって得られた生物を含む飼料の安全性の確保に支障がないものとして農林水産大 

臣が定める基準」について、国民の皆様からご意見を募集します。 

 添付しています公表資料については、ホームページ上（電子政府の総合窓口（e-Gov））にも掲載して 

います。 

 また、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います。 

（1）期限   平成23 年8月6日(土曜日)(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=550001405&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頄 

・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 

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、お問い合わせの回筓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技術によって得られた生物を含む飼料の安全性の確保に支障 

がないものとして農林水産大臣が定める基準についての御意見・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 

個別の回筓はいたしかねますので、その旨ご了承願います。  

 

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/110708.html 

 

 

☆風力発電関係  

＊海岸保全区域等における風力発電施設設置許可に関する運用指針の策定について 

 農林水産省及び国土交通省は、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」（平成22年9月10日閣議 

決定）を踏まえ、「海岸保全区域等における風力発電施設設置許可に関する運用指針」を策定しました。   

  経緯 

 政府においては、「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」（平成22年9月10日閣議決定）の「日 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001405&Mode=0


本を元気にする規制改革100」において、「再生可能エネルギーの導入促進に向けた規制の見直し」とし 

て、海岸保全区域における風力発電開発を推進するため、「海岸保全区域における許可基準（海岸法） 

の明確化について平成22年度中に結論を得、平成23年度のできるだけ早期に措置を講じる。」こととし 

ています。 

 この閣議決定を踏まえ、農林水産省及び国土交通省において、「海岸保全区域等における風力発電施 

設設置許可に関する運用指針」を策定しました。 

 

担当：農林水産省農村振興局整備部防災課海岸・防災計画班 野中、垂井 

   水産庁防災漁村課 的野、深田 

   国土交通省河川局水政課 山田 

   国土交通省河川局海岸室 久保田 

   国土交通省港湾局海岸・防災課 鈴木 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/bousai/110630.html 

 

 

＊平成２３年度風力発電施設等に係る改正アセス法手続先行実施モデル事業の採択に 

ついて 

 環境省では、風力発電施設及び地熱発電施設（以下「風力発電施設等」という。）について、本年４ 

月27日に公布された改正環境影響評価法に準じた配慮書又は方法書手続のモデル的な取組により、風力 

発電施設等に対する適切な環境アセスメントの推進・定着を図るため、「平成２３年度風力発電施設等 

に係る改正アセス法手続先行実施モデル事業」の募集を行いました。 

 その結果、御応募いただいた５件のうち、４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 

 環境省では、風力発電施設及び地熱発電施設（以下「風力発電施設等」という。）について、本年 

４月27日に公布された改正環境影響評価法（以下「改正アセス法」という。）に準じた配慮書又は方 

法書手続に先行的に取り組む事業者によるモデル的な取組を実施することで、風力発電施設等に対す 

る適切な環境アセスメントの推進・定着を図ります。 

 これにより、地球温暖化対策として期待されており、適切な環境配慮がなされた風力発電施設等の 

積極的な推進に貢献します。  

２．公募対象事業 

 公募の対象となるモデル事業は、風力発電施設等の設置の事業について、民間事業者等が実施する 

取組のうち、改正アセス法に準じて配慮書又は方法書段階の検討を行うモデル的な取組を対象としま 

す。  

３．選定結果 

 平成２３年６月６日（月）～６月１７日（金）の公募期間中に５件の応募があり、発電容量、方法 

書策定プロセス、事前環境調査の内容及びその結果を受けたメリハリのある方法書の先進性等の観点 

から厳正に審査を行った結果、４件（別紙参照）の採択を行うこととしました。  

添付資料 (別添）採択事業者一覧[PDF 5KB]  

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=17827&hou_id=13974


 

担当：環境省総合環境政策局環境影響審査室 小野、馬場、伊藤、宮森  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13974 

 

 

☆国際森林年関係  

＊＜2011国際森林年関連事業＞「森と湖に親しむ旪間」の実施について 

 農林水産省及び国土交通省は、毎年7月21日から31日までを「森と湖に親しむ旪間」と定め、旪間中は、 

農林水産省、国土交通省、都道府県、市町村等が全国各地の水源地域等において、各種行事等を本年度も 

実施します。 

1.目的 

 「森と湖に親しむ旪間」は、国民の皆さんに森林や湖に親しむ機会を提供することにより、心身をリ 

フレッシュしながら、森林、ダム、河川等の重要性について理解を深めていただくことを目的として実 

施しています。 

2．期間 

平成23年7月21日（木曜日）から7月31日（日曜日）まで 

3．主催 

農林水産省、国土交通省、都道府県、市町村 

4．全国各地での催し 

旪間期間を中心として、全国各地で森林、湖に関する催しが行われます。 

地方公共団体等において森林教室等の実施等、森林に関するイベント・行事が行われます。 

(別添2「森と湖に親しむ旪間」関連行事予定をご覧ください。なお、行事の詳細は開催地の地方公共団 

体にお問い合わせください。）  

5．関連行事 

「ウォーターフェア'11東京」における「水の展示会」 

ア 日時 

平成23年7月29日（金曜日）～31日（日曜日）    9時30分～16時50分（初日のみ10時30分～16時50分） 

イ 場所 

科学技術館（東京都 千代田区 北の丸公園  2-1）  2階  C室及びG室 

ウ 内容 

森林の水源かん養機能等に関するパネルを展示するとともに、森林の水（ミネラルウォーター）の展示、 

試飲を行います。 

詳しくは下記アドレスからご覧いただけます。 

http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/tochimizushigen_mizsei_tk1_000017.html 

エ 参加費 

無料 

 

 

http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/tochimizushigen_mizsei_tk1_000017.html


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指導班 乾、湯浅 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/suigen/110701.html 

 

 

＊＜2011国際森林年関連事業＞「親子森林教室」への参加募集について 

 農林水産省及び独立行政法人 森林総合研究所多摩森林科学園では、「水の週間」※（8月1日～7日）に併せて、 

『親子森林教室～森林と水について考えよう～』を実施しますので、是非、夏休みの一日を多摩森林科学園へ 

皆さんでお越しください。 

趣旨 

  「親子森林教室」は、国際森林年のテーマである「森を歩く」を踏まえ、親子で森林内を歩きながら、 

森林の多面的機能について理解を深めていただくとともに、森林が育む水の恵み、水の大切さについて 

考える機会を提供するものです。 

※「水の週間」とは、水資源の有限性、水の貴重さや水資源開発の重要性等に対する国民の関心を高め、 

理解を深めるため、8月1日の「水の日」と併せて、昭和52年に制定されています。 

日時 

平成23年8月8日（月曜日） 午前11時～午後3時頃まで（集合は午前10時30分） 

※ 小雤でも決行します。 

場所 

多摩森林科学園「森の科学館」前(東京都 八王子市 廿里町1833-81) 

内容 

・ 多摩森林科学園内の森林を散策し、川のはじまりを探したり、森林のはたらきについてお話しします。  

・ 人工的に雤を降らせる機械による実験を行います。  

募集人員 

  50名程度 

参加費用 

  無料（昼食は持参ください。） 

申込方法 

インターネット又は往復はがきにて、7月15日(金曜日)までにお申込み下さい。 

・インターネットの場合、次の応募用アドレスからお申込み下さい。  

    https://www.contact.maff.go.jp/rinya/form/fe3d.html 

・往復はがきの場合、返信面の宛名に住所・氏名をご記入の上、往信面に、「親子森林教室参加希望」 

と記載し、(1)住所、(2)応募者全員の名前（ふりがな）、(3)年齢または学年、(4)性別、(5)電話番号（当 

日の緊急連絡先）を書いて以下の申込先までお送りください。  

(申込先）〒100－8952    東京都 千代田区 霞が関1-2-1 

      林野庁  治山課   親子森林教室  係  宛 

なお、応募者多数の場合は抽選の上、7月29日(金曜日)までにその結果を連絡いたします。 

その他 

取材を希望される報道関係者は、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。 

https://www.contact.maff.go.jp/rinya/form/fe3d.html


 

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指導班 乾、湯浅 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/suigen/110701_1.html 

 

 

＊「農林水産省 生物多様性戦略検討会（第20回）」の開催及び一般傍聴について 

農林水産省は、「農林水産省 生物多様性戦略検討会（第20回）」を7月28日（木曜日）に農林水産省 本館 

4階 第2特別会議室において開催いたします。 

この会議は公開です。ただし、カメラ撮影は会議冒頭のみとします。 

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 

 農林水産省は、生物多様性に関する施策について幅広い意見を聴くため、有識者による「農林水産省 生 

物多様性戦略検討会」を設置し、「農林水産省 生物多様性戦略」の策定、生物多様性の保全に資する施 

策の実施に取り組んできました。 

 去年10月、名古屋市において「生物多様性条約 第10回締約国会議」（COP10（注））が開催され、生 

物多様性の保全に関する今後の世界目標となる「戦略計画（2011-2020）・愛知目標」等が決定されたこ 

とから、農林水産分野における生物多様性の保全に関して意見交換を行い、「農林水産省 生物多様性戦 

略」を見直すため、検討会を開催します。 

これまでの検討会の資料及び議事録については、次のURLでご覧になれます。 

また、今回の会議資料は会議終了後に同URLで公開いたします。 

URL：http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_senryaku/seibutu_tayo/index.html 

注）COP: Conference of the Parties 

開催日時及び場所 

平成23年7月28日（木曜日）  10時00分～12時00分 

農林水産省 本館4階 第2特別会議室 

所在地：東京都 千代田区 霞ヶ関 1-2-1  

議題 

（1）農林水産省生物多様性戦略見直し案について 

（2）報告事頄（世界農業遺産および世界自然遺産について） 

（3）その他 

傍聴可能人数 

12名を予定しております。 

申込要領 

（1）申込方法 

「農林水産省 生物多様性戦略検討会（第20回）」傍聴希望と記載し、傍聴希望者のご氏名（ふりがな）・ 

連絡先住所・電話・FAX番号（必須）・メールアドレス、（お差し支えなければ）勤務先・所属団体を添 

えてお申し込みください。 

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、その方のお名前も併せてお書き添えください。 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_senryaku/seibutu_tayo/index.html


※複数名お申し込みの場合もお一人ずつ記載事頄をお書きください。 

農林水産省ホームページ、FAX又は葉書・封書によりお申込みください。（電話でのお申込みはご遠慮く 

ださい。） 

・農林水産省ホームページ https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/8631.html 

・FAX送付先      03-3591-6640 農林水産省 大臣官房 環境バイオマス政策課 自然環境班 宛て 

・はがき・封書送付先     〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関 1-2-1   

農林水産省 大臣官房 環境バイオマス政策課 自然環境班 宛て 

（2）申込締切り 

7月25日（月曜日） 18時必着 

（3）抽選の実施 

希望者多数の場合は抽選を行います。 

傍聴の可否については、7月26日（火曜日）18時までに当方からご連絡いたします。 

傍聴可能となった方には、7月26日までにFAXまたはEメールにて傍聴券をお送りします。当日会議場に入 

るために必要となりますので必ず御持参ください。 

また、傍聴に当たっては、次の事頄をお守りください。 

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、ポケットベル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 

・委員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）  

・写真カメラ、ビデオカメラ等による撮影、テープレコーダー等の使用  

・（ただし、報道関係者の冒頭撮影及び検討会座長等が認めた場合を除く） 

・新聞、雑誌その他議案に関連のない書籍類の読書  

・飲食及び喫煙  

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、座長及び事務局職員の指示に従うこと 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・傍聴申込要領【第20回】（PDF：15K 

 

担当：農林水産省臣官房環境バイオマス政策課自然環境班 林、大木、松下 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/110719.html 

 

 

☆東日本大震災関係  

＊東京電力福島第一原子力発電所事故に伴うマレーシアの食品輸入規制措置の緩和に 

ついて 

マレーシア政府は、7月1日から、全都道府県について産地証明のみを求めることと決定致しました。 

ただし、福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、神奈川県、埻玉県、千葉県の8県で収穫・加工され 

た食品については、マレーシア側で全ロット検査を受けることとなります。 

https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/8631.html
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/pdf/110719-01.pdf


 

担当：農林水産省大臣官房国際部国際経済課貿易関税チーム輸出促進室 甲谷（こうや）、寺野 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/yusyutu/110704_1.html 

 

 

＊東日本大震災について～お茶に含まれる放尃性セシウム濃度の低減に向けた対応に 

ついて 

 農林水産省は、お茶に含まれる放尃性セシウム濃度の低減に向けた新たな調査結果の概要及びこれを 

踏まえた技術指導通知を地方農政局を通じて都府県に通知を発出しました。  

概要 

 東京電力福島第1原子力発電所の事故により、放尃性物質が環境中に放出され、お茶について、暫定規 

制値を超える放尃性セシウムが各地で検出されたところです。 

このため、農林水産省は、お茶に関する新たな調査結果及びこれを踏まえた当面の営農対策をとりまと 

め、地方農政局を通じて都府県に通知を発出しました。 

技術指導通知の内容 

1 新たな調査結果及び考察について 

 農林水産省は、5月に行ったお茶における放尃性セシウムによる汚染メカニズムに関する調査に引き続 

き、今般、茶樹の部位別汚染度についての新たな調査を行いました。  

（1）これまでの調査結果（5月実施）  

 生葉（新芽）、荒茶及び飲用茶の各段階における放尃性セシウムの関係及び茶樹の汚染メカニズムを考 

察するため、茶葉及び土壌を採取して分析を行いました（参考1）。  

 その結果、生葉、荒茶及び飲用茶における放尃性セシウム濃度の変化及び茶樹の汚染メカニズムが明ら 

かになりました。  

 このうち汚染メカニズムについては、今回、生葉（新芽）から検出された放尃性セシウムは、土壌中か 

ら吸収されたものではなく、古葉に付着したものが葉面から吸収され、新芽に移動したものと推定され 

ます。  

（2）新たな調査結果（6月実施）  

 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 野菜茶業研究所（以下「野菜茶業研究所」という。） 

（静岡県島田市）の協力を得て、野菜茶業研究所内の茶園の一番茶摘採後の茶樹における葉層（葉が展 

開している部分）、枝、幹及び根の部位別の放尃性セシウム含有量の分析を行いました。  

 その結果、茶樹における放尃性セシウム含有量は、葉が展開している部分の含有が比較的多く、逆に根 

の部分の量は極めて尐ないことが明らかになりました（参考2）。   

2 調査結果を踏まえた当面の営農対策について（二番茶摘採後の取組み）  

（1）生葉の放尃性セシウムの管理レベルについて  

 お茶についての放尃性セシウム濃度の食品衛生法上の暫定規制値は、生葉、荒茶及び製茶の各段階にお 

いて、500Bq／kgが適用されることとなっており、荒茶の段階でも、500Bq／kg以下で管理することが必 

要です。  

（2）茶樹の放尃性セシウム量の削減について  

 農林水産省がこれまでに行った調査結果によると、茶樹の放尃性セシウムは、土壌中から吸収されたの 



ではなく、古葉に付着したものが葉面から吸収されたと推定されること、また、新たな調査結果による 

と、放尃性セシウムは葉層に比較的多く含まれることが明らかになったことから、葉層を含めて剪定及 

び除去を行うことが、放尃性セシウム量を削減するために効果的であると考えられます。  

 したがって、産地における茶園の管理に当たっては、周辺地域の23年産の二番茶の荒茶の放尃性セシウ 

ム濃度を参考に、以下の管理を行ってください。 

 なお、いずれの管理を行った場合も、次期摘採の開始前に適切な放尃性セシウム濃度の調査を行うこと 

が必要です。  

(ア)二番茶の荒茶の放尃性セシウム濃度が500Bq／kg以下の茶園  

 この茶園においては、すでに放尃性セシウム濃度が生葉、荒茶ともに基準値以下であることから、通常 

どおりの茶園管理を行ってください。  

(イ)二番茶の荒茶の放尃性セシウム濃度が500Bq／kg超の茶園  

 この茶園においては、二番茶の刈取り終了後に、深刈りを行って、茶樹における放尃性セシウム濃度の 

低減を図ってください（参考3）。  

 なお、今回の野菜茶業研究所内の茶園における調査結果では、深刈りにより除去される放尃性セシウム 

の量は、茶樹全体の4割程度でありました。 

より深く剪枝を行う中切りや台切りについては、除去される割合はさらに大きくなるが、二番茶の刈取 

り後に行うと、樹体が衰弱し葉層の再生が出来なくなり、次年産の生産に支障を来たすおそれがありま 

す。  

(ウ)一番茶の摘採後に、深刈り、中切り等を行った茶園  

 一番茶の摘採後に、すでに、深刈りや中切りの剪枝を行った茶園においては、通常年の深刈り又は中切 

り後に行う茶園管理を行ってください。  

（3）刈取った枝葉の処分について  

 刈取った枝葉は、農地への埋却等又は一般の廃棄物として処分を行ってください。  

（4）その他  

 茶園の放尃性セシウムの低減効果については、農林水産省において引き続き調査を行っていることから、 

その結果を踏まえて追加の指導を行います。 

 

担当：農林水産省生産局生産流通振興課特産農産物対策室 足立、大迫 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/tokusan/110704.html 

 

 

＊EU向けに輸出される食品に関する輸入規制について 



 EUは、日本の食品等の輸入規制について、7月11日より、新たに制限地域に静岡県を加え、山形県、新潟県 

を解除する旨の規則改正を行いましたのでお知らせします。 

 欧州委員会は、静岡県産の「茶」から暫定基準値を超える放尃性物質が検出されたことから、新たに 

静岡県を制限対象地域に加え、山形、新潟を解除する決定を行いました。 その結果、制限対象地域が13都県 

から12都県となりました。 

それに伴い、EUの実施規則が改正され、証明書の様式などが変更となりました。 

改正後の様式等を下記のとおり農林水産省のホームページに掲載いたしました。  

掲載先アドレス 

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

担当：農林水産省大臣官房国際部国際経済課貿易関税チーム輸出促進室 甲谷、寺野 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kokusai/yusyutu/110708.html 

 

     

＊原子力発電所事故を踏まえた家畜の飼養管理に係る技術指導の再周知について 

農林水産省は、食肉として出荷された牛から暫定規制値を超える放尃性セシウムが検出されたことを踏まえ、 

これまでに牧草等の利用制限が行われた県に対して、関連通知の周知状況等について確認し、報告をいただ 

くこととしました。 

概要 

平成23年7月8日から9日にかけて、緊急時避難準備区域から出荷された牛11頭の牛肉から、食品衛生法の 

暫定規制値を超える放尃性セシウムが検出されました。 

このため、7月9日に家畜の適正な飼養管理に係る事頄について、東北農政局及び関東農政局管内各県に 

対して再度確認・徹底していただくよう指導をお願いしたところです。 

当該牛については、原発事故後の4月上旪まで水田に放置されていた稲わらが給餌されていた等、飼養管 

理が適正でなかったと考えられます。 

上記の状況を踏まえ、これまでに定点調査結果等に基づく牧草等の利用制限が行われた東北、関東農政 

局管内の各県から関連通知の再周知状況等について確認を行い、報告をいただきます。 

報告事頄 

1．関連通知の再周知状況について  

 平成23年3月19日付け消費・安全局畜水産安全管理課長・生産局畜産部畜産振興課長連名通知「原子力 

発電所事故を踏まえた家畜の飼養管理について」（22消安第9976号・22生畜第2385号）、平成23年4月22 

日付け生産局畜産部畜産振興課長通知「原子力発電所事故を踏まえた飼料生産・利用等について」（23 

生畜第186号）及び、平成23年6月8日付け生産局畜産部畜産振興課長通知「調査結果が暫定許容値を上回 

る地域において刈取り、保管している牧草等の取扱い等について」（23生畜第440号）等の関連通知に沿 

った適正な飼養管理に係る全酪農家及び肉用牛農家への再周知状況 

参考～関連通知～ 

URL： http://www.maff.go.jp/noutiku_eikyo/maff2_3.html 

2．飼養管理状況の聞き取り調査について 

上記通知に基づく家畜の飼養管理状況の全戸の酪農家及び肉用牛農家からの聞き取り調査結果 

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html#eu
http://www.maff.go.jp/noutiku_eikyo/maff2_3.html


報告期限 1.については7月20日（水曜日）、2.については8月12日（金曜日）  

 

担当：農林水産省生産局畜産部畜産振興課草地整備推進室飼料生産計画班 相田、早坂 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_sinko/110714.html 

 

 

＊稲わらの利用に関する指導等について 

農林水産省は、食肉として出荷された牛から暫定規制値を超える放尃性セシウムが検出されたことを踏まえ、 

特に稲わらの飼料及び敶料として利用に関する指導等を行い、その状況の確認を行うこととしました。 

概要 

 本年7月14日までに、福島県内の複数の農家において、原子力発電所事故後（3月11日以降）に収集さ 

れた高濃度の放尃性セシウムを含む稲わらが肉用牛に給与されていたことが明らかとなりました。 

このため、これまで原子力発電所事故を踏まえた家畜の適正な飼養管理について周知を図ってきたとこ 

ろですが、特に事故後に収集された稲わら等の飼料及び敶料利用に関して、福島県及び周辺の都県から 

畜産農家や稲作農家等に適切な御指導や調査を行って頂くこととしました。 

指導及び調査事頄 

1.  畜産農家等に関する指導等 

(1)肉用牛及び乳用牛を飼養する畜産農家に対し、事故後に収集された稲わら等を飼料として利用してい 

ないか等についての調査  

(2)肉用牛及び乳用牛を飼養する畜産農家に対し、事故後に収集された稲わら等を飼料等として利用しな 

いように指導 

2.  稲作農家等に関する指導等 

(1)稲作農家から畜産農家等への稲わら等の供給状況についての調査 

(2)稲わらを収集・販売者に対し、事故後に包装されることなく屋外に放置されていた稲わらを畜産農家 

に販売等しないように指導 

参考～関連通知～ 

URL : http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/pdf/seisan_110321.pdf（PDF：1118KB） 

報告期限 

7月22日（金曜日） 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・原子力発電所事故を踏まえた稲わらの利用に関する指導等について（PDF：370KB）  

 

担当：農林水産省産局畜産部畜産振興課草地整備推進室飼料生産計画班 相田、早坂  

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_sinko/110715.html 

 

 

＊被災地の公共用水域の水質モニタリング調査結果（速報[2]（岩手県及び宮城県内分）） 

の公表について 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/pdf/seisan_110321.pdf
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_sinko/pdf/110715-01.pdf


環境省では、東日本大震災を受け、被災地の公共用水域において緊急的に有害物質等の水質モニタリン 

グ調査を実施しました。 

 水質分析が終了した、岩手県及び宮城県内の河川及び海域における測定結果(速報)を公表します（調 

査日：岩手県６月２日～８日、宮城県６月３日～５日）。 

 また、青森県、茨城県における測定結果については、結果がまとまり次第、発表予定です。  

１．測定結果概要 

（１）岩手県 

[1]河川の水質 全18地点において、人の健康の保護に関する環境基準値を下回った。  

[2]海域の水質 全34地点について、人の健康の保護に関する環境基準値を下回った。  

（２）宮城県 

[1]河川の水質 人の健康の保護に関する環境基準について、全21地点中、ふっ素について１地点 

（測定値 0.89 mg/L（基準値 0.8mg/L））で、ほう素について４地点（測定値 1.4～2.6 mg/L（基 

準値 1mg/L））で、環境基準値を上回る値がみられたが、他の地点では、環境基準値を下回った。  

[2]海域の水質 全56地点について、人の健康の保護に関する環境基準値を下回った。  

２．今後の対応 

 岩手県、宮城県等の関係機関に測定結果を提供するとともに、追加調査の必要性の検討を含め関係 

機関と協力して対応していく予定。  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、古田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13987 

 

 

＊被災地の海洋環境のモニタリング調査結果（速報）の公表について 

環境省では、東日本大震災を受け、被災地の海洋環境について緊急的に有害物質等のモニタリング調査 

を実施しました。 

 分析が終了した、生活環境頄目及び放尃性物質の測定結果(速報)を公表します（試料採取日：６月３ 

日～６月19日）。  

１．測定結果概要 

（１）生活環境の保全に関する環境基準（生活環境頄目） 

 環境基準値と比較して問題となる値はありませんでした。  

（２）放尃性セシウム 

 ７測点で調査を行い、海水中の濃度は全て不検出でした。海底土の濃度については、セシウム 

134では不検出～620Bq/kgの範囲、セシウム137では24～760Bq/kgの範囲でした。なお、これらの 

結果については、文部科学省が他の機関による調査結果とあわせて取りまとめ、評価される予定 

です。  

２．今後の予定 

 上記以外の頄目（PCB、ダイオキシン類、油分等）の測定結果については、結果がまとまり次第、 

公表する予定です。  

 



 

担当：環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 森、宮元、黒川  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13991 

 

 

＊福島県内の地下水質のモニタリング調査における放尃性物質濃度の測定結果 

環境省では、東日本大震災を受け、被災地の地下水について緊急的に有害物質の水質モニタリング調査 

を実施しています。 

 福島県内の地下水については、有害物質の調査と併せ、放尃性物質濃度も測定を実施しています。 

このうち、今回、採水・測定が終了したものについて、第３報として測定結果を公表します（採水日６ 

月27日、28日、29日、30日）。  

○結果概要 

 福島県内の55地点において、放尃性ヨウ素（I-131）、放尃性セシウム（Cs-134、Cs- 137）とも 

に不検出でした（検出限界値：10Bq/L）。（詳細別紙）  

○今後の予定 

 福島県内の約10地点で採水を行う予定としており、結果が出次第公表する予定です。  

 

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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14013 

 

 

＊被災地の公共用水域の水質モニタリング調査結果（速報[3]（青森県及び茨城県内分）） 

の公表について 

 環境省では、東日本大震災を受け、被災地の公共用水域において緊急的に有害物質等の水質モニタリ 

ング調査を実施しました。 

 水質分析が終了した、青森県及び茨城県内の河川及び海域における測定結果(速報)を公表します（調 

査日：青森県６月６日～７日、茨城県６月９日～15日）。 

 なお、福島県、岩手県及び宮城県内の有害物質等に係る測定結果（速報）については、公表済みです 

（公表日：福島県内分６月30日、岩手県及び宮城県内分７月８日）。 

 また、青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県内におけるダイオキシン類に係る測定結果につい 

ては、結果がまとまり次第、発表予定です。  

１．測定結果概要 

（１）青森県 

[1]河川の水質 全３地点において、人の健康の保護に関する環境基準値を下回った。  

[2]海域の水質 全16地点において、人の健康の保護に関する環境基準値を下回った。  

（２）茨城県 

  [1]河川の水質 全11地点において、人の健康の保護に関する環境基準値を下回った。  

[2]海域の水質 全22地点において、人の健康の保護に関する環境基準値を下回った。  



２．今後の対応 

 青森県、茨城県等の関係機関に測定結果を提供するとともに、追加調査の必要性の検討を含め関係 

機関と協力して対応していく予定。  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、古田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14023 

 

 

☆クールビズ関係  

＊2011年クールビズについて（第六報）（お知らせ）～「SUPER COOLBIZ 2011」第三弾 

イベントの開催について～ 

 環境省では、６月からは「スーパークールビズ」と称して、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。 

 キックオフイベント、第二弾イベントに引き続き、７月６日（水）に行われる第三弾イベントの詳細 

が決まりましたのでお知らせいたします。  

＜「SUPER COOLBIZ 2011」＞ 

１．第三弾イベント概要 

【日時】2011年７月６日（水）18：30～  

【会場】六本木アカデミーヒルズ ライブラリーカフェ（六本木ヒルズ 森タワー49F）  

【主催】一般社団法人環境ビジネスウィメン  

【特別協力】森ビル株式会社、株式会社ワールド（TAKEO KIKUCHI）  

【参加申込】イベントの参加は、事前申込が必要です。ご希望の方は、こちらのURLからお願いし 

ます。（先着項） 

      https://webcas.mori.co.jp/form/fm/academy/supercoolbiz0706  

[1]プログラム 

第一部：「集まれ！スーパークールビズ・パーソン」  

 登壇する「スーパークールビズ・モデル」のスーパークールビズ度を診断。 Tシャツ、サ 

ンダル、etc。ホンモノの「スーパークールビズ」的着こなし方は？ 著名ファッションプロ 

デューサー、四方義朗氏から「カッコいいスーパークールビズ・コーディネート」の披露。  

【コメンテーター】 小池百合子（一般社団法人環境ビジネスウィメン・最強顧問、衆議院議 

員） 

          善養寺幸子（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） 

          四方義朗（ファッションプロデューサー） 

第二部：「SUPER COOLBIZ２０１１ 解体新書！」  

 「節電の心技体」として、節電に直結する「技」について環境省・エコファースト企業 

（http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/index.html） 

https://webcas.mori.co.jp/form/fm/academy/supercoolbiz0706
http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/index.html


の中から特徴的な「本当に効く」関連施策や製品・商品について、環境ビジネスウィメンが 

解体、解説。  

【モデレーター】 河口真理子（環境ビジネスウィメン、(株)大和証券グループ本社CSR室 

長）  

【パネラー】 加藤周二（(株)ビックカメラ 取締役ＣＳＲＯ） 

       芦田亜紀（(株)LIXIL環境経営推進部環境コミュニケーショングループ  

グループリーダー） 

       鈴木正規（環境省地球環境局長） 

       大庭みゆき（環境ビジネスウィメン、(株)環境エネルギー総合研究所代表 

取締役所長） 

       吉高まり（環境ビジネスウィメン、三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) 

クリーン・エネルギー・ファイナンス委員会副委員長）  

２．取材について 

[1]．取材申し込みについて 

 取材をご希望の場合は、「取材申込書」にてお申し込みください。 

（〆切：７月５日中必着）  

[2]．お問い合わせ先 

◆イベント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  

＜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、杉原  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13943 

 

 

＊2011年クールビズについて（第七報）～「丸の内SUPER COOLBIZ」キックオフ・イベ 

ントの開催等について～ 

 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。 

 今般、「スーパークールビズ」を大手町・丸の内・有楽町エリア(大丸有エリア)で展開するプロジェ 

クト「丸の内 SUPER COOLBIZ」に特別協力し、同プロジェクトに参加する企業や店舗等と連携・協力し 

ながら、より一層の軽装や暑さをしのぐ様々な工夫の実践、ワークスタイル・ライフスタイルの転換を 

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


呼びかけることとしています。この度、プロジェクト開始日（7月19日（火））に、丸ビル１F・丸キュ 

ーブにおいて、「丸の内 SUPER COOLBIZ」キックオフ・イベントを実施することとなりましたので、お 

知らせいたします。 

 当日は、丸の内エリアで積極的に「スーパークールビズ」の取組を実践する企業・店舗の代表者が参 

加し、それぞれの取組を宣言するほか、ファッション、食、ワークスタイル等の観点から様々なアイデ 

ィアや提案を発信するトークショーを実施します。  

１．「丸の内 SUPER COOLBIZ」 

（１）キックオフ・イベント実施概要 

【日時】2011年7月19日（火）14：30～15：30（報道受付：13：45） 

    ※場内展示 11：00～20：00（予定）  

【会場】丸ビル1階 MARU CUBE（マルキューブ） 

    （東京都千代田区丸の内2-4-1）  

【主催】三菱地所株式会社、エコッツェリア協会  

【特別協力】環境省（チャレンジ２５キャンペーン）  

【後援】大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会 

    非特定営利活動法人 大丸有エリアマネジメント協会  

（２）プログラム 

＜第１部＞「丸の内SUPER COOLBIZ宣言」14：30～14：55 

[1]主催者ご挨拶・主催者による丸の内スーパークールビズ宣言 

・三菱地所株式会社 取締役社長 杉山博孝氏  

[2]丸の内SUPER COOLBIZ宣言 

【企業代表者】（７社・７名）※企業名五十音項  

・旫硝子株式会社 取締役・常務執行役員 藤野隆氏  

・株式会社東京国際フォーラム代表取締役社長 末松建樹氏  

・東京建物株式会社 代表取締役社長 畑中誠氏  

・東日本旅客鉄道株式会社 取締役東京駅長 梅原康義氏  

・日の丸自動車興業株式会社 常務取締役 富田哲史氏  

・三菱電機株式会社 常務執行役・営業本部本部長 小口邦雄氏  

・株式会社三菱東京UFJ銀行 副頭取 平野信行氏  

【店舗代表者】（６店舗・７名）※店舗名五十音項  

・イル ギオットーネ オーナーシェフ 

  (有限会社笹島 代表取締役）笹島保弘氏  

・スターバックス コーヒー 丸の内三菱ビル店 

  ストアマネージャー 向後亜紀氏 

  アシスタントストアマネージャー 蔵本理沙氏  

・ティップネス丸の内スタイル（株式会社ティップネス） 

  支配人 山下朊恵氏  

・PCM Pub Cardinal Marunouchi（株式会社ミヨシコーポレーション/株式会社カーディナ 

ル）  取締役会長 三好康弘氏  

・PLANET 3rd TOKYO（カフェ・カンパニー株式会社） 



  代表取締役社長 楠本修二郎氏  

・MARUNOUCHI BIKE&RUN(株式会社アスロニア)代表取締役 白戸太朗氏  

[3]環境省 環境事務次官 南川秀樹 ご挨拶 

[4]フォトセッション 

＜第2部＞「トークショー」15：00～15：30 

 ファッション、食、ワークスタイル等の観点から、様々なアイディアや提案を発信します。  

【登壇者】※氏名五十音項  

・「anan」編集長 熊井昌広氏  

・イル ギオットーネ オーナーシェフ 

 (有限会社笹島 代表取締役）笹島保弘氏  

・関西大学 政策創造学部 教授 白石真澄氏  

・気象予報士、フリーキャスター 根本美緒氏  

[参考] 

◆「丸の内 SUPER COOLBIZ」実施概要 

【趣旨】大手町、丸の内、有楽町（大丸有）エリアの企業や店舗が連携し、ファッションに限 

らず、エネルルギーに頼らないワークスタイルやライフスタイルを模索し、そのアイディアを 

共有、提案することで、エリア全体で節電へ貢献することを目指す取組です。  

【期間】2011年7月19日（火）～8月31日（水）  

【エリア】大丸有エリア  

【主催】三菱地所株式会社、エコッツェリア協会  

【協力】丸の内商店会・丸の内オアゾ商店会・丸の内シェフズクラブ  

【特別協力】環境省（チャレンジ２５キャンペーン）  

【後援】大手町・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会 

    非特定営利活動法人 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。  

◆7月19日（火）の連携イベント 

[1]「打ち水Ｗeeks」参加店舗による一斉打ち水 

【内容】大丸有エリアにおいて、7月29日（金）～8月31（水）までの１ヵ月間、17：00前後 

で打ち水を実施する「打ち水Weeks」に参加する店舗等が、「打ち水Weeks」に先駆けて、「一 

斉打ち水」を実施します。  

【期間】2011年7月19日（火）16：00～16：10  

【エリア】仲通り  

     ※詳細については、http://ecozzeria.jp/uchimizu/  

[2]丸の内井戸端会議～「涼しい生き方」を語り合おう 

【内容】ビジネスマン、ビジネスウーマンらが会社や組織を越えて、エネルギーや暮らし、 

働き方、遊び方など、これからの街のあり方や生き方について語り合います。  

【日時】2011年7月19日（火）17：00～21：00（16：30開場）  

【会場】三菱ビル コンファレンススクエア М＋サクセス 

    （東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル 1F）  

     ※詳細については、http://preview.eco-people.jp/  

http://ecozzeria.jp/uchimizu/
http://preview.eco-people.jp/


（３）お問い合わせ先 

◆キックオフ・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） 

（吉戸・小久保）TEL：03-3403-0282  

◆「丸の内SUPER COOLBIZ」に関するお問い合わせ先： 

・ＰＲ事務局（石坂・門田）TEL：03-6402-0313  

（４）取材について 

◆キックオフ・イベントの取材について 

 取材をご希望の場合は、別紙「取材申込書」にてお申し込みください。 

 （〆切：７月15日（金）16：00）  

＜取材についてのご留意事頄＞  

[1]取材は、会場内に設置した「プレスエリア」で行ってください。  

[2]取材希望者は、「取材申込書」にて、ＦＡＸにてお申込みください。 

   （※7/15（金）16：00必着）。  

[3]プレス受付は、会場（丸ビル1階・マルキューブ）の入り口付近に設置しています。  

[4]プレス受付は当日13：45から開始します。  

[5]本イベントの「プレスエリア」の撮影場所は先着項となります  

[6]当日は、必ず自社腕章か「プレス受付」でお渡しする腕章を装着してください。  

[7]ムービーのための音声の分配器は、「プレスエリア」付近に用意しております。  

[8]撮影場所が後方になる場合がありますので、脚立等必要な備品を御用意ください。  

 

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=14005 

 

 

＊2011年クールビズについて（第八報）～「SUPER COOLBIZ」連携施策の実施について 

～ 

 環境省（チャレンジ２５キャンペーン）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、企業・団体が実施する「スーパークールビズ」をテーマとするイベントや普及啓発 

活動に特別協力し、各方面と連携・協力して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．エスパルス エコチャレンジマッチ 

Ｊリーグディビジョン１第５節 アルビレックス新潟 

『矢崎総業デー エスパルス エコチャレンジマッチ２０１１』  

(1)エコチャレンジマッチ実施概要 

【趣旨】清水エスパルスは2007年12月に『カーボンオフセットクラブ化』を宣言し、紙コップ 



のリサイクルやゴミの分別回収、グリーン電力の利用等を行いつつ、ホームゲーム（年間20試 

合）開催により排出するCO2（スタジアムの電力消費、ゴミ処理、シャトルバスの運行、乗用車 

での来場により排出するCO2年間約360ｔ）の相殺に取り組んできました。 

    今回のエコチャレンジマッチにおいても、環境技術・製品の展示や、一般から公募し 

た「クリーンサポーターズ」による試合終了後のスタジアムの清掃活動など、様々な取組を実 

施します。 

    また、「チャレンジ２５キャンペーン」との連携施策として、来場サポーターに「ス 

ーパークールビズ宣言」の実施を呼びかけるほか、パネル展示等を通じて節電及び温暖化防止 

への取組を呼びかけます。  

【日時】2011年7月16日（土）キックオフ 18：30 

                 開場（予定）16：00、場外展示ブースオープン14：30  

【会場】アウトソーシングスタジアム日本平(静岡県静岡市清水区村松3880-1)  

     ※詳細については、清水エスパルスのWEBサイト（http://www.s-pulse.co.jp/）を 

ご覧ください。  

(2)「チャレンジ２５キャンペーン」連携施策 

[1]「スーパークールビズ宣言」募集 

（場内西サイドスタンド側ブース 16：00～18：30） 

 「スーパークールビズ宣言」をした方先着2,000名に、エスパルス、チャレンジ２５キャン 

ペーンコラボクリアファイル（再生PETを使用）をプレゼント。  

(3)その他の主な企画 

[1]最新の環境機器（電気自動車、エコキュート・ソーラーヒート）の展示 

（場外総合案内横スペース 14：30～18：30） 

 最新のエコカーである電気自動車や、矢崎総業の充電スタンドモックならびに「空気の熱」 

と「太陽熱」という２つの再生可能エネルギーをベストミックスした給湯器、エコキュート・ 

ソーラーヒートの展示を行います。  

[2]クリーンサポーターズによる清掃活動 

（メイン、バックスタンド 試合終了後15分程度） 

 試合終了後にスタジアムの清掃にボランティアとして参加頂くサポーターを募集します。 

毎試合数十人のサポーターが参加しています。  

[3]矢崎エコクイズの実施 

（場外総合案内横スペース14：30～18：30） 

 矢崎総業の企業としてのエコ活動を伝えるクイズを実施。太陽熱温水機や紙リサイクル等 

に関する３択クイズに正解すると、抽選でエスパルスグッズ等をプレゼントします。  

＜本件に関するお問合せ先＞  

○株式会社エスパルス 広報室 TEL：054-336-0831 FAX：054-336-1141  

２．キッザニア「SUPER COOLBIZ応援キャンペーン」 

【趣旨】こども向け職業・社会体験型施設「キッザニア」を運営する、株式会社キッズシティー 

ジャパンでは、「スーパークールビズ」の推進活動の一環として、2011年7月19日（火）～8月24 

日（水）の期間、キッザニアで「SUPER COOLBIZ応援キャンペーン」を開催します。 

    具体的には、子どもたちが「環境リサーチャー」となって大人の「SUPER COOLBIZ度」を 

http://www.s-pulse.co.jp/


調べる、「環境PRスタッフ」としてキッザニアの街で「SUPER COOLBIZ」応援チラシを配布する、 

「SUPER COOLBIZ」を呼びかけるポスターやカードを制作する等の職業・社会体験を通じて、 

「SUPER COOLBIZ」の趣旨の理解を深めるとともに、普及啓発活動を担います。  

【期間】期間：7月19日（火）～8月24日（水）  

【場所】キッザニア東京（東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲) 

    キッザニア甲子園（兵庫県西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子園）  

   ※詳細については、キッザニアのWEBサイトをご覧ください。 

       キッザニア東京（http://www.kidzania.jp/tokyo/event_g.html?T_INFO=485） 

       キッザニア甲子園（http://www.kidzania.jp/koshien/event_g.html?T_INFO=488）  

   ＜本件に関するお問合せ先＞  

○株式会社キッズシティージャパン 広報部 TEL：(03)3532-1801  

３．日本橋架橋100周年記念「ECO EDO 日本橋2011～江戸に学ぶ心の涼」 

【趣旨】節電が求められるこの夏は、江戸時代の暮らしから学ぶことは多く、冷房がなかった夏 

に、人々は川遊びや金魚鑑賞、そして浴衣姿で夕涼みをするなど、五感で涼を楽しむ知恵と工夫 

を生活に取り入れていました。 

    今年で架橋100周年となる日本橋エリアでは、地域住民・オフィスワーカー・来街者が、 

これらの体験を通じて“人と人、人と自然との共生”を考え、“心の涼”を感じることができる、 

「橋の日」打ち水大作戦（8/4）をはじめとした昔ながらの涼を楽しむ参加型イベントを開催しま 

す。  

【期間】2011年7月15日（金）～9月11日（金）  

【場所】[1]日本橋地域 商業施設、商店街 

    [2]日本橋三井ホール 

    [3]日本橋船着場～日本橋川キッザニア東京  

   ※詳細については、「ECO EDO 日本橋 2011～江戸に学ぶ心の涼」のWEBサイト 

     （http://www.nihonbashi-tokyo.jp/event/20110715.html）をご覧ください。  

＜本件に関するお問合せ先＞  

○「ECO EDO 日本橋 2011」広報事務局（(株)電通パブリックリレーションズ内）ＴＥＬ （03） 

5565-8247  

 

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=14020 

 

 

☆マイボトル・マイカップキャンペーン関係  

＊マイボトル・マイカップキャンペーンの開始について 

 環境省では、国民の誰もが簡単に実践できるリユースの具体的な取組として、従来から進めてきたマ 

イバッグの利用に加え、昨年からマイボトル・マイカップの普及促進のキャンペーンを企業、大学、地 

方自治体等様々な主体の参加を得て行うこととしました。 

 本年度のキャンペーンでは、横浜市や京都市において実証実験を行うほか、提携団体との効果把握、 

http://www.kidzania.jp/tokyo/event_g.html?T_INFO=485
http://www.kidzania.jp/koshien/event_g.html?T_INFO=488
http://www.nihonbashi-tokyo.jp/event/20110715.html


参加団体の取組の紹介等、幅広い情報提供を行います。  

１．趣旨・背景 

 循環型社会の構築には３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）に係る施策の総合的な推進が不 

可欠です。これらの施策のうち、リサイクルについては各種リサイクル法の施行等に基づき着実に推 

進してきましたが、今後はより一層のリデュース、リユースの推進をしていく必要があります。 

 リユースに係る施策については、個別の課題ごとに、たとえば家電製品であれば小売事業者向けに 

リサイクル・リユースガイドラインの作成などに取り組んできましたが、リユースとは物を繰り返し 

大切に使うものであることから、とりわけ国民一人ひとりの実践を促すことが重要です。 

 こうした取組として、マイバッグの利用は広く普及してきており、近年では、飲食店やイベント会 

場等で使い捨て飲料容器を使わない取組が着実に広がりを見せ、さらに一歩進んで、個人がマイボト 

ルやマイカップ（自分の水筒、タンブラー、コップ等）を持参した場合にも飲料等のサービスを提供 

する動きも出てくるなど、皆さんの間でも徐々にマイボトル・マイカップを使う取組が見られるよう 

になりました。 

 このため、環境省としては、こうした取組をさらに促すため、昨年に引き続きマイボトル・マイカ 

ップキャンペーン（以下「キャンペーン」という。）」を行うこととしました。  

２．キャンペーンの概要 

（１）キャンペーンの実施体制 

 キャンペーンは以下の体制で行います。  

主催：環境省  

後援：(社)浄水器協会、(社)日本水道協会、全国茶商工業協同組合連合会、全国魔法瓶工業組合、 

(社)日本宅配水協会  

参加団体：キャンペーンの趣旨に賛同し、以下に述べるような取組を行い、その取組をウェブサ 

イト上で紹介させていただける企業、大学、市民団体、地方自治体等の団体。  

参加団体の取組としては、  

[1]環境省と参加団体が協働で実証実験やイベントを行う  

[2]コーヒーショップ、喫茶店等が飲料をマイボトル、マイカップに提供する  

[3]市民団体・地域・地方自治体が地域で、または企業がオフィスで、マイボトル、マイカップ 

に関する取組を推進する等があります。参加を表明いただき、事務局に連絡をいただいた団体 

は、随時ウェブサイト上で御紹介いたします。 

 また、キャンペーンは、昨年マイボトルに関する普及啓発活動を行い、本年もキャンペーン 

を行う予定の九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会とも連携をとりつつ取り組んでいきます。  

（２）キャンペーンにおける具体的な取組 

１）実証実験 

 各地域の公共施設、スポーツ施設、商業施設、観光スポット、教育施設等にウォーターサー 

バーを設置し、当該施設を利用する市民がマイボトル・マイカップの使いやすい環境を整備す 

るともに、環境省が各地域の地方自治体や企業と連携して幅広くマイボトル・マイカップの使 

用を促すＰＲを行うことで、マイボトル・マイカップの利用を促進する実証事業を実施します。 

 この事業を通じ、ウォーターサーバーの利用状況や利用者アンケート等を把握することによ 

り、実証事業の効果を検証・分析し更なるマイボトル・マイカップの利用促進の方策を検討す 

るとともに、実証事業を通じて得られたマイボトル・マイカップの利用促進のノウハウを取り 



まとめ、幅広く共有していきます。 

 実証事業の実施期間は、９月末までを予定しています。具体的な実施地域と実施事業の概要 

は、次のとおりです。  

［１］横浜市における実証実験 

 2011年度からの新たな一般廃棄物処理基本計画として策定したヨコハマ3R夢プランと連携し 

た取組として、各種施設にウォーターサーバーを設置するとともに幅広くＰＲ活動を行い、マ 

イボトル・マイカップの利用促進実証事業を実施します。 

主催：環境省  

共催：（株）メイスイ、（株）ＯＳＧコーポレーション、三菱レイヨンクリンスイ（株）、 

福島工業（株）、（株）タカギ、（株）環境向学、（株）寺岡精工、（株）スター商事（SIGG）、 

ユニー（株）、全国魔法瓶工業組合  

協力：横浜市、横浜市水道局 （ウォーターサーバー設置施設：8箇所） 

[1]戸塚地区センター 

[2]東戸塚地区センター 

[3]みなとみらいスポーツパーク 

[4]横浜国際プール 

[5]関東学院大学 

[6]横浜赤レンガ倉庫 

[7]ららぽーと横浜 

[8]アピタ（戸塚店）  

［２］京都市における実証実験 

 行政、企業や市民、学生からなるびっくり！エコ実行委員会と連携して各種施設にウォータ 

ーサーバーを設置するとともに幅広くＰＲ活動を行い、マイボトル・マイカップの利用促進実 

証事業を実施します。  

主催：環境省  

共催：（株）タカギ、（株）メイスイ、（株）ＯＳＧコーポレーション、（株）寺岡精工、 

（株）スター商事（SIGG）、全国魔法瓶工業組合  

協力：びっくり！エコ実行委員会、京都市ごみ減量推進会議 （ウォーターサーバー設置 

施設：4箇所） 

[1]京都大学（時計台前レストラン：カンフォーラ） 

[2]京都タカシマヤ 

 ほか２ヶ所調整中  

２）提携団体 

 自発的にマイボトル推進運動を展開する団体です。これらの団体には、当該団体における取 

組について実証実験と同様のやり方で効果把握していただき、その結果についてキャンペーン 

ウェブサイトを通じて全国にＰＲします。  

［１］アピタ（千代田橋店）における取組 

    主催：ユニー（株） 

    共催：環境省 

［２］大阪大学（豊中キャンパス、箕面キャンパス、吹田キャンパス）における取組 



    主催：大阪大学 

    共催：(社)日本宅配水協会、大阪大学生協、環境省  

［３］フェリス女学院大学（緑園キャンパス）における取組 

    主催：フェリス女学院大学（エコキャンパス研究会） 

    共催：(社)日本宅配水協会、環境省  

［４］(株)寺岡精工（道の駅「三笠」サンファーム三笠、道の駅「たきかわ」総合交流ターミ 

ナル「たきかわ」）における取組 

    主催：(株)寺岡精工、北海道エネルギー（株）、道エコプロジェクト 

    共催：環境省  

３）ウェブサイトによる情報提供、参加の呼びかけキャンペーンのウェブサイトを開設し、マイ 

ボトル・マイカップの利用の意義やマイボトル・マイカップが利用できるお店の情報など参加団 

体の取組やその他の関連情報を提供し、個人の取組を促すとともに新たな団体が取組を始めるき 

っかけを作ります。 

キャンペーンサイト 

http://www.re-style.jp/bknbr/mybottle/ 

（環境省３Ｒ推進サイトRe-Style（http://www.re-style.jp）内）  

 

担当：環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 森下、八巻、齋藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13952 

 

 

☆土壌汚染対策法関係  

＊平成23年度土壌汚染調査技術管理者試験について 

 平成22年４月に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が施行され、指定調査機関に対し、技術管理者 

の設置が義務付けられました。 

 環境省では、この技術管理者となるための試験（以下「土壌汚染調査技術管理者試験」という。）を 

平成23年12月11日（日）に実施します。  

１．受験申請書の交付期間 

平成23年７月11日(月)から８月31日（水）まで  

２．受験申請書の提出期間 

平成23年８月８日（月）から９月９日（金）まで  

３．試験日 

平成23年12月11日（日）  

４．受験手数料 

6,400円  

５．受験申請書の交付請求先 

土壌汚染調査技術管理者試験運営事務局 

受験の手引き等の申込受付Ａ係 

〒110-8691郵便事業株式会社上野支店 私書箱第122号  

http://www.re-style.jp/bknbr/mybottle/
http://www.re-style.jp/


６．お問い合わせ先 

土壌汚染調査技術管理者試験運営事務局まで 

電話番号：03-5610-3150 

受付時間：10:00～17:00(土・日・祝日を除く。)  

７．試験の内容 

 土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染状況調査等の業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な知識 

及び技能である以下の事頄について問われます。  

［1］土壌汚染の調査に関する技術的事頄  

［2］土壌汚染の対策並びに汚染土壌の搬出、運搬及び処理に関する技術的事頄  

［3］土壌汚染対策法その他環境関係法令に関する事頄  

８．受験地 

仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、福岡市  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課 柴垣、根木、佐々木、百瀬、福地  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13962 

 

 

＊「土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き」の公表について 

 環境省では、土地の管理をしている方、土地の開発や売買を考えられている方等に土壌汚染対策法に 

規定する“自主的な区域指定の申請”をより有効に活用していただく観点から、当該制度のメリットと 

留意点、活用ケースの紹介等を内容とする「土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き」を作成しました。  

１.策定経緯・位置付け 

 平成22年４月に改正土壌汚染対策法（以下「法」という。）が施行され、同法第14条の規定に基づ 

き土地の所有者等が、自主的に土壌汚染の調査をした結果を用いることなどにより、自主的に法に定 

める形質変更時要届出区域等の指定の申請をすることができるようになりました。 

 「土壌汚染対策法の自主申請活用の手引き」は、“自主的な区域指定の申請”のメリット及び留意 

点を整理し、併せて当該制度の活用ケースの紹介をすることにより、土地を所有管理している方や今 

後土地の開発や売買などを考えている方に本制度をより有効に活用していただくことを目的として 

策定したものです。  

２.手引きの概要 

 本手引きの概要は以下の通りです。  

（１）「土壌汚染対策法の自主的な区域指定の申請とは」 

 土壌汚染対策法第14条に規定されている内容及び申請から区域指定されるまでの流れ等につい 

て記載しています。  

（２）「申請のメリット」 

 自主的な申請をした場合のメリットについて、以下の２つに分類して紹介しています。  

[1]自主的な申請をすることによるメリット  

[2]形質変更時要届出区域又は要措置区域に指定されることによるメリット  

（３）「申請を行う場合に留意すること」 



 自主的な申請をする場合に留意することについて、以下の２つに分類して紹介しています。  

[1]自主的な申請をするときに留意すること  

[2]形質変更時要届出区域等に指定されることに対して留意すること  

（４）「申請の活用ケースの紹介」 

 自主的な申請を活用するケースについてパターン分けをし、活用のメリットや具体例、留意点 

について紹介しています。  

３.手引きの入手方法 

（１）以下の環境省ホームページからダウンロードが可能です。

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

（２）財団法人日本環境協会にて配布を予定しております。 

   財団法人日本環境協会 連絡先TEL：03-5643-6262,FAX：03-5643-6250  

 

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=13980 

 

 

＊土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について 

 改正土壌汚染対策法の円滑かつ適切な施行を図る観点から、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正す 

る省令等（省令２件、告示２件）が本日公布・施行されましたので、お知らせいたします。  

１．改正の背景・経緯 

 改正土壌汚染対策法については、平成22年４月１日から全面施行されているところですが、土壌汚 

染による人の健康被害の防止という法目的を確保しつつ、法の円滑かつ適切な施行を図る観点から 

「土壌汚染対策法施行規則」等について必要な改正等を行うものです。  

２．改正等の内容（概要については別添１参照） 

（１）土壌汚染対策法施行規則及び土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する 

省令（別添２参照）  

[1]自然由来土壌汚染地及び臨海埋立地の特例（自然由来特例区域、埋立地特例区域又は埋立 

地管理区域）を定め、区域内において工事を行う場合の施工方法に関する制約を軽減するも 

の。  

[2]区域指定に当たっての自然由来重金属汚染やしゅんせつ土砂等埋立用材料による土壌汚 

染の調査を円滑かつ適切に行うための特例を創設するもの。  

[3]指定区域から健全土として土壌を搬出する際の調査の負担を軽減するとともに掘削後調 

査の方法を規定するもの（認定調査関係）。  

[4]その他所要の規定を整備するもの。  

（２）汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令（別添３参照） 

   汚染土壌の処理に関する基準について、必要な負担軽減などの改正を行うもの。  

（３）土壌汚染対策法施行規則第五十八条第四頄第十一号に該当する区域内の帯水層に接する土地の 

形質の変更の施行方法の基準を定める件（別添４参照）（１）で埋立地管理区域とされた区域内 

において、帯水層に接する土地の形質の変更を行う際の施工方法の基準を新たに定めるもの。  

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


（４）要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為の施行方法の基準を定める件 

（別添５参照）（１）の規定の整理に伴い、形式的な告示の改正を行うもの。  

３．施行期日 

公布の日  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課 柴垣、根木、湯浅、柳本、小笠原 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13981 

 

 

＊土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等に対する意見の公募（パブリックコ 

メント）の結果について 

 平成23年２月22日（火）から３月23日（水）まで及び３月17日（木）から４月16日（土）までの間に 

実施した土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等の概要等に対する意見の公募（パブリック 

コメント）の結果についてお知らせします。  

１．意見の公募（パブリックコメント）の概要 

 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令案等の概要等について、以下のとおり意見の公募を 

行いました。  

（１）意見の公募（パブリックコメント）期間 

[1]平成23年２月22日（火）から３月23日（水）  

[2]平成23年３月17日（木）から４月16日（土）【追加分】  

（２）告知方法 

環境省ホームページ、電子政府の窓口（e-Gov）、記者発表  

（３）意見提出方法 

郵送、ＦＡＸ又は電子メール  

２．御意見の提出数 

[1]について のべ意見数211件（意見提出者数 47個人及び団体）  

[2]について のべ意見数42件（意見提出者数 11個人及び団体）【追加分】  

３．御意見の概要及びそれらに対する考え方 

 寄せられた御意見の概要及びそれらに対する考え方については、別添のとおりです。  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課 柴垣、根木、湯浅、柳本、小笠原 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14025 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊「カーボン・ニュートラル認証基準(案)」に係る意見募集について 

 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。 

 このため、カーボン・オフセットの一層の活性化やカーボン・ニュートラルについて、海外での新た 

な動きも取り入れつつ検討を行うべく、「カーボン・ニュートラル等によるオフセット活性化検討会」 

をこれまで3回開催しました。 

 今般、本検討会にて検討されている「カーボン・ニュートラル認証基準（案）」について、国民の皆 

様から広く御意見を募集するため、平成23年7月5日(火)から平成23年7月19日(火)までの間、意見の募集 

（パブリックコメント）を行います。  

１．意見募集の対象(別添) 

資料1 カーボン・ニュートラル認証基準(案)  

２．意見募集要領 

（１）意見募集期間 

平成23年7月5日(火)～平成23年7月19日(火) (12：00締切) 

※郵送の場合は、平成23年7月15日(金)必着  

（２）意見提出方法 

 次の意見提出様式にならい、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で（３）の意見 

提出先へ提出してください。 

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

（注意事頄） 

・御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事頄を 

除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。  

・頂いた御意見に対し、個別にお筓えすることはできませんので、その旨御了承願います。  

（３）意見提出先 

[1]郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 

          環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室宛  

[2]ファックスの場合 03-3580-1382  

[3]電子メールの場合 carbon-offset@env.go.jp  

         （郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、 

         「カーボン・ニュートラル認証基準(案)に対する意見」と記載してください。）  

３．資料の入手方法 

 資料は、以下により入手可能です。  

（１）電子政府の総合窓口（http://www.e-gov.go.jp/）のパブリックコメントのページを参照(7月5 

日以降）  

（２）環境省ホームページのパブリックコメント欄（http://www.env.go.jp/info/iken.html）を参 

照(7月5日以降)  

（３）環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室において配布  

４．意見への回筓 

 頂いた意見・質問への回筓及び対応は、「カーボン・ニュートラル等によるオフセット活性化検討 

mailto:carbon-offset@env.go.jp
http://www.e-gov.go.jp/
http://www.env.go.jp/info/iken.html


会」で報告・審議され、下記カーボン・オフセットフォーラム（J-COF）のホームページに公表され 

ます。  

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

 

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=13968 

 

 

＊平成２３年度家庭エコ診断効果検証実測調査事業に係るＨＥＭＳ製品・サービス提供 

者向け説明会の開催について 

 環境省では、「うちエコ診断員」が各家庭を訪問し、家庭のエネルギー消費状況の把握と省CO2・省エ 

ネ対策を提案する「うちエコ診断」を実施します。 

 このたび、約1,000世帯のホームエネルギーマネジメントシステム（ＨＥＭＳ）導入家庭を「うちエコ 

モニター」として募集し、実際に「うちエコ診断」を受診いただくとともに、電力使用量等の計測・集 

約・分析を行うことによって、「うちエコ診断」の効果の定量化と診断手法の精度向上を図るための調 

査事業を行います。 

 当事業の推進にあたり、ＨＥＭＳ製品・サービス提供者を対象に、「平成２３年度家庭エコ診断効果 

検証実測調査事業に係るＨＥＭＳ製品・サービス提供者向け説明会（第1回）」を以下のとおり開催し、 

当事業概要の説明と協力依頼を行います。 

 近年、ＨＥＭＳ等の家庭の電力使用状況等をリアルタイムで表示する「見える化」製品やサービスが 

増えてきており、本事業がＨＥＭＳの普及促進のきっかけとなることを期待しておりますので、ＨＥＭ 

Ｓ製品・サービスの製造・販売に係わる事業者の皆様は、ぜひ積極的に御参加ください。  

１．開催趣旨 

 環境省では、家庭部門での地球温暖化対策を推進するための取組として、「環境コンシェルジュ」 

制度の構築を目指し、その基盤整備のための事業を本年度より進めており、CO2削減のコンサルティ 

ングを行う「うちエコ診断員」が各家庭を訪問し、家庭のエネルギー消費状況の把握と省CO2・省エ 

ネ対策を提案する「うちエコ診断」を実施します。この事業の一環として、「ＨＥＭＳ」導入家庭を 

「うちエコモニター」として広く募集し（約1,000世帯を予定）、実際に「うちエコ診断」を受診い 

ただくとともに、家庭に設置されたＨＥＭＳデータの計測・集約・分析を行い、「うちエコ診断 

」を実施した際の効果定量化と診断手法の精度向上に資する知見の導出を行います。既に設置してい 

る世帯、及びこれから新規に設置する世帯ともに、データ提供に御協力いただく「うちエコモニター」 

には、データ提供の対価として謝礼金が支払われます。 

 本説明会は、今後の「うちエコモニター」の募集に向けて、ＨＥＭＳ製品・サービス提供者（機器 

製造者、販売代理業者、ハウスメーカー、管理会社等）を対象に、事業内容と御協力内容の説明を行 

います。  

２．開催概要 

■日時：平成２３年７月１３日（水）１０：００～１２：００  

■場所：東京丸の内ビルディング１８Ｆ セミナールーム：アリーナ 

      （東京都千代田区丸の内2-4-1）  

http://www.j-cof.org/


■受付：オフィスエントランスホール１Ｆにて（９：３０より受付開始）  

■参加費：無料  

３．進行プログラム（予定） 

（１）本事業概要について  

（２）ＨＥＭＳ製品・サービス提供者の募集について  

（３）質疑応筓  

４．参加の申込方法等 

 ＨＥＭＳ製品・サービス提供者様において、本説明会へ参加を御希望の方は、電子メールにてお申 

し込みください。 

お申し込みの際には、「平成２３年度家庭エコ診断効果検証実測調査事業に係るＨＥＭＳ製品・サー 

ビス提供者向け説明会（第１回） 参加希望」と明記し、住所、氏名、勤務先、電話番号、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１２日（火）１２：００必着で、下記５の申 

込先までお申し込みください。 

 なお、希望者多数の場合は先着項とし、参加をお断りする方にのみ、参加登録先より７月１２日（火） 

１８：００までにE-mail等にて御連絡しますので、 

予め御了承ください。  

５．申込先 

家庭エコ診断効果検証実測調査事業事務局 

担当：上田 

E-mail：toshihiko.ueda@toppan.co.jp  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、杉本、福井、小澤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13971 

 

 

＊「第4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4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7月20日（水） 13：00～16：00  

mailto:toshihiko.ueda@toppan.co.jp


２．場所 都市センターホテル「601」http://www.toshicenter.co.jp/access/index.html東京都千代 

田区平河町2-4-1 

 （地下鉄：有楽町線「麹町駅」1番出口より徒歩4分、有楽町線・半蔵門線「永田町駅」9b番出口より 

徒歩3分、南北線「永田町駅」9b番出口より徒歩3分 

  丸ノ内線・銀座線「赤坂見附駅」D番出口より徒歩8分） 

  JR中央線「四谷駅」麹町出口より徒歩14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・ニュートラル認証基準（案）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（副座長）  

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4回オフセット活性化検討会傍聴希望」 

と記入し、本文に[1]住所、[2]氏名・ふりがな、[3]所属（勤務先等）、[4]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7月19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4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7月19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 

http://www.toshicenter.co.jp/access/index.html


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。  

 

 

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=13992 

 

 

＊オフセット・クレジット（J-VER）制度における対象プロジェクト種類の追加に係る 

意見募集について 

・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（J-VER）制度 

を創設しました。  

・J-VER制度の対象となるプロジェクト種類を拡充するため、特に市場ニーズの高い温室効果ガス排出削 

減プロジェクトのアイデアについて、本年6月21日にオフセット・クレジット（J-VER）制度運営委員会 

の下に設置された技術小委員会（非公開）で審議を行い、1種類の方法論（案）を作成しました。  

・今般、本プロジェクト種類の認証基準（案）について、国民の皆様から広く御意見を募集するため、 

平成23年7月11日（月）から平成23年7月25日（月）までの間、意見の募集（パブリックコメント）を行 

います。  

１．意見募集の対象（別添） 

資料1 屋上緑化による空調の省エネルギー（案）  

２．意見募集要領 

（１）意見募集期間 

平成23年7月11日（月）～平成23年7月25日（月）（12：00締切）  

※郵送の場合は、平成23年7月22日（金）必着  

（２）意見提出方法 

 次の意見提出様式にならい、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で（３）の意見 

提出先へ提出してください。 

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

（注意事頄）  

・御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事頄を 

除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。  

・頂いた御意見に対し、個別にお筓えすることはできませんので、その旨御了承願います 

（３）意見提出先 



[1]郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

          環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室宛  

[2]ファックスの場合 03-3580-1382  

[3]電子メールの場合 carbon-offset@env.go.jp  

（郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、 

「オフセット・クレジット（J-VER）制度における対象プロジェクト種類の追加に対する意見」と 

記載してください。）  

３．資料の入手方法 

 資料は、以下により入手可能です。  

（１）電子政府の総合窓口（http://www.e-gov.go.jp/）のパブリックコメントのページを参照（7 

月11日以降）  

（２）環境省ホームページのパブリックコメント欄（http://www.env.go.jp/info/iken.html）を参 

照(7月11日以降）  

（３）環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室において配布  

４．意見への回筓 

 頂いた意見・質問への回筓及び対応は、技術小委員会で報告・審議され、下記のJ-VER制度運営事 

務局 

（気候変動対策認証センター）のホームページに公表されます。  

・気候変動対策認証センター 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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13993 

 

 

＊アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ 第９回会 

合（WGIA9）の開催について 

 環境省と国立環境研究所はカンボジア環境省とともに、７月１３日（水）～１５日（金）に「アジア 

における温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ第９回会合（9th Workshop on  

Greenhouse Gas Inventories in Asia(WGIA9)）」＊をカンボジア・プノンペンにて開催します。 

（本会合は非公開で行われます。）  

■会合の概要 

○日程：７月1３日（水）～１５日（金）  

○場所：カンボジア（プノンペン）  

○主催者：日本国環境省、（独）国立環境研究所、カンボジア環境省  

○参加者：カンボジア、中国、インド、インドネシア、韓国、ラオス、マレーシア、モンゴル、ミャ 

ンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム各国のインベントリ関連の政府職員及び研究者 

等  

■今次会合の主な議題 

 環境省と国立環境研究所は、２００３年よりアジア地域の協力関係を促進し地域諸国の温室効果ガ 

mailto:carbon-offset@env.go.jp
http://www.e-gov.go.jp/
http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.4cj.org/jver/scheme.html


スインベントリの精度を向上させることを目的にWGIAを開催しています。 

 今次会合では、参加者から要望のあったインベントリと気候変動による影響の緩和の関係性の整理 

や各分野に特有の課題等を議論することに加え、前回第８回会合で提案され参加者から支持された、 

２～３ヶ国でインベントリやインベントリに用いられたデータを詳細に学習する「相互学習」を実施 

します。 

また、参加国の多くが最新の国別報告書を昨年末から今年にかけて提出している状況にあることを鑑 

み、各国における今後のインベントリ作成の取組等についても情報交換を行います。  

 詳細については、下記国立環境研究所ホームページをご覧ください。 

 http://www-gio.nies.go.jp/wgia/wgiaindex-j.html  

 

担当：環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室 土居、中村、鈴木 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13996 

 

 

＊オフセット・クレジット(J-VER)制度における対象プロジェクト種類の追加について 

・環境省では、平成20年11月に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）制度を創設しました。  

・J-VER制度の対象となるプロジェクト種類を拡充するため、特に市場ニーズの高い温室効果ガス排出削 

減プロジェクトのアイデア等について、オフセット・クレジット（J-VER）運営委員会及び運営委員会の 

下に設置された技術小委員会において方法論（案）を検討してまいりました。  

・今般、これらの検討を踏まえて、新たに2種類のプロジェクト種類を本制度に位置づけたのでお知らせ 

します。  

※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．オフセット・クレジット（J-VER）制度について 

 オフセット・クレジット（J-VER）制度は、国内のプロジェクトにより実現し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制度です。本制度にお 

いては、対象となるプロジェクト種類を予め「ポジティブリスト」として提示し、プロジェクト登録 

のための適格性基準や、排出削減・吸収量の算定・モニタリングの方法を定めた「方法論」を作成し 

ています。  

２．今般追加されたプロジェクト種類の方法論の概要（資料1・資料2） 

資料1 石炭から未利用のバイオマスへのセメントキルン燃料代替 概要図  

資料2 家畜排せつ物の管理方法の変更 概要図  

 これまで、本制度の対象プロジェクトとして28種類が公表されていました。今般、新たに2種類の 

プロジェクトを承認し、本制度の対象プロジェクトは合計30種類となりました。 

 なお、最新のポジティブリスト及びその方法論は、事務局のＨＰ 

（http://www.4cj.org/jver/index.html）に掲載いたします。  

３．検討経過等 

http://www-gio.nies.go.jp/wgia/wgiaindex-j.html
http://www.4cj.org/jver/index.html


 新たに制度の対象とした2つのプロジェクト種類の方法論は、平成23年1月17日に開催された方法論 

パネル(旧称)での審議、同年2月に開催されたパブリックコメントや同年3月11日に開催された方法論 

パネルでの審議(開催中に発生した東日本大震災により中断)、及び同年6月21日に開催された技術小 

委員会において正式に採択されたため、今般、これらの方法論を公表するものです。 

 

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=14028 

 

 

＊アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ 第９回会 

合（WGIA9）の結果について 

 環境省と国立環境研究所はカンボジア環境省とともに、７月１３日（水）～１５日（金）に「アジア 

における温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ第９回会合（9th Workshop on  

Greenhouse Gas Inventories in Asia(WGIA9)）」をカンボジア・プノンペンにて開催しました。 

WGIA9の成果は別紙のとおりです。（本会合は非公開で行われました）  

 

担当：環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室 土居、中村、鈴木 

    独立行政法人国立環境研究所 地球環境研究センター 温室効果ガスインベントリオフィスマネ 

ージャ 野尻  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14032 

 

 

☆廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係  

＊「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定につ 

いて 

  災害廃棄物の迅速な処理のため、被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合に受託者による処理 

の再委託を認めることを内容とする「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」 

が、本日７月５日（火）閣議決定されました。  

１．改正の趣旨及び内容 

○ 現行制度においては、市町村が一般廃棄物の処理を委託する場合、受託者が処理を再委託するこ 

とは禁止されているところです。  

○ 一方、東日本大震災により、被災地においては膨大な量の災害廃棄物が発生しており、これらの 

災害廃棄物の処理は、平時に市町村により行われている日常生活に伴って生じたごみ、し尿等の処理 

とは全く異質のものとなっています。 

  また、被災地の市町村の中には、甚大な被害を受け、災害廃棄物の処理のための人員や体制を確 

保することができない市町村もあります。  

○ このような状況を踏まえ、被災地の市町村が災害廃棄物を迅速に処理できるようにするため、東 

日本大震災によって甚大な被害を受けた市町村が災害廃棄物の処理を委託する場合には、平成26年３ 



月31日までの間に限り、一定の基準の下で、受託者が処理を再委託することができることとする特例 

措置を設け、市町村の事務負担の軽減を図ることといたしました。  

○ 上記特例措置の創設のため、本日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正す 

る政令」が閣議決定されました。  

２．今後のスケジュール 

平成23年７月８日（金） 公布・施行  

 

担当：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、筒井、近藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13970 

 

 

☆バイオマスエネルギー関係  

＊筒井農林水産副大臣及び田名部農林水産大臣政務官の「第4回ASEAN+3バイオマスエネ 

ルギーフォーラム」への出席について 

 筒井農林水産副大臣及び田名部農林水産大臣政務官は、7月12日（火曜日）に開催される「第4回 ASEAN+3 

バイオマスエネルギーフォーラム」へ出席いたします。 

1.概要 

  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、技術確立の基盤づくりを目的として設置されました。2008 年 

の第1 回より過去3 回はいずれも中国で開催されましたが、第4 回目を7月12日から13日まで日本で 

開催いたします。 

  筒井農林水産副大臣は、「第4回 ASEAN+3バイオマスエネルギーフォーラム」に出席し開会の挨 

拶を行います。 

  また田名部農林水産大臣政務官はフォーラムに伴い開催する「レセプション」に出席し開会の挨 

拶を行います。 

2.日時及び場所 

 （1）副大臣挨拶 

  日時：平成23年7月12日（火曜日）9時00分～9時10分（開会式 9時00分～9時30分） 

  場所：幕張メッセ 国際会議場 2階 国際会議室（千葉市 美浜区 中瀬2の1） 

 （2）政務官挨拶 

  日時：平成23年7月12日（火曜日）19時45分～19時55分(レセプション 19時30分～21時00分) 

  場所：ホテルニューオータニ幕張 2階 鶴の間（千葉市 美浜区 ひび野2の2） 

3.出席者 筒井 信隆（つつい のぶたか）農林水産副大臣 

       田名部 匡代（たなぶ まさよ）農林水産大臣政務官 

4.留意事頄 

   国会等の都合により、予定が変更されることがありますので、予めご承知願います。 

   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。 

   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、7月12日(火曜日)12時00分までにお申し込み下さい。ただし、 

7月12日（火曜日）のバイオマスエネルギーフォーラム（開会式、写真撮影、基調講演）については、 

7月11日（月曜日）18時までに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）お申し込み先  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 

（3）取材可能時間 7月12日（火曜日）9時00分～11時00分 バイオマスエネルギーフォーラム （開会 

式、写真撮影、基調講演） 19時30分～19時55分 レセプション（アトラクション、 

開会あいさつ、乾杯） 

なお、同時に開催の企画展示、セミナーについては、終日取材が可能です。 

（7月12日10時00分～17時00分 7月13日9時00分～17時00分） 

（4）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 

             電話：03-5434-8595 

 （参考） 「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   http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/110623_1.html 

 

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 森實、奥村、金永 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/110711.html 

 

 

＊「第4回 ASEAN+3バイオマスエネルギーフォーラム」の結果について 

7月12日（火曜日）から7月13日（水曜日）に幕張メッセにおいて「第4回ASEAN+3バイオマスエネルギー 

フォーラム」が開催されました。 

1.概要 

 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、技術確立の基盤づくりを目的として設置されました。2008年の第1回より 

過去3回はいずれも中国で開催されましたが、今回は日本での開催でした。 

 2.関係日時及び場所 

 日時： 平成23年7月12日（火曜日）～13日（水曜日） 

 会場： 幕張メッセ 国際会議場 国際会議室 （千葉市 美浜区 中瀬 2の1） 

3.参加国、機関 

 参加国 カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナム、 

中国、日本  

参加機関 アジア開発銀行、ASEAN事務局 

4.結果概要 

 フォーラムに我が国からは田名部農林水産大臣政務官、行政担当者や専門家等の総勢40名ほどが参加 

しました。 

http://asean-plus-three-forum.jp/download/pressform/
mailto:2011-asean3-bio.e@jtbcom.com
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/110623_1.html


フォーラムにおいては、我が国をはじめ、参加各国からバイオマス政策、バイオマスの地域での活用の 

取組についての報告を行い、ASEAN事務局から、食料安全保障とバイオ燃料の包括的戦略についての報告 

がありました。 

 活発な議論の中で、バイオマスを地域で活用することの重要性、食料と競合しないバイオマスエネル 

ギー利用の重要性についての認識を各国と共有しました。 

次回の開催は、来年中国で開催することが決定しました。 

5.その他 

 （参考）「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http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/110623_1.html 

 

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 森實、奥村、金永 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/110714.html 

  

 

☆工場立地法関係  

＊工場立地法検討小委員会報告書の公表について～「規制改革要望等への対応の方向性」 

～ 

本件の概要 

平成２３年１月から４月にかけて開催された産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員 

会における審議をふまえ、同小委員会の「報告書」として工場立地法に対する規制改革要望への対応を 

とりまとめました。 

経済産業省では本報告書をもとに、今後速やかに工場立地法施行規則等の見直しを行います。 

 

担当：経済産業省地域経済産業グループ立地環境整備課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110711001/20110711001.html 

 

 

☆新エネルギー関係  

＊電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法の平成２２年度の施行 

状況について 

 本件の概要 

電気事業者に一定量以上の新エネルギー等による電気の利用を義務づける「電気事業者による新エネル 

ギー等の利用に関する特別措置法」に基づき、電気事業者による平成２２年度の義務履行届出がなされ、 

平成２２年度のＲＰＳ法施行状況をとりまとめた。 

 

担当：資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー対策課 新エネルギー等電気利 

用推進室 

詳しくは↓ 

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


http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110714003/20110714003.html 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会瀬戸内海部会（第１０回）の開催について 

 ７月22日（金）に中央環境審議会瀬戸内海部会（第10回）を開催いたします。 

 本部会は公開で行われます。  

１．日時 平成23年7月22日（金） 14：00～16：00  

２．場所 経済産業省別館８階 ８２５号会議室 

      (東京都千代田区霞が関１－３－１)  

３．議題（予定） 

(1)瀬戸内海における今後の目指すべき将来像と環境保全・再生のあり方について（諮問）  

(2)企画専門委員会の設置について  

(3)その他  

４．公開に関する取扱い 

(1)傍聴希望の方は、平成23年７月14日（木）17：00（必着）までに、電子メール又はファクシミリ 

でお申込みください。 

 お申込みの際には、「瀬戸内海部会（第10回）傍聴希望」と明記し、住所、氏名、所属（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ファックス番号等）を記入の上、下記の連絡先 

までお申込みください。 

 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。電話でのお申込みはお受けできま 

せん。  

(2)傍聴可能人数は、20名程度を予定しています。傍聴を希望される方が予定人数を超えた場合は、 

抽選といたします。  

(3)電子メールで申し込まれた場合は返信メールを印刷したものを、ファクシミリで申し込まれた場 

合はこちらからの返信をそれぞれ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、当日 

は傍聴の受付に当たり、身分を証明するものを御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)カメラ撮りを御希望の報道関係者の方は、あらかじめ下記の連絡先までお申込みください。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．連絡先 

中央環境審議会瀬戸内海部会事務局 

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室 

担当：橋本、生川、千野  

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

 TEL：03－5521－8317 

 FAX：03－3501－2717 

 E-mail：mizu-hesasei@env.go.jp  

 

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、生川、千野  

mailto:mizu-hesasei@env.go.jp


詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13972 

 

 

＊中央環境審議会水環境部会（第28回）の開催について 

7月22日（金）に中央環境審議会水環境部会（第28回）を開催いたします。 

 なお、本会議は、公開で行われます。  

１．日時 平成23年7月22日（金） 10：00～12：00  

２．場所 霞山会館「霞山の間」 

      （東京都千代田区霞が関三丁目2番1号 霞が関コモンゲート西館37階）  

３．議題（予定） 

（１）水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第３次報告)  

（２）総量規制基準専門委員会の廃止について  

（３）地下水汚染の未然防止対策について  

（４）その他報告事頄  

４．公開に関する取扱い 

（１）傍聴希望の方は、平成23年7月19日（火）17：00（必着）までに、電子メール、ＦＡＸ又は往 

復はがきで、お申込みください。 

   お申込みの際には、「中央環境審議会水環境部会（第28回）傍聴希望」と明記し、住所、氏名、 

所属（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）を明記の上、下記 

の連絡先までお申込みください。 

   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。電話でのお申込みはお受け 

できません。  

（２）傍聴可能人数は、30名程度を予定しています。傍聴を希望される方が予定人数を超えた場合は、 

抽選といたします。  

（３）電子メールで申し込まれた場合は返信メールを印刷したものを、ＦＡＸで申し込まれた場合は 

こちらからの返信を、往復はがきで申し込まれた場合は返信はがきをそれぞれ傍聴券といたしますの 

で、傍聴の際には御持参願います。 

  なお、当日は傍聴の受付に当たり身分を証明するものを御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）カメラ撮りを御希望の報道関係者の方は、あらかじめ下記の連絡先までお申込みください。カ 

メラ撮影については、会議の冒頭のみとさせていただきます。  

５．連絡先 

中央環境審議会水環境部会事務局  

環境省 水・大気環境局 水環境課  

担当：池田、山本、堀田  

〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2  

 TEL（直通）03-5521-8304 

   （代表）03-3581-3351（内線6622）  

FAX 03-3593-1438  



E-mail：mizu-kikaku@env.go.jp  

 

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事務局 吉田、池田、山本、堀田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14001 

 

 

＊中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会（第10回）の開催について 

 ８月１日（月）に中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会（第10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、会議は公開で行います。  

１．日時 平成23年８月１日（月） 14：00～16：00  

２．場所 中央合同庁舎５号館22階 環境省第１会議室 

       （東京都千代田区霞が関１－２－２）  

３．議題（仮） 専門委員会報告（素案）  

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７月25日（月）17時まで（必着）に「排水規制等専門委員会 

（第10回）の傍聴希望」と明記し、氏名、連絡先（電子メールアドレス、電話番号又はＦＡＸ番号） 

及び職業（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）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、ＦＡＸ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７月25日（月）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、 

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


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、松田、堀内 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14019 

 

 

＊中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会（第６回）の開催について 

７月28日（木）に、中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会（第６回）を開催いたしま 

す。なお、本会議は公開で行われます。  

１．日時 平成23年７月28日（木）10:00～12:00  

２．場所 中央合同庁舎第５号館22階 環境省第１会議室 

      （東京都千代田区霞が関１－２－２）  

３．議題 

（１）地下水汚染の未然防止対策について  

（２）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７月22日（金）正午まで（必 

着）に「地下水汚染未然防止小委員会（第６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にてお申込みくだ 

さい。 

  電話でのお申込みはお受けできません。  

（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。） なお、中央合同庁舎第５号館に入館す 

るには、本人確認を行っておりますので、「写真付身分証明書」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も、下記（５．傍聴申込先）に、平成23年７月 

22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は、その旨も併せてお申込みください。（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  

（会場について） 

http://www.env.go.jp/annai/map.html  

 

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


 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然 

防止小委員会事務局 宇仁菅、松田、柳田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14035 

 

 

☆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３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３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７月14日（木） 10：00～12：00  

２．場所 〒102-0083 東京都千代田区麹町６－６ 

               スクワール麹町 錦華（きんか）の間 

<http://www.square.or.jp/?page_id=11>  

３．議題（予定） 

（１）消費者アンケート及び事業者ヒアリングの結果について  

（２）市場の更なるグリーン化に向けて（中間とりまとめ）  

（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３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７月12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。  

５．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 

ット＋研究会（第３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７月12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。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、杉井 

    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、平尾、五味、山下 

http://www.square.or.jp/?page_id=11


詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13978 

 

 

☆海域の物質循環健全化関係  

＊平成23年度第１回海域の物質循環健全化計画検討委員会（統括検討会）の開催につい 

て 

 ７月19日（火）に、平成23年度第１回海域の物質循環健全化計画検討委員会（統括検討会）を開催し 

ます。 

本委員会では、生物多様性に富み豊かで健全な海域の構築に向け、陸域・海域が一体となった栄養塩類 

の円滑な循環を達成するための効率的かつ効果的な管理方策の検討を行います。 

 なお、本委員会は公開で行います。  

 昨年度の統括検討会では、海域の状況に応じて陸域・海域が一体となった栄養塩類の円滑な循環を 

達成するための効率的かつ効果的な管理方策（海域ヘルシープラン）の策定を目的とし、海域ヘルシ 

ープラン策定要領の骨子の作成、物質収支モデルの構築、モデル地域（気仙沼湾、播磨灘北東部海域 

及び三河湾）における調査内容等の検討を行いました。 

 今回は、引き続き海域ヘルシープラン策定要領（案）について検討を行うとともに、モデル地域（播 

磨灘北東部海域及び三河湾）の物質循環状況等について解析を進めます。 

 また、東日本大震災の影響により、当面の間、モデル地域である気仙沼湾に係る検討が困難となっ 

たことから、モデル地域の追加に関する検討を併せて行います。  

       記  

１．日時 平成23年７月19日（火）10：00～12：30  

２．場所 東京国際フォーラム Ｇ５０２ 

      東京都千代田区丸の内3-5-1 

      （http://www.t-i-forum.co.jp/function/map/index.html）  

３．議題（仮） 

（１）本年度の海域の物質循環健全化計画の検討方針について  

（２）調査対象地域の追加検討について  

（３）物質収支モデルの精度向上について  

（４）海域ヘルシープラン策定要領（案）について  

（５）その他  

４．公開に関する取扱い 

（１）本会議は公開で行われます。傍聴をご希望される方は、電子メール又はＦＡＸにてお申し込み 

ください。 

  お申込みの際には、「平成23年度第１回海域の物質循環健全化計画検討委員会（統括検討会）傍 

聴希望」と明記し、住所、氏名、勤務先、電話番号、ＦＡＸ番号、電子メールを記入の上、平成23 

年７月15日（金）10時必着で、５の連絡先までお申し込みください。  

（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、ＦＡＸで申し込まれた方はこちら 

http://www.t-i-forum.co.jp/function/map/index.html


からのＦＡＸによる返信を傍聴券といたしますので、傍聴の際にはご持参願います。傍聴の可否につ 

いては、平成23年７月15日（金）15時までに連絡をいたします。  

（３）当日、取材をご希望される報道関係者につきましても、５の連絡先に、平成23年７月15日（金） 

10時までに事前登録を行ってください。 

  また、カメラ撮りをご希望される場合、その旨も併せてご登録をお願いします。（カメラ撮りは 

冒頭のみとさせていただきます。）  

５．連絡先 

いであ(株)国土環境研究所 環境技術部 

 担当：黒川 忠之、高橋 惇 

 電子メール：yktech@ideacon.co.jp 

 住所：〒224-0025 神奈川県横浜市都筑区早渕２-２-２ 

 ＴＥＬ：045-593-7604 

 ＦＡＸ：045-593-7624  

 

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、阿部、的場 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14000 

 

 

☆ダイオキシン関係  

＊『日本人におけるダイオキシン類の蓄積量について』パンフレットの作成について 

 環境省では、日本人の体内でのダイオキシン類の蓄積状況を把握することを目的として「ダイオキシ 

ン類の人への蓄積量調査」を実施し、調査結果をパンフレットに取りまとめていますが、この度、平成 

21・22年度の調査結果を追加し、平成14年度から平成22年度までの9年間の調査結果を取りまとめたパン 

フレットを作成しました。なお、平成21・22年度の血液中ダイオキシン類濃度及び食事経由のダイオキ 

シン類摂取量についてはほぼこれまでの調査結果の範囲内にあり、大きな変化は見られませんでした。  

１．パンフレットの内容 

・年齢と血液中ダイオキシン類濃度の関係  

・地区間や地域間の血液中ダイオキシン類濃度の違い  

・性別による血液中ダイオキシン類濃度の違い  

・職業による血液中ダイオキシン類濃度の違い  

・喫煙習慣による血液中ダイオキシン類濃度の違い  

・脂肪酸と血液中ダイオキシン類濃度の関係  

・食事からのダイオキシン類摂取量の経年推移など  

・（参考）日本人が一日に摂取するダイオキシン類の平均的な推定量  

２．パンフレットの入手方法 

（１）冊子の入手 

 希望される方には無料配布（送料は実費を自己負担）いたします。その場合には、返信用封筒に下 

記[1]～[6]のことを行って（下図を参照）、適宜普通サイズの封筒に折り込んでいただき、下記送付 

先までお送りください。  

mailto:yktech@ideacon.co.jp


[1]希望部数に応じた金額分の切手（金額は下記を参照）を貼ってください。  

[2]送付先住所とお名前を記入してください。  

[3]「日本人におけるダイオキシン類の蓄積量についてパンフレット（日本語版）○○部希望」 

と記入してください。（日本語版と英語版があります。）  

[4]「ゆうメール」または「冊子小包」と記入してください。  

[5]封筒右端の真ん中あたりを１～２cm切り取ってください。  

[6]普通サイズの封筒に折って入れてください。  

 パンフレットはＡ４版で36ページ程度（約145g）ですので、返信用封筒は、希望部数の冊子が 

入る大きさのものでお願いします。 

 なお、14部以上希望される場合には、事前に下記連絡先にご相談下さい。また、部数には限り 

がありますので、万一、在庫切れの場合はあらかじめ御了承下さい。  

【送付先】 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 

 環境省環境保健部環境安全課環境リスク評価室 ダイオキシン類人への蓄積量調査担当 

 

担当：環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課環境リスク評価室 戸田、森 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14008 

 

 

☆地下水汚染関係  

＊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３回）の開催につ 

いて 

７月26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３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７月26日（火）14：00～17：00  

２．場所 中央合同庁舎第５号館22階 環境省第１会議室 

     （東京都千代田区霞が関１－２－２）  

３．議題（予定） 

（１）第２回検討会における指摘事頄への対応  

（２）構造等に関する基準及び定期点検の内容（素案）について  

（３）指導指針及びマニュアルの記述方針について  

（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7月22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３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にてお申込みください。電話でのお申込みはお受けできません。  

（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。） 

  なお、中央合同庁舎5号館に入館するには、本人確認を行っておりますので、「写真付身分証明 

書」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も、下記（５．傍聴申込先）に、平成23年7月 

22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=14034 

 

 

☆ヒートアイランド関係  

＊ヒートアイランド現象に対する適応策の効果の試算結果について 

環境省では、都市の気温が上昇するヒートアイランド現象を防止する対策（緩和策）に加え、ヒー 

トアイランド現象が生じた場合でも人への影響を軽減する対策（適応策）の推進が重要との観点か 

ら、その効果について調査を進めています。  

・昨年度については、夏季の街路での歩行に着目し、様々な適応策の効果を試算し、その結果を取り 

まとめました。  

・調査からは、例えば、10ｍ間隔の並木により日陰を形成し、歩行や信号待ちを日陰で行うようにす 

れば、並木のない場合に比べ、歩行者が受ける熱ストレスは約23％も削減できるなど、適応策の効果 

は大きいことが判明しました。  

・また、上着を着用して歩行した場合に比べると、クールビズ（上着なし）では約11％、さらに日傘 

を併用すると約20％と、熱ストレスを大きく軽減できることが判明しました。  

・このように適応策の効果は大きいことから、環境省では今後、適応策の普及啓発を進めるとともに、 

適応策を導入した都市づくりの事例等の収集・提供を行う予定です。  

mailto:mizu-chikasui@env.go.jp


１．目的・調査方法 

 ヒートアイランド現象による影響は、熱中症増加の懸念等、国民一人ひとりの生活に密接に関わっ 

ています。 

 このため、人工排熱削減等のヒートアイランド現象の「緩和策」の視点に加え、暑熱環境がもたら 

す人への影響を軽減することに主眼を置いた「適応策」を並行して実施することで、ヒートアイラン 

ド現象による国民への影響を最小限にする必要があります。 

 このため、環境省では、夏季の街路の暑熱環境に着目して、いくつかの適応策について評価検討を 

行う「平成22年度ヒートアイランド現象に対する適応策の検討調査」を実施しました。具体的には、 

都市内の街路約１ｋｍを信号待ちも含めて日中に約20分歩行するケースについて、街路樹等の街路の 

改良、クールビズ等の歩行者適応行動等の様々な適応策を取った場合に、歩行者の熱ストレス低減に 

どの程度効果があるか、累積分泌発汗量等の適切な評価指標を設定して試算をしました。  

２．調査結果の概要 

 調査では、街路樹による日陰の形成、保水性舗装による路面温度の低減、クールビズ、緑陰におけ 

る信号待ち、日傘の利用を行った場合等のそれぞれの歩行者が受ける熱ストレスについて、累積分泌 

発汗量を指標として試算しました。主な調査結果は次のとおりです。  

【街路の改良による適応策の効果】 

・7.5ｍの間隔により街路樹が連続した緑陰を形成するケースでは、全く街路樹のない歩道に比べ、 

熱ストレスはおよそ17％低減しました。 

 街路樹の間隔を10ｍにした場合は、緑陰は連続しなくなりますが、それでも熱ストレスは街路 

樹のない場合に比べ約９％削減できます。  

・歩道と車道を保水性舗装とし、常時給水するケースでの熱ストレスは、10ｍ間隔で街路樹を形 

成するケースと同等の熱ストレスの低減効果があり、対策なしケースから約８％低減することが 

できます。  

【歩行者が行う適応策の効果】 

・10ｍ間隔で街路樹を形成するケース（緑陰は連続しない）での熱ストレスは、対策なしケース 

から約９％低減にとどまりますが、さらに信号待ちを緑陰で行うことで、対策なしケースから約 

23％低減することができ、交差点における日陰の形成が重要であることが判明しました。  

・上着を着用して歩行するケースに比べ、上着を着用しないクールビズを実施するケースの熱ス 

トレスは約11％低減し、さらに日傘を併用すると合計約20％軽減できること、街路樹がないケー 

スで日傘を差す効果は、10ｍ間隔で街路樹を形成する効果に匹敵すること等、熱ストレスの観点 

からは男女問わず日傘を活用することが望ましいことが判明しました。  

・なお、歩行途中にクールシェルター（冷房28℃にした建物内、店舗等を想定）に20分立ち寄る 

ケースと、目的地に直行し到着後20分休憩するケース（両者の移動時間は同じ）の移動時間全体 

で見ると、平均深部体温上昇や累積発汗量はいずれもクールシェルターケースに立ち寄るケース 

が低く、熱ストレスが低くなるとの結果を得ましたが、評価方法については更なる検討が必要と 

の指摘がありました。  

３．まとめと今後の課題 

 本調査結果を踏まえ、夏季の街路の歩行者の熱ストレス低減策について、次の点が明らかとなりま 

した。  

・夏季の街路における歩行者の熱ストレス低減のためには、街路樹、保水性舗装等の街路の改良を伴 



う適応策を進めることが重要であることを示す一方で、クールビズの実施や日傘の使用、緑陰での信 

号待ち、積極的に休憩を取るなど、人のライフスタイルや暑熱回避行動に係る適応策も重要であるこ 

とが示唆されました。  

・このため、街路等の改良の推進とともに、このようなライフスタイルや暑熱回避行動を呼びかける 

普及啓発、これらを可能にするための クールシェルターの提供、信号待ちのための緑陰・日除け等 

の整備、男性用日傘の商品開発・普及等も並行して進める必要があります。  

・歩行者空間に日陰を作ることは重要性であることから、街路樹の整備以外にも、商店街などの街路、 

交差点、人の集まる広場等におけるルーバーやオーニング等の日除けの整備を官民で積極的に進める 

ことが期待されます。  

 このような結果を踏まえ、環境省ではこのような適応策の有効性について普及啓発を進めるととも 

に、街区全体の快適性を向上させていくため、街区の改良事例や日陰の形成を始めとするクールスポ 

ットの創出事例を収集し、また民間事業者と行政の協働を積み重ねて整備しつつ、提供していくこと 

を予定しています。  

 

担当：環境省水・大気環境局大気生活環境室 大村、中野、古堅  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14039 

 

 

☆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/ 

 

 


