
☆生物多様性関係  

＊＜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 琵琶湖・淀 

川流域 第2弾『森を学ぶ』」の開催について 

 農林水産省は大阪府等との共催により、8月17日(水曜日)に「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2弾を開催します。なお、本集いは公開です。カメラ撮影 

も可能です。 

1. 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ています。 

 この「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、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ています。 

  第2弾は、国際森林年の国内テーマを踏まえ、「森を学ぶ」と題して、『シンポジウム「国産材を活用 

したヒートアイランド対策」』を開催し、上流域の森林を下流域の都市で活用する可能性について学ぶ 

集いです。 

2. 開催日時・会場 

日時：平成23年8月17日(水曜日) 13時30分～16時30分 

場所：大阪木材会館（大阪市 西区 新町） 

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

3. プログラム 

 13時30分 基調講演：「ヒートアイランドとは何か」水野 稔氏（大阪大学 名誉教授、国産材を活用した 

ヒートアイランド対策代表幹事、大阪ヒートアイランド対策技術コンソーシアム理事長）  

 14時50分 事例報告：「今後の木材利用促進の動き(仮)」 渕上 和之氏（林野庁 木材産業課長） 

          「木材と都市ランドスケープ」河井 敏明氏（河井一級建築士事務所） 

          「ヒートアイランド対策 都市建築での国産材の活用」 

越井 潤氏（国産材を活用したヒートアイランド対策協議会事務局） 

「間伐材活用耐震補強システム…壁柱」 社団法人 大阪府木材連合会 

4. 参加申し込み方法 

 入場は無料、定員は150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 

切らせていただきます。 

FAXにて、お名前、所属、連絡先（電話、メールアドレス、FAX）を記して申込みください。電話でのお 

申し込みはご遠慮下さい。 

問合せ・お申込み先 

社団法人 大阪府木材連合会 TEL 06-6538-7524 FAX 06-6531-9184 

 

担当者：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/110720.html 

 

 



＊＜2011国際森林年関連事業＞「第3回 国際森林年国内委員会」の開催及び一般傍聴に 

ついて 

 農林水産省は、平成23年8月3日(水曜日)に、長野県信濃町アファンセンターにおいて「第3回 国際森林 

年国内委員会」を開催します。 

会議は公開です。ただし、カメラ撮影は冒頭のみとします。取材を希望される方は、事前にご登録をお願い 

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します。 

1. 概要 

 2011年は「国際森林年」です。「国際森林年」は、世界中の森林の持続可能な経営、保全、持続可能な 

利用の重要性に対する認識を高めることを目的としています。 

我が国としても、国連の求めに応じて国内委員会を設置し、「国際森林年」における普及の方針と国連 

への報告内容等を討議しています。 

この度、国際森林年国内委員会として国民に向けたメッセージや宣言文の発出について議論を深めるべ 

く、第3回国内委員会を実施することとなりました。 

なお、今回の会議資料及び議事の概要は、会議終了後に次のURLページで公開することとしています。 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/2011iyf.html 

2. 開催日時会場 

日時：平成23年8月3日（水曜日）15時00分～16時30分 

場所：財団法人C.W.ニコル・アファンの森財団 アファンセンター 

 (長野県 上水内信濃町 大井2742-2041) 

3. 議題 

(1) 国民に向けたメッセージ・宣言の発出について 

(2) 国際森林年国内の取組み状況について 

(3) その他 

4. 委員 

別紙1「国内委員会委員名簿」参照。 

5. 傍聴可能人数 

 一般傍聴は15名程度を予定しています。 

注) 会場の都合上、応募多数の場合は抽選とさせていただきます。 

ただし、幅広い関係者にご参加いただくため、同一と考えられる組織等から多数の応募があった場合に 

は、人数を調整させて頂くことがあります。    

6. 傍聴及び取材のお申込み 

 傍聴を希望される方は、e-mail又は別紙2「第3回 国際森林年国内委員会 傍聴申込書」にご氏名（ふり 

がな）、ご住所、電話番号、FAX番号、ご所属（任意）、駐車場ご使用の有無を記入の上、FAXにてお申 

込みください。（電話でのお申込みはご遠慮ください。）  

[e-mail送付先] entry@green.or.jp 

［FAX送付先］ 03 (3264) 3974  

国際森林年国内委員会事務局 宛 

 ・申込みの締切は、7月26日（火曜日）12時（必着）です。  

 ・傍聴の可否については、7月27日（水曜日）中にEメール、電話又はFAXでご連絡します。 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/2011iyf.html
mailto:entry@green.or.jp


 ・取材を希望される報道関係者におかれましても、別紙2により、事前の登録をお願いします。 

7. その他 

傍聴について注意事項 

15時より会議開始となります。10分前には傍聴席に御着席できるよう、余裕をもってアファンセンター 

にお越しください。 

また、傍聴に当たっては次の事項にご留意ください。これらを守られない場合は、傍聴をお断りするこ 

とがあります。 

 ・携帯電話やポケットベル等の電源は必ず切って傍聴ください。 

 ・会議中は、カメラ、ビデオ、レコーダー、ワイヤレスマイク等の使用しないでください。  

 ・会議中は静粛を旨とし、座長、及び事務局の指示に従ってください。 

 ・会議場での飲食及び喫煙はご遠慮ください。 

 

担当：農林水産省林野庁 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/110720_1.html 

 

 

＊生物多様性保全活動の促進に関する検討会（第４回）の開催について 



 昨年12月に成立した地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に 

関する法律（平成22年法律第72号）に基づく地域連携保全活動の促進に関する基本方針等について検討 

するため、「生物多様性保全活動の促進に関する検討会」の第４回会合を８月２日（火）に開催します。  

１．日時 平成23年８月２日（火）10：00～11：30  

２．場所 環境省 22階 第1会議室 

      （〒100-8975 東京都千代田区霞ヶ関１－２－２ 中央合同庁舎５号館） 

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

３．議題 

（１）地域連携保全活動の促進に関する基本方針（案）について  

（２）その他  

４．検討委員及び関係機関 

別添参照  

５．傍聴申込み 

 本会議は公開で行われます。傍聴を御希望の方は、傍聴申込みを行ってください。 

平成23年７月29日（金）12：00必着で、 

下記申込先へ電子メール又はFAXにてお申し込みください。  

○記載事項 

・「生物多様性保全活動の促進に関する検討会（第４回）傍聴希望」と明記 

※メールの場合は上記を件名として下さい。  

・氏名、連絡先の住所、電話番号、所属先  

○留意事項 

 会場の都合上、傍聴希望者が定員に達した場合は、御参加をお断りすることがございます。 

 （定員30名程度）  

○申込先 

【生物多様性保全活動の促進に関する検討会事務局】 

 パシフィックコンサルタンツ株式会社 

 FAX：０４２－３７２－１８３７ 

 電子メール：H23BDLA@ss.pacific.co.jp 

 担当：環境・エネルギー技術本部環境部 西坂、岡田  

※ 報道関係者の方へ 

報道関係者の方はお申込みの際に「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、その旨を記載してください。 

カメラ撮影については、会議の冒頭のみでお願いします。 

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課 塚本、奥山、滝澤、森  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14050 

 

 

 

http://www.env.go.jp/annai/map.html
mailto:H23BDLA@ss.pacific.co.jp


☆今後の汚水処理のあり方に関する検討会関係  

＊「今後の汚水処理のあり方に関する検討会 有識者等委員会（第5回）」の開催につい 

て 

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

検討会 有識者等委員会（第5回）」を7月22日（金曜日）に農林水産省第3特別会議室にて開催いたします。 

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

また、当該会議資料は、会議終了後にホームページで公開いたします。 

開催概要 

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

検討を行う「今後の汚水処理のあり方に関する検討会 有識者等委員会（第5回）」を開催いたします。 

これまでの当会議の議事概要等については、次のURLでご覧になれます。 

また、今回の議事概要等についても、会議終了後に同URLで公開いたします。 

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

開催日時及び場所 

平成23年7月22日（金曜日） 18時00分～20時00分  

農林水産省 本館7階 第3特別会議室（ドアNo.714） 

所在地：東京都 千代田区 霞が関1-2-1 

主な議事内容（予定）  

・「汚水処理施設の効率的な早期整備をめざした計画論とその手法について」に関するディスカッショ 

ン   

会議メンバー 

・有識者等委員会委員  会議メンバー座長 岡田 光正 放送大学 教授 

委員（五十音順） 

井手 英策  慶應義塾大学 経済学部 大学院経済学研究科 准教授 

須藤 隆一  東北大学 大学院 工学研究科 客員教授 

高橋 強  石川県立大学 生物資源環境部 教授 

花木 啓祐  東京大学 大学院 工学系研究科 都市工学専攻 教授 

・今後の汚水処理のあり方に関する検討会メンバーとして  

・農林水産大臣政務官 吉田 公一  

・国土交通大臣政務官 津川 祥吾  

・環境大臣政務官 樋高 剛 

 

 

担当：農村振興局整備部農村整備官集落排水事業班 佐藤、山岸 

    国土交通省下水道部下水道事業課 石井、神宮 

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

    環境省水・大気環境局水環境課 吉田、若公 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/seibi/110720.html 

 

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


☆容器包装リサイクル関係  

＊「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条第2項」に基づ 

く公表について 

 環境省、経済産業省及び農林水産省は、平成22年11月30日付けで、容器包装に係る分別収集及び再商品化 

の促進等に関する法律 （以下「容器包装リサイクル法」という。）に基づき、再商品化義務を履行するよう 

勧告を行った容器包装リサイクル法の定める「特定事業者」（3社）が、平成23年7月19日現在においても 

再商品化をした事実が認められないため、勧告に従わなかった旨を公表します。 

経緯  

 容器包装リサイクル法は、ごみの減量化及び資源の有効利用を目的として、平成7年6月に成立・公布、 

平成12年4月から完全施行されました。  

家庭から排出される容器包装を製造し、又は利用する一定規模以上の事業者に対しては、同法の規定に 

基づき、再商品化義務（リサイクル費用の支払い）が課されています。 

 しかし、この義務を果たしていない、いわゆる「ただ乗り事業者」に対しては、事業者間の公平性を 

確保する観点から、法に基づく指導、勧告、公表及び命令ができることとされています。  

 今回の公表は平成21年1月に行った地方農政局からの報告徴収により、再商品化義務不履行が確認され 

た事業者に対し、平成22年9月30日付けの指導・助言及び平成22年11月30日付けの勧告に従わなかった事 

業者の氏名等を公表するものです。 

今後、正当な理由がなく、再商品化義務を履行しなかった場合は、これらの事業者に対して再商品化を 

命ずることとなります。  

今後とも、関係省庁が連携し、同法の適正な運用に努めてまいります。  

 

公表になった特定事業者  

株式会社 あまいけ 

代表取締役 大島 英正 

東京都 東久留米市 滝山4－2－25 

再商品化義務未履行年度：平成12年度から平成18年度 

事業内容：小売業（食品・その他）、その他（飲食業） 

 

株式会社 カルチャー 

代表取締役 中嶋 雄三 

群馬県 高崎市 下里見町637－1 

再商品化義務未履行年度：平成12年度から平成20年度 

事業内容：小売業（食品・その他） 

 

中島商事 有限会社 

代表取締役 中島 惇 

佐賀県 杵島郡 江北町 上小田1571 

再商品化義務未履行年度：平成12年度から平成20年度 

事業内容：小売業（食品・その他） 

(50音順) 



 

担当：農林水産省総合食料局食品産業企画課食品環境対策室容器包装リサイクル班 渡邉、宮田 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/recycle/110721.html 

 

 

☆地球温暖化防止関係  

＊「第2回 漁港のエコ化推進のための技術検討会」の開催及び一般傍聴について  

 水産庁は、平成23年8月3日（水曜日）に三田共用会議所において「第2回 漁港のエコ化推進のための 

技術検討会」を開催します。 

本検討会は公開です。ただし、カメラ撮影は冒頭のみとさせていただきます。 

1.概要 

 漁業活動において生じる二酸化炭素排出量の削減による地球温暖化防止と省エネによるコスト縮減を 

推進するため、漁港への再生可能エネルギー導入や漁船・車両等の電動化に対応した給電施設等の技術 

的な検討を行う「漁港のエコ化推進のための技術検討会」を以下のとおり開催します。 

なお、今回の会議資料及び議事の概要は、会議終了後に次のURLページで公開することとしています。 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/keikaku/eco.html 

2．日時・場所 

 日時：平成23年8月3日（水曜日）13時30分～15時30分 

場所：三田共用会議所 3階大会議室（C～E) 

所在地：東京都 港区 三田2-1-8 

3．予定議事 

(1)漁港のエコ化の手法 

(2)漁港のエコ化の目標 

(3)漁港のエコ化の進め方 

(4)その他 

4．傍聴の申し込み 

当日の傍聴席は25席を予定しております。 

傍聴を希望される場合は7月29日（金曜日）の12時00分までに、「第2回 漁港のエコ化推進のための技術 

検討会」傍聴希望と記載し、所属、役職、氏名、連絡先（電話番号、FAX番号又は電子メールアドレス） 

をFAXにて下記お問い合わせ先まで、又はインターネット

（https://www.contact.maff.go.jp/jfa/form/b6b5.html）にてお申し込みください。 

なお、電話での申し込みはご遠慮ください。 

傍聴希望が多い場合は、途中で受付を締め切らせていただきますので、あらかじめご了承願います。 

その場合は、傍聴の可否を8月1日（月曜日）までにお申し込みのあった方にお知らせいたします。  

5．傍聴される皆様への注意事項 

傍聴に当たっては、次の留意事項を遵守して下さい。 

これらを守られない方は、傍聴をお断り又は途中退席していただくことがあります。 

1.事務局の指定した場所以外には、立ち入らないこと。 

2.携帯電話、PHS、ポケットベル等の電源は、必ず切って傍聴すること。 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/keikaku/eco.html
https://www.contact.maff.go.jp/jfa/form/b6b5.html


3.傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと。 

・会議中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。）  

・報道関係者の方々を除き、会場においてのカメラ、ビデオカメラ、ICレコーダーワイヤレスマイク等 

の使用  

・新聞、雑誌その他議案に関連のない書類等の読書  

・飲食及び喫煙 

 4.銃砲刀剣類その他危険なものを議場に持ち込まないこと。 

 5.その他、事務局職員の指示に従うこと。 

なお、傍聴申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、確認等御本人への連絡を行う場合に限り 

利用させていただきます 

 

担当：水産庁漁港漁場整備部計画課 石井、河本 

詳しくは↓ 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keikaku/110725_2.html 

 

 

＊平成23年度オフセット・クレジット(J-VER)制度及びカーボン・オフセットに関する 

講師派遣支援の実施について 

  ・ 環境省では、平成20年11月、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。  

・ 今般、カーボン・オフセット及びJ-VER制度の効率的な活用を促すため、昨年度に引き続き、カー 

ボン・オフセット及びJ-VER制度に関する講習会等を実施する地方自治体及び公益団体を対象に、講 

師の派遣支援を行うこととしました。  

・ つきましては、平成23年7月21日より講師派遣を希望する地方自治体等を募集します。  

１．支援内容 

 カーボン・オフセットやオフセット・クレジット(J-VER)制度の活用を通じて、温暖化対策の推進 

や地域活性化等の事業を行う(行おうとする)地方自治体及び公益団体を対象に、カーボン・オフセッ 

ト及びJ-VER制度に関する講師を派遣します。 

 具体的には、以下のようなテーマの講師派遣を想定しています。なお、複数のテーマを組み合わせ 

て開催することや、初級者向け、中級者向け、地方自治体独自の制度担当者向けの実務研修など、参 

加者のレベルにあわせて内容のアレンジも可能です。  

ア）カーボン・オフセットの取組を行うにあたっての基礎・基本に関する詳細説明。  

イ）カーボン・オフセット市場の最新動向（J-VERの価格動向や活用事例の紹介）  

ウ）J-VER制度の概要とチャレンジ25における政策的位置づけ等、地球温暖化対策あるいは地域活性 

化対策としての意義・効果に関する説明。  

エ）J-VER制度に登録されているポジティブリスト(適格性基準、方法論)等の詳細説明。  

オ）申請書の書き方講座(申請手続、申請書・モニタリングプラン作成のポイント)の詳細説明。  

カ）妥当性確認、モニタリング、第三者検証に係る詳細説明。  



キ）新規方法論の提案に関する相談。  

（注）上記以外のテーマでも可能な範囲で対応させて頂きます。  

２．支援機関 

 本事業の支援機関は、以下のとおりです。  

（１）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 

支援分野：オフセット・クレジット(J-VER)制度の利用全般に関する講師派遣  

担当部署：環境・エネルギー部  

（２）カーボン・オフセットフォーラム（社団法人海外環境協力センター内） 

支援分野：オフセット・クレジット(J-VER)制度を活用したカーボン・オフセットに関する講師派 

遣  

担当部署：気候変動対策認証センター  

※この他に、特に講師として希望される機関等がございましたら、別途、御相談下さい。  

３．応募方法 

 支援を御希望の公益団体及び地方自治体は、別添の申込書に必要事項を御記入の上、下記にメール 

又は郵送して下さい。  

（応募先）三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 

      環境・エネルギー部（担当：竹田）※郵送する場合の宛先 

      「J-VER制度及びカーボン・オフセットに関する講師派遣支援係」 

      〒108-8248 東京都港区港南2-16-4 

      TEL：03-6711-1520 E-mail：jver@murc.jp  

      (応募にあたっての注意点) 

・ 申込は地方自治体及び公益団体のみとさせて頂きます。 

  地方自治体については基本的に市町村単位で受付させて頂きますが、希望者多数の場合は 

複数の市町村合同または都道府県単位での開催をお願いすることがございます。  

・ 参加者の規模についての制限はございませんので、尐人数の勉強会やワークショップなど 

への講師派遣も可能です。  

・ 会場設営、開催案内等の企画運営に係る経費につきましては、申込者の負担となりますが、 

 講師派遣に係る交通費・謝金等は不要です。  

４．採択方法と採択結果の公表 

 募集対象となる事業は、原則として、本年12月末までに実施される事業とし、10件程度を想定して 

います。 

 応募のあった事業から先着順に開催日時や派遣講師等について調整を行います。 

 講師派遣に際して、できるだけ御希望に添った形で支援を行いますが、御希望に添えない場合もご 

ざいますので、予めご了承下さい。 

 採択結果について、環境省から報道発表する予定はございません。  

参考 

 J-VER制度の詳細については、下記の環境省HP及び気候変動対策認証センター(社団法人海外環境協 

力センター内)HPを御覧ください。 

 また、カーボン・オフセットの概要については、カーボン・オフセットフォーラム(社団法人海外 

環境協力センター内)HPを御覧ください  

mailto:jver@murc.jp


・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.org/index.html  

・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=14044 

 

 

＊第28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28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7月29日（金）10：00～15：00  

２．議事次第（予定） 

１．第27回議事概要及び関連情報に関する報告  

２．登録プロジェクトに対する変更依頼に関する報告  

３．登録プロジェクトに対する変更依頼に関する審議  

４．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  

５．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  

６．バッファー管理口座からのクレジットの無効化について  

７．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 

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。 

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


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=14053 

 

 

＊平成23年度 コベネフィットCDM事業の採択について 

 アジア各国において環境汚染対策と温暖化対策を同時に実現するコベネフィット・アプローチの推進 

を図るため、平成20年度よりコベネフィットCDMモデル事業（平成23年度よりCDMを利用したコベネフィ 

ット支援事業（コベネフィットCDM事業））を実施しています。この度、公募（４月26日（火）～５月31 

日（火））に対して応募いただいた事業（２件）のうち、１件の事業を採択しました。  

１．補助事業の目的 

 京都議定書の温室効果ガスの削減目標を達成するための柔軟措置である「クリーン開発メカニズム 

（CDM：Clean Development Mechanism）」については、途上国における温室効果ガスの削減に加え、 

持続可能な開発の便益がもたらされることを目的としています。また、途上国においても、温室効果 

ガスの削減のみならず環境汚染対策にも資するプロジェクト、いわゆるコベネフィット（共通便益） 

を達成するCDM事業の実施が強く期待されています。 

 本補助事業は、このような現状を踏まえ、水質汚濁及び大気汚染等の公害問題が顕在化しつつある 

アジア各国のニーズに対応したCDM事業を実施し、温暖化対策と環境汚染対策のコベネフィットの実 

現を目指したコベネフィットCDM事業推進を図るものです。  

２．補助事業の概要 

 発生するクレジットの50％以上を政府口座に無償移転することを条件に、コベネフィットを実現す 

るCDMプロジェクトの初期投資費用の１／２を補助します。  

（１）補助対象事業者 民間企業等  

（２）補助対象事業 温室効果ガスの削減と水質汚濁、大気汚染及び廃棄物の環境問題の解決に資す 

るコベネフィットCDM事業  

（３）補助割合 初期投資費用の１／２（ただし、交付額は6.6億円が上限です。）  

３．採択の主な要件 

（１）京都議定書に批准している国において実施を検討している我が国の削減目標達成に貢献する 

CDM 事業であること。  

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


（２）水質汚濁、大気汚染、廃棄物の環境問題の解決に資する事業であること。  

（３）本事業の成果としての温室効果ガスの削減量及び環境汚染対策の効果を把握できること。  

４．補助対象事業の選定結果 

 採択案件は以下の１件です。  

   事業名称 マレーシア国における閉鎖処分場のメタンガス排出削減に伴う環境改善事業 

   事業者名称 東急建設㈱ 

   対象国名 マレーシア 

※本事業によるコベネフィットの内容は、「CH4、H2Sの排出削減等による大気汚染対策」と「温室効 

果ガスの排出抑制」である。  

 

担当：環境省水・大気環境局総務課水・大気環境国際協力推進室 粕谷、村田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14051 

 

 

☆クールジャパン戦略関係  

＊クール・ジャパン戦略事業 クリエイティブディレクター始動！～日本中のクリエイ 

ティビティを編集し、世界へ向けて展開していきます～ 

本件の概要 

伊藤直樹氏をクール・ジャパン戦略事業のクリエイティブディレクターに起用することが決定しまし 

た。 

伊藤氏はクリエイティブチームを結成し、オープンプラットフォームを活用して、日本中のクリエイ 

ティビティを編集し、クール・ジャパンとして世界へ展開していきます。 

 

担当：経済産業省商務情報政策局クリエイティブ産業課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110720001/20110720001.html 

 

 

＊節電に資する高機能繊維製品の普及・啓発アクション「ＣＯＯＬＢＩＺ ＴＥＣＨ」 

事業を実施します。～日本の繊維技術で暑い夏を涼しく過ごそう～ 

本件の概要 

 東日本大震災の影響響を受けて、を受け、今夏の電力需給逼迫が想定されており、我が国全体で節電 

のための取組「節電アクション」を実施しています。 

こうした節電アクションの一環として、暑い夏を快適に過ごすために、我が国の繊維産業が得意とする 

「接触冷感」、「吸汗速乾」、「遮熱断熱」といった機能性繊維を活用した製品（衣服、肌着、インテ 

リア用品、寝具など）を普及・啓発する取組「COOLBIZ TECH」事業を実施します。 

 具体的には、東京都内の東京ミッドタウン（７月２９～３１日）、新宿高島屋（８月１１日～１５日） 

において、高機能繊維製品の展示・体感イベントを実施します。 



また、「COOLBIZ TECH」事業に協力する商品について、ポータルサイトで紹介し、高機能繊維製品の普 

及・啓発を図ります。 

 

担当：経済産業省製造産業局繊維課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110722007/20110722007.html 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会地球環境部会第９４回の開催について 

中央環境審議会地球環境部会第９４回を下記のとおり開催致します。なお、審議は公開とします。  

            記  

１．日時：平成２３年７月２７日（水）９：３０～１２：００  

２．場所：コンベンションホールＡＰ浜松町 『Ｄ，Ｅ，Ｆ』 

     東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビル 

     http://www.ap-hamamatsucho.com/info/access.html  

３．議題：（１）東日本大震災を踏まえた今後の低炭素社会に向けた方針について  

    （２）当面早急に実施すべき施策について  

    （３）今後のスケジュールについて  

    （４）その他  

４．傍聴： 本会は公開です。傍聴を希望の方は、傍聴登録を行ってください。申し込みの際は、 

      「中央環境審議会地球環境部会第９４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］勤務先、［５］傍聴券の送付先（E-mailアドレス又 

はFAX番号）を記入の上、平成２３年７月２５日（月）正午必着で、以下の連絡先宛てに 

      E-mail又はFAXで申し込みください。申し込みは、傍聴希望者１名につき１通とさせてい 

ただきます。 

      傍聴希望者が多数の場合は、抽選となります。 

      傍聴登録締切後、指定の送付先に傍聴券を送付しますので、当日必ず持参してください 

      （傍聴いただけない場合は、その旨を連絡します。）。  

    なお、マスコミ関係の方は、取材登録をお願いします。申し込みの際は、「中央環境審議会 

地球環境部会第９４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］勤務先、［５］傍聴券の送付先（E-mailアドレス又はFAX番号）を記入の 

上、平成２３年７月２５日（月）正午必着で、以下の連絡先宛てにE-mail又はFAXで申し込 

みください。 

    事前に申し込みに無い場合は、会場の都合上、取材をお断りする場合がありますのでご注意 

ください。 

    また、カメラ撮りを希望の方は、その旨を連絡ください。カメラ撮りは会議の冒頭のみとし 

ます。  

○申込先 

環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室内 

http://www.ap-hamamatsucho.com/info/access.html


中央環境審議会地球環境部会第９４回事務局 

担当：中川・星野・中村 

ＴＥＬ：03-3581-3351［内6778］ ＦＡＸ：03-3581-3348 

E-mail：chikyu-ondanka@env.go.jp  

 

担当：環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室 土居、加藤、中川  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14042 

     

 

＊中央環境審議会循環型社会計画部会（第62回）の開催について 

標記の会議につきましては、下記のとおり傍聴者を募り、公開形式で開催することとなりましたので、 

お知らせいたします。  

１．日時 平成23年８月５日（金）15：00～17：00  

２．場所 三田共用会議所 ３階 大会議室（Ｃ～Ｅ） 

      東京都港区三田２－１－８  

３．議題 

(１)第61回循環型社会計画部会以降の政策の動きについて  

(２)平成23年度の循環型社会計画部会の進め方について  

(３)その他  

４．傍聴 

 本会議は公開です。傍聴を希望される方は、８月２日（火）12：00（必着）までに傍聴希望者ごと 

にＦＡＸ又は電子メールにより、住所、氏名、電話番号及び（差し支えなければ）所属を御記入の上、 

お申し込みください。 

電子メールでお申し込みの場合は件名を「中央環境審議会循環型社会計画部会（第62回）傍聴希望」 

と御記入ください。 

 なお、一般の傍聴が可能な人数は40名を予定しています。傍聴希望者数がこれを上回った場合、 

傍聴希望者の中から抽選により、傍聴できる方を選定することといたします。 

 傍聴券の配布は致しません。傍聴いただけない場合にのみ、その旨メール等で御連絡を差し上げま 

す。  

※傍聴申込期日及び申込先 

申込締め切り 平成23年８月２日（火）12：00 

 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課 

 循環型社会推進室内 

 中央環境審議会循環型社会計画部会事務局 

 担当 吉田、大嶋、藤沢 

 電話：03-3581-3351（内線6819） 

 ＦＡＸ：03-3593-8262 

 電子メール：junkan2@env.go.jp  

 

mailto:chikyu-ondanka@env.go.jp
mailto:junkan2@env.go.jp


担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室 大森、吉田、大嶋 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14052 

 

 

☆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/ 


