
☆汚水処理関係  

＊「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6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6回）」を、7 月29 日（金曜日）に国土交通省幹部会議室にて開催いたします。 

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

また、当該会議資料は、会議終了後にホームページで公開いたします。 

開催概要 

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

検討を行う「今後の汚水処理のあり方に関する検討会 有識者等委員会（第6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29日（金曜日） 18時00分～20時00分  

国土交通省 幹部会議室（中央合同庁舎3号館4階） 

所在地：東京都 千代田区 霞が関2-1-3 

主な議事内容（予定）  「今後の汚水処理のあり方について」   

会議メンバー 有識者等委員会委員  

座長 岡田 光正 放送大学 教授 

委員（五十音順） 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 

 

担当者：農林水産省農村振興局整備部農村整備官集落排水事業班 佐藤、山岸 

     国土交通省下水道部下水道事業課 石井、神宮 

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

     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/110726.html 

 

 

☆東日本大震災関係  

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


＊東日本大震災について～牛肉・稲わらからの暫定規制値等を超えるセシウム検出に関

する緊急対応策の決定～ 

農林水産省は、牛肉・稲わらから暫定規制値等を超えるセシウムが検出されている件に対する緊急の対応策 

を決定いたしました。 

1.国産牛肉信頼回復対策のスキーム 

・汚染稲わらを食べた牛の肉の流通在庫については、消費者の信頼を回復するため、検査の結果暫定規 

制値を上回ったものを、事業実施主体が買上げ、処分します。  

・また、流通段階で停滞している出荷制限に係る県産等の牛肉について、保管経費等を助成します。   

・食肉流通団体が、上記の取組を行う場合に、独立行政法人 農畜産業振興機構(ALIC)が利子補給を実施 

します。  

 

 

2.肥育経営の支援対策 

(1) 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(新マルキン）の運用改善 

・7月分から毎月払いを実施（通常は四半期ごと）します。  

・セシウム稲わら問題前の4～6月分については、前倒しして8月中旪に支払うよう努力。  

・福島県に対しては、4・5月分を分離し、さらに前倒しして今月中に支払うよう努力（単価は暫定）。  

(2) 畜産団体の農家への立替払いへの支援 

・ 事業実施主体が、対象県の肥育農家に対し、賠償請求額の一部（一頭当たり5万円）を立替払いする場 

合に、独立行政法人 農畜産業振興機構(ALIC)が利子補給を行います。  

  

 



 

3.稲わら等の緊急供給支援スキーム  

(1) 代替飼料の確保に困る農家からの供給要請を受けたJA等が農家に届けます。  

(2)  飼料代はJA等が金融機関から調達し、金利・保証料、輸送費を助成します。 

 

 

 

担当：農林水産省生産局畜産部食肉鶏卵課 木下、猪口 

           生産局畜産部畜産企画課 冨澤、浦嶋 

           生産局畜産部畜産振興課 小宮、田中 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_suisin/110726_1.html 

 

 

 



☆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 琵琶湖・淀 

川流域 第3弾『森を語る』」の開催について 

 農林水産省は京都府等との共催により、8月27日(土曜日)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3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、農林水産省が滋賀県、京都府、 

大阪府等と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です。 

 第3弾は、「森を語る」と題して、野外シンポジウム「森を語る～以森伝心～」を開催し、様々な形で私たち 

の心や暮らしと深く関わっている森林について、植物園の木陰で語りあいます。 

開催日時・会場 

日時：平成23年8月27日(土曜日) 13時30分～16時00分 

場所：京都府立植物園 （京都市 左京区 下鴨半木町） 雨天時：植物園会館研修室 

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 

プログラム 

13時30分 開会 

基調講演：「修験」と「森」(仮題) 宮城 泰年氏（本山修験宗管長、聖護院門跡門主） 

 14時30分 鼎談：「森を語る～以森伝心～」 

「信仰と森」宮城 泰年氏(本山修験宗管長、聖護院門跡門主) 

「里山と森」只木 良也氏(国民森林会議会長、名古屋大学 名誉教授) 

「市民と森」髙原 光氏(京都府立大学大学院 教授) 

参加申し込み方法 

 入場は無料、定員は70名です。入場には事前申し込みが必要です。 

申し込み期間は8月1日から8月15日で、定員になり次第、申し込みを締め切ります。 

お問い合わせ・申込み先 

 申し込み期間内に「住所」、「氏名」、「連絡先」を、はがき、FAX、メールのいずれかの方法で、 

公益社団法人 京都モデルフォレスト協会まで申し込んでください。 

宛先：〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入ル 京都府庁西別館 

電話、FAX： 075-414-1270（直通） 

メールアドレス：kyomori@kyoto-modelforest.jp 

（参考）公益社団法人 京都モデルフォレスト協会ホームページ 

URL：http://www.kyoto-modelforest.jp/index.php?FrontPage 

 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/110727.html 

mailto:kyomori@kyoto-modelforest.jp
http://www.kyoto-modelforest.jp/index.php?FrontPage


 

 

☆グリーン物流パートナーシップ関係  

＊平成23年度グリーン物流パートナーシップ優良事業の募集について～経済産業大臣 

表彰・経済産業省局長級表彰の募集を開始します～ 

 物流分野における地球温暖化対策に特に顕著な功績のあった事業者に対し、経済産業大臣表彰及び経 

済産業省局長級表彰を行うため、平成23年7月27日（水）から優良事業の募集をいたします。 

 受賞者の皆様には、12月に開催予定の「グリーン物流パートナーシップ会議」において取組内容を紹 

介いただく予定です。 

 

担当：経済産業省商務流通グループ流通・物流政策室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110727001/20110727001.html 

 

 

☆地球温暖化防止関係  

＊第２０回国内クレジット認証委員会の結果について 

 平成２３年７月２７日（水）に第２０回国内クレジット認証委員会を開催し、申請があった４９件に 

ついて国内クレジットの認証を行いましたので、お知らせいたします。 

 

担当：経済産業省産業技術環境局 環境経済室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110727004/20110727004.html 

 

 

＊平成22年度における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結実績の概要 

について 

 環境省では、環境への負荷を一層尐なくするサービスや物品の購入をするべく、価格以外に環境性能 

なども考慮した契約を進めています。 

 国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律（環境配慮契約法）第 

８条第１項の規定に基づき、平成22年度において環境省が温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約 

（環境配慮契約）を締結した実績は、電気の供給契約８件などでした。  

１．平成22年度における環境省の環境配慮契約の締結状況 

（１）電気の供給を受ける契約 

 平成22年度において裾切り方式による入札（注１）を実施して契約を締結したものは８件であ 

り、加重平均した二酸化炭素排出係数は0.398kg-CO2/kWhであった（注２）。  

（注１）当該入札の申込者のうち、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギー活用状況、新エネル 

ギー導入状況及びグリーン電力証書の調達者への譲渡予定量に係る数値をそれぞれ点数化し、そ 

の合計が基準以上である者の中から、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするもの。  

（注２）本省が執務室として使用する中央合同庁舎第５号館など、管理官庁が他府省のものを除 



く。  

（参考）平成22年度においては、環境省本省がその一部を執務室として利用している中央合同 

庁舎第５号館本館庁舎で使用する電気の調達に関して、５号館の管理に当たる厚生労働省にお 

いて以下のとおり環境配慮契約がなされた（注３）。  

契約期間  平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日 

契約電力     5,900kW 

予定使用電力量  18,160,560kWh 

契約方式  事業者の環境配慮の取り組み状況により入札参加資格を制限する一般競争入札 

（裾きり方式） 

入札申込者  4者（入札参加資格に適合した者：4者） 

落札者  株式会社エネット 

落札時の排出係数  0.436kf-CO2/kWh 

（注３）環境省は中央合同庁舎第５号館本館庁舎の一部を執務室として利用しているが、当該契 

約においては、本庁舎を管理する厚生労働省が一括して実施。環境省は、当該契約について入札 

参加資格（裾切り方式に関する数値等）の提案を行うとともに、厚生労働省に対し所要の分担金 

を負担した。  

（２）自動車の購入に係る契約 

 平成22年度においては、環境省本省及び国民公園管理事務所にて計２台の自動車を購入したが、 

いずれも購入価格及び環境性能（燃費）を総合的に評価し、その結果が最も優れた者と契約を締 

結する総合評価落札方式による入札を実施した。なお、この結果ハイブリッド車１台が購入され 

た。  

（３）建築物の設計に係る契約 

 平成22年度においては、沢渡園地休憩所（長野県松本市）の設計業務について、温室効果ガス 

等の排出の削減に配慮する内容を含む技術提案を求め、総合的に勘案して最も優れた技術提案を 

行った者を特定する環境配慮型プロポーザル方式を採用した。  

２．その他の環境配慮契約に係る事項 

 事業者の選定に当たっては、ISO14001若しくはエコアクション21（環境活動評価プログラム）等に 

より環境管理を行っている者を優先して考慮するよう努めた。  

 

担当：環境省大臣官房会計課  鎌形、桑田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14064 

 

     

＊「うちエコモニター」１０００世帯の募集開始について～HEMSを使ってCO2削減・節 

電効果を検証～ 

 環境省では、家庭のエネルギー使用状況の把握と家庭の実情に合わせた省CO2・省エネ対策を提案する 

「うちエコ診断員」を養成し、各家庭を訪問する「うちエコ診断」を実施しているところです。 

 本年度は、ＨＥＭＳ（ホームエネルギーマネジメントシステム）導入世帯に「うちエコ診断」を実施 

し、電力使用量などの実測データの集約・分析を行い、このデータ解析をもとに「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検証事業を行います。 

 このたび、ＨＥＭＳを設置し、「うちエコ診断」を受けていただくために全国約1000世帯を「うちエ 

コモニター」として広く募集します。  

 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 

度の構築を目指しています。 

 本年度、その基盤整備事業を進めるために、省CO2・省エネに関する知識や省エネ家電、地球温暖化に 

関する幅広い知識を持った「うちエコ診断員」が各家庭を訪問し、対話形式でライフスタイルの改善か 

ら省エネ機器等への買い替えなど、各家庭の実情に合わせて実行性の高い省CO2・省エネ提案を行う「う 

ちエコ診断」を実施します。 

 この事業の一環として、全国で約1000世帯のＨＥＭＳ導入家庭を「うちエコモニター」として広く募 

集します。 

「うちエコ診断」の受診とともに、家庭に導入するＨＥＭＳによるデータ計測を行い、そのデータを集 

約・分析することで、「うちエコ診断」を受診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。 

なお、既にＨＥＭＳを設置している家庭及びこれから新規に設置する家庭を対象とします。 

 本募集の詳細については、「うちエコモニター」募集サイトを御参照下さい。■「うちエコモニター」

募集サイトURL：http://uchieco.go.jp  

 また、モニター期間中、各家庭のＨＥＭＳから取得された電気使用量データは、専用サイトに反映 

されます。 

これに加えて各家庭で水道、ガス等の水道光熱費を同サイトに入力することで、世帯ごとのエネルギ 

ー使用状況を一元的に「見える化」し、必要に応じて目標設定や管理ができるようになります。 

 全国の家庭を対象とするため、ＨＥＭＳ機器については複数機種を前提に募集し、ＨＥＭＳ製品・ 

サービスの製造・販売に係わる別添の事業者等が参画予定です。 

 なお、環境省では、当事業の実施にあたり業務委託先の公募を行い、受託者として凸版印刷株式会 

社を、その共同実施者に日本アイ・ビー・エム株式会社を選定しました。今後、両社は、本事業の事 

務局として、「うちエコモニター」の募集から、ＨＥＭＳ事業者を介した計測データの集約、データ 

分析による効果検証を行います。  

＜うちエコモニター募集に関するお問い合わせ先＞ 

うちエコモニター事務局（凸版印刷株式会社内） 

電話：０１２０－３７０－０７６ 

土日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く10：00～17：00  

＜参考情報＞ 

「凸版印刷と日本IBMが環境省の「うちエコ診断」の検証事業を共同実施」 

http://www.toppan.co.jp/news/newsrelease1259.html  

 

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=14067 

 

 

http://uchieco.go.jp/
http://www.toppan.co.jp/news/newsrelease1259.html


＊「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 

・ 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 

130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126,000t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4箇所で順次開催いたします。  

・ また、説明会の他に、支援事業（中日本地域・西日本地域）の受託事業者が主催するオフセット・ 

クレジット(J-VER)推進協議会による 個別相談会も合わせて開催いたします。  

（１）平成23年度オフセット・クレジット(J-VER)制度全国説明会について 

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 

8/24（水）14:00～17:00    仙台        トラストシティカンファレンス仙台（Room2+3） 

8/26（金）14:00～17:00    埼玉        大宮ソニックシティ（国際会議室） 

9/14（水）14:00～17:00    京都        メルパルク京都（６階会議室C） 

9/15（木）14:00～17:00    北九州      パークサイドビル（大会議室） 

※参加締切は各会場とも開催5日前となります（厳守）  

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。  

（２）平成23年度オフセット・クレジット(J-VER)推進協議会 

 ＜中日本地域・西日本地域＞による個別相談会について 

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。  

＜中日本地域＞ 

日時               地区              開催会場 

8/3（水）14:00～17:00     豊橋       豊橋市民センター（小会議室） 

8/5（金）14:00～17:00     静岡       パルシェJR静岡駅ビル（第３会議室） 

8/12（金）14:00～17:00    金沢       ガーデンホテル金沢（華の間） 

＜西日本地域＞ 

8/10（水）14:00～16:30    広島       明日テールプラザ（大会議室B） 

8/11（木）14:00～16:30    熊本       メルパルク熊本（杵島岳） 

8/12（金）14:00～16:30    高知       高知パレスホテル（ミューズ） 

２．説明会のプログラム 

【第１部】（約90分） 

・J-VER制度の概要説明  

・J-VERを活用した事例紹介  

・平成23年度事業者支援事業の紹介  

・質疑応答  

【第２部】（約60分） 

・個別相談会（事前登録制）※  

※個別相談会では、本年度、環境省より業務（中日本地域・西日本地域）を受託している 

http://www.j-cof.org/temporary/zenkoku_jver2011.html
mailto:j-ver_seminar2@j-cof.org
http://www.j-cof.org/index.html


三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社が、各種お問い合わせに直接対応いたします。  

３．参加方法 

●中日本・西日本J-VER推進協議会（事務局：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）の 

受付用メールアドレス <jver-kyogikai@murc.jp>あてに、電子メールにて、下記事項を記載の上 

送信願います。 

 受付完了後、事務局担当者よりご連絡させていただきます。  

※電子メールタイトルは「地域説明会（場所名）申込」としてください。  

[1]お申込者名  

[2]団体名  

[3]連絡先（メール、電話、住所）  

[4]個別案件相談会の希望有無（ご希望の場合には案件概要もお知らせ下さい）  

【個人情報の取扱いについて】三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社  

 当説明会の参加申込にてお預かりした情報は、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社、 

環境省及び気候変動対策認証センター（オフセット・クレジット（J-VER）制度事務局）において、 

説明会に関するご連絡、オフセット・クレジット（J-VER）制度の普及の目的に限り利用します。 

 ただし、参加申込書に記載された住所、氏名、電話番号等の個人情報に関しては三菱UFJリサー 

チ＆コンサルティング株式会社が管理し、環境省及び気候変動対策認証センターへ提供すること 

はありません。 

 また、個人情報は三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社の「個人情報保護方針」及び 

「個人情報の取扱について」に従い適切に取り扱います。 

 お預かりした個人情報の開示、訂正、利用停止等若しくは利用目的の通知のご請求、または個 

人情報に関する苦情のお申し出、その他の問い合わせにつきましては、以下の問い合わせ先まで 

ご連絡ください。  

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社  

オフセット・クレジット（J-VER）制度担当 

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

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ならびにカーボン・オフセットフォーラム（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。 

 また、事業者支援事業にかかる問い合わせについては、各地域の業務受託先（株式会社三菱総合研 

究所・三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）にご連絡ください。 

  ・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.org/index.html  

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

・株式会社三菱総合研究所＜東日本地域＞ 

 TEL：03-6705-6143 / E-mail：jver@mri.co.jp  

・三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社＜中日本地域・西日本地域＞ 

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

※東日本地域：北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、新潟県で事業を実 

mailto:jver-kyogikai@murc.jp
http://www.murc.jp/profile/privacy.html
http://www.murc.jp/profile/handling-privacy.html
mailto:jver-kyogikai@murc.jp
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
http://www.4cj.org/index.html
http://www.j-cof.org/
mailto:jver@mri.co.jp
mailto:jver@murc.jp


施される方  

※中日本・西日本地域：上記以外の都道府県で事業を実施される方 

 

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=14075 

 

 

＊第5回カーボン・オフセットEXPO（in大阪）及びやらなあかんで！カーボン・オフセ 

ット仕組み発見セミナーの開催について 

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

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

ているところです。  

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

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

126,000t-CO2のクレジットを発行しています。  

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

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

ます。  

・ また、EXPO開催当日午前中には、「やらなあかんで！カーボン・オフセット仕組み発見セミナー」 

を開催致します。 

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

らして・オフセット）を楽しく学ぶ機会を提供致します。  

・ なお、第6回カーボン・オフセットEXPOは11月に名古屋にて開催予定です。  

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

出について、まずできるだけ排出量を削減する努力を行い、それでも排出される温室効果ガスについ 

てその排出量を見積り、その排出量に見合った温室効果ガスの削減・吸収活動プロジェクトに投資す 

ること等により、クレジットを調達することで排出される温室効果ガスの一部または全部を埋め合わ 

せるという取組です。  

１．日時 

2011年9月13日（火）  

やらなあかんで！カーボン・オフセット仕組み発見セミナー 10：00～12：00  

カーボン・オフセットEXPO 12：00～16：00  

２．場所 

梅田スカイビル ステラホール（タワーウエスト3階） 

〒531-6023 大阪市北区大淀中1-1-88 

TEL：06(6440)3901（代表） 

http://www.skybldg.co.jp/access/  

３．内容 

【やらなあかんで！カーボン・オフセット仕組み発見セミナー】（10：00～12：00） 

http://www.skybldg.co.jp/access/


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

に、カーボン・オフセットの仕組みを明快に学ぶ機会を提供いたします。 

 このセミナーはカーボン・オフセットの理解を促進するための『入門編セミナー』です。  

＜プログラム（予定）＞ 

○第１部 

 カーボン・オフセットの仕組みについてわかりやすく解説いたします。  

○第2部 

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

 体験型ワークショップを行います。  

【カーボン・オフセットEXPO】（12：00～16：00） 

 カーボン・オフセットの取組に関する講演、J-VER創出に取り組む事業者やCSR（企業の社会的 

責任）への活用等カーボン・オフセットに取り組む事業者の事例等をご紹介するブースでの個別 

説明・相談を行います。  

＜プログラム（予定）＞ 

○講演 

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

す。  

○ブース展示・相談会 

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

取組を直接説明致します。 

出展者が確定次第、詳細を以下のウェブサイトに掲載致します。  

○ブース・ツアー 

 [1]J-VER創出に取り組む事業者、[2]オフセットプロバイダー、[3]カーボン・オフセット 

に取り組む事業者の各ブースをツアー形式で訪問し、各ブースにて具体的な取り組みを紹介 

頂きます（本ツアーの予約は不要です。 

当日に会場内アナウンスにて参加者を募集いたしますので、奮ってご参加ください）。  

４．申込方法 

【参加申込について】 

 ブース出展・EXPO参加・セミナー参加を希望される方は、9月9日（金）までに以下の申し込み 

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

当日は申込完了後にメール配信する参加票をご持参下さい。  

申込〆切：2011年9月9日（金）  

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

○ブース出展・EXPO参加及びセミナー参加申込用ウェブサイト 

 http://www.j-cof.org/temporary/offset_expo_201109.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、EXPOおよびセミナー開催に伴い、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。  

http://www.j-cof.org/temporary/offset_expo_201109.html


５．お問い合わせ窓口 

【取材に関するお問い合わせ】 

 マスコミ関係者の取材希望はこちらへ御連絡下さい。  

○カーボン・オフセットフォーラム事務局 

  担当：入山・細埜・野地 

  TEL：03-5776-0402 

  E-mail：info@j-cof.org  

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

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

【お問い合わせ】 

 申込方法及びカーボン・オフセットEXPO及びやらなあかんで！カーボン・オフセット仕組み発 

見セミナーについてのお問い合わせは以下までお願いします。  

○カーボン・オフセットフォーラム事務局 

 担当：入山・細埜・野地 

 TEL：03-5776-0402 

 E-mail：info@j-cof.org  

６．個人情報の取扱いについて 

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

セットフォーラム事務局が担当しております。 

参加希望者の情報は、当社団及び環境省が当イベントの参加受付の整理の目的に限り利用します。 

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

７．参考 

 カーボン・オフセット及びオフセット・クレジット（J-VER）制度については、以下のWEBサイトを 

ご覧ください。  

○環境省 

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

○カーボン・オフセットフォーラム（J-COF） 

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

○気候変動対策認証センター 

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

○カーボン・オフセット推進ネットワーク（CO-Net） 

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

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 上田、三好、下山 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14089 

 

 

☆自家発電関係  

＊自家発設備の活用状況について 

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


 経済産業省では、自家発設備の活用状況についてのアンケート調査を行い、その結果をとりまとめま 

したので、公表します。 

 

担当：資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 電力需給・流通政策室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110729005/20110729005.html 

 

 

☆電気保安功労者関係  

＊第４７回電気保安功労者経済産業大臣表彰式について 

 経済産業省は電気保安に関し、保守運営体制が優良なもの、管理体制の優良なもの、 

保安教育の推進や安全思想の普及などに永年にわたり努力してきたものを表彰するため、８月１日（月） 

に第４７回電気保安功労者経済産業大臣表彰式を行います。 

本表彰は、昭和３９年に創設され、本年は、工場等１件、電気工事業者の営業所８件、個人１９名の計 

２８件が表彰されます。 

 

担当：経済産業省原子力安全・保安院電力安全課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110729006/20110729006.html 

 

 

☆クリーンエネルギー関係  

＊第２回「日米クリーンエネルギー政策対話」の結果概要について 

 平成２３年７月２９日に、米国ワシントンにおいて、第２回「日米クリーンエネルギー政策対話」を 

開催しました。 

 

担当：資源エネルギー庁長官官房国際課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110801010/20110801010.html 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊「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次答申）」 

及び意見の募集結果について 

 平成23年７月22日（金）に開催された中央環境審議会水環境部会（第28回）において、「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）」が取りまとめられ、中央環 

境審議会会長から同日付けで環境大臣へ答申がなされました。  

１．経緯 

 平成14年８月15日に、環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した 

「水質汚濁に係る人の健康保護に関する環境基準等の見直しについて（諮問）」について、平成16 



年２月26日に第１次答申が、平成21年９月15日に第２次答申が取りまとめられました。その後、平成 

22年９月より環境基準健康項目専門委員会による検討が再開され、平成23年３月の同専門委員会にお 

いて意見募集の結果及び第３次報告が取りまとめられました。 

 第３次報告は平成23年７月22日（金）に開催された中央環境審議会水環境部会（第28回）において 

審議され、別添１のとおり答申が取りまとめられ、中央環境審議会会長から同日付けで環境大臣へ答 

申がなされました。  

２．答申の概要 

○カドミウムについて、水質環境基準値の見直しを行い、現行の0.01mg/Lから0.003mg/Lとする。（表 

１）  表１ 基準値を見直す項目 

      項目名           新たな基準値           現行の基準値 

      カドミウム         0.003mg/L以下          0.01mg/L以下   

          備考 基準値は年間平均値とする。  

   ３．意見募集の概要 

 「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次報告案）」の内容 

について、以下のとおりパブリックコメントを実施しました。  

○意見募集期間：平成22年12月24日（金）～平成23年１月24日（月）  

○告知方法：環境省ホームページ及び記者発表  

○意見提出方法：電子メール、郵送又はファックスのいずれか  

４．御意見の件数 

○意見提出者数：８団体・個人  

○延べ意見数：15件  

５．御意見の概要及びこれに対する考え方 

 頂いた御意見の概要及びこれに対する考え方については、別添２、３のとおりです。  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、山本、安川  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14055 

 

 

＊中央環境審議会地球環境部会第１回２０１３年以降の対策・施策に関する検討小委員 

会の開催について 

中央環境審議会地球環境部会第１回２０１３年以降の対策・施策に関する検討小委員会を下記のとおり 

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８月２日（火）１５：００～１８：００  

２．場所：東海大学校友会館『阿蘇の間』 

      東京都千代田区霞が関３－２－５霞が関ビル３５階 

       http://www.tokai35.jp/staticpages/index.php?page=acc-000  

３．議題： 

http://www.tokai35.jp/staticpages/index.php?page=acc-000


（１）２０１３年以降の対策・施策に関する検討小委員会について  

（２）中央環境審議会地球環境部会における議論の状況について  

（３）昨年１２月２８日に中央環境審議会地球環境部会第９２回に報告した 

  「中長期の温室効果ガス削減目標を実現するための対策・施策の具体的な姿（中長期ロードマッ 

プ）（中間整理）」について  

（４）今後のスケジュール  

（５）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、「第１回２０ 

１３年以降の対策・施策に関する検討小委員会 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３０日（土）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、「第１回２０１３年以降 

の対策・施策に関する検討小委員会 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３０日（土）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 

中央環境審議会地球環境部会 

第１回２０１３年以降の対策・施策に関する検討小委員会事務局 

担当：中川・星野・中村 

ＴＥＬ：03-3581-3351［内6778］ ＦＡＸ：03-3580-3348 

E-mail：chikyu-teitanso@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=14068 

 

 

＊中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理基準等専門委員会（第４回）の開 

催について 

 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理基準等専門委員会（第４回）を開催します。  

 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。  

mailto:chikyu-teitanso@env.go.jp


１.日時 平成２３年８月１１日（木）１５：００～１７：００  

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）第３回委員会での指摘事項の対応について  

（２）１，４－ジオキサン等に係る暫定排水基準の検討について（聞き取り調査）  

（３）その他  

４．傍聴の手続 

 上記会議は公開で行います。 

傍聴を希望される方は、８月８日（月）１６：００必着で下記の申込先まで電子メール又はＦＡＸに 

てお申し込み下さい。  

（１）傍聴申込先 

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理基準等専門委員会事務局 

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 

電子メール：hairi-sanpai@env.go.jp／ＦＡＸ：03-3593-8264 

(傍聴に関するお問い合わせ) 

ＴＥＬ：03-3581-3351（内線6877）神尾  

（２）記載事項 

・「廃棄物処理基準等専門委員会（第４回）の傍聴希望」と明記（電子メールの場合は件名欄に 

記載）  

・氏名（ふりがな）  

・連絡先の住所、電話番号、電子メールアドレス又はＦＡＸ番号、勤務先又は所属団体  

（３）留意事項 

・複数名の申し込みの場合も、お一人ずつお申し込み下さい。  

・傍聴希望者が多数の場合は抽選と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ので、傍聴券は当日必ずお持ち下さるようお願いいた 

します。（電子メールで申し込まれた方は、こちらからの返信を印刷の上、ご持参下さい。） 

 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）報道関係者の方へ 

・報道関係者の方は申し込みの際に「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。  

・カメラ撮りについては、会議の冒頭のみでお願いいたします。  

・カメラ撮りに際しては、自社腕章を携帯していただくようお願いいたします。  

 

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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14083 

 

 

mailto:hairi-sanpai@env.go.jp


☆従業員に対する家庭エコ診断関係  

＊「従業員に対する家庭エコ診断」参加事業者の公募について（第三報） 

 環境省では、電力需給の逼迫を背景に推進されている事業活動のCO2削減・節電対策に加え、事業者が 

支援する従業員の家庭での取組について、その一助となる「家庭エコ診断」を夏期1期として5月15日（木） 

～7月15日（金）まで募集・実施しておりましたが、引き続き、電力需給の状況を考慮して「家庭エコ診 

断」を夏期2期（7月26日（火）～8月31日（水））として継続的に募集することとなりました。 

 本診断は、環境省が派遣する診断員が、事業者の従業員の家庭のエネルギー使用状況、CO2排出状況等 

を診断し、各家庭に応じたCO2削減・節電のために有効な対策と、その費用や効果等に関する情報を提供 

し、事業者がこれまでの従業員に対する福利厚生、CSR活動等で取り組んでいるCO2削減・節電対策と併 

せて、対策実施を支援するものです。また、一定期間後、実施に関する効果検証を行い、従業員の取組 

を各事業者の取組への貢献として、環境省において成果を取りまとめ、広報していく予定です。 

 効果的なCO2削減・節電対策のご検討に是非ご活用ください。  

（１）従業員に対する家庭エコ診断の内容 

 従業員の家庭におけるエネルギー使用状況等に関する事前アンケートを環境省が指定する診断事 

務局へ提出していただき、診断事務局から派遣される診断員が事前アンケート及び診断時のヒアリン 

グにより、従業員の家庭のエネルギー使用状況、CO2排出状況を診断し、各家庭に応じたCO2削減対策・ 

節電のために有効な対策費用や効果等に関する情報を提供します。 

 また、一定期間後、従業員に対する福利厚生、CSR活動等で取り組んでいるCO2削減・節電対策の効 

果も含んだ効果検証を行い、従業員の取組を各事業者の取組の貢献として、環境省において成果をと 

りまとめ、広報していく予定です。  

（２）対象者 

○首都圏（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県）を中 

心とした事業者の従業員 

○夏期募集の夏期第１期（一次～四次募集）及び第２期（一次～三次募集）において概ね7,000人の 

従業員への診断を予定しています。 

（それぞれ募集する事業者の数は、募集従業員が上記に達した時点で終了となります。）  

（３）診断に係る費用 

○診断を行う診断員派遣に係わる費用、診断費用及び効果分析に係わる費用は環境省が負担します。  

○診断を実施する診断会場（会議室等）を事業所内にご用意いただきます。  

（４）夏期第２期公募期間等 

    募集区分         公募期間                 （参考）診断期間 

（予定） 

 一次募集        平成２３年７月２６日（火）～８月５日（金）   ８月１日～９月末日 

 二次募集        平成２３年８月８日（月）～８月１９日（金）       〃 

 三次募集        平成２３年８月２２日（月）～８月３１日（水）      〃 

（ただし、状況に応じてそれ以降も実施）  

※１ 申込日より２週間後を目安に診断日を調整させて頂きます。  

※２ 診断の内容、期間等の詳細は、受診事業所と実施する診断機関とで調整のうえ決定いたします 

が、実施する日程ついては、ご希望に添えない場合もございますのでご了承下さい。  

※３ 予定受診者数に達した場合、以降の募集を行わないことがあります。  



(５)応募方法 

 「募集要領」「応募様式」をご確認いただき、応募様式１又は応募様式２に必要事項をご記入の上、 

総合事務局又はお近くの地域事務局の提出先まで、郵送又は宅配便にてご提出下さい。なお、提出部 

数は正１部となります。 

 なお、応募様式の提出にあたっては、複数の事業所で実施を予定されている場合には、応募様式１ 

にて総合事務局へご提出いただき、一つの事業所で実施される場合には、応募様式２をご使用の上、 

お近くの地域事務局にご提出下さい。  

【提出先】 

総合事務局（複数の事業所で家庭エコ診断を実施される場合） 

宛先 一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット「従業員家庭における家庭エコ診断総合事務局」 

住所 〒101-0053  東京都千代田区神田美土代町9-7 神田第三中央ビル５F 

 

地域事務局（一つの事業所で家庭エコ診断を実施される場合） 

茨城県 (社)茨城県公害防止協会「従業員家庭における家庭エコ診断茨城県地域事務局」 

      〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1236-20 

栃木県 (財)栃木県環境技術協会「従業員家庭における家庭エコ診断栃木県地域事務局」 

             〒329-1198 栃木県宇都宮市下岡本町2145-13 

群馬県 NPO法人地球温暖化防止ぐんま県民会議「従業員家庭における家庭エコ診断群馬県地域事務 

局」 

      〒371-0016 群馬県前橋市城東町2-3-8 城東パーキング１階コミュニティホール内 

埼玉県 NPO法人環境ネットワーク埼玉「従業員家庭における家庭エコ診断埼玉県地域事務局」 

      〒336-0021 埼玉件さいたま市南区別所1-1-16 2階 

千葉県 (財)千葉県環境財団「従業員家庭における家庭エコ診断千葉県地域事務局」 

      〒260-0024 千葉県千葉市中央区中央港1-11-1 

東京都 (財)東京都環境整備公社（クール・ネット東京）「従業員家庭における家庭エコ診断東京都 

地域事務局」 

      〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二庁舎９階中央 

神奈川県 NPO法人かながわアジェンダ推進センター「従業員家庭における家庭エコ診断神奈川県地 

域事務局」 

（川崎市を除く）〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター・アジ 

ェンダ21かながわ環境情報相談コーナー内 

川崎市 NPO法人アクト川崎「従業員家庭における家庭エコ診断川崎市地域事務局」 

     〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-4-1ノクティ２高津市民会館内 

山梨県 NPO法人フィールド２１「従業員家庭における家庭エコ診断山梨県地域事務局」  

     〒400-0035 山梨県甲府市飯田4-1-21 

静岡県 NPO法人アースライフネットワーク「従業員家庭における家庭エコ診断静岡県地域事務局」 

     〒420-0033 静岡県静岡市葵区昭和町6-3 ダイエービル3階 

※郵送又は宅配便にてご提出下さい。ご持参、電子メール等では受け付けません。  

※提出された書類等は、返却いたしませんので予めご了承下さい。  

※提出された申請書類については、秘密保持には十分配慮するものとし、審査以外には無断で使 



用いたしません。  

【関係書類】 

○募集要領  

○応募様式１（PDF版） / （WORD版）  

○応募様式２（PDF版） / （WORD版）  

(６)問い合わせ先 

「従業員家庭における家庭エコ診断」総合事務局 

一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット（全国地球温暖化防止活動推進センター） 

〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9-17 神田第三中央ビル５F 

「従業員家庭における家庭エコ診断」総合事務局 

電話：03-6273-7785 

Email：jyugyoin-kateieco@jccca.org  

 

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=14060 

 

 

☆温泉・地下水への影響検討会関係  

＊地熱資源開発に係る温泉・地下水への影響検討会（第２回）の開催について 

 この度、地熱資源開発における最新の傾斜掘削・垂直掘削技術を検証することにより、地熱発電施設 

における温泉資源・地下水に及ぼす影響について軽減策の検討を行い、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、「地熱資源開発に係る温泉・地下水への影響検討会（第 

２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．地熱資源開発に係る温泉・地下水への影響検討会（第２回）の開催について 

日時：平成23年８月４日（木）13：30～16：30  

場所：アルカディア市ヶ谷 

    東京都千代田区九段北4-2-25  

議題（仮）：ヒアリング、協議（温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)に盛り込む項 

目(環境省素案)等）  

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７月29日（金）17 

時必着（期日厳守）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、電子メールアドレス又はFAX番号、「地熱資源開発 

に係る温泉・地下水への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。）  

※傍聴券はご指定いただいた送付先に８月３日（水）12時までに（電子メール又はFAXにて）お送り 

しますので、当日必ずお持ちください。  

※当日取材を希望される報道関係者につきましても、同様にお申し込みください。また、カメラ撮り 

を希望される場合、その旨も併せて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 

mailto:jyugyoin-kateieco@jccca.org


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、 

 「地熱資源開発に係る温泉・地下水への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・増井） 

 電話：03-5226-1106 FAX：03-5226-1114 

 電子メール：jinetuonsen-2@prec.co.jp  

 

担当：環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室 大庭、中原、齋藤、五反田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14063 

 

 

＊被災地の地下水のモニタリング調査における有害物質濃度の測定結果（第1報）につ 

いて 

 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 

査を実施しました。 

 このうち、今回、分析が終了した、青森県及び岩手県内の地下水質の測定結果を第1報として公表しま 

す（採水日：青森県６月９日、17日、岩手県６月20日、21日、22日、23日、24日）。  

○結果概要 

（１）青森県 全11地点において、地下水環境基準値以下であった。（詳細別紙1）  

（２）岩手県 全29地点において、地下水環境基準値以下であった。（詳細別紙2）  

○今後の予定 

 福島県、宮城県及び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、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=14066 

 

 

☆生物多様性関係  

＊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 

関する法律の施行期日を定める政令の閣議決定について 

 平成22年12月に公布された「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）」の施行のため、「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の施行期日を定める政令」が本日７月29日（金） 

に閣議決定されました。  

○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の 

施行期日を定める政令の概要 

mailto:jinetuonsen-2@prec.co.jp


 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）の施行期日を平成23年10月１日とする。  

 

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=14070 

 

 

☆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三河湾地域検討委員会の開催について 

 ８月９日（火）に、平成23年度第１回海域の物質循環健全化計画三河湾地域検討委員会を開催します。 

 本委員会では、豊かで健全な海域環境を構築するために対象地域における栄養塩類の循環バランスを 

回復・向上させるための検討を行います。 

 なお、本委員会は公開で行います。  

 昨年度の三河湾地域検討委員会では、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、地域 

の物質循環に係る情報整理、物質循環状況の解明調査、栄養塩類の循環バランス向上対策の検討を行い 

ました。 

 今回は、昨年度に引き続き、地域の物質循環に係る情報、物質循環状況の解明調査等について検討を 

行うとともに、今年度新たに実施する実証試験、地域懇談会の具体的な方法についても検討します。  

                 記  

１．日時 平成23年８月９日（火）14：00～16：30  

２．場所 安保ホール 301号室 

      名古屋市中村区名駅3-15-9 

       （http://www.abohall.com/index.html）  

３．議題（仮） 

（１）本年度の検討方針について  

（２）実証試験、地域懇談会の進め方について  

（３）物質循環状況の解明調査結果について  

（４）地域の物質循環に係る情報整理について  

（５）その他  

４．公開に関する取扱い 

（１）傍聴を希望される方は、電子メール又はＦＡＸにてお申込みください。お申込みの際には、 

  「海域の物質循環健全化計画三河湾地域検討委員会（第１回）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８月５日（金）13時必着で、 

５の連絡先までお申込みください。  

（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（15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 

http://www.abohall.com/index.html


については、平成23年８月５日(金)15時までに連絡いたします。  

（３）当日取材を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８月５日（金）13 

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 

いであ株式会社 名古屋支店  

 担当者：風間崇宏kazama@ideacon.co.jp 

      松田深雪mtd20711@ideacon.co.jp  

 住所：〒455-0032 愛知県名古屋市港区入船１－７－１５  

 ＴＥＬ：052-654-6520  

 ＦＡＸ：052-654-6551  

 

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=14074 

 

 

☆土壌汚染対策法関係  

＊「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂版）」の公表に 

ついて 

 「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂版）」を作成しましたので公表 

します。  

１．策定経緯・位置付け 

 土壌汚染に係る調査及び措置については、従来から「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関す 

るガイドライン(暫定版)」を作成していたところです。 

 今般、自然由来汚染土壌への対応などを図るため、平成23年７月８日に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(平成23年環境省令第13号) 

が公布・施行されたこと等を踏まえ、当該ガイドラインについて、内容の見直しを行いましたので公 

表します。  

２．ガイドラインの概要 

（１）土壌汚染対策法の概要  

（２）土壌汚染状況調査  

（３）要措置区域等の指定  

（４）指定の申請  

（５）汚染の除去等の措置  

３．ガイドラインの入手方法 

 以下の環境省ホームページから、本ガイドラインのダウンロードが可能です。 

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

 

mailto:kazama@ideacon.co.jp
mailto:mtd20711@ideacon.co.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、湯浅、柳本  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14080 

 

 

＊土壌汚染対策に係る「区域内措置優良化ガイドブック」の公表について 

 土壌汚染対策法に基づき、現場内で実施される措置(以下、「区域内措置」という。)を行うために必 

要なポイントについて、土壌汚染対策を実施する方々により分かりやすく説明する目的で「区域内措置 

優良化ガイドブック」を作成しましたので公表します。  

１．策定経緯・位置付け 

 平成22年４月１日に施行された改正土壌汚染対策法においては、「掘削除去の偏重の解消」や「汚 

染土壌の不適正処理による汚染の拡散の防止」の観点が盛り込まれたところであり、今後の土壌汚染 

対策に当たっては、区域内措置が適正に実施されることがますます重要となっています。 

 このため、今般、区域内措置を実施するために必要なポイントについて土壌汚染対策を実施する 

方々により分かりやすく説明するための「区域内措置優良化ガイドブック」を作成しました。  

２．ガイドブックの概要 

（１）区域内措置の位置付け 

（２）土壌汚染対策の考え方 

（３）区域内措置の共通工事 

（４）各措置技術の解説 

[1]措置技術の説明  

[2]要求品質  

[3]拡散防止措置及び周辺環境管理  

[4]想定されるトラブル事例  

３．ガイドブックの入手方法 

 以下の環境省ホームページから、本ガイドブックのダウンロードが可能です。 

 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、湯浅、柳本  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14081 

 

 

☆環境配慮契約法関係  

＊平成23年度 環境配慮契約法基本方針検討会(第１回)の開催と傍聴案内について 

 国や独立行政法人、国立大学法人等の公共機関は、環境配慮契約法及び同法に基づき閣議決定された 

基本方針に従って、契約を締結する際に温室効果ガス等の排出の削減に配慮することが求められていま 

す。 

 環境配慮契約の実施により、調達者自身の環境負荷を下げるだけでなく、供給側の企業に環境負荷の 

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


尐ない製品やサービスの提供を促すことで、経済・社会全体を環境配慮型のものに変えていくことが期 

待されます。 

 このたび、環境配慮契約法基本方針の見直しに向けた検討を行うため、今年度も「環境配慮契約法基 

本方針検討会」を開催することとしました。本検討会の第１回会合を８月12日（金）に開催する予定で 

すので、お知らせします。  

１．検討会の開催について 

 平成19年11月に施行された環境配慮契約法（国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した 

契約の推進に関する法律）及び同年12月に閣議決定された基本方針（国及び独立行政法人等における 

温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針、平成22年２月５日改定）に基 

づき、国等が契約を締結する際には、温室効果ガス等の排出の削減に配慮することが求められていま 

す。 

 現在の基本方針では、電気の購入、自動車の購入及び賃貸借、船舶の購入、ＥＳＣＯ事業、並びに 

建築設計に係る契約について、具体的な環境配慮の内容や手続を定めています。 

 このたび、既存の契約類型の修正や、対象契約の追加といった基本方針の見直しを行うため、「環 

境配慮契約法基本方針検討会」を開催することとしました。  

２．開催日時 

平成23年８月12日(金) 10：00～12：00  

３．開催場所 

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  

４．議題 

[1]平成22年度における環境配慮契約の締結状況及び取組状況等について  

[2]環境配慮契約法基本方針の検討の進め方について  

[3]ワーキンググループの設置について  

[4]検討スケジュールについて  

[5]その他  

＜環境配慮契約法 基本方針検討会委員＞ 

秋鹿 研一 放送大学特任教授・東京世田谷学習センター所長  

碓井 光明 明治大学法科大学院教授  

乙間 末廣 北九州市立大学大学院国際環境工学研究科教授  

坂本 雄三 東京大学大学院工学系研究科教授  

鈴木 恭蔵 東海大学法科大学院教授  

大聖 泰弘 早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科教授  

田中 勝 鳥取環境大学環境マネジマント学科特任教授  

野城 智也 東京大学生産技術研究所長・教授  

山地 憲治 財団法人地球環境産業技術研究機構理事・研究所長  

山本 良一 東京大学名誉教授・国際グリーン購入ネットワーク会長  

（五十音順）  

○座長は第１回検討会において互選の予定です。  

  オブザーバー：関係府省庁の課室長等  



５．傍聴手続 

 本検討会は原則として公開です。（ただし、一部非公開とすることがありえます。）傍聴を御希望 

の方は、下記要領に従ってお申し込みください。  

[1]傍聴可能人数 

    ３０名程度（希望者多数の場合は抽選となります）  

[2]申込要領  

・E-mail（又はFAX）でお申し込みください。 

（電話でのお申込みには応じられない旨御承知おきください。） 

お申込みの際には、表題に「平成23年度環境配慮契約法基本方針検討会(第１回)傍聴希望」と明 

記し、[1]氏名、[2]住所、[3]電話番号、[4]勤務先、[5]連絡先E-mailアドレス（又はFAX）をご 

記入ください。  

・申込締切は、平成23年８月９日（火）16時必着です。 

（締切時間を過ぎてのお申込み、事前にお申込みのない方の当日の受付は致しかねますので、ご 

了承ください。）  

・申込者多数の場合は抽選を行います。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。  

・合同庁舎５号館入館の際は、受付で「一時通行証」の発行手続きが必要となります。写真付身 

分証のご持参をお願いいたします。  

[3]マスコミ関係の方も上記申込要領に従い、表題に「平成２３年度環境配慮契約法基本方針検討 

会(第１回)取材希望」と明記し、お申し込みください。 

会場の都合上、お申込みの無い場合は、取材をお断りさせていただく場合がありますので御注意 

ください。 

なお、カメラ撮りを御希望の方は、その旨をお申し出ください。カメラ撮りは会議の冒頭のみで 

お願いします。  

＜傍聴登録先＞  

株式会社インテージ  

DCG・サービス事業本部  

営業企画5部_１グループ  

 担当：高瀬 立美（たかせ たつみ）  

〒101-8201東京都千代田区神田練塀町3番地 

       インテージ秋葉原ビル  

ＴＥＬ：03-5294-8325  

ＦＡＸ：03-5294-8358  

E-mail：k-hairyo@intage.co.jp  

※傍聴申込みの受付は、上記登録先に委託しております。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、峯村、田中 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14084 
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☆生物多様性関係  

＊カルタヘナ議定書第２回国別報告書（案）に関する意見の募集について 

「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」第５回締約国会議の決議 

に基づき締約国が作成することとされている第２回国別報告書について、原案を作成しました。 

 本案について、広く国民の皆様からのご意見を伺うため、８月２日（火）から９月１日（木）までの 

間、郵送、ファクス及び電子メールにより意見募集を実施いたします。  

１．経緯及び第２回国別報告書の概要 

 遺伝子組換え生物等による生物多様性への影響を防止するため「生物の多様性に関する条約のバイ 

オセーフティに関するカルタヘナ議定書」が2000年１月に採択され、2001年９月に発効しました。我 

が国は、同議定書を2003年11月に締結し、2004年２月に我が国について発効しました。 

 2010年10月に開催されたカルタヘナ議定書第５回締約国会議において、第２回国別報告書の様式が 

採択され、第６回締約国会議の12ヶ月前までに各締約国は国別報告書を提出することが決議されまし 

た。 

 今回の国別報告書は、この決議に基づき作成するもので、原案は、カルタヘナ議定書に関係する外 

務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省及び経済産業省の協力を得て環境省でまとめた 

ものです。 

 国別報告書は、各締約国の取組の進捗状況を議定書の条項に従って、それぞれ質問に回答する形式 

となっており、以下の主要な項目から構成されています。  

(1)第２条 一般規定  

(2)第５条 医薬品  

(3)第６条 通過及び拡散防止措置の下での利用  

(4)第７～10条 事前の情報に基づく合意（AIA）及び改変された生物(LMOs)の環境への意図的な導入  

(5)第11条 食料若しくは飼料として直接使用し又は加工することを目的とする改変された生物(LMO 

ｓ－FFP)のための手続  

(6)第12条 決定の再検討  

(7)第13条 簡易な手続  

(8)第14条 二国間の、地域的な及び多国間の協定及び取り決め  

(9)第15条 危険性の評価  

(10)第16条 危険の管理  

(11)第17条 意図的ではない国境を越える移動及び緊急措置  

(12)第18条 取扱い、輸送、包装及び表示  

(13)第19条 国内の権限のある当局及び中央連絡先  

(14)第20条 情報の共有及びバイオセーフティに関する情報交換センター(BCH)  

(15)第21条 秘密の情報  

(16)第22条 能力の開発  

(17)第23条 公衆の啓発及び参加  

(18)第24条 非締約国  

(19)第25条 不法な国境を越える移動  

(20)第26条 社会経済上の配慮  



(21)第27条 責任及び救済  

(22)第33条 監視及び報告  

(23)その他の情報  

 なお、原案は、日本語で作成しておりますが、提出は英語となりますので、記述回答部分について 

は英訳も併記しました。  

＜ご参考[1]＞第２回国別報告書提出様式（英語版）はカルタヘナ議定書ホームページに掲載されて 

います。 

         （http://bch.cbd.int/protocol/cpb_natreports.shtml#natrep2）  

＜ご参考[2]＞第１回国別報告書 

         （http://www.bch.biodic.go.jp/download/protocol/07_national_report.pdf）  

２．意見提出方法 

 御意見のある方は３．意見募集要項に沿って御提出ください。 

 皆様からいただいた御意見については、国別報告書の作成にあたって参考とさせていただくととも 

に、御意見の概要とそれについての考え方をとりまとめた上で公表する予定です。 

なお、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。  

３．意見募集要項 

（１）資料（第２回国別報告書（案））の入手方法 

○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/）  

○環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室において資料配付 

○郵送による送付 

 郵送を希望される方は、140円切手を添付したA4版の紙の入る返信用封筒 

（郵便番号、住所、氏名、「カルタヘナ議定書第２回国別報告書」を必ず明記。）を同封の上、 

下記４．の意見提出先の「郵送の場合」のあて先まで送付して下さい。  

※カルタヘナ議定書及び国内担保法である「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」等については、以下のURLから御参照下さい。 

  URL http://www.bch.biodic.go.jp/  

（２）意見募集期間 

平成23年８月２日（火）～９月１日（木） ※郵送の場合は同日必着  

（３）意見提出方法 

 （意見提出用紙）の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。  

[1]郵送 

[2]ファックス 

※ファックス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下さい。  

[3]電子メール 

※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下さい。（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、あらかじめ御了承下さい。  

（意見提出様式）  

［宛先］環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 あて  

http://bch.cbd.int/protocol/cpb_natreports.shtml#natrep2
http://www.bch.biodic.go.jp/download/protocol/07_national_report.pdf
http://www.env.go.jp/
http://www.bch.biodic.go.jp/


［氏名］（企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名）  

［〒・住所］  

［電話番号］  

［ファックス番号］  

［意見］  

該当箇所（どの部分についての意見か、質問番号等を記載する等、該当箇所がわかるように明記 

してください。）  

意見内容  

理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。）  

（４）意見提出先 

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 あて  

[1]郵送の場合 

〒１００－８９７５ 東京都千代田区霞が関１－２－２  

[2]ファックスの場合 

ファックス番号：０３－３５０４－２１７５  

[3]電子メールの場合 

電子メールアドレス：bch@env.go.jp 

（件名に必ず、「カルタヘナ議定書第２回国別報告書」と入力して下さい  

※御意見は、日本語で御提出下さい。  

※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下さい。  

※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、東岡、植竹 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14088 

 

 

☆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 

mailto:bch@env.go.jp


 

担当：cfp-forum@jemai.or.jp 

詳しくは↓ 

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

 

 


