
                                   

☆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（五十音項） 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  

＊東日本大震災について～放尃性物質に関する緊急対応研究課題の公募について（第2 

回）～ 

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


 農林水産省は、この度の東京電力福島第1原子力発電所の事故を受け、緊急に実施すべき放尃性物質 

関係の研究について、「新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業」の「緊急対応研究課題」と 

して、研究対象を2課題設定し、研究実施機関（研究グループ）を公募します。 

概要 

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

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

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

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

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

て、研究対象を以下のとおり2課題設定し、研究実施機関（研究グループ）の公募を行います。 

公募は、研究対象1及び2毎に行います。 

「緊急対応研究課題」について、今回募集する研究対象 

 研究対象1．農地土壌から放尃性セシウムの分離・除去技術の実証研究 

【研究対象の背景と想定される試験研究の概要】 

 現在、科学技術戦略推進費を活用して、農地土壌の放尃性セシウムの除染効果が高いと考えられる主 

な技術について現地実証試験を実施しており、これまでに表土のはぎ取りにより低減できる見通しが得 

られたところです。 

しかしながら、はぎ取りにより大量の汚染土壌が排出されるため、その効率的・効果的な処理方策が重 

要な課題となっています。 

このため、本課題では、排出土壌から効率的に放尃性セシウムを分離・除去し、処理するとともに、 

土壌を農地へ返還するための実用的技術の開発に向けて、 

1．放尃性セシウムを化学薬品により土壌から溶液中に分離・除去し、適切に処理する技術の実証 

2．放尃性セシウムを電磁波や高圧等の物理的処理により土壌から分離・除去し、適切に処理する技術の 

実証 

3．その他、分離・除去を可能とする技術の実証 

を行うものとします。 

本研究対象については、上記1、2又は3のいずれかを実施する研究実施機関（研究グループ）を公募しま 

す。 

なお、本実証試験においては、すでに科学技術戦略推進費を活用して現地実証が行われている福島県飯 

舘村等の現地実証ほ場で排出された同一土壌を用いるなど、統一的な条件で研究を実施することとしま 

す。 

詳細は、別紙「試験研究の実施条件」をご参照願います。 

【研究実施期間及び研究費上限額】 

 上記研究対象に係る研究については、本年度内に終了し、所期の成果を得ることが求められます。 

なお、研究費については、1応募課題当たり5百万円を上限とします。 

 研究対象2．水産生物が取り込んだ放尃性セシウムの排出を早める畜養技術の開発 

【研究対象の背景と想定される試験研究の概要】 

  福島県では、現在、淡水域及び沿岸底層域で採捕された水産生物、海藻のみから規制値を超える放尃 

性セシウムが検出され、表層域の漁獲物からの検出例は減尐しています。 

また、同県の海水、淡水については放尃性物質は不検出となっている一方、海底土や河川の底砂などか 



らは継続的に検出されていることから、淡水域と沿岸底層域の汚染は表層域より長期化する恐れがあり 

ます。 

 このため、本課題では、福島県の沿岸底層域並びに淡水域で漁獲された軽微な汚染水産物を清浄化す 

るための畜養技術を開発するとともに、淡水魚への放尃性物質の取り込み経路を把握することとし、 

1．汚染された水産物からの放尃性物質の排出を早める畜養技術の開発 

2．福島県の内水面における淡水魚への放尃性物質の取り込み経路の把握、並びに放尃性物質の濃縮係数 

の把握 

を行うものとします。 

本研究対象では、上記1及び2を併せて実施できる研究実施機関（研究グループ）を公募します。 

【研究実施期間並びに研究費上限額】 

 上記研究対象に係る研究については、本年度内に終了し、所期の成果を得ることが求められます。 

なお、研究費については、上記1及び2を併せて1千万円を上限とします。 

スケジュール 

1. 公募期間：8月5日（金曜日）から8月18日（木曜日）15時まで（必着）  

2. 採択課題の決定・公表：8月下旪  

公募要領、応募様式等 

公募要領、応募様式等はホームページ

（http://www.s.affrc.go.jp/docs/research_fund/2011/emergency_2011_1.htm） 

に掲載しています。 

「緊急対応研究課題」に応募する際の注意事頄について 

1．応募の手項について 

 今回の「緊急対応研究課題」の応募については、府省共通研究開発管理システム(e-Rad）での応募受 

付は行いません。 

e-mail又は郵送により、下の提出先まで必要書類を送付して下さい。e-mailの場合は、応募書類を 

PDFファイルに変換して送付して下さい。郵送の場合は、可能な限り、電子データを保存したCD－R 

等を同封して下さい。 

2．研究機関コード、研究者番号の取得について 

  今回の「緊急対応研究課題」については、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）での応募受付は

行いませんが、応募課題については府省共通研究開発管理システム(e-Rad）への入力が必要ですので、 

応募申請までに研究機関コード、研究者番号を必ず取得して下さい。府省共通研究開発管理システム 

(e-Rad）への入力は農林水産省で行います。 

（研究機関コード、研究者番号等の報告は、「e-Rad入力シート」を提出して下さい。） 

3．審査について 

「緊急対応研究課題」については、2次（ヒアリング）審査を実施しない場合があります。 

4．農林水産省競争参加資格（全省統一資格）について 

  契約上の要件として、平成22、23、24年度農林水産省競争参加資格（全省統一資格）の「役務の提 

供等（調査・研究）」の区分における資格の取得が必要ですので、現在この資格のない代表機関は、 

受付通知があった後速やかに取得して下さい。 

資格の取得に係る詳細な情報については、統一資格審査申請受付サイト 

（https://www.chotatujoho.go.jp/va/com/ShikakuTop.html）を参照して下さい。 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/research_fund/2011/emergency_2011_1.htm
https://www.chotatujoho.go.jp/va/com/ShikakuTop.html


応募書類の提出先 

〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関1-2-1 

農林水産省 農林水産技術会議事務局 研究推進課 

産学連携室 産学連携振興班  上崎、林田 

電話：03-3502-5530（直通） FAX：03-3593-2209 

e-mail：maff_sangakurenkei@nm.maff.go.jp 

採択された場合 

・研究計画の調整及び契約事務に10日程度かかります。  

・研究開始時期は9月上旪を予定しています。  

・なお、早期に研究に着手できるように、ホームページ

（http://www.s.affrc.go.jp/docs/research_fund/2011/emergency_2011_1.htm） 

に詳細計画書の様式を掲載していますので、あらかじめ作成の準備をお願いします。  

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・別紙「試験研究の実施条件」（PDF：148KB） 

 

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

    農林水産技術会議事務局研究開発官（食の安全、基礎･基盤）室 野島、宇木（研究対象1関係） 

    農林水産技術会議事務局研究開発官（環境）室 中山、大河内（研究対象2関係） 

詳しくは↓ 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/110805_2.htm 

 

 

＊農産物に含まれる放尃性セシウム濃度の検査結果の閲覧について 

 農林水産省は、各都県が7月に公表した、農産物に含まれる放尃性セシウム濃度の検査結果について、 

都県等ごと、品目ごとに結果を取りまとめ、地図上に示しました。今後、この情報は随時更新していきま 

すので、どうぞ御活用ください。 

 農産物に含まれる放尃性セシウム濃度の検査の結果が地図上でご覧いただけます。 

今般、農林水産省ホームページにおいて、農産物に含まれる放尃性セシウム濃度の検査結果が、都県 

（福島県は市町村）ごと、品目ごとに地図上でご覧いただけるようになりました。 

なお、本検査結果については、厚生労働省が公表している「食品中の放尃性物質の検査結果」をもと 

にまとめたものです。 

今後、この情報は、継続的に最新の情報に更新していきますので、どうぞ御活用ください。 

掲載先はこちら  http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_chosa/index.html 

 

担当：農林水産省生産局農業生産支援課原発対応調整チーム 髙田、有冨 

           総合食料局食糧部食糧貿易課 清水、藤田（麦） 

           生産局生産流通振興課 熊田、豊井（野菜）、松本、須見（果実） 

           生産局生産流通振興課特産農産物対策室 足立、長友（その他） 

詳しくは↓ 

mailto:maff_sangakurenkei@nm.maff.go.jp
http://www.s.affrc.go.jp/docs/research_fund/2011/emergency_2011_1.htm
http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/pdf/110805_2-01.pdf
http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_chosa/index.html


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

 

 

＊東日本大震災について～牛肉・稲わらからのセシウム検出に対する新たな対策につい 

て～ 

 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新たな対策 

を決定いたしました。 

7月26日（火曜日）付プレスリリースにて、牛肉・稲わらからのセシウム検出に関し緊急対応策を発表した 

ところですが、その後の出荷制限等の状況の変化を踏まえ、新たな対策を講ずることといたしました。    

1.共通事頄について 

 必要な原資について、事業実施主体が金融機関から借り入れる方式から、国費を事業実施主体に供給する形 

に変更しました。 

財源は予備費を要求し、独立行政法人農畜産業振興機構を通じて実施します。 

2.各対策について 

(1)国産牛肉信頼回復対策 

 牛肉に対する消費者の信頼を回復するため、汚染稲わらを食べた牛の肉のうち既に流通している牛肉につい 

て、食肉流通団体が実質買い上げて処分します。 

また、流通段階で停滞している出荷制限県産の牛肉について、保管経費等を食肉流通団体が立替払いします。 

(2)肉用牛肥育農家支援対策  

 汚染稲わらが給与され、全頭検査・全戸検査を実施することとなった県の肉用牛肥育農家の喫緊の資金繰り 

のため、畜産関係団体が肥育農家に対し、飼養頭数（肥育牛）1頭当たり5万円を支援します。 

さらに、出荷された牛の価格が下落した場合には、畜産関係団体が価格下落分を支援します。 

（検査の結果、暫定規制値を上回った場合には、実質的に買上げ処分を行います。）  

また、出荷制限県に対しては、県関係団体による出荷遅延牛の実質買上げも支援します。 

(1)(2)とも、販売時又は賠償時に返還。 

参考 

7月26日（火曜日）付プレスリリース「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～」 

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

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・各対策の新スキーム（PDF：122KB）  

 担当：【国産牛肉信頼回復対策】農林水産省生産局畜産部食肉鶏卵課 木下、猪口 

    【肉用牛肥育農家支援対策】生産局畜産部畜産企画課 冨澤、浦嶋 

    【稲わら等緊急供給支援対策】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_kikaku/110805.html 

 

 

＊『シンポジウム「海と共に生きる」～大震災からの復興を目指して～』の開催につい 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_suisin/110726_1.html
http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_kikaku/pdf/110805-01.pdf


て  

 水産庁と国土交通省は、平成23年8月23日（火曜日）にホテルメトロポリタン仙台において、シンポ 

ジウム「海と共に生きる」を開催いたします。多数のご参加をお待ちしております。 

シンポジウムは公開です。また写真撮影も可能です。 

1．概要 

 東北地方太平洋岸は海を中心とした「まちづくり」がなされ、漁業・水産加工業・造船業・港運業・ 

海運業に関係する施設が集積し、地域の人々にとってもこうした産業が雇用の場として重要な役割を果 

たしています。 

 今回の東日本大震災により甚大な打撃を受けた同地域の復興にあたって、水産庁と国土交通省は、 

これら海に関連する産業を通じた「海からの復興」に精力的に取り組むことが必要であるとの視点にた 

ち、様々な分野の人々の英知を持ち寄り、どのように復興を目指すかについて皆様と一緒に考える機会 

としたいと考えております。 

 また、同地域が今回の震災を乗り越え「海からの復興」を果たすことは、海洋国家日本の将来にとっ 

て重要な意味を持つものです。 

2．開催日時・会場 

(1)日時：平成23年8月23日（火曜日） 14時00分～17時30分 

(2)場所：ホテルメトロポリタン仙台 3階「曙」 

(3)定員：200名（参加費無料）先着項 

受付終了後、参加証を返信いたします。当日は必ず参加証（受付番号入り）をお持ちください。 

3．プログラム 

第1部講演 

(パート1) 

『海の復権と今後の地域活性化に向けたメッセージ』 

講演者：瀬戸内海国際芸術祭総合ディレクター北川 フラム氏 

※本年、北川氏が総合ディレクターを務める瀬戸内国際芸術祭実行委員会が第4回海洋立国推進功労者表 

彰（内閣総理大臣賞）を受賞 

(パート2) 

『震災復旧・復興に向けた取組』 

講演者：水産庁・国土交通省・日本財団 他 

第2部パネルディスカッション 

『今後の海のまちづくりの可能性、将来展望』 

パネリスト：株式会社 ヤマニシ 代表取締役社長前田 英比古氏 

石巻魚市場 株式会社 代表取締役社長須能 邦雄氏 

株式会社 高橋工業 代表取締役高橋 和志氏 

JR東日本旅客鉄道 株式会社 事業創造本部 

地域活性化部門部長鎌田 由美子氏 

宮城県 土木部技監兹次長佐藤 敬氏 

モデレーター：河北新報社論説委員長鈴木 素雄氏 

4．主催者等 

主催：水産庁・国土交通省 



後援：公益財団法人日本海事センター、河北新報社 

5．参加申込 

氏名・会社名等を別添の「参加申込書及び参加証」に記入の上、FAX又はE-mailでお申し込みください【参 

加申込締切、8月16日（火曜日）】 

参加申込者多数の場合、事前登録をされていない方、当日参加申込をされている方などは、ご入場をお 

断りする場合もございます。また参加者の登録は先着項での受付とさせていただきます。予めご了承く 

ださい。 

「シンポジウム『海とともに生きる』参加登録」係 

FAX ： 022-362-4524 

E-mail： umisimpo823@bz01.plala.or.jp 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・シンポジウム「海と共に生きる」の開催案内（PDF：5,645KB）  

 

担当者：水産庁増殖推進部栽培養殖課 石塚、荒井 

    国土交通省 海事局海事人材政策課 海事振興企画室 野村、山本、新發田 

詳しくは↓ 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/saibai/110809.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 北海道紋別 

市」の開催について 

農林水産省は、北海道紋別市等との共催により、9月4日(日曜日)に「市民と森林をつなぐ国際森林年の 

集い in 北海道紋別市」と題したイベントを開催します。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 

ワードに農林水産省等が開催する国際森林年記念事業です。紋別市の集いでは、「森を歩き、知恵を学 

ぶ」をテーマに紋別市内の森林公園を歩くイベントや、「紋別の森から未来の日本を語る」をテーマと 

するパネルディスカッション等を行います。 

開催日時・会場 

日時：平成23年9月4日(日曜日) 9時30分～16時30分 

場所：紋別市オホーツク森林公園 （紋別市 大山町）、紋別市民会館大ホール （紋別市 潮見町） 

プログラム 

＜第一部＞ 9時30分～11時30分 

森林公園の散策「森を歩き、知恵を学ぶ」 

＜第二部＞ 13時30分～16時30分 

シンポジウム「次世代への継承-紋別の森から未来の日本を語る」 

1. 開催あいさつ 宮川 良一氏（紋別市長） 

mailto:umisimpo823@bz01.plala.or.jp
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/saibai/pdf/110809-01.pdf


2. キーノートスピーチ「国際森林年によせて」 天野 礼子氏（作家、国際森林年国内委員会委員） 

3. 事例紹介「いろいろな森林とのつながり方を知る」 

・持続可能な森林経営と都市・企業との連携（紋別市）  

・みなと森と水ネットワークの取り組み（東京都 港区）  

・北海道のカーボンオフセットの状況（株式会社 エコノス 代表取締役社長 長谷川 勝也氏）  

・世界に通用する北海道の広葉樹を活かすものづくり（株式会社 木健 社長 坂野 徳三郎氏）  

4. パネルディスカッション「紋別の森から未来の日本を語る」 

コーディネーター：黒瀧 秀久氏（東京農業大学教授） 

パネリスト：倉橋 昭夫氏（平成18年度森の名手・名人（森の案内）、富良野市生涯学習センター） 

       松井 雅嗣氏（オホーツク魚の市民植樹祭実行委員会委員） 

       遊佐 弘子氏（コープさっぽろ北見地区担当理事、オホーツク森林・林業・木材産業チャ 

レンジ検討会委員） 

       佐藤 健右氏（佐藤木材工業 株式会社 総務部次長） 

       山中 義唯氏（日榮畜産 有限会社 専務取締役） 

参加申し込み方法 

入場は無料、定員は、第一部20名、第二部600名です。入場には事前申し込みが必要です。定員になり次 

第、申し込みを締め切ります。 

お問い合わせ・お申込み先 

紋別市 産業部 農政林務課（電話：0158-24-2111（内線256、390） 担当：徳正、坂庭） 

FAX: 0158-23-1535 

電子メール：ringyoushinko@city.mombetsu.lg.jp 

 関連事業 

本イベントの前日に下記の関連事業を行います。 

関連事業は、ファックスまたは電子メールで事前申し込みが必要です。お申し込みの締め切りは8月26日 

（金曜日）です。 

お問い合わせ・お申し込み等の詳細は添付資料をご覧下さい。 

＜馬に乗って森林浴 どさんこトレッキング＞ 

日時：2011年9月3日（土曜日）10時～12時30分 

場所：紋別市オホーツク森林公園 

主催：紋別市   

＜チェーンソー体験会＞ 

日時：2011年9月3日（土曜日）13時30分～16時 

場所：紋別市大山スキー場ヒュッテ 

主催：紋別市、菅原金物店  株式会社、玉谷機械 株式会社 

＜映画「TAKAMINE-アメリカに桜を咲かせた男」 上映会＞ 

日時：2011年9月3日（土曜日）15時～17時（14時30分開場） 

場所：紋別市民会館大ホール 

主催：紋別市、オホーツク紋別フィルムコミッション 

 

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、上西 

mailto:ringyoushinko@city.mombetsu.lg.jp


詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110809.html 

 

 

＊＜2011国際森林年関連事業＞「グリーンウェイブ2011」の実施結果について 

 農林水産省、国土交通省及び環境省は、、「国際生物多様性の日（5月22日）」を中心に、本年3月1日 

（火曜日）より6月15日（水曜日）までの期間、青尐年などが全国各地で植樹等を行う「グリーンウェイ 

ブ2011」の実施を呼びかけました。 

その結果、42都道府県の383団体、約28,000人の参加者の手により、約79,000本の苗木が植樹されました。 

「グリーンウェイブ2011」の実施結果について 

 農林水産省、国土交通省及び環境省では、生物多様性に関する認識を促し、生物多様性の保全と持続 

可能な利用を促進するとともに「国際森林年」及び「生物多様性の10年」に対する機運を高めることな 

どをねらいとして、「国際生物多様性の日（5月22日）」を中心に、本年3月1日（火曜日）より6月15日 

（水曜日）までの期間、青尐年などが全国各地で植樹等を行う「グリーンウェイブ2011」の実施を呼び 

かけました。 

これに応じて植樹等に御参加いただいた団体数等についてとりまとめたところ、以下の結果となりまし 

た。 

本キャンペーンの趣旨に御理解と御賛同をいただき、特段の御協力ありがとうございました。 

1.植樹等行事を主催した、または植樹等行事に参加いただいた団体 383団体 

 別添1「グリーンウェイブ2011」参加団体一覧 

2.協力いただいた団体（苗木の提供、啓発事業の実施等） 91団体 

 別添2「グリーンウェイブ2011」協力団体一覧 

 上記（1）との重複を除く。 

3.植樹等活動に参加いただいた人数 約28,000人 

4.植樹した本数 約79,000本 

【参考】 

1.国際生物多様性の日について 

 5月22日は、国連の定めた国際生物多様性の日（International Day for Biological Diversity：IDB） 

です。 

毎年この日には、世界各地で共通のテーマに沿って生物多様性に関する普及と啓発を目的とした記念イ 

ベントが開催されます。 

2011年のテーマは「生物多様性と森林（Biodiversity and Forests）」でした。 

なお、この日は、1992年の同日に生物多様性条約の本文が条約交渉会議において採択されたことに由来 

しています。 

2.「グリーンウェイブ」について 

 生物多様性条約事務局が、「国際生物多様性の日」の午前10時に、世界各地の青尐年の手でそれぞれ 

の学校の敷地などで植樹の実施を呼びかけているものです。世界各地で現地時間の5月22日の午前10時に 

植樹することにより、この活動が地球上を東から西へ波のように進んでいく様子を「緑の波（グリーン 

ウェイブ）」と表現しています。 

また、生徒たちに植える樹種や場所・方法などを自ら考えてもらうことで、生物多様性やその保全の必 

http://www.cbd.int/idb/2011/


要性などについて学んでもらおうというのがこの活動のもう一つの趣旨です。 

なお、この日に世界各地で行われた行事は、その日のうちにグリーンウェイブのWEBサイトで見ることが 

でき、世界各地の参加者と経験を共有することができるようになっています。（下記イメージ参照）  

・生物多様性条約ホームページグリーンウェイブ公式WEBサイト  

http://greenwave.cbd.int/ja/node/2[外部リンク] 

「グリーンウェイブ」活動を登録すると、活動場所がグーグルマップ上にポイントとして示されます。 

これらが、現地時間の5月22日20時10分に木の形に変わり、当該地に新たに樹木が植えられたことを示し 

ています。 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・別添１：「グリーンウェイブ2011」参加団体一覧（PDF：165KB）  

・別添２：「グリーンウェイブ2011」協力団体一覧（PDF：95KB）  

 

担当：林野庁森林整備部研究・保全課森林保全推進室 伊藤、岸田 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/hozen/110810_1.html 

 

 

☆農林漁業バイオ燃料法関係  

       ＊農林漁業バイオ燃料法に基づく生産製造連携事業計画の認定について（第8回認定）  

 農林水産省と経済産業省は、本日、平成20 年10 月1 日に施行された「農林漁業バイオ燃料法（平成20 年 

法律第45 号）」に基づき申請された生産製造連携事業計画の認定を行いました。 

今回の認定は、「宮城県大崎市菜の花バイオディーゼル燃料製造事業」です。 

1.生産製造連携計画とは 

 農林漁業者又は木材製造業者とバイオ燃料製造業者が連携して、原料生産と燃料製造に取り組む計画 

です。 

認定を受けた事業者は、農業改良資金助成法等の特例、バイオ燃料製造施設に係る固定資産税の軽減、 

中小企業投資育成会社法の特例、産業廃棄物処理事業振興財団の債務保証等の支援措置を受けることが 

できます。 

2.今回認定された生産製造連携事業計画 

 事業計画名：宮城県大崎市菜の花バイオディーゼル燃料製造事業（宮城県） 

事業概要：菜種を供給する「有限会社 たじりエコベジタブル」とバイオ燃料製造業者である「企業組 

合労協センター事業団」 

が連携してバイオディーゼル燃料を製造しています。 

（参考）農林漁業バイオ燃料法 

 農林漁業バイオ燃料法は、国産バイオ燃料の生産拡大に向け、農林漁業有機物資源をバイオ燃料の原 

材料として利用する取組を支援するため、平成20 年5 月28 日に公布、同年10 月1 日に施行されました。 

（注）農林漁業有機物資源 

 農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来する有機物であ 

って、エネルギー源として利用することができるもの。 

http://greenwave.cbd.int/ja/node/2
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/hozen/pdf/110810_1-01.pdf
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/hozen/pdf/110810_1-02.pdf


詳細については、下記URL からご覧いただけます。 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/bio/nenryoho/index.html 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・別紙(生産製造連携事業計画 第8回認定(平成23年8月12日)の概要)（PDF：56KB）  

 

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 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/110812.html 

 

 

☆排出ガス低減対策検討会関係  

＊オフサイクルにおける排出ガス低減対策検討会（第１回）の開催について 

 ８月５日（金）にオフサイクルにおける排出ガス低減対策検討会（第１回）を開催いたします。 

 なお、本検討会は国土交通省と合同で開催し、非公開で行われます。  

１．概要 

 現在、大型車の排出ガス規制は、公定モード（ＪＥ０５モード）における排出ガス量で規制を行っ 

ていますが、一層の排出ガス低減対策を進めるため、「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方につ 

いて（中央環境審議会第十次答申）」において、平成28年以降の次期排出ガス規制から公定モードを 

外れた走行状態（オフサイクル状態）における排出ガスの低減対策を導入することとしています。 

 今般、最新の排出ガス規制であるポスト新長期規制適合車において、オフサイクル状態に窒素酸化 

物（NOx）排出量が増大する事例が確認されたことを踏まえ、最新規制適合車におけるオフサイクル 

状態での排出ガスの実態を把握するとともにオフサイクル状態での排出ガス対策のあり方を検討す 

るために、学識経験者等からなる検討会を設置し、第１回検討会を８月５日に開催します。年度内に 

一定の結論を得る予定です。 

 なお、本検討会は国土交通省と合同で開催し、自動車メーカーの機密保持等の観点から、非公開で 

行います。  

２．委員構成 

大聖 泰弘 早稲田大学大学院教授  

飯田 訓正 慶應義塾大学教授  

小田 曜作 （独）交通安全環境研究所自動車審査部長  

後藤 雄一 （独）交通安全環境研究所環境研究領域長  

小谷野 眞司 （財）東京都環境整備公社東京都環境科学研究所主任研究員  

塩路 昌宏 京都大学大学院教授  

土屋 賢次 （財）日本自動車研究所エネルギ・環境研究部長  

 

担当：環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室 西本、高井、江連 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14091 

 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/bio/nenryoho/index.html
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bio/pdf/110812-01.pdf


 

☆地球温暖化関係  

＊サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量算定方法検討会の取りまとめについ 

て 

 環境省では、事業者のサプライチェーン全体での温室効果ガス排出量の標準的な算定方法について平 

成22年度から検討を進めてきましたが、この度検討結果を取りまとめましたのでお知らせします。  

１．検討の概要 

○本検討会では、事業者自らの温室効果ガス排出量のみならず、事業者のサプライチェーン全体 

（原材料の製造・輸送、販売する製品の流通、製品の使用・廃棄など）における排出量を段階ごとに 

収集し、算定することができるよう、サプライチェーンを上流・自社・下流の区分から更に13のカテ 

ゴリに区分して、そのカテゴリごとに具体的な算定方法を示しました。  

○サプライチェーン排出量の標準的な算定方法を示すことにより、多くの事業者のサプライチェーン 

排出量の把握・管理や情報開示が進み、事業者はサプライチェーン全体での効率的な削減対策を実施 

することができます。  

○なお、検討にあたっては、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度や、GHGプロトコル※で検討 

中の企業のバリューチェーンにおける排出量の算定や報告の方法を示す「SCOPE3算定報告基準」との 

調和が図られるよう留意しました。  

○今年度は、この取りまとめを踏まえて、算定方法等について引き続き検討を行う予定です。  

※GHGプロトコル： 米国の環境NGOである「世界資源研究所（World Resources Institute）」及び 

「持続可能な発展のための世界経済人会議(World Business Council for Sustainable Development)」 

を中心に、世界中の事業者、行政組織、NGO、学術組織など様々な利害関係者が参加し、その合意に 

基づいて温室効果ガス（GHG）の算定・報告基準を開発するためのプロセスのこと。  

２．検討会取りまとめの入手方法 

 下記の環境省ウェブサイト「サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量算定方法検討会」のペ 

ージに掲載していますので自由にダウンロードしていただけます。 

 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/comm.html  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、坪口、重松 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14095 

 

 

＊平成23年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰について 

 環境省では、平成10年度から、地球温暖化対策を推進するための一環として、毎年、地球温暖化防止 

月間である12月に、地球温暖化防止に顕著な功績のあった個人又は団体に対し、その功績をたたえるた 

め、地球温暖化防止活動環境大臣表彰を行っています。  

１．対象部門 

[1]技術開発・製品化部門 

 省エネ技術、新エネ技術、省エネ型製品（低公害車）、省エネ建築のデザイン等、温室効果ガ 

スの排出を低減する技術の開発やその製品化に関する功績。  

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/comm.html


[2]対策技術導入・普及部門 

 コジェネレーション、ヒートポンプ、新エネ製品（太陽光パネル等）、省エネ製品（低公害車）、 

省エネ型新交通システム、省エネ建物等、温室効果ガスの排出を低減する技術や製品の大量導入・ 

先導的導入やその普及啓発に関する功績。  

[3]対策活動実践部門 

 地球温暖化防止に資するライフスタイルの実践活動、植林活動等、地球温暖化を防止する活動 

の実践等に関する功績。  

[4]環境教育・普及啓発部門 

 地球温暖化について教育資料の開発、情報の提供、学校や市民、企業内における教育活動や普 

及・啓発等に関する功績。  

[5]国際貢献部門 

 地球温暖化防止に資する技術移転、海外での植林、京都メカニズムの実施あるいは実施に向け 

た活動等、国際的な地球温暖化防止対策活動に関する功績。  

２．表彰の対象者 

 １．の各部門における顕著な功績のあった個人又は団体（自治体、企業、ＮＧＯ、学校等。共同実 

施も含む。以下同じ。）、及び上記の活動において連携や支援を行っている個人や団体を表彰対象と 

します。また、表彰対象者は、原則として日本に在住する者又は組織の拠点を日本国内に置く団体に 

限ります。 

 ただし、申請内容と同一の活動あるいは功績により、過去に環境大臣の表彰を受けているものは表 

彰の対象としません。  

３．申請書提出先 

環境省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室 

 〒100-8975 

 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

 TEL：03-5521-8341（内6794 又は 内6793） 

 E-mail：chikyu-hyosyo@env.go.jp  

 申請書の提出に当たっては、実施要領に従い、所定の様式に必要事頄を記載の上、関係書類ととも 

に郵送してください。 

（一部の様式については、電子メールでの提出もお願いしています。詳しくは添付の実施要領をご覧 

下さい。）  

４．今後の予定 

・応募の締切・・・・・平成23年9月16日（金） 17：00（必着）  

・受賞者の決定・・・・平成23年11月下旪頃  

・表彰式・・・・・・・平成23年12月上旪頃  

 

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 室石、相澤、押田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14099 
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☆３R関係  

＊普及啓発用小冊子「３Rまなびあいブック」配布希望の募集について 

 環境省では、容器包装廃棄物削減の普及啓発にあたる「３Ｒ推進マイスター」が講演会の講師や環境 

学習講座の開催などの活動を行う際に活用するため、平成19年度に普及啓発用小冊子「３Ｒまなびあい 

ブック」（以下、小冊子といいます。）を作成しました。 

 平成21、22年度に、容器包装廃棄物の３Ｒ等に取り組んでいる地方自治体や市民団体へ配布希望を募 

ったところ、多数の応募をいただきました。また、容器包装廃棄物の３Ｒに取り組んでいる事業者から 

も提供の要望をいただきました。 

 そこで、今年度についても応募を受け付けることといたしましたので、御案内いたします。 

 容器包装の３Ｒに係る普及啓発活動や環境学習会のため提供を希望される市町村、学校園、市民団体 

及び事業者の方は奮ってご応募下さい。  

１．提供するもの 

「３Ｒまなびあいブック」 

（詳細については、環境省ホームページhttp://www.env.go.jp/recycle/yoki/b_5_book/index.html 

をご覧下さい）  

(１箱のセット内容) 

・小冊子「３Ｒまなびあいブック」（大人向け60冊、こども向け42冊）  

・付録：３Ｒビンゴ 42部  

・付録：エコはちとためちゃうすごろく 42部  

・付録：買い物ゲーム「どっちこっちスーパー」 42部  

・付録：３Ｒサイコロ 42部  

２．応募できる方 

（１）地方自治体 

 都道府県、市町村の行政部局とともに、環境学習施設などの事業所単位での申込みもできます。  

（２）市民団体（NPO、NGOを含む。） 

（３）学校園（大学、専門学校、高校、中学校、小学校、幼稚園、保育園） 

（４）事業者（容器包装の３Ｒに係る普及啓発活動を行う場合に限る。） 

（注）  

[1]容器包装の３Ｒに係る普及啓発活動に実際に活用が見込まれる応募のみを有効とします。  

[2]個人による応募はできません。  

[3]営利を目的とした活動には使用できません。  

[4]同一団体から複数の申込みがあった場合、全ての応募が無効となります。  

３．提供する数量 

 上限について、応募1件あたり５箱までとします。概ね100団体へ配布する予定です。 

 応募が予定数量を超過した場合は抽選とさせていただきます。  

４．応募期間 

 平成23年８月８日(月)～平成23年９月30日(金) 18：00まで。 

 応募期限を経過した応募については無効となります。  

５．応募方法 

○別添送付申込書に活用方法等必要事頄を記入し、環境省が指定するアドレス（package@murc.jp） 

http://www.env.go.jp/recycle/yoki/b_5_book/index.html
mailto:package@murc.jp


へ、電子メールに「送付申込書」を添付して送付して下さい。指定するアドレス以外に送付された場 

合や、FAX、郵送による申込みは、受付できませんので予めご了承下さい。  

６．発送の可否の通知 

○実際に活用が見込まれる応募の中から、予定数量を超える場合は抽選により送付先を決定させてい 

ただきます。  

○発送の可否については、電子メールにより平成23年10月中旪までに連絡します。  

７．小冊子の発送時期 

 発送可否の通知送信後、準備が整い次第発送します。  

８．費用負担 

 小冊子の発送にかかる経費は、環境省が負担します。  

９．注意事頄 

[1]電子メールのタイトル及び申込書のファイル名は下記のとおりでお願いします。  

○電子メールのタイトル  

a)都道府県の場合：「３Ｒまなびあいブック配布希望（○○○○）」 

 （○は都道府県名）  

b)市町村・特別区の場合：「３Ｒまなびあいブック配布希望（○○○○△△△）」 

 （○は都道府県名△は市町村・特別区名）  

c)市民団体、学校園、環境学習施設及び事業者の場合：「３Ｒまなびあいブック配布希望（○ 

○○○）」（○は団体名、学校園名、施設名又は事業者名）  

○送付申込書のファイル名  

a)都道府県の場合：「○○○○」 

 （○は都道府県名）  

b)市町村・特別区の場合：「○○○○△△△」 

 （○は都道府県名△は市町村・特別区名）  

c)市民団体、学校園、環境学習施設及び事業者の場合：「○○○○」 

 （○は団体名、学校園名、施設名又は事業者名）  

[2]送付いただいたメールが環境省指定アドレスに届くと、受領した旨のメールをお送りします。 

 受領した旨のメールが返信されない場合は、アドレス等を確認いただき、再度送付申込書を送信し 

て下さい。  

[3]なお、抽選により送付対象から外れた場合でも、小冊子の内容は環境省のホームページよりダウ 

ンロードして普及啓発活動などに利用いただけます。  

[4]本冊子の内容を引用する場合は、 

 ○営利を目的としないこと 

 ○出典を明らかにすること 

 ○内容を変更しないこと 

 を遵守いただくとともに、環境省へ事前に電子メール（タイトル：「３Ｒまなびあいブック」の内 

容引用について） により次の事頄を連絡して下さい。  

a. 実施主体：（国、地方自治体、市民団体、ＮＰＯ、学校園、事業者などの名称、所在地、 

担当者、電話番号）  

b.広報印刷物の種類、名称、発行時期、配布部数、配布範囲、その他広報印刷物の概要が理解 



できる内容  

c.引用を希望する部分（原稿をＰＤＦファイルにして送付して下さい）  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・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=14098 

 

 

☆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 

関する法律に係る省令案についての意見の募集について 

 「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23年10月1日施行）」に係る省令案について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成23年８ 

月９日から平成23年９月８日までの間、意見の募集（パブリックコメント）を行います。  

１．意見募集対象 

（１）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 

第４条第２頄第３号の特定非営利活動法人に準ずる者を定める省令案（農林水産省令・国土交通省 

令・環境省令）［別添１］  

（２）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 

第４条第６頄に規定する環境大臣に対する協議に関する省令案（環境省令）［別添２］  

（３）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 

第４条第７頄に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令案（国土交通省令・環境省令）［別 

添３］  

（４）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 

第15条第３頄の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令案（環境省令）［別添４］  

２．意見の募集期間 

平成23年８月９日（火）～平成23年９月８日（木） 

※郵送の場合は、平成23年９月８日（木）必着  

３．意見の提出方法 

 御意見は、下記（1）～（4）までを御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方 

法で、下記（5）の提出先まで御提出ください。  

（1）氏名（企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名）  

（2）住所  

（3）電話番号又はメールアドレス  

（4）御意見（意見ごとに下記事頄を記載）  

・意見の該当箇所（[1]から[4]のうち、どの省令のどの部分か、該当箇所が分かるように記入し 

てください）  

・意見の要約（意見は簡潔に記載）  

・意見及び理由（意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記）  

（5） 



提出先  

・ 郵送：環境省自然環境局自然環境計画課 

     〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

・ ＦＡＸ：03-3591-3228  

・ 電子メール：shizen-keikaku@env.go.jp  

４．注意事頄 

●御意見は、日本語で御提出下さい。  

●電話での御意見は受け付けておりません。  

●御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。  

●頂いた御意見については、意見提出者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除 

き公開する場合があることを御承知おきください。  

●締切日までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下記に 

該当する内容については無効といたします。  

・個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容  

・個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容  

・個人や特定の団体の著作権を侵害する内容  

・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容  

・営業活動等営利を目的とした内容  

５．閲覧又は入手の方法 

（１）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  

（２）環境省自然環境局自然環境計画課にて配布 

  （東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎５号館26階）  

（３）郵送による入手 

 郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し140円切手を貼付した返信用封筒（Ａ４ 

版が入るもの）を同封し、意見提出先まで送付してください。  

６．問い合わせ先 

環境省自然環境局自然環境計画課 

 ＴＥＬ：03－3581－3351（内線6479） 

 ＦＡＸ：03－3591－3228 

 電子メール：shizen-keikaku@env.go.jp 

 担当：滝澤、森  

 

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=14111 

 

 

☆水質汚濁防止法関係  

＊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４回）の開催につ 

mailto:shizen-keikaku@env.go.jp
http://www.env.go.jp/info/iken.html
mailto:shizen-keikaku@env.go.jp


いて 

 平成23年８月23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４回） 

を開催いたします。 

本会議では、6月22日に公布され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８月23日（火）14:00～17:00  

２．場所  経済産業省別館 825号会議室 

      （東京都千代田区霞が関１－３－１ 経済産業省別館８階）  

３．議題（予定） 

（１）第３回検討会における指摘に関する情報について  

（２）構造等に関する基準及び定期点検の内容のパブコメ（案）について  

（３）指導指針及びマニュアル素案について  

（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８月19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４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。） 

  当日は傍聴の受付に当たり、身分を証明するものを提示していただく場合がございますので、あ 

らかじめ御了承ください。  

（３）当日取材を希望される報道関係者につきましても、下記（５．傍聴申込先）に、平成23年８月 

19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=14115 

mailto:mizu-chikasui@env.go.jp


 

 

☆中央環境審議会関係  

＊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「水質汚濁防止法に基づく有 

害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について（第1次答申案）」に対する意見の募集 

（パブリックコメント）について 

 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は、「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵 

指定施設の対象となる施設について（第1次答申案）」を取りまとめました。 

 この度、本答申案について、広く国民の皆様からの御意見をお聞きするため、平成23年８月９日（火） 

から９月７日（水）まで意見の募集（パブリックコメント）を実施いたします。  

１．背景 

 平成23年２月15日の中央環境審議会答申「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について 

（答申）」において、地下水汚染を未然に防止するためには、現行の水質汚濁防止法に基づく地下浸 

透規制に加え、有害物質を取り扱う施設・設備や作業において漏えいを防止するとともに、漏えいが 

生じたとしても地下への浸透を防止し地下水の汚染に至ることのないよう、施設設置場所等の構造に 

関する措置や点検・管理に関する措置が必要とされました。 

 同答申を踏まえた水質汚濁防止法の一部を改正する法律案が平成23年３月８日に閣議決定され、６ 

月14日に成立、６月22日に公布されたところです。 

 改正後の水質汚濁防止法においては、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、有害物 

質貯蔵指定施設等に関する届出、有害物質使用特定施設等に係る構造、設備及び使用の方法に関する 

基準の遵守並びに定期点検及び点検結果の記録・保存を義務付けることとしており、今後、施行に必 

要な事頄について検討が必要となっています。 

 このため、平成23年７月に環境大臣は中央環境審議会会長に対して、「水質汚濁防止法に基づく有 

害物質貯蔵指定施設となる対象施設並びに有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設 

定及び定期点検の方法について」を諮問しました。 

 この諮問は、同審議会水環境部会に付議され、同部会に設置された「地下水汚染未然防止小委員会」 

（委員長：須藤隆一 東北大学客員教授）において、審議を行い、この度「水質汚濁防止法に基づく 

有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について（第1次答申案）」を取りまとめました。  

２．意見募集の対象 

 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「水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指 

定施設の対象となる施設について（第1次答申案）」 

※参考資料  

有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設について  

３．意見募集要領 

（１）意見募集期間 

平成23年８月９日（火）から９月７日（水）18：15まで（※郵送の場合は平成23年９月７日（水） 

必着）  

（２）意見提出方法 

 ［意見提出様式］により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。  

１）郵送：［意見提出様式］に従って提出してください。  



２）ＦＡＸ：［意見提出様式］に従って提出してください。  

３）電子メール：［意見提出様式］の頄目に従い、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。）  

         また、件名は「『水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設の対象とな 

る施設について（第1次答申案）』に対する意見」としてください。  

（注意事頄） 

○意見は日本語で御提出ください。  

○電話及び匿名での意見の御提出は御遠慮願います。  

○意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。  

○頂いた意見については、住所、電話番号、ＦＡＸ番号及び電子メールアドレスを除き公開さ 

れる可能性のあることを御承知おきください。 

 （公表の際に匿名を希望される場合は、意見提出時にその旨書き添えてください。）  

○意見の対象となる答申案の該当個所を明記してください。  

○締切日までに到着しなかった場合や御記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、 

意見を無効扱いとさせていただくことがあります。  

○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 

権利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。  

○企業・団体から意見を提出される場合には、同一の意見を複数の部署から提出されることの 

ないようお願いします。  

（３）意見提出先 

環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室 あて  

１）郵送の場合  

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

２）ＦＡＸの場合  

03-3501-2717  

３）電子メールの場合  

mizu-chikasui@env.go.jp  

※郵送の場合は封筒の表面に、ＦＡＸ又は電子メールの場合は件名に、「『水質汚濁防止法に基 

づく有害物質貯蔵指定施設の対象となる施設について（第1次答申案）』に対する意見」と記載し 

てください。  

４．資料の入手方法 

（１）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において配布 

場所：東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎第５号館23階 

    環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室  

（２）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  

・電子政府の総合窓口［e-Gov］ http://www.e-gov.go.jp/index.html  

（３）郵送による送付 

 郵送による送付を希望される方は、80円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏 

mailto:mizu-chikasui@env.go.jp
http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.e-gov.go.jp/index.html


名を明記した返信用封筒を同封の上、「『水質汚濁防止法に基づく有害物質貯蔵指定施設の対象 

となる施設について（第1次答申案）』に対する意見募集関係資料希望」と封筒表面に明記し、上 

記「３.(３)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。 

 切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けできませんので、あらかじめ 

御了承願います。  

５．連絡先 

環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室 

担当：松田、柳田、堀内 

ＴＥＬ：03-3581-3351（内線6675） 

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、柳田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14116 

 

 

＊環境対策に係る模範的取組表彰(大臣表彰)の被表彰者推薦の募集について 

 平成23年1月29日付け中央環境審議会答申「今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について」 

における指摘を踏まえ、公害防止について先進的な事業活動や対策技術等を取り入れた事業者等に対し 

て環境大臣賞を授与する制度を創設します。 

 平成23年度表彰の実施に際して、下記の通り、被表彰者について別途関係自治体等に推薦を依頼する 

ほか、一般からも広く推薦を募集します。  

                         記  

１．目的 

 公害（大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭をいう。以下同じ。）防止 

について模範的取組を実施している者を表彰し、その取組を広く紹介することによって、我が国の産 

業活動における公害防止に役立てることを目的とします。  

２．表彰の対象及び選考手続きについて 

 公害防止に顕著な功績がある個人又は団体のうち、模範的取組を実施している者を対象とします。 

被表彰者は、関係自治体等から推薦があった者のうち特に優れた者について、「環境対策に係る模範 

的取組表彰選考委員会」の審査を経て、環境大臣が決定します。  

３．推薦の〆切 

 平成23年9月30日（金）  

※状況により推薦の募集期間を延長することがあります。  

４．表彰の時期 

 表彰は１２月を予定しています。（表彰状を授与）  

５．その他 

 詳細は別紙「実施要領」及び「被表彰者推薦基準」を参照願います。 

 なお、推薦の様式は別紙「候補者調査書」を使用してください。  

mailto:mizu-chikasui@env.go.jp


 

担当：環境省水・大気環境局総務課 粕谷、松本 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14118 

 

 

☆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/ 

 


