
☆生物多様性関係  

＊パパイヤ苗の検査結果について 

 農林水産省は、我が国で未承認の遺伝子組換えパパイヤの種苗が流通していないかどうか知るため、 

パパイヤ種苗を検査しています。 

 今般、既に国内で種苗登録されており、種苗会社等から販売が予定されているパパイヤの苗1種類（1品種） 

を検査し、結果が出ました。 

経緯 

 農林水産省は、我が国で未承認の遺伝子組換えパパイヤの種苗が流通していないかどうか知るため、 

農林水産省が確立した種子又は葉の検査法を用いて、種苗を検査しています。 

 今般、既に種苗登録されており、茎頂培養等により増殖させ、種苗会社等から販売が予定されている 

パパイヤの苗1種類（1品種）を検査し、結果が出ました。 

検査結果  

品種名等 石垣ワンダラス（独立行政法人 国際農林水産業研究センターが育成し、平成２２年９月に 

品種登録されたもの。今後販売予定の苗） 

種苗会社名等 独立行政法人国際農林水産業研究センター（茨城県つくば市） 

検査結果 陰性 

陰性：対象としている組換え遺伝子配列を持たないパパイヤである。 

 今般の検査結果も含め、これまで種子29種類（19品種と品種不明2種類）、苗4種類（4品種）を検査し、 

「台農5号」という名称で販売されてきた種子（※）を除き、全て陰性でした。 

今後、新たな種類の種苗が入手できれば、遺伝子組換え体を含むか含まないか検査し、結果を公表しま 

す。（※）台湾当局からの情報では、台農5号は遺伝子組換え体ではない通常の品種として、交雑育種に 

より昭和62年に開発されたものです。 

「台農5号」は、平成17年以降、「台湾農産」（Taiwan Agricultural Development Co., Ltd.、所在地： 

台湾台北市）から輸入され、この名称で販売されてきた種子と同一であると考えられます。 

 

担当者：農林水産省消費・安全局農産安全管理課 二階堂、吉尾、高島 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/110818.html 

 

 

＊平成23年度エコツーリズム地域コーディネーター活用事業の採択結果及び第２次公 

募の開始について 

 環境省では、平成23年度から「生物多様性の保全・活用による元気な地域づくり事業」の一環として、 

コーディネーターを活用してエコツーリズムの推進に取り組む地域協議会の活動を支援する「地域コー 

ディネーター活用事業」を実施しており、下記の、13件の事業を採択しました。 

 なお、本日から本事業の第２次公募を開始しますので、お知らせします。  

 

担当：環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室 堀上、小林、小野 宏 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14133 



 

 

☆揮発性有機化合物関係  

＊揮発性有機化合物（VOC）の排出抑制対策を支援するためのパソコン用ソフト 

（EVABAT：エババット）の試験運用について～排出抑制の見える化できます～ 

 環境省は、揮発性有機化合物（以下、「VOC」という。）の排出抑制対策を推進するため、平成21年度 

から「揮発性有機化合物（VOC）排出抑制導入支援に係る検討業務」を実施し、この度、日本産業洗浄協 

議会及び東京大学において、産業洗浄分野における中小事業者等がVOC排出抑制対策の効果およびコスト 

を検討できるソフト（EVABAT）を開発しました。 

本年８月31日から、ベータ版ソフトの利用を開始します。 

 なお、御利用していただいた結果をフィードバックしていただき、本ソフトのさらなる改良を行うこ 

ととしています。 

 また、８月31日から９月２日に東京ビッグサイトで開催される「2011地球環境保護国際洗浄産業展」 

の会場でもデモンストレーションを行います。 

１．EVABATの概要 

 EVABATとは、Economically Viable Application of Best Available Technologyの略であり、事業 

者が対策を検討・実施する際に、自社の状況に応じて、投資可能な無理のない範囲で、最も効果の高 

い対策を検討するためのものです。 

 日本産業洗浄協議会と東京大学とでソフトの開発を進め、環境省も協力しました。  

（１）ユーザー 塩素系洗浄剤（ジクロロメタン、トリクロロエチレン）を使用している中小事業者 

を想定しています。  

（２）入力項目 

・ 設備条件（事業者が使っている洗浄施設の寸法や洗浄剤の使用量など）  

・ 作業条件（作業環境の情報）  

・ 投資条件（洗浄剤の購入価格など）  

（３）出力結果  

 洗浄現場の個々の条件に合わせて、様々な排出抑制対策の効果及びコスト（ランニングコスト、 

償却期間）を定量的に計算します。  

（４）活用方法 

・ これまで実施した対策の効果の分析  

・ 現在実施している対策の改善  

・ 今後の対策の検討  

 などに活用できます。  

２．ソフト御利用の申し込み方法等 

（１）ソフトの動作環境及びソフトの容量 

動作環境：Windows XP、Microsoft Excel 2003 で動作確認済み  

容量：約10メガバイト  

（２）申し込み方法 

 申し込み方法の詳細は、日本産業洗浄協議会のホームページを御覧ください。 

 http://www.jicc.org/  

http://www.jicc.org/


３．実施体制 

日本産業洗浄協議会（窓口）、東京大学、一般財団法人関西環境管理技術センター  

 

担当：農林水産省環境省水・大気環境局大気環境課 山本、栗林、村井 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14120 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会地球環境部会第２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２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３０日（火）１５：００～１８：００  

２．場所：全国都市会館 『第１会議室』 

      東京都千代田区平河町２－４－２ 

      http://www.toshikaikan.or.jp/06access.html  

３．議題： 

   （１）低炭素社会構築のために議論すべき論点について  

   （２）ワーキンググループの設置について  

   （３）今後のスケジュール  

   （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、「第２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８月２５日（木）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２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８月２５日（木）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２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=14121 

http://www.toshikaikan.or.jp/06access.html
mailto:chikyu-teitanso@env.go.jp


 

 

☆地球温暖化関係  

＊「温暖化対策シンポジウム2011～開発途上国における新メカニズムの実現可能性を探 

る～」の開催について  

 環境省が実施した「平成22年度 CDM/JI事業調査」（CDM/JI実現可能性調査及び新メカニズム実現可 

能性調査）の結果報告並びに新メカニズムの構築に向けての情報提供を行うため、「温暖化対策シンポ 

ジウム2011」を、9月21日（水）に東京で、9月22日（木）に大阪でそれぞれ開催致します。  

 我が国は、2013年以降の気候変動の次期枠組みにおいて、日本の先進的な低炭素技術等の海外展開 

による排出削減が適正に評価される仕組みが重要であるとし、そのための新たなメカニズムとして、 

「二国間オフセット・クレジット制度」の導入を主張しています。 

 本シンポジウムでは、二国間オフセット・クレジット制度の構築と既存メカニズムの改善について 

解説するとともに、環境省が実施している情報普及や知見獲得に関する活動・プログラムの紹介を行 

います。 

また、平成22年度に実施した新メカニズム実現可能性調査及びCDM実現可能性調査の結果について、 

実施事業者から報告を行います。 

加えて、新メカニズムの制度設計に向けた課題やその克服方法等を議論するため、専門家とのパネル 

ディスカッションを行います。  

主催：環境省、公益財団法人地球環境センター  

後援（大阪会場のみ）：大阪府、大阪市（予定）  

＜会場＞ 

（１）東京会場：2011年9月21日（水）13：00～17：00 

          砂防会館別館シェーンバッハサボー（淀・信濃） 

          東京都千代田区平河町2-7-5  

（２）大阪会場：2011年9月22日（木）13：00～16：30 

          大阪歴史博物館（4階講堂） 

          大阪市中央区大手前4-1-32  

＜申し込み＞ 

 参加ご希望の方は、次の申込み先まで、ホームページ、Eメール、またはFAXにて、9月16日（金） 

までにお申し込みください。 

（詳細は別紙リーフレットを参照。）  

お申込み・お問合わせ先 

（公財）地球環境センター（GEC）「温暖化対策シンポジウム」係 

ウェブサイト：http://gec.jp/jp Eメール：gwsympo@gec.jp 

FAX：06-6915-0181  

 

担当者：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、水野、橋本 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14124 

 

http://www.sabo.or.jp/kaikan-annnai/bekkan.htm
http://www.mus-his.city.osaka.jp/
http://gec.jp/jp
mailto:gwsympo@gec.jp


 

＊第29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29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8月31日（水）10：00～15：00  

２．議事次第（予定） 

１．第28回議事概要及び関連情報に関する報告  

２．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  

３．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  

４．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  

５．その他  

３．公開に関する取扱い 

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

策認証センターのホームページにおいて公表します。  

４．オフセット・クレジット（J-VER）制度の概要 

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

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

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

（J-VER）制度」を運営しています。 

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

活動に還流することとなるため、地球温暖化対策と地域経済の活性化が一体的に推進されることが期 

待されています。  

５．オフセット・クレジット（J-VER）認証委員会について 

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

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

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

（注） 

 J-VER認証委員会の構成委員につきましては、別紙を御参照ください。  

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

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

回数をカウントすることとしています。  

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

ージをご覧ください。 

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

 

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

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


詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14134 

 

 

☆水質汚濁法関係  

＊被災地の地下水質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３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、宮城県及び福島県内の地下水質の測定結果を第３報として公表し 

ます （採水日：宮城県７月４～８日、福島県７月19、20日）。  

○結果概要 

（１）宮城県  全28地点中、鉛について1地点（測定値0.020mg/L（基準値0.01mg/L以下））で、地 

下水環境基準値を上回る値が見られましたが、他の地点では、地下水環境基準値以下でした。（詳 

細別紙1）  

（２）福島県  今回分析が終了した全10地点において、地下水環境基準値以下でした。 （詳細別 

紙2）  

○今後の予定 

 宮城県、福島県等の関係機関に測定結果を提供するとともに、地下水環境基準値を上回った地点に 

ついては、宮城県において直ちに井戸の所有者に対し、飲用指導等を行いました。今後、追加調査を 

実施する等、関係機関と協力して対応していく予定です。  

 

担当者：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=14127 

 

 

＊「亜鉛に係る暫定排水基準（案）」に対する意見の募集（パブリックコメント）につ 

いて 

 亜鉛に係る暫定排水基準（案）について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、平成23年８月 

19日（金）から９月20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．背景 

 亜鉛については、水生生物の保全の観点から平成15年11月5日に生活環境項目として環境基準を設 

定し、その環境基準の維持・達成を図るため、平成18年12月11日より水質汚濁防止法に基づく排水基 

準を強化（5mg/lから2mg/l）しています。 

 その際、10業種についてはこれに対応することが困難であるとして５年間の期限（平成23年12月10 

日まで）で暫定排水基準（5mg/l）を設定しています。 

 今般の省令の改正は、現行の暫定排水基準が平成23年12月10日を以て適用期限を迎えることから、 

以降の暫定措置を定めるものです。  

２．改正内容 



 現在、暫定排水基準が設定されている10業種のうち、７業種については一律排水基準へ移行、残る 

３業種については現行の暫定排水基準値をそのまま延長（期限はそれぞれ平成28年12月10日まで）す 

る予定です。 

（詳細は別添の「亜鉛に係る暫定排水基準（案）」を参照）  

３．意見提出（詳細は「意見募集要項」を参照） 

募集期間：平成23年８月19日（金）から平成23年９月20日（火）  

提出方法：意見募集要項参照  

４．今後の予定 

8月19日～9月20日：パブリックコメントの実施  

11月上旬まで：改正省令の公布  

12月11日：改正省令の施行  

※関係省との協力の下、次回見直しに向けたフォローアップを実施する予定。 

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、水原、白鳥 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14128 

 

 

☆土壌汚染対策法関係  

     ＊被災地における土壌環境モニタリング調査結果の公表について 

 環境省では、東日本大震災に伴う津波や火災の被災地（岩手県、宮城県及び福島県）において、県・ 

市から要望を受けた公有地を中心に、土壌汚染対策法上の特定有害物質及びダイオキシン類に係る土壌 

環境モニタリング調査を78地点で実施しました。 

 この度、測定結果について有識者から意見を伺い、結果を取りまとめましたので、公表いたします 

（試料採取日：６月16日～７月６日、検討会開催日：８月８日）。  

１．結果概要 

（１）岩手県 

 全16地点中、水銀について１地点（測定値0.0006mg/L（基準値0.0005mg/L））、鉛について３ 

地点（測定値0.034mg/L、0.027mg/L、0.018mg/L（基準値0.01mg/L））、砒素について２地点（測 

定値0.027mg/L、0.019mg/L（基準値0.01mg/L））、ふっ素について１地点（測定値0.87mg/L（基 

準値0.8mg/L））、計５地点で土壌溶出量基準値※を上回る値が確認されました（複数の項目で基 

準値を上回った地点あり）。 

 なお、全地点において、土壌含有量基準値※を上回る値は確認されませんでした。  

（２）宮城県 

 全49地点中、鉛について４地点（測定値0.036mg/L、0.014mg/L、0.013mg/L、0.012mg/L（基準 

値0.01mg/L））、砒素について６地点（測定値0.021mg/L、0.018mg/L、0.017mg/L、0.015mg/L、 

0.013mg/L、0.012mg/L（基準値0.01mg/L））、計８地点で土壌溶出量基準値を上回る値が確認さ 

れました（複数の項目で基準値を上回った地点あり）。 

 なお、全地点において、土壌含有量基準値を上回る値は確認されませんでした。  

（３）福島県 



 全13地点中、水銀について２地点（測定値0.0013mg/L、0.0011mg/L（基準値0.0005mg/L））、 

鉛について５地点（測定値0.028mg/L、0.023mg/L、0.017mg/L、0.014mg/L、0.013mg/L（基準値 

0.01mg/L））、砒素について３地点（測定値0.013mg/L、0.012mg/L、0.011mg/L（基準値0.01mg/L））、 

ふっ素について１地点（0.83mg/L（基準値0.8mg/L））、計７地点で土壌溶出量基準値を上回る値 

が確認されました（複数の項目で基準値を上回った地点あり）。 

 なお、全地点において、土壌含有量基準値を上回る値は確認されませんでした。  

２．今後の対応 

 岩手県、宮城県、福島県等の関係機関に測定結果を提供するとともに、土壌溶出量基準を上回った 

地点については、近隣における井戸の使用状況を調査し、現在飲用に利用されていないことを確認し 

ました。 

 今後、追加調査を実施する等、必要に応じて関係機関と協力し、対応していく予定です。  

  ※土壌溶出量基準と土壌含有量基準について  

・ 土壌汚染による健康影響は、土壌中の特定有害物質が人の体内に取り込まれることにより生じま 

す。 

 主な特定有害物質の摂取経路としては、地下水が汚染されその地下水を飲用する地下水経由の摂取 

と手についた汚染土壌や砂ぼこりが口から入るような直接摂取があります。  

・地下水経由の摂取による健康リスクについては、以下の考え方により土壌溶出量基準が設定されて 

います。  

[1]摂取期間 

 一生涯（70年間）汚染土壌のある土地に居住した場合を想定しています。  

[2]１日当たりの地下水摂取量 

 １日２Ｌの地下水を飲用することを想定し、地下水の環境基準や水道水の水質基準と同様の考 

え方により基準を設定しています。  

・また、直接摂取することによる健康リスクについては、以下の考え方により土壌含有量基準が設定 

されています。  

[1]摂取期間 

 一生涯（70年間）汚染土壌のある土地に居住した場合を想定しています。ただし、急性毒性の 

観点からも問題のない濃度レベルとなるように設定しています。  

[2]１日当たりの土壌接食量 

 子ども（６歳以下）200mg、大人100mgと想定しています。  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課 柴垣、紺野、助川  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14130 

 

 

☆容器包装リサイクル関係  

＊「平成22年度 廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」 

結果について 

 市町村により分別収集された使用済ペットボトルは、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（平成７年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。）に基づく指定法人ルー 

トによらない市町村独自処理が行われています。 

 このため、「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自の処理に関する実態調査」を実施し、その 

結果の概要を取りまとめましたのでお知らせします。 

 この結果、平成23年度（計画）の指定法人ルートでの処理量の割合は67.7％であり、平成22年度の見 

込量とほぼ同じ割合となりました。 

 独自処理をしている市町村について、引渡事業者と契約時に引渡要件を定めていない市町村は、平成 

21年度調査とほぼ同じ37.6％でした。 

 また、使用済ペットボトルの処理先について、住民へ情報を提供していない市町村は46.4％となり、 

こちらも平成21年度調査と比較して大幅な変化はありませんでした。 

 今後の市町村の意向については、指定法人ルートを利用している市町村で、「独自ルートで引き渡す 

予定はない」市町村数は902（平成21年度888）、独自処理を利用している市町村で、「これまで通りと 

する予定である」市町村数は674（平成21年度666）と、いずれも平成21年度調査と比較して大幅な変化 

はありませんでした。 

 環境省では、平成18年の容器包装リサイクル法の一部改正に伴い改正された容器包装廃棄物の排出抑 

制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針（以下「基本方針」と 

いう）の趣旨について、引き続き市町村に対して周知、徹底を進めてまいります。  

 

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 森下、八巻、西松 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14132 

 

 

☆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/ 

 


