
☆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 



☆農林水産省組織再編関係  

＊農林水産省の組織再編について（平成23年9月1日実施） 

 農林水産省は、農林水産施策を的確に遂行できる体制を整備するため、平成23年9月1日に農林水産省の本 

省及び地方農政局等の組織再編を行います。 

組織再編の概要 

＜農林水産省本省＞  

1. 農山漁村・農林漁業の6次産業化等を担当する食料産業局を設置します。  

2. 米麦政策を含めた農畜産物に係る政策を生産局が一元的に担当します。新たに、「生産振興審議 

官」を設置します。  

3. 戸別所得補償の本格実施に伴う交付金と制度全体の総括を経営局が担当します。  

4. 政策評価、行政事業レビュー、業務のリスク管理等を推進する事務局体制の強化のため、担当の 

政策評価審議官－大臣官房評価改善課のラインを設定します。  

＜農林水産省地方農政局等＞  

○  農業経営の安定や食品安全に関する業務等を国が的確に実施する体制を整備するため、地方農政事務 

所等を廃止し、地域センター（65ヵ所）及び支所（38ヵ所）を設置します。  

各地方農政局等へのホームページアドレス 

各地方農政局等ごとの組織再編の概要については、下記URLからご覧いただけます。  

・北海道農政事務所  http://www.maff.go.jp/hokkaido/sosikisaihen/sosikisaihen.html  

・東北農政局  http://www.maff.go.jp/tohoku/info/sosiki/saihen.html  

・関東農政局  http://www.maff.go.jp/kanto/annai/sosiki/saihen/index.html  

・北陸農政局  http://www.maff.go.jp/hokuriku/news/sosiki_saihen.html  

・東海農政局  http://www.maff.go.jp/tokai/somu/jinji/sosiki-saihen/sosiki-saihen.html  

・近畿農政局  http://www.maff.go.jp/kinki/soumu/soumu/info_saihen.html  

・中国四国農政局  http://www.maff.go.jp/chushi/kikouzu/saihen_info.html  

・九州農政局  http://www.maff.go.jp/kyusyu/soumu/jinji/sosiki-saihen.html 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・農林水産省の組織再編について（PDF：461KB） 

 

担当者：農林水産省大臣官房文書課 伊藤、菅原、吉野 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/110826.html 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊オフセット・クレジット(J-VER)等の創出にかかる事業者支援第1次募集にかかる採択 

結果及び第2次募集の実施について 

・ 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（以下「J-VER制度」という。）を創設しました。  

http://www.maff.go.jp/hokkaido/sosikisaihen/sosikisaihen.html
http://www.maff.go.jp/tohoku/info/sosiki/saihen.html
http://www.maff.go.jp/kanto/annai/sosiki/saihen/index.html
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・ これまでJ-VER制度では、約140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134,000t 

のクレジットが認証されております。  

・ 先般ご案内したJ-VER等の創出にかかる事業者支援のお知らせについて、7月4日から7月29日までに 

応募のあった案件の中から、[1]申請書作成、妥当性確認受検支援を21件(うち、新規方法論策定に資 

する事業1件)、ならびに[2]モニタリング実施支援、検証受検支援を行う事業を32件採択しましたので、 

お知らせします。  

・ また、本事業は、第2次公募として、8月25日から9月30日まで公募を行います。  

１）第1次募集の採択結果について 

１．平成23年度オフセット・クレジット(J-VER)等創出に係る事業者支援事業について 

(１)支援内容 

 オフセット・クレジット（J-VER）制度※を活用しJ-VER等の創出に資する事業であって、以 

下に掲げるものについて、支援を実施します。なお、本業務は、環境省から委託を受けた事業 

者が実施します。  

※オフセット・クレジット（J-VER）制度 

 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 

て、環境省では、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」を創設しました。 

 J-VER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。  

[1]プロジェクト計画書作成・妥当性確認支援 

 応募時点で策定済みの方法論（３.関連情報の気候変動対策認証センターHP参照）を活用し 

た事業、または新規方法論の策定に資する事業として採択が見込まれる事業者を対象とし、 

今年度中にJ-VER制度に基づく妥当性確認（バリデーション）まで終了見込みの事業について、 

プロジェクト計画書・モニタリングプラン作成指導、妥当性確認時の問い合わせへの対応、 

妥当性確認費用の負担（100万円を上限に全額）を行います。  

[2]モニタリング実施・検証受検支援 

 プロジェクトの登録を受けた事業者のうち、今年度中に第三者検証を終える意思を有する 

事業者を対象に、モニタリングに係る経費の支援（100万円を上限に全額※）、モニタリング 

報告書作成にあたっての指導、検証機関情報の提供、検証時問い合わせへの対応、検証費用 

の負担（100万円を上限に全額）のほか、オフセット・クレジット（J-VER）の買い手情報の 

提供を行います。 

 なお、昨年度に行われた「温室効果ガス排出削減・吸収クレジット創出支援事業」での事 

業者支援事業にて、モニタリング・検証受検支援を受けた事業は支援対象外とします。  

※ モニタリングに必要な設備・機材等の物品の購入費、およびプロジェクト事業者あるい 

はプロジェクト参加者によるモニタリング実施に係る人件費は支援の対象になりません。  

※ J-VERの市場取引を促進するため、創出されたJ-VERの取引(価格や販売量)に関して情報 

提供に御協力いただく可能性があります。  

２．採択結果 



別紙1 既存方法論を活用した案件  

別紙2 新規方法論策定に資する案件  

２）第2次募集の実施について 

１．応募方法 

（１）応募方法 

 公募開始日の平成23年8月25日(木)以降に、別添の応募様式(資料1)に必要事項をご記入の上、 

以下の提出先に電子メールで送信してください(電子メールが利用できない場合は郵送も可）。  

    （２）公募期間 

 本事業は、公募を行い、審査を行ったうえで採択結果を公表する予定です。第2次までは採択 

を行いますが、予定の採択件数に達した場合、それ以降の公募は行いませんので、予めご承知 

置きください。  

■第2次公募期間： 平成23年8月25日(木)～平成23年9月30日(金)  

（３）採択基準 

 案件の採択は、以下の項目を審査して決定します。なお、採択結果に関する質問にはお答え 

いたしかねますので、予めご了承下さい。  

・ 事業の実現可能性が高く、平成23年度中に、支援が完了する蓋然性が高いもの。  

・ 温室効果ガス排出削減量または吸収量が大きいもの。  

・ 中小企業や農林業において、雇用効果が見込まれるもの。  

・ 事業の実施方法や創出されたJ-VER等の活用方法が先進的なもの。  

・ 他者による事業展開の可能性が見込まれるなど、事業の波及効果が高いもの。  

・ 生物多様性保全や3Rの推進等、温室効果ガスの排出削減・吸収以外の、副次的な環境保全 

効果が見込まれるもの。  

 

３）関連情報 

 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（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。 

なお、本事業は本年度、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が、各種お問い合わせに直接対応いたします。問い合わせ先は以下 

をご参照下さい。  

・ 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/jver/index.html  

・ 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  

・ 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  

※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  

添付資料 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
http://www.4cj.org/jver/index.html
mailto:jver@murc.jp
mailto:jver@mri.co.jp


・(資料1)応募様式[DOC 63KB]  

・【別紙1】第一次採択案件（既存方法論を活用した案件）[PDF 173KB]  

・【別紙2】第一次採択案件（新規方法論策定に資する案件）[PDF 71KB]  

 

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=14138 

 

 

＊「気候変動に係る日印政策研究ワークショップ」の開催について 

８月29日（月）及び30日（火）にインド・ニューデリーにて「気候変動に係る日印政策研究ワークショップ」 

が開催されますので、お知らせいたします。  

 「気候変動に係る日印政策研究ワークショップ」は、気候変動に関する日印の研究面からの知見について、 

それぞれの国の政策担当官・研究者が意見交換を行う会議です。 

 我が国からは環境省、地球環境戦略研究機関（IGES）、インドからは環境森林省、エネルギー資源研究所 

（TERI）等の政策担当官・研究者が出席する見込みです。  

 

会議名：気候変動に係る日印政策研究ワークショップ  

開催地：インド・ニューデリー  

開催日：平成２３年８月29日（月）及び30日（火）  

議題：次期国際枠組みのあり方、カンクン合意（COP16）の実施、インドにおける政策 等  

※会議は非公開  

 

担当：環境省地球環境局国際地球温暖化対策室 関谷、山田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14142 

 

 

☆生物多様性関係  

＊第１回国連生物多様性の10年日本委員会の開催について 

 本年から2020年までの10年間は、国連の定めた「国連生物多様性の10年」です。これは、愛知目標の 

達成に貢献するため、国連システム全体で生物多様性の保全等に向けた取組を促すことを目的として定 

められたものです。 

 このたび、国連生物多様性の10年に対応するため、国内の主要なセクターが参画して「国連生物多様 

性の10年日本委員会」を設立し、９月１日（木）にその第１回委員会が開催されます。  

 本年から2020年までの10年間は、国連の定めた「国連生物多様性の10年」であり、愛知目標の達成に 

貢献するため、国連システム全体で生物多様性の保全等に向けた取組を促すこととされています。 

 国連生物多様性の10年については、生物多様性条約事務局より、国際生物多様性年（2010年）の国内 

委員会を設立した締約国に対し、引き続き同委員会により取り組むことが奨励されています。 

 また、昨年10月に愛知県名古屋市において生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）が開催され、 

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18133&hou_id=14138
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18134&hou_id=14138
http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=18135&hou_id=14138


その後２年間議長国を務める日本には、国連生物多様性の10年の成功に向けて大きな役割が期待されて 

います。 

 このような国際的要請を踏まえ、国内のあらゆる主体が、それぞれの立場で連携をとりつつ、生物多 

様性の保全とその持続可能な利用の確保に取り組むことを促進し、愛知目標の達成に貢献するため、「地 

球生きもの委員会（国際生物多様性年国内委員会）」を改組して、「国連生物多様性の10年日本委員会」 

を設立します。 

 また、同委員会の体制と今後の活動について検討するため、第１回国連生物多様性の10年日本委員会 

を開催します。  

１．第１回国連生物多様性の10年日本委員会 

（１）開催日時： 平成２３年９月１日（木）１６：１０～１７：４０  

（２）開催場所： TKP大手町カンファレンスセンター EASTホール１ 

          （東京都千代田区大手町1-1-2 りそな・マルハビル18階）  

（３）議題（予定）： 国連生物多様性の10年日本委員会について 

その他  

２．委員会の傍聴について 

 本委員会は公開で行われます。傍聴を御希望の方は、下記により電子メールまたはFAXにてお申し 

込みください。  

（１）お申込みの際は、「国連生物多様性の10年日本委員会の傍聴希望」と明記してください。 

   （電子メールの場合は、件名欄に必ず記載してください。）  

（２）住所、氏名、勤務先または所属団体名、連絡先（電話、FAX、電子メール）を記載してくださ 

い。  

（３）申込受付は、平成23年８月30日（火）（必着）までといたします。  

（４）一般傍聴可能人数は約30名程度を予定しており、希望者がこれを超えた場合は抽選とさせてい 

ただく場合があります。 

   あらかじめご了承ください。  

（５）傍聴が可能な場合は、８月31日（水）までに、電子メールまたはFAXにて傍聴登録完了通知を 

お送りいたします。 

   当日は、必ずこの通知を持参してください。  

＜傍聴お申し込み先＞ 

国連生物多様性の10年日本委員会設立準備事務局  

・電子メール：green@socioengine.co.jp 

  （※報道関係者の方の登録アドレス：greenpress@socioengine.co.jp）  

・FAX：03-5775-7671  

※当日は身分を証明できるもの（社員証、免許証など）を持参してください。その証明と申込み 

の際の記載内容をもとに、係員が確認を行うことがありますので、あらかじめ御了承ください。  

※カメラ撮影を御希望の報道関係者の方は、あらかじめ御連絡ください。なお、カメラ撮影につ 

いては、会議の冒頭及び司会から案内のあるときのみとさせていただきます。  

３．参考 

・国連生物多様性の10年について 

 2010年の生物多様性条約第10回締約国会議の決定を受け、同年12月の第65回国連総会において、 

mailto:green@socioengine.co.jp
mailto:greenpress@socioengine.co.jp


2011年から2020年の10年間を国連生物多様性の10年とすることが決定された。（国連決議65／161） 

 国連生物多様性の10年は、愛知目標の達成に貢献するため、国連システム全体で生物多様性の 

保全等に向けた取組を促すことを目的としている。なお、国際生物多様性年の国内委員会を設立 

した締約国に対し、国連生物多様性の10年についても、引き続き同委員会により取り組むことが 

奨励されている。  

○生物多様性ホームページ  

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/  

○地球生きもの委員会ホームページ  

http://iybj.jp/  

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室 奥田、常冨、廣澤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14146 

 

 

☆環境経済観測関係  

＊平成23年6月環境経済観測調査について 

 環境省では、環境ビジネスに焦点を当てた経済動向調査として、昨年12月に続き平成23年6月の「環境 

経済観測調査」を実施しました。 

 調査結果によれば、我が国の環境ビジネスは総じて発展が見込まれており、10年先にかけて再生可能 

エネルギーやスマートグリッド、蓄電池等のエネルギー関連産業が有望とみられていました。 

また、環境ビジネスの業況ＤＩは＋３と前回の昨年12月調査から横ばいにとどまりましたが、引き続き 

全産業を上回る景況感を示したほか、10年先にかけてはほとんどの環境ビジネスで改善が予想されてい 

ました。  

１．調査の概要 

（１）調査期間 平成23年6月1日（水）～平成23年7月8日(金)  

（２）調査対象  全国の資本金2,000万円以上の民間企業のうち、資本金、業種別の層化無作為抽 

出法により選定された10,497社。有効回答数4,550社、有効回答率39.6％。  

（３）調査項目（調査票は別掲） 

問１ (1)我が国の環境ビジネスの業況（現在、半年先、10年先）  

(2)我が国で発展している環境ビジネス分野（現在、半年先、10年先）  

問2 今後実施したい環境ビジネス（最大３つ）  

問3 全社的な業況等（質問事項は下記問４の[1]～[9]と同様）  

問4 実施中の環境ビジネス（最大３つ）とその業況等（現在、半年先、10年先）  

   [1]業況、[2]業界の国内需給、[3]提供価格、[4]研究開発費、[5]設備規模、[6]人員体 

制、[7]資金繰り（現在のみ回答）、[8]業界の海外需給（海外向け事業を実施してい 

る場合）[9]海外販路拡大の意向（海外向け事業を実施していない場合）  

２．調査結果の概要 

 調査の主な結果は以下の通りです。  

（１）我が国の環境ビジネスについて、多くの企業が今後の発展を見込んでいる。足下では省エネル 

http://www.biodic.go.jp/biodiversity/
http://iybj.jp/


ギー自動車が最も発展しているとみられているほか、10年先にかけては、再生可能エネルギーや、 

スマートグリッド、蓄電池等のエネルギー関連産業等が有望とみられており、東日本大震災以降 

の再生可能エネルギー促進に関する議論が影響したものとみられる。  

（２）環境ビジネスに係る「現在」（6月）の業況ＤＩ（ディフュージョン・インデックス：「良い」 

と回答した割合－「悪い」と回答した割合、％ポイント）は＋3と、前回の平成22年12月調査か 

ら横ばいにとどまったが、引き続き全産業（業況ＤＩ 昨年12月－10、６月－11）を上回る景況 

感を示したほか、10年先にかけてはほとんどの環境ビジネスで改善が予想されていた。  

（３）「国内需給」、「国内提供価格」、「海外需給」、環境ビジネスに投じる「研究開発費」、「設 

備規模」及び「人員体制」の各項目において、環境ビジネスDIは全産業のDIを総じて上回ったが、 

海外向け事業を未実施の企業における「海外進出意向」は、環境ビジネスと全産業の間で違いは 

みられなかった。  

（４）分類別では、地球温暖化対策関連のビジネスにおいて10年先に向けて業況、内外需給への期待 

が高く、研究開発、設備投資、人員面でも拡大が見込まれている。また、自然環境保全関連のビ 

ジネスでは、現在の業況等は環境ビジネス平均を下回るものの、10年先にかけて期待が大きいこ 

とが示された。 

     過去の調査結果を含めた情報については、          環境経済情報ポータルサイト（http://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/）内の 

   本調査のサイトをご覧下さい。http://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/B_industry/b03.html  

 

担当者：環境省総合環境政策局環境計画課環境経済政策調査室 大熊、宮永、弘内 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14144 

 

 

☆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/ 
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