
☆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 



☆生物多様性関係  

＊「平成23年度第4回生物多様性影響評価検討会総合検討会」の開催及び一般傍聴につ 

いて 

  農林水産省及び環境省は、遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認申請があった2件について学識 

経験者から意見を聴取するため、「平成23年度 第4回 生物多様性影響評価検討会 総合検討会」を9月9日 

に農林水産省 農林水産技術会議委員室において開催します。 

本会議は公開です。ただし、カメラ撮影は冒頭のみとします。 

また、本会議資料は、会議終了後当省ホームページで公開します。  

1 概要 

 我が国での遺伝子組換え農作物の栽培等に当たっては、我が国の野生動植物へ影響を与えないよう、 

「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（平成15年法律第97号。 

通称「カルタヘナ法」という。）」に基づき評価を行っています。 

 遺伝子組換え農作物の栽培等を行う者が、例えば、一般ほ場での栽培など環境中への拡散を防止せず 

に栽培等を行う場合（第一種使用等）には、その栽培等に関する規程（第一種使用規程）を定め、これ 

を農林水産省及び環境省に申請し、承認を受ける必要があります。 

 第一種使用規程の承認申請があった場合には、農林水産省及び環境省は、それらの遺伝子組換え作物 

を第一種使用規程に従って使用した場合の生物多様性影響に関し、専門の学識経験者から意見を聴く必 

要があります。 

 今回、農林水産省及び環境省に対し申請された2件の第一種使用規程について、当検討会を開催し、学 

識経験者から意見を聴きます。 

これまでの当検討会の議事概要については、次のURLでご覧になれます。 

また、今回の会議資料及び議事概要は会議終了後に同URLで公開いたします。 

URL：http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/top.htm 

2 日時・場所 

平成23年9月9日（金曜日）13時30分～ 

農林水産省 農林水産技術会議委員室 （本館南側6階、ドア番号本678） 

所在地：東京都 千代田区 霞が関 1丁目2番1号   

3 議題 

(1)第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討について 

  （検討予定案件） 

食用又は飼料用のための使用等についての検討 

・乾燥耐性トウモロコシ(MON87460)  

・除草剤グリホサート誘発性雄性不稔及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ(MON87427) 

(2)その他 

4 傍聴について 

(1)傍聴可能人数：10名程度（希望者多数の場合、抽選を実施） 

(2)申込要領 

・はがき、封書、FAX又はインターネットにてお申し込み下さい。なお、電話でのお申し込みはご遠慮下 

さい。  

・申込期間は、平成23年9月7日（水曜日）必着とします。  

http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/top.htm


・申込者多数の場合は抽選を行います。傍聴の可否については、9月8日（木曜日）中にご連絡を致しま 

す。  

はがき、封書又はFAXでお申し込みの場合 

住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 

FAX:03-3507-8794 

宛先:農林水産省 農林水産技術会議事務局 

技術政策課 技術安全室 技術安全企画評価班 宛 

（記載事項） 

・「平成23年度 第4回 生物多様性影響評価検討会 総合検討会」傍聴希望の旨  

・傍聴希望者の氏名（フリガナ）  

・連絡先住所・電話・FAX番号（FAXでお申し込みの場合は返信のため必須）  

・（差し支えなければ）勤務先・所属団体      

インターネットでお申し込みの場合 

URL：https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/76d3.htm 

お申し込みに当たっての注意事項 

・車椅子の方、盲導犬、聴導犬又は介助犬をお連れの方は、その旨をお書き添えください。 

また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方の氏名も併せてお書き添えください。  

・複数名の申込みの場合も、お一人ずつ申込み願います。    

（3）傍聴される皆様への留意事項 

当検討会の傍聴に当たり、次の留意事項を遵守願います。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。 

[1]事務局の指定した場所以外の場所に立ち入らないこと。 

[2]携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。 

[3]傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと。 

・委員及び意見公述人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。）  

・会場においてのカメラ、ビデオ、テープレコーダー、ワイヤレスマイク等の使用（報道関係者の方々 

を除く。）  

・新聞、雑誌 その他議案に関連のない書籍類の読書  

・飲酒及び喫煙 宛先:農林水産省 農林水産技術会議事務局 

[4]銃砲刀剣類その他の危険なものを議場に持ち込まないこと。  

[5]その他、座長等及び事務局職員の指示に従うこと。 

 

担当者：農林水産省農林水産技術会議事務局技術政策課技術安全室技術安全企画評価班 浦野、塩田、 

白神 

    環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 牛場、東岡、串田 

詳しくは↓ 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/110829.htm 

 

 

https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/76d3.htm


＊＜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 三重」（第 

一弾）の開催について 

 農林水産省は、三重県等との共催により、9月24日(土曜日)に「市民と森林をつなぐ国際森林年の集い 

 in 三重」と題した連続企画の第一弾を開催します。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 

ードに農林水産省等が開催する国際森林年記念事業です。三重県の集いは、三重の森林・林業の活性化 

のあり方、次世代の担い手育成のあり方を共有する場として開催します。 

第一弾では、「三重の森林・林業の未来を考える」と題し、伊勢神宮の森を散策するプログラムと、三 

重の森林の活かし方について語り合うシンポジウムを開催します。 

開催日時・会場 

日時：平成23年9月24日(土曜日) 9時30分～15時45分 

場所：伊勢神宮、いせ市民活動センター 

プログラム 

＜第一部＞ 9時30分～12時30分 

森林散策プログラム「歩こう！神宮の森林」 

＜第二部＞ 13時30分～15時45分 

シンポジウム「もっと知ろう！三重の森林」 

1. 開催挨拶 

2. 基調講演「国際森林年について」 

 速水 亨氏（速水林業代表、国際森林年国内委員会委員） 

3. パネルディスカッション「活かそう！三重の森林」 

 コーディネーター：速水 亨氏 

 スピーカー：金田 憲明氏（神宮司庁 営林部長） 

        江崎 貴久氏（海島遊民くらぶ代表） 

        小椋 久美子氏（元バドミントン日本代表） 

        鈴木 英敬氏（三重県知事） 

 参加申し込み方法 

  定員は、第一部50名、第二部200名です。参加希望の方は、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電 

話番号、「歩こう！神宮の森林」への参加希望の有無をご記入の上、9月12日（月曜日）までに下記あ 

てにご応募ください（詳細は添付資料参照）。 

 お申込み先  

 中日新聞社三重アドセンター「もっと知ろう！三重の森林」係 

 FAX：059-221-2535  

 はがき：〒514-0027 津市大門7番15号  津センターパレス4階 

 ホームページ：http://eco.chunichi.co.jp/event/miesinrin/index.html （中日環境ネット内特設ペ 

ージ） 

 お問い合わせ先 

 中日新聞社三重アドセンター「もっと知ろう！三重の森林」係 TEL：059-221-2530 

 三重県環境森林部森林・林業経営室 TEL：059-224-2991 

http://eco.chunichi.co.jp/event/miesinrin/index.html


 関連事業 

 三重県内では、国際森林年の特別協力事業として、次のような関連事業が実施されます。  

 ＜三重の森と木づかいフェア＞ 

 県民が森林にふれあい、森林に親しみと持つことを目的とした「三重の森林と木づかいフェア」が開 

催されます。 

 入場無料です。 

 日時：10月15日（土曜日）10時～16時 

 場所：三重県立熊野古道センター 

 主催：三重県 

 主なプログラム： 

・もっと親しもう・みえの森林・林業（木工体験・木製品等の販売等）  

・もっと知ろう・みえの森林・林業（森林・林業相談、パネル展示等）  

・美し国おこし・三重の恵みのおすそ分け（飲食、試食・物販等）  

 ＜三重の森林を歩こう＞ 

県内各地で10月～11月の週末にかけて、連続プログラム「三重の森を歩こう」が実施されます。別途お 

申込が必要です。 

詳細及びお問い合わせ・お申込方法等は添付資料をご覧ください。 

 

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、上西 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110901.html 

 

 

＊＜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 岩手県盛岡 

市」の開催について 

 農林水産省は、岩手県盛岡市等との共催により、10月8日(土曜日)に「市民と森林をつなぐ国際森林年の 

集い in 岩手県盛岡市」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。盛岡市の集いでは、盛岡市内の森林公園で 

の市民育樹祭や、映画「森聞き」の上映会、「次世代への継承-森の恵みを分かち合う」をテーマとした 

シンポジウムを行います。 

開催日時・会場 

日時：平成23年10月8日(土曜日) 9時30分～16時45分 

場所：外山森林公園、盛岡市中央公民館 

プログラム 

＜第一部＞ 9時30分～12時 盛岡市市民育樹祭 

＜第二部＞ 12時45分～14時50分 映画「森聞き」上映会 

＜第三部＞ 15時～16時45分 国際森林年の集いシンポジウム 

テーマ「次世代への継承-森の恵みを分かち合う」 



1. 開催挨拶 

2. キーノートスピーチ「国際森林年によせて」 

 飯塚 昌男氏（日本林業協会 会長・国際森林年国内委員会委員） 

3. リレートーク「森の恵みを分かち合う」 

 コーディネーター：山本 信次氏（岩手大学 准教授） 

 スピーカー：ハートフルワークいわて「森の交流を通じた子どもたちの心のケア」 

       多田 欢一氏（住田町長・国際森林年国内委員会委員）「地域材を使った仮設住宅プロジ 

ェクト」 

       吉野 奈保子氏（NPO法人 共存の森ネットワーク）「岩手県大槌町での震災聞き書き活動」 

       NPO法人 いわて森林再生研究会「大震災と森林ボランティアにできること」 

       高橋 幸男氏（釜石地方森林組合 参事）「震災復興とオフセット・クレジット」 

4. おわりに 

合唱 Waのまちもりおか 「森の恵み」 

参加申し込み方法 

入場は無料、定員は第一部100名、第二部・第三部共に300 名です。入場には事前申し込みが必要です。 

受付開始は9月7日（水曜日）9時からです。 

定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。 

お問い合わせ・お申込み先 

盛岡市農林部林政課 

TEL：019-626-7541 

FAX：019-651-6248 

電子メール：morioka@nousanson.jp 

 

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、上西 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110901_1.html 

 

 

＊第１回経済社会における生物多様性の保全等の促進に関する検討会の開催について 

昨年、愛知県名古屋市で開催されました生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）において、生物多様 

性の保全に向けた2050年までの新たな戦略的目標・愛知目標が合意されました。 

この愛知目標４において、「ビジネス界を含めたあらゆる関係者が、持続可能な生産・消費のための計 

画を実施する」ことが掲げられたことを受け、経済社会における生物多様性の保全及び持続可能な利用 

の推進のあり方について、幅広い観点から有識者のご意見を伺うことを目的として、「経済社会におけ 

る生物多様性の保全等の促進に関する検討会」を設置します。 

その第１回検討会を9月20日（火）に開催することとなりましたのでお知らせします。傍聴を希望される 

方は、下記よりお申し込みください。  

１．日時 平成23年9月20日（火） 9：30～12：00  

２．場所 砂防会館 別館B ３階 穂高 

     〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目7-5 

mailto:morioka@nousanson.jp


      TEL：03-3261-8386（代表） 

      東京メトロ(有楽町線・半蔵門線・南北線)永田町駅4番出口徒歩1分 

      http://www.sabo.or.jp/map.htm  

３．議題(予定） 

（１）経済活動が生物多様性に与える影響について  

（２）経済社会における生物多様性の保全等の取組に関する現状について  

４．検討会委員（五十音順、敬称略） 

足立 直樹 (株)レスポンスアビリティ代表取締役  

石原 博 経団連自然保護協議会企画部会長兼政策部会長  

可知 直毅 首都大学東京大学院理工学研究科教授（座長）  

河野 文子 (株)日立製作所地球環境戦略室環境企画センタ主任  

日比 保史 一般社団法人コンサベーション・インターナショナル・ジャパン代表理事  

藤田 香 (株)日経BP社環境経営フォーラム生物多様性プロデューサー  

５．傍聴手続き 

 本検討会は公開で行います。傍聴を御希望の方は、下記要領に従ってお申込みください。  

[1]傍聴可能人数 50名程度（希望者多数の場合は先着順となります）  

[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「第１回経済社会における生物多様性の保全等の促進に関 

する検討会傍聴希望」と明記し、[1]氏名（ふりがな）、[2]住所、[3]電話番号、[4] 

勤務先及び役職、[5]連絡先E-mailアドレス（又はFAX）をご記入ください。なお、傍 

聴券は、傍聴希望者一人につき１通とさせていただきます。  

      ・申込締切は、平成23年9月13日（火）正午必着です。 

       （締切時間を過ぎてのお申込み、事前にお申し込みのない方の当日の受付は致し 

かねますので、御了承ください。）  

      ・傍聴希望者が多数の場合は、先着順といたします。なお、当選の発表は傍聴券の 

発送をもって代え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、当日必ずお持ちくださるようお願 

いいたします。  

[3]報道関係者の方へ 

 報道関係者の方も上記申込要領に従い、表題に「第１回経済社会における生物多様性の保全等 

の促進に関する検討会取材希望」と明記し、お申込みください。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。 

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

みとさせていただきます。 

 

担当者：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、玉谷 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14177 

 

http://www.sabo.or.jp/map.htm


 

＊＜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 長野県信濃 

町」の開催について 



農林水産省は、長野県信濃町等との共催により、10月15日(土曜日)に「市民と森林をつなぐ国際森林年 

の集い in 長野県信濃町」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。長野県信濃町の集いは、森林の「癒し」の機能に注目し 

たイベントを開催します。 

開催日時・会場 日時：平成23年10月15日(土曜日) 9時～17時 

        場所：黒姫ライジングサンホテル 

         プログラム＜第一部＞ 9時～13時 森林セラピー日独交流会・森林セラピー全国サミット 

         1. 開会挨拶 

         2. 日独交流セレモニー（バイエルン州バードウェーリスホーヘン市・信濃町） 

         3. 記念講演「アファンの森からみえるもの」 C.W.ニコル氏（作家、国際森林年国内委員 

会委員） 

         4. 事例紹介 日本国内における森林の活用 上原 巌氏（東京農業大学 教授）  

               長野県及び信濃町の森林セラピー  

               バイエルン州バードウェーリスホーヘン市の森林保養の取り組み  

         5. パネルディスカッション コーディネーター：上原 巌氏 

                           パネラー：長野県  

                                C.W.ニコル氏  

                                バードウェーリスホーヘン市 

                                長野県信濃町  

              ＜第二部＞ 14時～17時 信州・信濃町癒しの森 いろいろプチ体験会 

           森林セラピーロード散策、森のアロマ抽出講座、森deヨガ等 

           参加申し込み方法 入場無料、定員は、第一部、第二部ともに200名です。 

                    入場には事前申し込みが必要です。FAXか電子メールにてお申込み 

ください。 

                    名前、所属、参加予定（第一部、第二部）をお伝えください。 

定員になり次第、申込みを締め切ります。 

           お問い合わせ・お申込み先 信濃町 産業観光課 癒しの森 係（国際森林年の集い実行 

委員会事務局） 担当：小池、早川  

                     〒389-1392 長野県 上水内郡 信濃町 大字柏原 428の2 

                     TEL：026-255-5925 

                     FAX：026-255-4470 

                     電子メール：iyashi@town.shinanomachi.nagano.jp 

           関連事業 本イベントに関連して、次のようなイベントが開催されます。詳細は添付 

資料をご覧ください。 

         ＜森林セラピー全国交流会 ～さろんde癒しの森＞ 

             全国の森林セラピー事業について、事例報告と意見交換を行います。 

             日時：10月14日（金曜日） 18時30分～21時 

mailto:iyashi@town.shinanomachi.nagano.jp


              場所：黒姫ライジングサンホテル 

              定員：100名（参加費 5,000円） 

              主催：森林セラピー全国ネットワーク会議 

         ＜信州・信濃町癒しの森 森林セラピー体験会＞ 

             森林メディカルトレーナーが案内する森林セラピーの本格体験です。 

              日時：10月16日（日曜日） 8時30分～12時30分 

              場所：森林セラピーロード 

              定員：100名（参加費 3,000円） 

              主催：森林セラピー全国ネットワーク会議、信濃町 

 

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、上西 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110907.html 

 

 

☆東日本大震災関係  

＊東日本大震災について～肥料・土壌改良資材・培土の暫定許容値設定に関するQ&A～ 

東日本大震災について～肥料・土壌改良資材・培土の暫定許容値設定に関するQ&A～ 

農林水産省は、東京電力福島第一原子力発電所事故を踏まえて「肥料・土壌改良資材・培土の暫定許容値 

設定に関するQ&A」を作成しました。 

内容 

「放尃性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」（平成23年8 

月1日付け消費・安全局長・生産局長・林野庁長官・水産庁長官通知）に関し、肥料・土壌改良資材・培 

土の暫定許容値の設定についてのQ&Aを作成しました。 

本件は当省のホームページでもご覧になれます。 

肥料・土壌改良資材・培土の暫定許容値設定に関するQ&A 

(URL)http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/supply.html 

 

担当：農林水産省消費・安全局農産安全管理課肥料企画班 田村、肥料検査指導班 鈴木 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/110830.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9回認 

定） 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/supply.html


 農林水産省と経済産業省では、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について、第9 回目の認定を行いました。 

今回認定されたのは、「三重県大台町木質ペレット製造連携事業」です。 

1.生産製造連携事業計画とは 

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：三重県大台町木質ペレット製造連携事業（三重県） 

事業概要：間伐材を供給する「宮川森林組合」とバイオ燃料製造業者である「E2リバイブ 株式会社」が連携 

して木質ペレットを製造します。 

（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 

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 

 

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/110831_1.html 

 

 

＊「農林漁業バイオ燃料法」の生産製造連携事業計画が認定されました～ 国産バイオ 

燃料の生産拡大を目指して ～ 

本件の概要 

経済産業省は、本日、「農林漁業バイオ燃料法」第４条の規定に基づき、申請された生産製造連携事業 

計画に対する認定を行いましたので公表します。 

今回の認定は、「三重県大台町木質ペレット製造連携事業」の１件です。認定により支援措置を受ける 

ことができるようになります。 

 

担当：資源エネルギー庁 新エネルギー対策課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110831001/20110831001.html 

 

 

☆水質汚濁法関係  

＊「平成22年度末の汚水処理人口普及状況」について 

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


農林水産省、国土交通省、環境省は、平成22年度末の全国の汚水処理人口普及状況をとりまとめまし 

た。 なお、今年度調査においては、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県、福島県を調査対象外と 

しているため、同3県を除いた44都道府県の集計データは、今回、参考の資料として取り扱っています。 

1．趣旨 

 汚水処理施設の整備は、都道府県が定める「都道府県構想」（※）に基づいて、各地方公共団体によ 

り効率的、効果的に実施されております。 

農林水産省、国土交通省、環境省は、下水道、農業集落排水施設等、浄化槽、コミュニティ・プラント 

（地域し尿処理施設）の各汚水処理人口の普及状況を毎年度調査し、その結果を公表することとしてお 

ります。 

（平成8年度末の整備状況から公表） 

〔※ 都道府県構想（効率的な汚水処理施設整備のための都道府県構想）〕 

各市町村の汚水処理施設整備の構想に基づき、都道府県において広域的な観点から所要の調整・検討を 

行い、都道府県全域を対象として、事業別の整備区域、整備手法、整備スケジュール等を定めた汚水処 

理施設に関する総合的計画です。 

2．調査結果の概要 

1．汚水処理人口普及率は86.9% 

岩手県、宮城県、福島県を調査対象外とした場合、平成22年度末の全国の汚水処理施設の処理人口は、 

平成21年度末から89万人増加し、1億531万人となりました。これを総人口に対する割合でみた汚水処理 

人口普及率は、86.9%（平成21年度末については、全国で85.7%、3県を除いた場合は86.1%）となりまし 

た（参考1）。 

しかし、我が国における汚水処理人口普及状況は、大都市と中小市町村で大きな格差があり、特に人 

口5万人未満の市町村の汚水処理人口普及率は72.2%にとどまっている状況であります（参考2）。  

2．処理施設別処理人口内訳 

処理人口を各処理施設別にみると、岩手県、宮城県、福島県を調査対象外とした場合、下水道による 

ものが9,104万人、農業集落排水施設等によるものが344万人、浄化槽によるものが1,059万人、コミュニ 

ティ・プラントによるものが25万人でした（参考1）。 

 

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 

    国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課 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 藤塚、東、天野、山地 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/seibi/110901.html 

 

 

＊「汚水処理施設連携整備事業の実施状況等」について 

農林水産省、国土交通省、環境省は、「汚水処理施設連携整備事業の実施状況等」を取りまとめましたの 

でお知らせします。 

概要 

農林水産省、国土交通省、環境省（以下「三省」という）では、平成9年度から下水道、農業集落排水施 

設、浄化槽等各種汚水処理施設整備を連携して行う汚水処理施設連携整備事業（※1）（以下「連携事業」 



という。）を実施しており、平成22年度までに、都道府県段階で策定する「都道府県構想」（※2）にお 

いて連携事業が位置づけられた50市町村を認定し、実施市町村でそれぞれの汚水処理施設の特色をいか 

して連携することにより、効果的かつ効率的な汚水処理施設の整備を図っているところです。 

三省では、連携事業の情報公開を進めるために、これらの市町村における汚水処理施設の整備状況、放 

流水質の状況等を公表していますが、本年度は平成22年度をもって連携事業を完了した2市町（平成18年 

度認定の福岡県苅田町及び大分県宇佐市）のデータを取りまとめ公表することとしました。 

〔※1：汚水処理施設連携整備事業〕 

公共用水域の水質保全を早急に図る必要がある市町村に対して、汚水処理施設整備事業を所管する三省 

が連携して都道府県構想に基づき各種汚水処理施設の整備を5カ年間にわたり重点的に実施する事業制 

度です。 

〔※2：都道府県構想（効率的な汚水処理施設整備のための都道府県構想）〕 

各市町村の汚水処理施設整備の構想に基づき、都道府県において広域的な観点から所要の調整・検討を 

行い、都道府県全域を対象として、事業別の整備区域、整備手法、整備スケジュール等を定めた汚水処 

理施設に関する総合的計画です。 

注）国土交通省及び環境省でも同日配布しています。 

 

担当：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 

   国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道事業課 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 藤塚、東、天野、山地 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/seibi/110901_1.html 

 

 

＊汚水処理施設連携整備事業の実施状況等について 

汚水処理施設連携整備事業（以下「連携事業」という。）は、公共用水域における水質保全効果がより 

一層促進されると見込まれる市町村を認定し、市町村が作成する連携整備事業計画に基づき、下水道、 

農業集落排水施設、浄化槽等各種汚水処理施設整備を5か年間にわたり重点的に実施する事業制度です。 

 農林水産省、国土交通省及び環境省（以下「三省」という。）では、平成9年度から連携事業を実施し、 

これまでに50市町村を認定しており（別紙1）、実施市町村でそれぞれの汚水処理施設の特色をいかして 

連携することにより、効果的かつ効率的な汚水処理施設の整備を図っているところです。 

 三省では、連携事業の情報公開を進めるために、これらの市町村における汚水処理施設の整備状況、 

放流水質の状況等を公表していますが、本年度は平成22年度をもって連携事業を完了した2市町（平成18 

年度認定）のデータを取りまとめ公表することとしました。  

１．汚水処理施設の整備状況について 

(１)平成22年度に連携事業を完了した市町の状況 

 平成18年度認定の2市町（別紙１参照）は、平成22年度末をもって連携事業を完了しましたが、 

これら市町における、認定時点の汚水処理人口普及率、認定時点における汚水処理人口普及率の 

目標値、完了時点の汚水処理人口普及率を取りまとめました（別紙２）。 

 連携事業の認定から平成22年度末までに、2市町ともに下水道の供用開始地区が順次拡大され、 

福岡県苅田町において農業集落排水施設が新規に供用開始されました。また、各市町において浄 



化槽の整備が進められ、順次供用が開始されました。 

 平成22年度末の汚水処理人口普及率は、連携事業着手前である平成17年度末と比較して上昇し 

ており、福岡県苅田町で78.5%(+19.9ポイント)、大分県宇佐市で54.7%(+7.3ポイント)となりまし 

た。 

 全国の汚水処理人口普及率は、平成17年度末には80.9％であったものが、平成22年度末では 

86.9％になり、5年間で6.0ポイント上昇しましたが、平成18年度認定市町についてみると、この5 

か年の間に12.1ポイント上昇しました。 

 （平成22年度末の全国の汚水処理人口普及率は、東日本大震災の影響で、岩手県、宮城県、福 

島県の３県において、調査不能な市町村があるため、３県を除いた数値となっております。） 

 連携事業の実施により、汚水処理施設整備の促進が図られたといえます。  

２．汚水処理施設からの放流水質の状況について 

（１）平成22年度に連携事業を完了した市町の状況 

 平成22年度に連携事業を完了した市町の各汚水処理施設における平成22年度末時点の年平均放 

流水質を調査し、水素イオン濃度（pH）、生物化学的酸素要求量（BOD）、浮遊物質量（SS）等各 

値を取りまとめました（別紙3）。 

 下水道の年平均の放流水質は、3箇所の終末処理場で調査した結果であり、農業集落排水施設の 

年平均の放流水質は、6箇所の汚水処理施設で調査した結果です。また、浄化槽の放流水質は、補 

助事業による総設置基数2,242基中728基で調査した結果です。  

３．公共用水域の水質保全に向けた地域の取組 

（１）平成22年度に連携事業を完了した市町 

 平成22年度に連携事業を完了した市町では、施設整備の他に以下のような公共用水域の水質保 

全に向けた取組がなされています。  

 

担当者：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 藤塚、東、天野、山地  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14163 

 

 

＊平成22年度末の汚水処理人口普及状況について 

農林水産省、国土交通省、環境省（以下「三省」という）では、平成22年度末の全国の汚水処理人口普 

及状況をとりまとめました。なお、今年度調査においては、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城 

県、福島県を調査対象外としているため、同３県を除いた44都道府県の集計データは、今回、参考の資 

料として取り扱っています。  

１．汚水処理人口普及率 

 汚水処理施設の整備は、整備区域、整備方法、整備スケジュール等を設定した「都道府県構想」に 

基づき各地方公共団体が効率的、効果的に事業を実施しています。 

 岩手県、宮城県、福島県を調査対象外とした場合、平成22年度末の全国の汚水処理施設の処理人口 

は、平成21年度末から８９万人増加し、１億５３１万人となりました。これを総人口に対する割合で 

みた汚水処理人口普及率は、８６．９％（平成２１年度末については、全国で８５．７％、３県を除 

いた場合は８６．１％）となりました（参考１）。 



 しかし、我が国における汚水処理人口普及状況は、大都市と中小市町村で大きな格差があり、特に 

人口５万人未満の市町村の汚水処理人口普及率は７２．２％にとどまっている状況であります（参考 

２）。  

２．処理施設別処理人口内訳 

 処理人口を各処理施設別にみると、岩手県、宮城県、福島県を調査対象外とした場合、下水道によ 

るものが９，１０４万人、農業集落排水施設等によるものが３４４万人、浄化槽によるものが１，０ 

５９万人、コミュニティ・プラントによるものが２５万人でした（参考１）。  

＜参考＞ 

 汚水処理人口普及状況の指標は、下水道、農業集落排水施設等、浄化槽、コミュニティ・プラント 

の各汚水処理人口の普及状況を、人口で表した指標を用いて統一的に表現することについて三省で合 

意したことに基づくものであり、平成８年度末の整備状況から公表しています。  

 

担当：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 藤塚、東、天野、山地 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14164 

 

 

＊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５回）の開催につ 

いて 

平成23年９月13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５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９月13日（火）14：00～17：00  

２．場所 中央合同庁舎第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）  

３．議題（予定） 

（１）第４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（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９月９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５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。） 

  なお、中央合同庁舎5号館では、入館の際に本人確認を行っておりますので、「写真付身分証明 

書」を御持参ください。  

（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９月 

９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、堀内 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14171 

 

 

＊被災地の地下水質のモニタリング調査におけるダイオキシン類の測定結果について 

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有害物質等の水質モニタリング調査を実施 

してきたところですが、今回、このうちのダイオキシン類についても分析が終了しましたので、青森県、 

岩手県、宮城県、福島県及び茨城県内の測定結果を公表します（採水日：青森県６月９、17日、岩手県６ 

月20～24日、宮城県７月４～８日、福島県６月21、22、28日、７月19、20日、茨城県６月16日）。  

○結果概要 

（１）青森県 全８地点において、地下水環境基準値以下でした。（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した。（詳細別紙２）  

（３）宮城県 全28地点において、地下水環境基準値以下でした。（詳細別紙３）  

（４）福島県 全20地点中、1地点で28pg-TEQ/Lという、地下水環境基準値（基準値1pg-TEQ/L以下）を上回る 

値が検出されましたが、他の地点では、地下水環境基準値以下でした。（詳細別紙４）  

（５）茨城県 全1地点において、地下水環境基準値以下でした。（詳細別紙５）  

○今後の予定等 

  青森県等の関係機関に測定結果を提供しました。また、地下水環境基準値を上回った地点については、 

 福島県及びいわき市において既に井戸の所有者に対し、飲用を控えるよう指導等を行っており、今後、周辺 

の井戸を含めて追加調査を実施する等、福島県及びいわき市と協力して対応していく予定です。  

 

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、柳田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14179 

 

mailto:mizu-chikasui@env.go.jp


 

＊被災地の公共用水域の水質モニタリングにおけるダイオキシン類測定結果の公表に 

ついて 

環境省では、東日本大震災を受け、被災地の公共用水域において緊急的に有害物質等の水質モニタリ 

ング調査を実施しました。 

 青森県、岩手県、宮城県、福島県及び茨城県内におけるダイオキシン類に係る測定結果（速報）がま 

とまりましたので公表します（調査日：青森県６月６～７日、岩手県６月２～８日、宮城県６月３～５ 

日、福島県５月26日～６月３日、茨城県６月９～15日）。 

 なお、有害物質等に係る測定結果（速報）については、公表済みです（公表日：福島県内分６月30日、 

岩手県及び宮城県内分７月８日、青森県及び茨城県内分７月15日）。  

１．測定結果概要 

（１）青森県 河川（全３地点）の水質・底質及び海域（全16地点）の水質・底質について、全地点 

で環境基準値を下回った。  

（２）岩手県 河川（全24地点）の水質・底質及び海域（全34地点）の水質・底質について、全地点 

で環境基準値を下回った。  

（３）宮城県 河川（全21地点）の水質・底質について、４地点において水質の環境基準値を上回る 

値（測定値1.1～2.7pg-TEQ/L）が見られた。 

       海域（全56地点）の水質・底質については、環境基準値を下回った。  

（４）福島県 河川（全23地点）の水質・底質について、１地点において水質の環境基準値を上回る 

値（測定値1.4pg-TEQ/L）が見られた。 

       海域（全24地点）の水質・底質については、環境基準値を下回った。  

（５）茨城県 河川（全11地点）の水質・底質について、１地点において水質の環境基準値を上回る 

値（測定値2.5pg-TEQ/L）が見られた。 

       海域（全22地点）の水質・底質については、環境基準値を下回った。  

※ダイオキシン類に係る環境基準値  

水質 1pg-TEQ/L以下（年間平均値）  

水底の底質 150pg-TEQ/g以下  

※測定結果は速報値であり、今後、品質管理の観点から精査を行い修正する場合がある。  

２．今後の対応 

 県等の関係機関に測定結果を提供するとともに、環境基準値を上回った地点については、今後県等 

において実施される常時監視結果を注視し、必要に応じて県等の関係機関と協力して対応していく予 

定。  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、古田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14180 

 

 

☆東日本大震災関係  

＊「培土中の放尃性セシウム測定のための検査方法」の制定及び土壌改良資材中の放尃 



性セシウム測定の扱いについて 

農林水産省は、「培土中の放尃性セシウム測定のための検査方法」及び土壌改良資材中の放尃性セシウム 

測定の扱いを定めました。 

概要  

先般、「放尃性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」（平成23年 

8月1日付け農林水産省消費・安全局長、生産局長、林野庁長官及び水産庁長官連名通知）により、土壌改良資 

材・培土等に関する放尃性セシウムの暫定許容値を定めたところです。 

これに関連して、培土中の放尃性セシウムの暫定許容値への適合性を判断するための検査が的確かつ適正に進 

められるよう、都道府県や業界団体等へ検査方法等を通知しました。 

主な内容 

本件通知の主な内容は以下のとおりです。詳しい内容については添付資料をご覧ください。 

1.培土の検査方法等について 

 （ア）培土の検査の対象は以下のとおりとします。 

  ・17都県※に所在する培土製造所 

  ・17都県※で採取・製造された原料を使用した培土製造所 

   ※空間放尃線量率が平常時の範囲（小数点以下第2位を四捨五入して0.1μSv/h以下となる範囲）を超えた 

ことがある17都県（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、 

埻玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県及び静岡県） 

 （イ）3月11日以前に採取されたものなど、放尃性セシウム濃度が低いことが明らかな原料を使用して、放 

尃性セシウムが混入しないよう製造・保管されていた培土については、検査を不要とします。 

 （ウ）培土の検査結果や検査を不要とした理由などについて、製造者から農林水産省に報告をいただくこと 

とします。 

2.土壌改良資材の取扱いについて 

 （ア）泥炭、腐植酸質資材、ゼオライト等については、原料や製造工程の性質等を踏まえ、当面、検査を不要 

とします。 

 （イ）土壌改良資材として用いられる落ち葉、剪定枝等の有機質資材を土壌改良資材として利用する場合に 

ついては、培土の検査方法に準じて検査を実施して下さい。 

  （ウ）なお、17都県においては、これら有機質資材において高い放尃性セシウム濃度がみられるので、新た 

な生産・出荷及び施用を控えて下さい。 

 

担当：（培土に関する事項） 

        農林水産省生産局農産部技術普及課生産資材対策室資材効率利用推進班 伊藤、宮内 

    （土壌改良資材に関する事項） 

    農林水産省生産局農産部農業環境対策課土壌環境保全班 羽石、寺澤 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/110901.html 

 

 

＊東日本大震災について～培土・土壌改良資材の検査方法に関するQ&A～ 



農林水産省は「培土・土壌改良資材の検査方法に関するQ&A」を作成しました。 

概要 

『「培土中の放尃性セシウム測定のための検査方法」及び土壌改良資材中の放尃性セシウム測定の扱い 

について』 

（平成23年8月31日付け生産局農業生産支援課長及び農業環境対策課長通知）に関し、 

培土及び土壌改良資材の検査方法に関するQ&Aを作成しました。 

本件は当省のホームページでもご覧になれます。 

・培土・土壌改良資材の検査方法に関するQ&A  

・(URL)http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_dozyo/dokai_QA.html 

 

担当：（培土に関する事項） 

    農林水産省生産局農産部技術普及課生産資材対策室資材効率利用推進班 伊藤、宮内 

   （土壌改良資材に関する事項）  

    生産局農産部農業環境対策課土壌環境保全班 羽石、寺澤 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/110902.html 

 

 

＊電気事業法第２７条に基づく電気の使用制限の緩和について 

本件の概要 

 平素より節電への御理解・御協力をいただき、御礼を申し上げます。 

 今般、電力需給に関する検討会合が開催され、東北電力管内・東京電力管内の需給バランスが改善し 

ていることや、被災地の方々からの早期終了を求める声があることを踏まえ、(1)９月２日（金）を最後 

に、東日本大震災及び新潟・福島豪雨の被災地に所在する大口需要家の方々に対する電気事業法第２７ 

条に基づく電気の使用制限を終了すること、 

(2)９月９日（金）を最後に、東京電力管内に所在する大口需要家の方々に対する 

 電気事業法第２７条に基づく電気の使用制限を終了すること、 

が決定されました。 

 

担当者：資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力需給流通政策室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/08/20110830001/20110830001.html 

 

 

＊激甚災害法に基づく東日本大震災に係る被災中小企業者対策について 

本件の概要 

 激甚災害法に基づく東日本大震災に係る被災中小企業者対策のうち、中小企業信用保険法による災害関係 

保証の特例の適用期間（平成２３年９月１１日まで）を平成２４年３月３１日まで延長する政令が閣議決定 

されました。 

 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_dozyo/dokai_QA.html


担当：中小企業庁 経営安定対策室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110906002/20110906002.html 

 

 

＊東日本大震災の被災地における大気環境モニタリング調査結果の公表について 

環境省では、平成23年5月より、東日本大震災の被災地（岩手県、宮城県、福島県及び茨城県）におい 

て、常時監視対象物質（二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び一酸化炭素）、ダイオキシン類 

及び有害大気汚染物質（優先取組物質）について、大気環境モニタリング調査を全30地点にて実施して 

おります。 

 今般、7月12日に公表した常時監視対象物質に引き続き、ダイオキシン類及び有害大気汚染物質（優先 

取組物質）の分析結果がまとまりましたので、調査結果を公表いたします。 

 各測定物質の環境基準値等と比較したところ、環境基準値が設定されている物質については、測定し 

た30地点すべてにおいて環境基準値以下でしたが、指針値が設定されている物質については、ヒ素及び 

その化合物において、１地点で指針値を超過しました。また、環境基準値や指針値が設定されていない 

物質については、平成21年度の全国の有害大気汚染物質モニタリング調査結果と比較したところ、同年 

度における濃度のばらつきの範囲内に収まる結果となりました。なお、指針値を超過した地点について 

は、9月以降再調査を実施する予定です。  

          記  

１．試料採取年月日 平成23年5月28日（土）～6月19日（日）  

２．測定地点選定の考え方 

具体的な測定地点の選定に当っては、避難所等、被災者が多数生活している地域であって、  

[1]津波の被害にあった工業地帯の付近等有害物質が流出している可能性が比較的高い地域  

[2]ヘドロが大量に打ち上げられている地域  

[3]ダイオキシン等有害物質の発生が懸念される地域  

 を中心に、地方公共団体の要望を踏まえ選定。  

３．試料採取、分析方法 

・試料採取時間は１地点当たり24時間。  

・「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」及び「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」 

に基づき実施。  

４．評価結果 

 評価は、各測定物質の環境基準値等と比較して行った。 

その結果、環境基準値が設定されている物質については、測定した30地点すべてにおいて環境基準 

値以下であったが、指針値が設定されている物質については、ヒ素及びその化合物において、１か 

所で指針値を超過した（表１）。 

   また、環境基準値や指針値が設定されていない物質については、平成21年度の全国の有害大気汚 

染物質モニタリング調査結果と比較したところ、同年度における濃度のばらつきの範囲内に収まる 

結果となった。  

 ５．今後の予定 

 今後、指針値を超過した地点においては、９月以降に再調査を実施する予定です。  



（詳細等別紙）  

 

担当者：環境省水・大気環境局大気環境課 山本、苔口  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14157 

 

 

☆JAS法関係  

＊登録認定機関である特定非営利活動法人 食・エネ・環境総合研究所に対する認定に 

関する業務の改善及び停止命令について 

 農林水産省は、JAS法に基づく有機農産物等の登録認定機関である特定非営利活動法人 食・エネ・環境 

総合研究所（以下「食エネ研」という。）が、認定業務において行わなければならない書類審査、実地調査、 

文書管理等を適切に実施していないことを確認しました。 

このため、食エネ研に対し、JAS法に基づく認定に関する業務の改善及び停止（60日間）を命じました。 

1 経緯 

1. 九州農政局及び独立行政法人 農林水産消費安全技術センターが、平成23年6月14日、15日及び16日に、 

食エネ研に対して立入検査を行いました。 

2. この結果、農林水産省は、食エネ研が認定業務において、以下の行為を行っていたことを確認しまし 

た。 

 （1）書類審査において、有機加工食品及び有機飼料（調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限 

る。）についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認定の技術的基準（平成17年農林水 

産省告示第1831号。以下「有機加工品の認定の技術的基準」という。）の二第2項及び四により確 

認することとされている内部規程及び格付規程について、必要な内容が定められているかどうか 

チェックしていなかったこと。 

 （2）実地調査において、有機農産物及び有機飼料（調製又は選別の工程のみを経たものに限る。）に 

ついての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認定の技術的基準（平成17年農林水産省告示 

第1830号。以下「有機農産物の認定の技術的基準」という。）の一第1項第1号により確認するこ 

ととされている申請者がほ場で使用する肥料及び土壌改良資材が有機農産物の日本農林規格（平 

成17年農林水産省告示第1605号）第4条に適合しているかどうか確認していなかったこと。 

 （3）国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準（ISO/IEC  

Guide65。以下「ガイド65」という。）に定められた、次の事項を実施していなかったこと。 

   （ア）内部監査の結果を文書化していない。 

   （イ）認定業務の手順及び方法の見直しの記録を維持していない。 

   （ウ）認定等の手数料の一部（車のレンタル料）として、認定業務規程に文書化してない料金を 

徴収していた。 

   （エ）文書管理リストを維持していない（文書の制定日等の不記載）。 

   （オ）審査員及び判定員の署名のある契約書を維持していない。 

   （カ）審査員及び判定員の資格、訓練及び経験の記録に、当該審査員等の業績についての査定結 

果を記録していない。 

   （キ）審査結果に係る報告書を申請者に通知していない。 



2 措置 

1. 食エネ研が行った上記の行為は、「JAS法第17条の5第2項」の規定に違反するものです。 

2. このため、農林水産省は、食エネ研に対し、次のとおり「JAS法第17条の11」の規定に基づく認定に 

関する業務の改善及び「JAS法第17条の12第2項第1号」の規定に基づく認定に関する業務の停止（60日 

間）を命じました。 

 （1）認定に関する業務の改善命令 

  （ア）食エネ研が認定したすべての生産行程管理者及び小分け業者について、認定に係る審査書類 

及び実施調査報告書等を点検し、認定事項が、有機加工品の認定の技術的基準及び有機農産物 

の認定の技術的基準に適合しているかどうかを確認すること。 

  （イ）食エネ研が実施した認定に関する業務が、ガイド65に適合する方法により行われているかを 

確認すること。 

  （ウ）食エネ研がこのような事態を引き起こした原因は、登録認定機関としての適正な認定業務遂 

行に対する認識の欠如及び認定業務における構造的な体制の不備にあると考えざるを得ないこ 

とから、これらを含めた原因について究明・分析し、再発防止策を講じること。 

  （エ）（ア）から（ウ）までに関して、食エネ研が講じた措置について、平成23年10月31日（月曜 

日）までに農林水産大臣宛てに報告すること。 

 （2）認定に関する業務の停止命令 

  （ア）処分の内容 法第17条の12第2項第1号の規定に基づく認定に関する業務の停止 

  （イ）処分を行う期間   平成23年9月2日から平成23年10月31日までの60日間 

（参考）本件については、九州農政局でも同様のプレスリリースを行っております。 

 

担当：農林水産省消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室 江渡、古本 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/110902.html 

 

 

☆グローバルエネルギー関係  

＊グローバルエネルギー効率に関するグローバルパートナーシップ（GSEP）第１回ワー 

クショップ開催について 

 本件の概要 

 経済産業省は、米国エネルギー省とフィンランド雇用経済省と共催で、エネルギー効率に関するグロ 

ーバルパートナーシップ（GSEP）第1 回ワークショップを９月１２～１３日、ワシントンＤＣにて開催 

します。 

 

担当：経済産業省産業技術環境局環境ユニット地球環境対策室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110906004/20110906004.html 

 

 

☆地球温暖化関係  



＊環境研究総合推進費戦略的研究プロジェクト 一般公開シンポジウム 

『実感！地球温暖化～温暖化予測の「翻訳」研究は何を明らかにしたか～』の開催につ 

いて 

 環境省環境研究総合推進費戦略的研究プロジェクトS-5「地球温暖化に係る政策支援と普及啓発のため 

の気候変動シナリオに関する総合的研究」グループ、環境省、独立行政法人国立環境研究所及び東京大 

学サステイナビリティ学連携研究機構は、地球温暖化の将来予測情報の社会における活用について、専 

門家による情報提供を行い、市民と一緒に考えるための一般公開シンポジウムを開催します。 

 本シンポジウムは、平成19年度より開始された上記プロジェクトが最終年度を迎えるにあたりその成 

果を発表するため、研究活動の一環として開催するものです。  

１．シンポジウム概要 

 タイトル： 環境省環境研究総合推進費戦略的研究プロジェクトS-5「地球温暖化に係る政策支援と 

       普及啓発のための気候変動シナリオに関する総合的研究」 

       一般公開シンポジウム「実感！地球温暖化 ～温暖化予測の「翻訳」研究は何を明らか 

にしたか～」  

趣旨： 地球温暖化は重要な問題として社会に認識され、対策の必要性が叫ばれています。 

   地球温暖化により、100年後に気温が何度上昇する、異常気象が増える、といった予測を聞い 

たことのある方は多いと思います。しかし、それが自分自身にとってどんな意味を持つのかを 

よく考えたことがある方は尐ないのではないでしょうか。 

   たとえば、日々の天気予報はコンピュータが予測した天気図を基にして、晴れのち曇り、降水 

確率何パーセント、洗濯指数はいくつといった情報に翻訳され、人々の生活に活用されていま 

す。 

  同じように、コンピュータが予測した、数十年から百年後の温暖化した気候の状態も、人々 

が活用できる情報に翻訳される必要があります。 

  本シンポジウムでは、そのような温暖化予測の社会活用のために行われている研究活動が最 

終年度を迎えるにあたり、成果を発表するとともに、地球温暖化の予測情報を社会に、そし 

て個々人のためにどう役立てていくことができるのかを、地球温暖化に関心を持つ市民の 

方々と一緒に考えていきます。  

日時：平成23年10月14日（金）16：30～19：40（16時開場）  

場所：東京大学 安田講堂（文京区本郷7-3-1）  

参加費：無料  

参加予定数：300名  

主催：環境研究総合推進費戦略的研究プロジェクトS-5  

共催：環境省、独立行政法人国立環境研究所、東京大学サステイナビリティ学連携研究機構  

プログラム（予定）：16：30開会  

         16：30～16：40開会挨拶と趣旨説明 住 明正（東京大学）  

                   第一部 講演（演題は仮題）  

         16：40～17：00予測の前提となる土地利用変化シナリオ 山形 与志樹（国立環 

境研究所）  

         17：00～17：20温暖化の「確率的予測」はどこまで可能か 江守 正多（国立環 

境研究所）  



          17：20～17：40暑いだけじゃない地球温暖化 ―世界の気候モデルから読む日 

本の将来― 高薮 縁（東京大学）  

          17：40～18：00温暖化予測の結果はどこまで詳しくできるか 高薮 出（気象 

研究所）  

          18：00～18：15休憩  

          18：15～18：35温暖化は生態系と人間社会にどんな影響を及ぼすか 高橋 潔 

（国立環境研究所）  

          18：35～18：55温暖化予測を一般市民に伝えるうえでの課題 松本 安生（神 

奈川大学）  

                   第二部 パネルディスカッション  

          18：55～19：40温暖化予測の「翻訳」研究は何を明らかにし、どこへ向かうか 

（仮題）  

        パネリスト：第一部講演者（住 明正、山形 与志樹、高薮 縁、高薮 出、 

高橋 潔、松本 安生）瀬川 茂子（朝日新聞記者）  

               コーディネーター：江守 正多  

          19：40閉会  

２．参加申し込み方法 

 参加希望の方はシンポジウムホームページから申し込み手続きを行ってください。  

ホームページ：http://www.prime-pco.com/s5-sympo2011  

 申し込みをされた方には参加証を電子メールでお送りします。当日は参加証のプリントアウトをお 

持ちください。 

 なお、申し込みが多数となった場合には受付を締め切る可能性がありますので、お早めにお申し込 

みください。  

３．問い合わせ先 

環境省環境研究総合推進費戦略的研究プロジェクトS-5 

「地球温暖化に係る政策支援と普及啓発のための気候変動シナリオに関する総合的研究」 

一般公開シンポジウム事務局 （株式会社プライム・インターナショナル） 

TEL：03-6277-0117 FAX：03-6277-0118 

e-mail：s5-sympo2011@prime-pco.com  

 

担当者：環境省地球環境局総務課研究調査室 松澤、近藤、房村 

    独立行政法人国立環境研究所気候変動リスク評価研究室 江守 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14147 

 

 

＊オゾン層保護対策推進月間の取組について 

９月はオゾン層保護対策推進月間です。 

 1987年９月に「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」が採択されたことにちなん 

で、毎年９月１日～30日の１か月間を「オゾン層保護対策推進月間」として、国や地方公共団体等にお 

http://www.prime-pco.com/s5-sympo2011
mailto:s5-sympo2011@prime-pco.com


いて、オゾン層保護・フロン等対策に関する啓発活動を集中的に行っています。 

 オゾン層は太陽光からの有害な紫外線を吸収して、地球上の生命を守っていますが、フロン類はこの 

オゾン層を破壊し、なおかつ地球温暖化も促進してしまう化学物質です。 

フロン類を大気中に放出しないための対策は、オゾン層保護のみならず地球温暖化防止のためにも大変 

重要であり、月間においては、その対策への協力と理解の浸透、取組の促進に努めていきます。  

１．オゾン層保護対策推進月間における環境省の取組 

（１）ポスター「オゾン層保護対策推進月間（2011年９月１日～30日）」による啓発 

 有害な紫外線から地球上の生命を守るオゾン層の重要性を訴え、地球温暖化防止のための取組 

としても重要なオゾン層保護対策の推進を呼びかけるためのポスターを、経済産業省等関係省庁 

と協力して作成しています。 

ポスターでは、エアコンや冷凍・冷蔵庫に含まれるフロン類が大気中に放出されるとオゾン層破 

壊や地球温暖化の原因となること、法律に基づきフロン類を回収しなければならないこと、フロ 

ン類を用いない製品（ノンフロン製品）を選択すべきことなどについて記載しており、地方公共 

団体、国の出先機関、業界団体等に配布し、掲示します。  

○ポスター（http://www.env.go.jp/earth/ozone/month/index.html）  

（２）パンフレット「オゾン層を守ろう2011」の配布 

 一般の方への周知、学校教育、環境イベント等で活用していただくため、オゾン層破壊の現況、 

紫外線による影響やその対策、フロン類に関する情報、モントリオール議定書等の国際的な取組 

の動向、地球温暖化への影響、私たちが取り組めることなどをわかりやすく解説したパンフレッ 

ト「オゾン層を守ろう2011」を地方公共団体、関係業界等に配布します。  

○パンフレット（http://www.env.go.jp/earth/ozone/pamph/index.html）  

（３）ホームページを通じた広報 

 環境省ホームページ上に、オゾン層保護対策推進月間に関するページを設けて、上記（１）（２） 

を含めて、各種普及啓発用資料を紹介しています。本ページから普及啓発用資料を自由にダウン 

ロードしていただけます。 

 また、国連環境計画（UNEP）が公表した「Questions and Answers about the Environmental Effects  

of the Ozone Layer Depletionand Climate Change： 2010 Update）」をもとに作成した「オゾ 

ン層に関するQ＆A」を掲載しています。こちらも合わせて御覧ください。  

○オゾン層保護対策推進月間のページ 

（http://www.env.go.jp/earth/ozone/month/index.html）  

○オゾン層に関するQ＆Aのページ （http://www.env.go.jp/earth/ozone/qa/index.html）  

（４）関連行事への協力 

 日刊工業新聞社主催の「第14回オゾン層保護・地球温暖化防止大賞」を後援し、フロン等対策 

を通じ、オゾン層保護や地球温暖化防止に顕著な功績を挙げた団体・企業等に環境大臣賞を贈賞 

する予定です。  

２．オゾン層保護対策推進月間における地方公共団体の取組 

 各地方公共団体において、オゾン層保護の意義について周知を図るための講演会・イベントの開催、 

イベント会場や庁舎でのパネル・ポスターの掲示、啓発資材・パンフレット等の配布、ホームページ 

やメールマガジン、新聞、ラジオ、広報誌などを利用した広報、フロン類回収事業者への講習会等が 

行われ、オゾン層保護の重要性やフロン類の適切な回収・破壊を呼びかけるさまざまな取組が実施さ 

http://www.env.go.jp/earth/ozone/month/index.html
http://www.env.go.jp/earth/ozone/pamph/index.html
http://www.env.go.jp/earth/ozone/month/index.html
http://www.env.go.jp/earth/ozone/qa/index.html


れます（別添）。  

３．私たちにできる取組（皆様へのお願い） 

 エアコンや冷凍・冷蔵庫の冷媒などに用いられているフロン類が大気中に放出されると、オゾン層 

破壊の原因となります。 

また、フロン類は種類によって二酸化炭素の数百倍から一万倍超の強い温室効果を持つため、地球温 

暖化防止の観点からも放出を抑える取組が重要です。オゾン層の保護及び地球温暖化の防止のために、 

法律に基づきフロン類を適正に回収する必要があります。 

 また、使用中の冷蔵・冷凍・空調機器からの冷媒フロン類の漏れなどがかなり大きいことが判明し 

ています。 

効きが悪くなった場合には単に冷媒を補充するだけでなく、機器から冷媒が漏れていないか、信頼の 

できる専門業者によく点検、修理してもらうことが重要です。 

 さらに、最近では、フロン類を用いない製品（ノンフロン製品）の開発・普及が進んでいます。 

ノンフロン製品を選択することは、オゾン層保護及び地球温暖化防止につながる大変有意義な取組で 

す。 

 皆様の御理解と御協力をお願いいたします。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室 高澤、吉澤、木村  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14151 

 

 

＊平成22年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書について 



 環境省は、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」（昭和63年法律第53号）に基づき、 

平成22年度におけるオゾン層の状況、オゾン層破壊物質等の大気中濃度等に関する監視結果を年次報告書と 

して取りまとめました。  

（報告書の主なポイント）  

[1]オゾン層の状況  

○成層圏のオゾン全量は、地球全体では、1980年代から1990年代前半にかけて大きく減尐した。 

 1990年代後半以降はほとんど変化がないか、わずかな増加がみられるものの、オゾン全量は、1979年を基準 

とすると現在も減尐した状態が続いている。  

○南極オゾンホールは、1980年代から急激に拡大し、1990年代半ば以降では拡大傾向はみられなくなったもの 

の、その後もほぼ毎年大規模に形成されている。2010年の南極オゾンホールの最大面積は1990年以降では3番目 

に小さかったが、オゾンホールの規模は年々変動が大きく、現時点でオゾンホールに縮小する兆しがあるとは 

判断できない。  

[2]オゾン層破壊物質等の大気中濃度  

○オゾン層破壊物質としてモントリオール議定書及びオゾン層保護法に基づき生産等規制がなされている 

CFC（クロロフルオロカーボン）及びHCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）の大気中濃度は、北半球中緯度 

域（北海道の観測地点）における環境省の観測結果では、CFCは緩やかな減尐がみられる一方で、HCFCは急速に 

増加している。 

 また、オゾン層は破壊しないものの強力な温室効果ガスであるHFC（ハイドロフルオロカーボン）の大気中濃 

度の増加率は極めて大きい。  

○CFCの大気中寿命は非常に長いため、大気中濃度は極めて緩やかに減尐していくと予測されている。 

 HCFCの大気中濃度は引き続き増加するが、今後20～30年でピークに達し、その後減尐すると予測されている。  

１．背景 

 環境省は、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」（昭和63年法律第53号。以下「オゾン層 

保護法」という。）第22条第２項の規定に基づき、毎年度、オゾン層の状況、特定物質（オゾン層保護法に基づ 

き生産等が規制されているフロン等。以下同じ。）等の大気中濃度、太陽紫外線の状況の監視結果を取りまとめ 

て公表している。 

 監視結果の取りまとめに当たっては、「成層圏オゾン層保護に関する検討会」科学分科会（座長：富永健 東 

京大学名誉教授）及び環境影響分科会（座長：小野雅司 国立環境研究所環境健康研究センター フェロー）を 

設置し、御検討いただいた。（別紙２）  

２．年次報告書の概要 

 別紙１のとおり。 

 報告書全文は環境省ホームページに掲載する。 

 （http://www.env.go.jp/earth/ozone/o3_report/index.html）  

３．広報用パンフレット「オゾン層を守ろう 2011」の作成・配布 

 本年次報告書の一部は、オゾン層破壊の状況やその対策を国民に広く周知するパンフレットで紹介している。 

パンフレットについては、関係各方面に配布するとともに、環境省ホームページに掲載する。 

 （http://www.env.go.jp/earth/ozone/pamph/index.html）  

（参考１）オゾン層保護法（抄） 

第22条 気象庁長官は、オゾン層の状況並びに大気中における特定物質の濃度の状況を観測し、その成果を 

公表するものとする。  

http://www.env.go.jp/earth/ozone/o3_report/index.html
http://www.env.go.jp/earth/ozone/pamph/index.html


２ 環境大臣は、前項の規定による観測の成果等を活用しつつ、特定物質によるオゾン層の破壊の状況並びに 

大気中における特定物質の濃度変化の状況を監視し、その状況を公表するものとする。  

（参考２）フロン類について 

・CFC（クロロフルオロカーボン）：フロンの一種。冷媒、発泡剤、洗浄剤等として使用される。オゾン層破壊 

物質であり、モントリオール議定書の規制対象物質。また、強力な温室効果ガスでもある。先進国では1995年 

末に生産・消費が全廃されており、開発途上国でも2009年末に生産・消費が全廃された。  

・HCFC（ハイドロクロロフルオロカーボン）：フロンの一種。オゾン層破壊物質であり、モントリオール議定書 

の規制対象物質。 

 オゾン層破壊係数はCFCよりも小さい。また、強力な温室効果ガスでもある。先進国では2020年までに、また 

開発途上国でも2030年までに、生産・消費が全廃される予定。  

・HFC（ハイドロフルオロカーボン）：CFCやHCFCの代替物質として使用が増えている。 

 オゾン層破壊効果はないものの強力な温室効果ガスであり、京都議定書において排出削減の対象となってい 

る。 

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室 高澤、吉澤、木村 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14152 

 

 

＊オフセット・クレジット(J-VER)制度における対象プロジェクト種類の追加について 



・環境省では、平成20年11月に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。  

・J-VER制度の対象となるプロジェクト種類を拡充するため、特に市場ニーズの高い温室効果ガス排出削減プロ 

ジェクトのアイデア等について、オフセット・クレジット（J-VER）運営委員会及び運営委員会の下に設置され 

た技術小委員会において方法論（案）を検討してまいりました。  

・今般、これらの検討を踏まえて、新たに1種類のプロジェクト種類を本制度に位置づけたのでお知らせします。  

※自らの温室効果ガス排出量のうち削減困難な部分を、他の場所で実現された排出削減・吸収量をもって埋め 

合わせる活動。  

１．オフセット・クレジット（J-VER）制度について 

 オフセット・クレジット（J-VER）制度は、国内のプロジェクトにより実現し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制度です。本制度においては、プロジェクト 

登録のための適格性基準や、排出削減・吸収量の算定・モニタリングの方法を定めた「方法論」を作成していま 

す。  

２．今般追加されたプロジェクト種類の方法論の概要（資料1） 

資料1 屋上緑化による空調の省エネルギー 概要図  

 これまで、本制度の対象プロジェクトとして30種類が公表されていました。今般、新たに1種類のプロジェク 

トを承認し、本制度の対象プロジェクトは合計31種類となりました。 

 なお、最新のその方法論は、事務局のＨＰ（http://www.4cj.org/jver/index.html）に掲載いたします。  

３．検討経過等 

 新たに制度の対象とした1つのプロジェクト種類の方法論は、平成23年3月11日に開催された方法論パネル 

(旧称)での審議(開催中に発生した東日本大震災により中断)、及び同年6月21日に開催された技術小委員会で 

の審議、同年7月11日から7月25日に実施されたパブリックコメントを経て、同年8月4日に開催された技術小委 

員会において正式に採択されたされたため、今般、これらの方法論を公表するものです。 

 なお、オフセット・クレジット（J-VER）運営委員会及び技術小委員会の委員名簿は、以下のとおりです。  

４．その他関連情報 

 オフセット・クレジット（J-VER）制度については、下記の環境省HP及び事務局HPを御覧ください。  

・環境省 http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14166 

 

 

＊地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査（平成22年12 

月1日現在）について 

地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査（平成22年12月1日現在）とし 

て、地方公共団体における地球温暖化対策の計画の策定状況等についてとりまとめました。 

本調査の結果、実行計画（事務事業編）を1,283団体が策定済みであり、昨年度に比べ81団体増加し、実 

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


行計画（区域施策編）等の地域分の計画においては、277団体が策定済みであり、昨年度に比べ37団体増 

加となっており、策定状況は堅調に進んでおります。  

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）では、地方公共団体及び地域での地球温 

暖化対策を推進するため、第20条の３第１項において、都道府県及び市区町村が自らの事務及び事業に 

関する温室効果ガスの排出の量の削減等の計画（以下「実行計画（事務事業編）」という。）を、同条 

第２項において都道府県並びに政令指定都市、中核市及び特例市がその区域に温室効果ガスの排出の抑 

制等を行うための施策に関する計画（以下「実行計画（区域施策編）」という。）を策定するものとさ 

れています。 

また、同法第20条第2項に基づき、特例市未満の市区町村についても実行計画（区域施策編）を策定す 

ることが求められています。 

 このため、環境省では、「実行計画（事務事業編）」、「実行計画（区域施策編）」及びその前身で 

ある「地域推進計画」等の策定状況等を毎年度調査し、とりまとめることとしています。今般、平成22 

年12月1日現在の調査結果がまとまりました。 

 調査結果については、下記の環境省ウェブサイト「地方公共団体等における実行計画、都道府県セン 

ター等の実施状況」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が、概要は以 

下のとおりとなっております。 

 http://www.env.go.jp/earth/dantai/index.html  

１．実行計画（事務事業編）の策定状況 

・地方公共団体（都道府県、市区町村）全体で1,283団体（71％）が策定済みであり、21年度の1202 

団体（66％）に比べ、81団体（5％）増加した。  

・全47都道府県が実行計画（事務事業編）を策定済みである。  

・市区町村における実行計画（事務事業編）策定済みの団体は1,236団体（71％）であり、21年度の 

1,155団体（65％）に比べ、81団体（6％）増加した。  

・地方公共団体（都道府県、市区町村）全体での、平成22年度策定予定を含む団体数は1395団体（78％）。  

２．実行計画（区域施策編）等の策定状況 

・地方公共団体（都道府県、市区町村）全体で、実行計画（区域施策編）を59団体（3％）が策定済 

みであり、21年度の22団体（1％）に比べ、37団体（2％）増加した。  

・都道府県における実行計画（区域施策編）策定済みの団体は8団体（17％）であり、21年度の5団体 

（11％）に比べ、3団体（6％）増加した。  

・市区町村における実行計画（区域施策編）策定済みの団体は51団体（3％）であり、21年度の17団 

体（1％）に比べ、34団体（2％）増加した。  

・地方公共団体（都道府県、市区町村）全体での、22年度策定予定を含む団体数は194団体（11％）。  

・実行計画（区域施策編）を未策定の全ての都道府県において、平成20年６月の法改正以前に策定の 

努力義務があった、実行計画（区域施策編）の旧計画である地域推進計画を策定している。また、 

市区町村において地域推進計画を策定している割合は政令指定都市89％、中核市33％、特例市29％、 

その他の市区町村の9％である。実行計画（区域施策編）の策定状況と合わせて地域分の策定とする 

と、その割合は都道府県100％、政令指定都市95%、中核市58%、特例市37%、その他の市区町村11％ 

となる。 

また、実行計画（区域施策編）の策定義務がある、特例市以上の地方公共団体全体の策定割合と 

しては、70%となる。  

http://www.env.go.jp/earth/dantai/index.html


３．推進体制に関わる事項 

・地球温暖化対策の推進に関する法律第20条の４において、実行計画策定に関する協議及び計画の実 

施に係る連絡調整を行うために設立することができることとされている地方公共団体実行計画協議 

会を設立済みの割合は、都道府県で32％（21年度15％）となったほか、各団体区分で21年度より進 

捗している。  

  ・地球温暖化対策の推進に関する法律第23条において、地域における地球温暖化の現状及び地球温 

暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進のため、都道府 

県知事等が地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができることとされている。地球温暖化防止 

活動推進員を委嘱している割合は、都道府県では21年度と同じ96％である。 

   市区町村（指定都市、中核市、特例市）については、21年度は0％であったが、委嘱している団体 

がある。  

  ・地球温暖化対策の推進に関する法律第24条において、地球温暖化の防止に寄与する活動を図るこ 

とを目的とする団体として、都道府県知事等が一般社団法人等から指定することができることとさ 

れている地球温暖化防止活動推進センターについては、全47都道府県で指定している（21年度は 

96％）。市区町村について21年度は0％であったが、指定している団体がある。  

 

担当者：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、前谷、前川 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14170 

 

 

＊オフセット・クレジット(J-VER)制度における地域協議会を通じたマッチング支援事 

業について 

  ・環境省では、平成20年11月、間伐等の森林管理や木質バイオマスの活用等の国内のプロジェクト 

により創出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。現在、約150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136,000tのクレ 

ジットが認証されています。  

・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っており、事業の一 

つとして、創出されたJ-VERのマッチング支援を目的として、各地域の支援事業受託者が主催する 

J-VER地域協議会が運営されています。  

・今般、各地域の支援事業受託者が主催する各地域のJ-VER地域協議会の今年度の活動内容がまとまり 

ましたので、その概要をお知らせするとともに、各地域協議会の活動への関心のある事業者の皆様の 

参加をお願いいたします。  

（１）東日本地域(事務局：(株)三菱総合研究所) 

 創出されたJ-VERの市場取引を活性化するため、東日本地域では、東日本全体を対象とした東日本 

J-VER推進協議会と、特定の地域を対象とした地域協議会（5件）が運営されており、本年度の東日本 

地域の業務を受託している(株)三菱総合研究所が、事務局として全体の運営をしています。 

 なお、被災地のオフセット・クレジット(J-VER)を活用した復興支援協議会については別途資料を 

作成しましたので(別添資料1)、そちらを御参照下さい。  



 （２）中日本地域・西日本地域(事務局：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)) 

 創出されたJ-VERの市場取引を活性化するため、中日本・西日本地域では、全体を対象とした中日 

本・西日本J-VER推進協議会と、特定の地域を対象とした地域協議会が運営されており、本年度の中 

日本・西日本地域の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)が事務局として全 

体の運営をしています。 

 先般、事務局より特定地域内においてJ-VERのマッチング支援を推進することを目的とした特定地 

域協議会運営の第1次公募が行われ、応募案件の中から西日本地域で3件採択いたしました。詳細は別 

添資料2を御参照下さい。 

 また、事務局では、特定地域協議会運営の公募を引き続き行っております。公募要領など詳細は別 

添資料3を御参照下さい。  

 （３）各地域協議会にかかるお問い合わせ先 

 今般お知らせした各地域協議会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。  

●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)  

 株式会社三菱総合研究所 

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

 http://www.mri.co.jp/  

●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)  

 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 

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

 http://www.murc.jp/j-ver/index.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  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14172 

 

 

＊「気候変動に係る日印政策研究ワークショップ」の結果について 

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、次期国際的枞組みの在り方や地球温暖化対策に関する政策・研究について、両国の 

政策担当官・研究者が紹介し、意見交換を行いました。  

「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）、インド国内の大学等の政策担当官・研究者が参加しました。環境省では、引き続き、イ 

ンドと気候変動に関する意見交換等を進めていく予定です。  

１．開催地 インド・ニューデリー  

２．開催日 平成23年８月29日（月）及び30日（火）  

mailto:jver@mri.co.jp
http://www.mri.co.jp/
mailto:jver@murc.jp
http://www.murc.jp/j-ver/index.html


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

４．概要  インド側からは、森林環境省、科学技術省の政策担当官、TERI・大学の研究者等から、次 

期国際的枞組のあり方、インド国内での気候保険の事例、国家ソーラー・ミッションなど 

再生可能エネルギー施策、インドの国レベル（Perform, Achieve and Trade Mechanism (PAT) 

など）地方レベル（クジャラート州での事例）での気候変動施策などの発表がありました。 

      我が国からは、途上国が緑の気候基金から資金提供を受ける方法、コベネフィット・アプ 

ローチを始めとする途上国支援策、気候保険の事例研究、低炭素社会研究に関する情報の 

共有ネットワークなどの発表がありました。 

      それぞれの発表を踏まえ、カンクン合意の実施が重要であり、特に資金メカニズムに対す 

る期待が大きいこと、温室効果ガスの排出削減にコベネフィット・アプローチは有効な施 

策であること、エネルギー効率向上のための施策を推進するとともに技術革新も必要であ 

ること、知識共有ネットワークの構築が重要であること、インドにおいて国レベルだけで 

なく地方レベルでの削減施策の推進が必要であることなど、意見交換が行われました。  

※より詳しい内容については、地球環境戦略研究機関のホームページにて公表される見込み。 

       地球環境戦略研究機関のホームページURL：www.iges.or.jp/  

 

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=14176 

 

 

☆環境影響評価法関係  

＊環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会（第４回）の開催につ 

いて 

「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会（第４回）」を9月12日（月）に開催し 

ます。 

なお、検討会は公開で行います。  

１．環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会（第４回）の開催について 

（１）日時 平成23年9月12日（月）15：00～17：30  

（２）場所 経済産業省別館10階1028号会議室 

        〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 

        TEL 03-3501-1511  

（３）議題（仮） 

[1]環境保全措置等の公表等の実施状況等について  

[2]環境保全措置等の公表等に関するヒアリング  

２．会合の傍聴 

 本会合は公開です。 

 傍聴を御希望の方は、電子メール又はFAXにて、平成23年9月7日（水）必着で、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、傍聴券の送付先（電子メールアドレス又はFAX番 

http://www.env.go.jp/press/www.iges.or.jp/


号）及び「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会傍聴希望」の旨を記入。  

一般傍聴定員：50名程度（定員を超えた場合は抽選とさせていただきます）  

※傍聴いただける方には傍聴券を御指定いただいた送付先（電子メール又はFAX）にお送りしますの 

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、その旨も併せて御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、「環 

境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会」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。  

 

担当者：環境省総合環境政策局環境影響評価課 花岡、上田、小関 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14150 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会地球環境部会第９５回の開催について 

 中央環境審議会地球環境部会第９５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９月９日（金）９：３０～１２：００  

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： 

（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）今後のスケジュールについて  

（３）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９５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２ 

３年９月５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９５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９月５日（月） 

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


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９５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=14153 

 

 

＊中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会（第11回）の開催について 

 ９月20日（火）に中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会（第11回）を開催いたします。 

本委員会では、排水規制等の項目追加等についての検討を行います。なお、会議は公開で行います。  

１．日時 平成23年９月20日（火） 10：00～12：00  

２．場所 中央合同庁舎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）  

３．議題（仮） 専門委員会報告（案）  

４．公開に関する取扱い 

（１）傍聴を希望される方は、平成23年９月13日（火）17時まで（必着）に「排水規制等専門委員会 

（第11回）の傍聴希望」と明記し、氏名、連絡先（電子メールアドレス、電話番号、及びＦＡＸ 

番号）、職業（所属、及び役職）を記入の上、下記連絡先までメール、ＦＡＸ又は往復はがきに 

て御登録ください。  

（２）お申込みは傍聴希望者１名につき１通とし、傍聴希望者が傍聴可能人数（20名程度を予定）を 

超過した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、往復はがきで申し込まれた方は返信はがきを傍聴券といたしますの 

で、傍聴の際に御持参ください。 

   なお、中央合同庁舎５号館では入館するための本人確認を行っていますので「写真付身分証明 

書」（免許書・社員証・パスポート等）を御持参ください。  

（３）当日取材を希望される報道関係者につきましては、下記連絡先に、平成23年9月13日（火）17 

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、その旨も併せて御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 

環境省水・大気環境局水環境課 担当：白鳥 

mailto:chikyu-ondanka@env.go.jp


〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ：03-3581-3351(内線6629) 

ＦＡＸ：03-3593-1438 

電子メール：mizu-kanri@env.go.jp  

(会場地図) http://www.env.go.jp/annai/map.html 

 

担当者：環境省水・大気環境局水環境課中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会事務局 吉田、 

水原、白鳥 

    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=14173 

 

 

＊中央環境審議会循環型社会計画部会（第63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９月21日（水）10：00～12：00  

２．場所 環境省第1会議室 22階 1号室 

      東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎5号館  

３．議題 

産業界・有識者からのヒアリング  

（１）産業界の取組について 

(社)日本経済団体連合会  

（２）農村地域における健全なバイオマス利活用の推進について 

柚山義人（独）農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所上席研究員  

（３）東日本大震災を踏まえた循環型社会の将来像について 

植田和弘 京都大学教授  

４．傍聴 

 本会議は公開です。傍聴を希望される方は、９月16日（金）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、氏名、所属、住所、電話番号を記載の上、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63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。 

 中央合同庁舎５号館への入館の際には写真付き身分証明書が必要となりますので、必ずご持参下さ 

い。  

※傍聴申込期日及び申込先 

申込締め切り 平成23年９月16日（金）12：00 

mailto:mizu-kanri@env.go.jp
http://www.env.go.jp/annai/map.html


 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 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  

 

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 中尾、御厩敷(おんまやしき)、 

大嶋 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14178 

 

 

☆廃棄物処理法関係  

＊「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する 

法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令案」等に対する意見の募集（パ 

ブリックコメント）について 

 環境省においては、廃肉骨粉の適正処理を図るため、「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に 

関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」等の一部改正を行うことを検 

討しております。 

 そこで、本案について広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成23年９月５日（月）から10 

月４日（火）までの間、意見の募集（パブリック・コメント）を実施いたします。  

「一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 

の特例を定める省令の一部を改正する省令案」等について、広く国民の皆様から御意見をお聞きする 

ため、１．概要について御意見のある方は、２．募集要領に沿って御提出ください。  

１．概要 

 廃肉骨粉の処理については、一定の期間に限り、一般廃棄物である廃肉骨粉の収集又は運搬につい 

て一般廃棄物収集運搬業の許可を要しないこととされているほか、一般廃棄物又は産業廃棄物である 

廃肉骨粉のセメント工場における再生利用を再生利用認定制度の対象とする特例措置が講じられて 

いるところであるが、引き続き、これらの特例措置を講じて、その適正処理を確保する必要があるこ 

とから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第７条第１項ただし書の規定 

等に基づき、その期限をそれぞれ平成26年３月31日まで延長することとする。  

(1)一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 

の特例を定める省令（平成13年環境省令第34号）  

(2)環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件（平成13年10月環境省告示第55号）  

(3)廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準 

（平成13年10月環境省告示第56号）  

(4)環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件（平成16年６月環境省告示第42号）  

２．募集要領 

mailto:junkan2@env.go.jp


(1)募集期間 平成23年10月４日（火）まで（郵送の場合は左記期限必着）  

(2)御意見の送付要領 

 住所、氏名、職業（会社名又は所属団体）、電話番号等の連絡先を必ず明記の上、次のいずれ 

かの方法で送付してください。 

 なお、下記以外の方法（電話等）による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承くだ 

さい。  

[1]電子メール 

あて先：hairi-sanpai@env.go.jp  

※添付ファイルやURLへの直接リンクによる御意見は受理しかねますので、必ず本文にテキスト 

形式で記載してください。  

※件名を「パブリックコメント（特例省令等の一部改正案について）」としてください。  

[2]郵送 

あて先：〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

     環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課  

※封筒に赤字で「パブリックコメント（特例省令等の一部改正案について）」と記載してくだ 

さい。  

[3]ファックス 

あて先：03-3593-8264 

    環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課  

※冒頭に件名として「パブリックコメント（特例省令等の一部改正案について）」と記載して 

ください。  

(3)御意見の取扱い 

 頂いた御意見は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、すべて公表される可能 

性がありますので、あらかじめ御了承ください。 

また、頂いた御意見に対して個別には回答しかねますので、併せて御了承ください。  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 山本、敷田、播磨 

                        産業廃棄物課 廣木、足立、中村 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14169 

 

 

☆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 

mailto:hairi-sanpai@env.go.jp


＊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/ 

 


