
☆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 



☆国際森林年関係  

＊<2011 国際森林年関連事業>「市民と森林をつなぐ国際森林年の集い in 琵琶湖・淀 

川流域 第4弾『森をつなぐ』」の開催について 

 農林水産方は大阪府等の共催により、10月30日（日曜日）に「市民と森林をつなぐ国際森林年の集い in  

琵琶湖・淀川流域」と題した連続企画の第4弾を開催します。 

なお、イベントは公開です。カメラ撮影も可能です。 

主旨 

  2011 年は国際森林年です。「市民と森林をつなぐ国際森林年の集い」は、「次世代への継承」をキー 

ワードに実施します。 

このうち「市民と森林をつなぐ国際森林年の集い in 琵琶湖・淀川流域」は、農林水産省が滋賀県、 

京都府、大阪府等と開催する国際森林年記念事業です。上流域の水源の森から下流域の都市部まで琵琶 

湖・淀川流域を一体としてとらえた連続企画です。 

第4弾は、これまでのまとめとして、「未来に向かって森を活かそう」と題した、都市の中の森林を感 

じ、森林をつなぐ「集い」を開催します。 

開催日時・会場 

 日時：平成23年10月30日(日曜日) 10時00分～16時30分 

 場所：万博記念公園 （大阪府 吹田市 千里万博公園） 

プログラム 

<第一部> 森林を感じる 10時00分～12時00分 

バードウォッチングを通して、都市に再生された森林の豊かさを感じます。 

案内：日本野鳥の会 大阪支部 

<第二部>  森林を育てる・森林が育む 13時00分～14時00分 

都市の中に再生された森林を活かす取組みについての事例報告 

・「国際森林年に寄せて」上田 浩史氏（林野庁 海外林業協力室長） 

・「万博公園40年の森林再生の取組み」池口 直樹氏（独立行政法人 万博機構自立した森再生センター 

長） 

・「木質バイオマスの利活用」大塚 憲昭氏（NPO法人 里山倶楽部理事） 

・「都市の子どもたちの環境学習支援」山田 一子氏（自然観察学習館ソラードの会） 

<第三部> 森林をつなぐ 14時15分～16時30分 

パネルディスカッション 

パネリスト 

森本 幸裕氏（京都大学 地球環境学堂教授） 

伊藤 壽記氏（大阪大学 医学部教授） 

小川 雅由氏（NPO法人 こども環境活動支援協会理事・事務局長） 

上田浩史氏（林野庁 海外林業協力室長） 

池口直樹氏（独立行政法人 日本万国博覧会記念機構自立した森再生センター長） 

司会 

橋本 佐与子氏（毎日放送） 

参加申し込み方法 

 入場は無料、定員は第一部50名、第二部・第三部150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。電子メールかFAXにて、氏名、所属、居住市町村、 

参加希望（第一部、第二部、第三部）を記して申込みください。 

お申込み先 

独立行政法人 日本万国博覧会記念機構（担当 池口） 

電子メール bionet0505@gmail.com 

FAX 06-6877-8459 

お問い合せ先 

大阪府 環境農林水産部みどり・都市環境室 みどり推進課 

電話 06-6210-9556 

 

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、岡林 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110920_1.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 三重」（第 

2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、10月15日（土）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2弾を開催します。なお、イベントは公開です。報道関係者を除き、撮影は 

できません。 

主旨 

  2011年は国連が定めた国際森林年です。「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行事です。三重県の集いは、三重県の森 

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。 

第二弾では、「次世代につなぐみえの森林・林業」と題し、作家の三浦しをん氏をまじえて森林・林 

業の魅力について語り合うフォーラムを開催します。 

開催日時・会場 

日時：平成23年10月15日（土曜日）13時30分～15時00分 

会場：三重県立熊野古道センター（三重県 尾鷲市 向井12-4） 

プログラム 

鼎談「次世代につなぐみえの森林・林業」 

話し手 

三浦 しをん氏（作家） 

白木 投和氏（第1回森の聞き書き甲子園参加者、現京都大阪森林管理事務所 造林主幹） 

聞き手 

吉野 奈保子氏（NPO法人 共存の森ネットワーク事務局長）  

お申し込み方法等 

1. お申し込み方法 

入場無料、定員は、200名です。参加希望の方は、氏名、所属、連絡先（電子メールか電話）を明記の上、 

電子メールがFAXにてお申込ください。定員になり次第、申し込みを締め切ります。 

mailto:bionet0505@gmail.com


2.お申込み先 

三重県 環境森林部 森林・林業経営室 

電子メール:yamagk04@pref.mie.jp 

FAX:059-224-2070 

3.お問い合せ先 

三重県 環境森林部 森林・林業経営室（電話059-224-2991）  

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）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） 

・もっと知ろう・みえの森林・林業（森林・林業相談、パネル展示） 

・美し国おこし・三重の恵みのおすそ分け（飲食、試食・物販） 

＜「国際森林年」記念事業－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、「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・申込方法等は添付資料をご覧ください。 

 

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、岡林 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110920.html 

 

 

＊＜2011国際森林年関連事業＞国際森林年記念会議「“森林・林業再生”から見えてく 

る、日本の未来」の開催について 

10月25日（火曜日）、農林水産省は日本経済新聞社との共催により「2011年国際森林年記念会議（“森林・ 

林業再生”から見えてくる、日本の未来）」を開催します。なお、本会議は公開です。 

主旨 

  2011年は国連が定めた国際森林年です。今回の記念会議は、「“森林・林業再生”から見えてくる、 

日本の未来」をテーマに、地域振興、創エネルギー、地球温暖化防止などの森林が持つ様々な可能性に 

ついて、海外の有識者も交え考えていきます。 

開催日時・会場 

日時：平成23年10月25日（火曜日）13時～16時45分（12時30分開場） 

会場：日経ホール（東京都 千代田区 大手町 1-3-7 日経ビル3階） 

プログラム 

13時～13時05分 開会挨拶、来賓挨拶 



<第一部> 13時05分～14時55分 

基調講演「サケが森をつくっていた。そしてカナダは林道を元に戻している」 C.W.ニコル氏（作家、国 

際森林年国内委員） 

講演「世界のバイオマス市場」 レオ・シルンホーファー氏（オーストリア ポリテクニック社 代表） 

事例報告<第二部> 15時15分～16時45分  

パネルディスカッション「私たちが、森林（もり）に生かされて生きるために －東北をモデルに考える 

－」 

コーディネーター：天野 礼子氏（作家、国際森林年国内委員） 

パネリスト： 

・養老 孟司氏（東京大学名誉教授、国際森林年国内委員）  

・大久保 尚武氏（経団連自然保護協議会会長、国際森林年国内委員）  

・末松 広行氏（林野庁 林政部長）  

お申し込み方法等 

1. お申し込み方法 

入場無料、定員は500人です。 

インターネットにより、必要事項を記入し、ご応募ください。 

応募多数の場合は抽選とさせていただき、当選者の発表は、聴講券の発送をもってかえさせていただき 

ます。 

 ・インターネット：http://adnet.nikkei.co.jp/e/event.asp?e=00569 

2. 締め切り：10月11日（火曜日） 

3. お問い合わせ先 

国際森林年記念会議 開催支援事務局 03-6436-4452（10時～18時 土日祝日除く）  

 

担当：林野庁森林整備部計画課海外林業協力室 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110927.html 

 

 

☆海洋生物資源持続的利用関係  

＊「日韓間海洋生物資源の持続的利用協議会」の開催について 

 9月27日（火曜日）及び9月28日（水曜日）に、「日韓間海洋生物資源の持続的利用協議会」が開催されます。 

会議は非公開で行われ、カメラ撮影はできません。 

1.概要 

「日韓間海洋生物資源の持続的利用協議会」は、2011年2月に開催された「第13回 日韓漁業共同委員会」 

において設置することとされたものです。 

この協議会は、日韓両国の科学者等で構成され、日本海の暫定水域等のズワイガニ、ベニズワイガニや、 

マサバ、マアジなど、両国が共通に利用する海洋生物資源の資源調査・資源評価に関するロードマップ 

（工程表）を作成することとなっています。 

日韓両国は、協議会が作成したロードマップ（工程表）に従って資源調査・資源評価を行い、資源評価 

についての共通認識を得た上で、当該資源評価に基づき、各々必要な資源管理措置を実施していくこと 

http://adnet.nikkei.co.jp/e/event.asp?e=00569


となります。 

2.日時及び場所  

平成23年9月27日（火曜日）から9月28日（水曜日）まで 

農林水産省 本館8階 水産庁 資源管理部 第1会議室（ドアNo.873） 

3.出席者 

［日本側］ 

浅野 謙治（あさの けんじ） 独立行政法人 水産総合研究センター 日本海区水産総合研究所 資源管理 

部長（代表） 

西村 明（にしむら あきら） 独立行政法人 水産総合研究センター 西海区水産総合研究所 資源海洋部 

長ほか 

［韓国側］ 

李 東雨（イ  ドンウ） 国立水産科学院 資源管理課長（代表）ほか 

4.議題 

・協議会の進め方について  

・ロードマップ（工程表）の作成について（スケジュール、対象魚種等）   

・その他  

5.その他 

（参考） 

平成23年2月21日付けプレスリリース「第13回 日韓漁業共同委員会 第3回 小委員会」及び「第13回 日 

韓漁業共同委員会」の結果について 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/110214.html 

 

担当者：水産庁資源管理部国際課東アジア班 今井、伊藤 

詳しくは↓ 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/110926.html 

 

 

☆グリーンエネルギー関係  

＊「グリーンエネルギー」で地球に優しいクリスマスにしませんか～ 「グリーンエネ 

ルギー・クリスマス」参加募集のお知らせ～ 

本件の概要  

経済産業省は、１２月１日～２５日にかけて実施する「グリーンエネルギー・クリスマス」に参加して 

いただける企業、自治体、団体等を募集します。 

「グリーンエネルギー・クリスマス」は、企業、自治体、団体等が、クリスマスシーズンに使う電気や 

熱を、グリーンエネルギー証書を活用して、太陽光、風力などで作られるエネルギーとするものです。 

本イベントを通じて、グリーンエネルギーに対する理解促進と普及拡大を図ります。 

多数の皆様の応募をお待ちしております。 

  

担当：資源エネルギー庁新エネルギー対策課 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/110214.html


詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110921001/20110921001.html 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会（第３回）の開催につい 

て 

 ９月30日（金）に中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会（第３回）を開催いた 

します。 

本専門委員会では、水生生物の保全に係る水質環境基準の項目追加等についての検討を行います。 

 なお、会議は公開で行われます。  

１．日時 平成23年９月30日（金）10：00～12：00  

２．場所 経済産業省 別館 1014号会議室 

      （東京都千代田区霞が関１－３－１ 10階） 

      (会場について)http://www.meti.go.jp/intro/data/index_org.html  

３．議題 

（１）前回の指摘事項について  

（２）水生生物保全に係る水質目標値（ノニルフェノール）について  

（３）ノニルフェノールの位置づけについて  

（４）その他  

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26日（月）17時まで（必着）に「水生生物保全環境基準 

専門委員会（第３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、 

ＦＡＸ番号）、職業（所属、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（40名程度を予定）を 

超過した場合には抽選といたします。 

   電子メールで申し込まれた方は返信メールを印刷したものを、ＦＡＸで申し込まれた方はこち 

らからのＦＡＸによる返信を、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、傍聴の際には御持参願います。 

   なお、経済産業省 別館では入館する際に本人確認を行っていますので「写真付身分証書」（免 

許証・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も、下記連絡先に、平成23年９月26日（月）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：西村 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ：03-5521-8314 

http://www.meti.go.jp/intro/data/index_org.html


ＦＡＸ：03-3593-1438 

電子メール：mizu-kikaku@env.go.jp  

 

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水生生物保全環境基準専門委員会事 

務局 吉田、山本、西村 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14213 

 

 

☆ウォームビズ関係  

＊2011年度ウォームビズについて（第二報）チャレンジャー企業である株式会社ダイエ 

ーで、『冬のうちエコ！』 

 チャレンジ２５キャンペーン（環境省）では、2005年度から冬の地球温暖化対策の一つとして、暖房時の 

室温２０℃設定で心地良く過ごすことのできるライフスタイル「WARM BIZ」（ウォームビズ）を推進してい 

ます。 

 この度、WARM BIZ施策の一環として、チャレンジャー企業である株式会社ダイエーが、ダイエーいちかわ 

コルトンプラザ店において実施する「あったか うちエコ！」イベントに特別協力を行うこととなりました 

ので、お知らせいたします。 

 本イベントは、「節電・節約・時短」をキーワードに、家庭のキッチンとリビング・寝室で冬季をあたたか 

く、快適に過ごすための商品やアイディアを紹介し、「WARM BIZ」及び「うちエコ！」の取組を呼びかけます。  

1.「あったか うちエコ！」イベント 実施概要 

日時：2011年９月23日（祝・金） 

    1回目13：00～13：30（報道受付 12：30～） 

    2回目14：15～14：45  

会場：ニッケコルトンプラザ ２階 タワーコート 

     （千葉県市川市鬼高１－１－１）  

特別協力：環境省（チャレンジ２５キャンペーン）  

出演者：川越 達也さん（株式会社タツヤ・カワゴエ 代表取締役社長）  

     大林 素子さん（スポーツキャスター、チャレンジ２５キャンペーン応援団、「うちエコ！」応援団）  

内容：・キッチン、リビング、寝室を模したイベントステージを設置し、うちエコ！アイテムの展示  

    ・「ウォームビズ」「うちエコ！」の概要紹介  

    ・ゲストによるトークステージ（「うちエコ！」アイディア、商品について）  

    ・「うちエコ！」商品にちなんだクイズ  

    ・当日来店されたお子様向けに、店内巡回型クイズラリー 

     （各ステージ終了後 各回先着100名） など  

※ダイエー各店においては、うちエコ！ロゴ、キャラクター「あったか忍者・あった丸」などを活用した取組 

促進、啓発が行われます。  

取材について：別紙リリースの「ご取材出席表」にてお申し込みください。  

 

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、佐藤、相澤、押田 

mailto:mizu-kikaku@env.go.jp


詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14216 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊「第26回 オフセット・クレジット(J-VER)運営委員会」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26回オフセット・クレジット(J-VER)運営委員会を開催しますので、お知らせします。会議は 

公開で行います。  

１．日時 平成23年9月28日（水） 14：00～16：00  

２．場所 メルパルク東京 3F 百合http://www.mielparque.jp/tky/access.htm  

    東京都港区芝公園 2-5-20  

    TEL：03-3433-7211  

    （地下鉄：都営三田線「芝公園駅」A3番出口より徒歩2分、 

          都営浅草線・大江戸線「大門駅」A3・6番出口より徒歩4分  

     JR：山手線・京浜急行線「浜松町駅」北口又は南口より徒歩8分）  

３．議題 

（１）はじめに  

（２）第25回オフセット・クレジット（J-VER）運営委員会議事概要および関連情報に関する報告  

（３）本制度の状況  

（４）制度基本文書の修正に関する審議  

（５）その他  

４．委員会委員(五十音順。敬称略) 

市丸 新平 交通エコロジー・モビリティ財団交通環境対策部 審議役  

亀山 康子 独立行政法人国立環境研究所 社会環境システム研究センター 

        持続可能社会システム研究室 室長  

工藤 拓毅 財団法人日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニット総括研究主幹グリーンエネル 

ギー認証センター 副センター長  

小林 紀之 日本大学大学院法務研究科 客員教授  

中口 毅博 特定非営利活動法人環境自治体会議環境政策研究所 所長  

新美 育文 明治大学法学部 専任教授（座長）  

原 弘平 株式会社農林中金総合研究所 取締役基礎研究部長  

武川 丈士 森・濱田松本法律事務所 弁護士  

５．傍聴について 

 会議は公開で行います。傍聴を御希望の方は、件名に「第26回J-VER運営委員会傍聴希望」と記入 

し、本文に[1]住所、[2]氏名・ふりがな、[3]所属（勤務先等）、[4]勤務先最寄り駅、[5]電話番号、 

[6]傍聴券の送付先（電子メールアドレス又はFAX番号）を明記の上、平成23年9月27日(火)12時まで 

に以下の連絡先に電子メール又はFAXのいずれかにてお申し込み下さい。 

http://www.mielparque.jp/tky/access.htm


 お申込みは傍聴希望者１人につき１通とさせていただきます。傍聴いただける方には、傍聴券を電 

子メール又はFAXにて送付しますので、当日御持参ください。（申し込み者氏名を傍聴券に記載の上、 

受付にお渡し下さい。） 

なお、傍聴希望は先着順とさせていただきます。会場席数の都合により定員に達し傍聴いただけな 

い方には、その旨の連絡をいたします。  

６．取材について 

 マスコミ関係の方は、取材登録をお願いします。取材を希望される方は、件名に「第26回J-VER運 

営委員会取材希望」と記入し、本文に[1]住所、[2]氏名・ふりがな、[3]所属（勤務先等）、[4]勤務 

先最寄駅、[5]電話番号、[6]カメラ撮りの有無、[7]取材券の送付先（電子メールアドレス又はFAX 

番号)を明記の上、平成23年9月27日（火）12時までに以下の連絡先に電子メール又はFAXのいずれか 

にてお申し込みください。 

 事前にお申し込みの無い場合は、会場の都合上、取材をお断りする場合がありますので御注意くだ 

さい。 

カメラ撮りは会議の冒頭のみとします。当日は腕章の着用をお願いいたします。  

 当日はCO2排出削減のため、会場のエアコン設定を28℃にしておりますので、スーパークールビズ 

（軽装）でお越しください。 

またなるべく公共交通機関をご利用ください。なお、委員会開催に伴い、会場の電力使用、関係者・ 

参加者の移動に伴い排出されるCO2をオフセットするため、（お申込みの際に上記[4]）勤務先最寄り 

駅の登録にご協力お願いします。  

 

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=14220 

 

 

＊第30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30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9月26日（月）10：00～15：00  

２．議事次第（予定） 

１．第29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．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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14224 

 

 

☆環境政策関係  

＊第６回日本・モンゴル環境政策対話の結果について 

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


 9月14日(水)、モンゴルにおいて、環境省とモンゴル自然環境観光省との間で「第６回 日本・モンゴル 

環境政策対話」が開催され、気候変動対策や生物多様性保全等の分野における環境協力について意見交換を 

行うとともに、今後、両省間の協力を更に推進していくため、環境協力に関する覚書を大臣間で締結するこ 

とについて合意しました。  

１．経緯 

   2006年の日本・モンゴル首脳会談において、両国間で環境分野での政策対話を行うことが決定され、 

これまで５回開催されてきました。  

２．日時 

  平成23年9月14日（水）から16日（金）（政策対話・現地調査）  

３．場所 

  モンゴル 南ゴビ県 ダランザドガド  

４．主な出席者 

  （日本） 

  寺田地球環境審議官 他  

  （モンゴル） 

  ジャルガルサイハン自然環境観光省副大臣 他  

５．主な議論 

  （１）気候変動対策 

   モンゴルにおける気候変動関係のプロジェクト（二国間オフセット・クレジットメカニズムに係る人材 

育成支援や実現可能性調査、早期観測ネットワーク事業など）について、両省間で協力して推進すること 

について合意した。また、日本側から、国際交渉における我が国の立場を説明した。  

（２）エコツーリズム 

   モンゴル側から、これまでのエコツーリズム協力を継続・発展させていきたい旨の提案があり、今後両省 

間で、さらなる具体的な事業内容を決定し、実施することで合意した。  

（３）自然保護対策 

  [1]保護地区管理 

   今後、保護地区に関する管理について情報交換を行うことで合意した。  

  [2]高病原性鳥インフルエンザについての情報交換 

   渡り鳥の高病原性鳥インフルエンザの対策と現状について情報交換を行い、引き続き、迅速な情報共有を 

進めていくことで合意した。  

  [3]砂漠化への対処 

   現在モンゴルにおいて実施している砂漠化対処に向けた事業及び本年10月の砂漠化対処条約COP10における 

サイドイベントについて、両者間で引き続き協力して実施することに合意した。  

  [4]生物多様性条約COP10のフォローアップ 

   モンゴル側から、名古屋議定書の国内準備状況及び愛知目標に達成に向けた計画策定状況について説明が 

なされ、日本側から、モンゴルが活用可能な支援枠組みに関する情報を提供した。また、日本側からは、ア 

ジア国立公園会議準備会合への参加を要請し、モンゴル側からも同意を得た。  

（４）排水対策 

   モンゴル側から、生活排水対策についての協力依頼があり、今後どのような協力があり得るか検討を行う 

ことで合意した。  



（５）大気汚染対策（特にアスベスト対策） 

   日本側から、アスベストにより引き起こされる問題の可能性について説明し、モンゴルにおけるアス 

ベスト対策に関する協力の可能性について検討することで合意した。  

（６）水銀対策 

   日本側から、世界的な水銀対策強化のための国際交渉への参加を呼びかけ、モンゴル側から、今後は積 

極的に参画したい旨説明があった。  

（７）環境協力に関する覚書 

   日本とモンゴル両国の環境協力を安定的な基盤の上に立って一層の推進を図るため、今回の政策対話で 

協力することが合意された気候変動対策（緩和策、適応策）、エコツーリズム、自然保護対策（保護地区 

管理、渡り鳥及び鳥インフルエンザ、砂漠化への対処）、排水対策、大気汚染対策（特にアスベスト）を 

対象分野とする覚書を、両省大臣間で今後適切な時期に締結することで合意した。   

  

担当：環境省地球環境局国際連携課国際協力室 新田、長谷川、境野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14221 

 

 

☆びんリユースシステム関係  

＊平成23年度びんリユースシステム構築に向けた実証事業実施地域の公募結果につい 

て 

 環境省では平成23年8月1日（月）から8月25日（木）にかけて「平成23年度びんリユースシステム構築 

に向けた実証事業実施地域」の公募を実施しました。 

 選定の結果、４件を実証事業実施地域として採択しましたので、お知らせします。  

１．「びんリユースシステム構築に向けた実証事業」の概要と目的 

 環境省では昨年度から、びんリユースシステムの成立要件や推進方策の整理を行うことを目的に 

「我が国におけるびんリユースシステムの在り方に関する検討会」（以下「検討会」）を開催し検討 

を行ってまいりました。 

 今年度は検討会で得られた知見を活用し、びんリユースシステムの構築に係る情報・経験を集積し 

広く発信することを目的に、一定の地域の範囲内で、販売店、飲食店や飲料メーカー等を結んでびん 

リユースのサイクルを確立させる実証事業を行います。  

２．採択結果 

 平成23年8月1日（月）から8月25日（木）の公募期間中に５件の応募があり、実効性、先進性、発 

展性・波及性、独自性、関係者との連携等の観点から厳正に審査を行った結果、下記の４件の採択を 

行うこととしました。  

 ３．問い合わせ先 

〒１００－８９７５ 東京都千代田区霞ヶ関１－２－２ 

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 

担当：沼田、西松 

TEL：０３－５５０１－３１５３（直通） FAX：０３－３５９３－８２６２  



（別添）報道発表資料 

平成23年8月1日 

平成23年度びんリユースシステム構築に向けた実証事業実施地域の公募について 

（お知らせ）http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14071  

 

担当者：環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 森下、沼田、西松 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14228 

 

 

☆エコツーリズム関係  

＊第７回エコツーリズム大賞の募集について 

 平成２０年に「エコツーリズム推進法」が施行、「エコツーリズム推進基本方針」が閣議決定され、 

環境省では、エコツーリズムの普及、定着のために様々な取組を進めているところです。 

 この度、エコツーリズムに取り組む事業者、団体、自治体などを対象に、第７回エコツーリズム大賞 

を募集することといたしましたのでご案内いたします。  

１．趣旨 

 エコツーリズム大賞は、エコツーリズムに取り組む事業者、団体、自治体などを対象に、優れた取 

組を表彰し、広く紹介するもので、全国のエコツーリズムに関連する活動の質的・量的向上並びに、 

情報交換等による関係者の連帯感の醸成を図ることを目的とします。  

２．応募期限 

平成２３年１１月２１日（月）まで  

３．応募対象 

 地域の自然環境や歴史文化を保全しつつそれらを体験する「エコツーリズム」に関連し、環境保全 

活動を取り入れた取組や、様々な自然体験（農林水産業体験や生活文化体験を通じた自然環境への理 

解につながる活動なども含む）の取組、その他の取組について、環境保全や地域活性化、良質な体験 

提供等の視点から特に優れた活動を行っている事業者、団体、自治体など（例：ツアー事業者、宿泊 

業者、交通事業者、コンサルタント、協議会、教育機関、学生団体、地方公共団体など）を対象とし 

ます。  

４．応募方法等 

別添のとおり  

５．審査結果の公表等 

 審査結果は、環境省及び共催者であるＮＰＯ法人日本エコツーリズム協会のホームページ上で公表 

します。 

 受賞者には表彰状及び副賞を授与します。また「エコツアー総覧」や各種イベント等でも紹介を行 

う予定です。  

 

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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14229 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14071


☆エコビジネス関係  

＊エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト「eco japan cup 2011」の応募締切、 

延長のお知らせ 

 エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト「eco japan cup 2011」（環境省、国土交通省、総務 

省、一般社団法人環境ビジネスウィメン、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行が主催） 

の以下部門につきまして、応募締め切りを9/26（月）より延長いたします。  

■ビジネス部門、カルチャー部門 10月10日（月）24：00  

■ライフスタイル部門、ポリシー部門 10月31日（月）24：00  

eco japan cup 公式ホームページ http://www.eco-japan-cup.com  

 

担当者：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、中島 

    eco japan cup 総合運営事務局 一般社団法人 環境ビジネスウィメン 石井・浦 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14233 

 

 

☆環境配慮契約法関係  

＊平成23年度 環境配慮契約法基本方針検討会ＥＳＣＯワーキンググループの開催と 

傍聴案内について 

 平成23年８月12日(金)に開催されました平成23年度環境配慮契約法基本方針検討会(第１回)において、 

ＥＳＣＯワーキンググループを設置・開催し、環境配慮契約法基本方針における省エネルギー改修事業 

に係る契約について、具体的な検討を行っていくこととなりました。 

 この度、ESCOワーキンググループの会合を10月７日（金）に開催する予定です。本会合は原則として 

公開で行われますので、傍聴を希望される方は、下記によりお申し込みください。  

１．開催日時：平成23年10月７日（金）14：00～16：00  

２．開催場所：合同庁舎５号館22階 環境省第1会議室 

         東京都千代田区霞が関１－２－２（別紙参照）  

３．議題（予定） 

（１）省エネルギー改修事業に係る契約に関する考え方について  

（２）検討スケジュールについて  

（３）その他  

４．ＥＳＣＯワーキンググループ委員： 

 大森 文彦 東洋大学法学部教授  

 岡本 洋三 社団法人 ESCO推進協議会専務理事  

 栗山 知広 株式会社 日建設計総合研究所副所長  

 倉田 昌典 社団法人 日本空調衛生工事業協会省エネ・リニューアル事業推進部会 副部会長  

◎坂本 雄三 東京大学大学院工学系研究科教授  

 永野 敏隆 三菱ＵＦＪリース株式会社 環境事業部ＥＳＣＯ事業課部長代理  

（注）「◎」は座長  

５．傍聴手続： 

http://www.eco-japan-cup.com/


 本会合は公開です。（ただし、一部非公開とすることがありえます。）傍聴を御希望の方は、下記 

要領に従ってお申し込みください。  

[1]傍聴可能人数 

   30名程度（希望者多数の場合は抽選となります。）  

[2]申込要領  

・E-mail（又はFAX）でお申し込みください。 

 （電話でのお申込には応じられない旨御承知おきください。） 

 お申込みの際には、表題に「平成23年度環境配慮契約法ＥＳＣＯＷＧ傍聴希望」と明記し、 

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

ください。  

・申込締切は、平成23年10月４日（火）16時必着です。 

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

御了承ください。）  

・申込者多数の場合は抽選を行います。傍聴いただけない場合にのみ、その旨メール等で御連絡 

を差し上げます。  

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

分証の御持参をお願いいたします。  

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

希望」と明記し、お申し込みください。 

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

ください。 

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

お願いします。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、峯村、田中 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14236 

 

 

☆ラムサール条約関係  

＊ラムサール条約実施に関する国別報告書（案）に対する意見の募集 



 環境省では、ラムサール条約（特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約）締約国会議の 

勧告２.１に基づき、ラムサール条約第11回締約国会議（平成24年６月19日－６月26日、ルーマニア・ブカレ 

スト）に提出する国別報告書の作成に当たり、広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成23年９月26日 

（月）から平成23年10月５日（水）までの間、パブリックコメントを行います。  

１．国別報告書の概要 

 ラムサール条約国別報告書は、同条約の勧告２.１（国別報告書の提出）に基づき各締約国が作成し、条約 

事務局に提出することが求められています。 

 第11回締約国会議に向けた国別報告書の様式として、「2009－2015年戦略計画」（決議１０.１付属書）に 

定められた各実施目標に関して、進捗状況を報告するための設問が設けられています。 

 国別報告書は、以下の３つのセクションに分かれています。  

（１）制度上の情報：管理当局の組織、担当窓口、連絡先等  

（２）実施状況の概要：国内実施状況の概要や将来に向けての提案  

（３）指標質問及び追加的実施に関する情報：条約実施戦略ごとにグループ化された指標質問に回答（自由記 

載あり）  

２．意見募集の対象 

 ラムサール条約第11回締約国会議に提出される国別報告書（案）に記載する内容 

 （ただし、セクション（１）の制度上の情報については定型のため除外）  

３．意見募集要領 

 御意見のある方は、別添「意見募集要項」に沿って郵送、ＦＡＸ又は電子メールにて御提出願います。 

 意見募集要項に沿っていない場合、無効となる場合がありますので御注意願います。 

 なお、頂いた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。   

 

担当：環境省自然環境局野生生物課 亀澤、堀内、柳谷、伊崎 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14238 

 

 

☆コベネフィット関係  

＊コベネフィット・アプローチ二国間協力に係るインドネシア共和国環境省との局長級 

会合の開催結果について 

 ９月26日（月）に鷺坂水・大気環境局長がインドネシア・ジャカルタを訪問し、平成19年12月の日・ 

インドネシア環境大臣間の共同声明に基づき開始されたコベネフィット・アプローチ二国間協力につい 

て、カリアンシア・インドネシア共和国環境省環境汚染対策局長との間で会合を開催し、同協力に係る 

第２フェーズに関する協議議事録（Minutes of Meeting）に署名しました。  

１．背景・経緯 

 アジア諸国においては、著しい経済成長に伴い、環境汚染や気候変動への対策が課題となっていま 

す。 

このため、環境省では、大気汚染、水質汚濁等の環境汚染と温室効果ガスの排出削減を同時に達成す 

るコベネフィット（共通便益）・アプローチを推進し、平成19年12月に、インドネシア共和国環境大 

臣との間で「コベネフィット・アプローチを通じた環境保全協力に関する共同声明」を締結しました。 



本協力は2008年から３年間の協力として開始され、具体的には、対象都市における事業実現可能性調 

査の実施、地方政府関係者を対象としたキャパシティ・ビルディング等の取組を行い、平成23年３月 

に、ジャカルタにおいて、３年間の協力に係る成果報告会を開催しました。 

 今般、両国関係者間の協議を経て、2011年以降についても協力を継続することとなり、局長級会合 

において協議議事録に署名しました。 

同会合には、ヘルミエン次官（前環境汚染対策局長）も出席しました。  

２．概要 

（１）開催日時・場所 

平成23年９月26日（月）9：00～10：00 

インドネシア共和国環境省内会議室  

（２）主な出席者 

（インドネシア側） 

Ms. Hermien Roosita 環境省次官  

Mr. M. R. Karliansyah 環境省環境汚染対策局長  

Ms. Sri Tantri Arundhati 環境省環境汚染対策局農産業・小規模ビジネス汚染抑制課長 ほ 

か  

（日本側） 

鷺坂 長美 環境省水・大気環境局長 ほか  

（３）会合結果 

 2008年から３年間の協力を評価し、2011年以降の第２フェーズに係る協力について、日・イン 

ドネシア双方の知識を効果的に活用しつつ協力を進めていくことを合意し、その後、協議議事録 

に署名しました。  

（４）協議議事録（要旨） 

（イ）目的：インドネシアにおける気候変動対策に配慮した環境汚染対策の推進  

（ロ）協力形態：コベネフィット型事業に係る実現可能性調査、事業、セミナー、人材育成研修 

等の実施  

（ハ）実施期間：2011年から３年間（双方の合意により更新）  

 

担当：環境省水・大気環境局総務課水・大気環境国際協力推進室 水野、黒田、櫻井 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14240 

 

 

☆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/ 

 

 

 

 

 


