
☆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10回） 

 農林水産省と経済産業省では、「農林漁業バイオ燃料法（平成20 年法律第45号）」に基づき申請があ 

った生産製造連携事業計画について、認定を行いました。 

事業名は、「福岡県南部地域バイオマス水素製造連携事業」で、今回で10 回目の認定となります。 

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 

 事業名：福岡県南部地域バイオマス水素製造連携事業（福岡県） 

 事業概要：「中山リサイクル産業 株式会社」及び「日本製紙木材 株式会社」が間伐材を供給し、 

      「株式会社 イデックスエコエナジー」が水素（主な用途は石油脱流等）を製造します。（別 

紙1 参照） 

（参考1）農林漁業バイオ燃料法について 

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。 

（参考2）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 

 

担当者：農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 森實、奥村 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/bioi/110929.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、事業者から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。 

 今回の認定は、「福岡県南部地域バイオマス水素製造連携事業」の１件です。 

 認定により支援措置を受けることができます。 

 

担当：資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110929004/20110929004.html 

 

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


☆国際森林年関係  

＊＜2011国際森林年関連事業＞「第4回 国際森林年国内委員会」の開催及び一般傍聴、 

意見募集について 

 農林水産省は、平成23年10月14日(金曜日)に、「第4回 国際森林年国内委員会」を開催します。 

 また、委員会に先立ち、国民に向けたメッセージ（案）について、国民の皆様からのご意見を募集します。 

 会議は公開です。ただし、カメラ撮影は冒頭のみとします。取材を希望される方は、事前にご登録をお願い 

します。 

1. 概要 

  2011年は「国際森林年」です。「国際森林年」は、世界中の森林の持続可能な経営、保全、持続可 

能な利用の重要性に対する認識を高めることを目的としています。 

我が国としても、国連の求めに応じて国内委員会を設置し、「国際森林年」における普及の方針と 

国連への報告内容等を討議しています。 

  この度、国際森林年国内委員会として国民に向けたメッセージの発出について議論を深めるべく、 

第4回国内委員会を実施します。 

なお、今回の会議資料及び議事の概要は、会議終了後に次のURLページで公開することとしています。 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/2011iyf.html 

2011国際森林年メッセージ（案）についての意見募集 

本委員会の開催に先立ち、「2011国際森林年メッセージ」（案）（別紙3）について、国民の皆様か 

らのご意見を募集致します。 

ご意見を提出される方は、氏名（ふりがな）、住所、所属（任意）、電話番号、FAX番号をご記入の 

上、10月10日（月曜日）12時までにFAXまたは電子メールにてご提出ください（様式自由）。 

いただいたご意見は、とりまとめて本委員会で紹介し、討議の参考とさせていただきます。 

[電子メール送付先] entry@green.or.jp 

［FAX送付先］ 03-3264-3974 

国際森林年国内委員会事務局 宛 

2. 開催日時・会場 

日時：平成23年10月14日（金曜日）10時～11時  

場所：農林水産省 本館4階 第2特別会議室（東京都 千代田区 霞が関 1丁目2の1） 

3. 議題 

(1) 国民に向けたメッセージの発出について 

(2) 国際森林年子ども大使について 

(3) その他 

4. 委員 

別紙1「国内委員会委員名簿」参照。 

5. 傍聴可能人数 

一般傍聴は25名程度を予定しています。 

注) 会場の都合上、応募多数の場合は抽選とさせていただきます。 

ただし、幅広い関係者にご参加いただくため、同一と考えられる組織等から多数の応募があった場合 

には、人数を調整させて頂くことがございます。 

6. 傍聴及び取材のお申込み 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/2011iyf.html
mailto:entry@green.or.jp


  傍聴を希望される方は、別紙2「第4回 国際森林年国内委員会 傍聴申込書」に、氏名（ふりがな）、 

住所、所属（任意）、電話番号、FAX番号をご記入の上、FAXまたは電子メールにてお申込みください。 

（電話でのお申込みはご遠慮ください。） 

[電子メール送付先] entry@green.or.jp 

［FAX送付先］ 03-3264-3974 

国際森林年国内委員会事務局 宛 

・申込みの締切は、10月10日（月曜日）12時（必着）です。  

・傍聴の可否については、10月11日（火曜日）中にご連絡致します。  

・取材を希望される報道関係者におかれましても、別紙2により、事前の登録をお願いします。  

7. その他 

(1) 入館手続きについて 

農林水産省は事前の入館手続きが必要です。事務局の方で、いただいた申込書を元に入館手続きを 

行います。 

当日は、顔写真入りの身分証明書をご持参の上、農林水産省正門よりご来庁ください。 

(2) 傍聴についての注意事頄 

会議室には、会議開始予定時刻の10分前までに入室をお願いします。 

また、傍聴に当たっては次の事頄にご留意ください。これらを守られない場合は、傍聴をお断りす 

ることがございます。 

・携帯電話やポケットベル等の電源は必ず切って傍聴ください。  

・会議中は、カメラ、ビデオ、レコーダー、ワイヤレスマイク等は使用しないでください。  

・会議中は静粛を旨とし、座長及び事務局の指示に従ってください。  

・会議場での飲食及び喫煙はご遠慮ください。  

 

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、海外企画班 岡林 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/110930.html 

 

 

＊＜2011国際森林年関連事業＞国際森林年記念シンポジウム「よみがえる日本の森～大 

震災をこえて～」の開催について 

mailto:entry@green.or.jp


  11月1日（火曜日）、農林水産省は読売新聞東京本社との共催により「2011年国際森林年記念シンポ 

ジウム（よみがえる日本の森～大震災をこえて～）」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「よみがえる日本の森～大震災をこえて～」 

をテーマに、森林林業を再生し、震災と津波で失われた海岸林や生活基盤の農業漁業をよみがえらせる道 

筋について考えていきます。 

開催日時会場 

日時：平成23年11月1日（火曜日）13時00分～16時00分（12時30分開場） 

会場：時事通信ホール（東京都 中央区 銀座 5-15-8） 

プログラム 

<対談> 13時00分～14時00分 

・藤原 忠彦氏（全国町村会長）  

・皆川 芳嗣氏（林野庁長官）  

<パネルディスカッション> 14時30分～16時00分 

コーディネーター：渡辺 真理氏（フリーアナウンサー） 

パネリスト： 

・坂本 知己氏（森林総合研究所 気象害防災林研究室長）  

・畠山 重篤氏（「牡蠣の森を慕う会」代表）  

・多田 欣一氏（岩手県住田町長、国際森林年国内委員）  

お申込方法等 

1. お申込方法 

入場無料、定員は200人です。 

はがき、FAX、またはインターネットにより、郵便番号、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入し、 

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。 

はがき：〒107-0061 東京都港区北青山1-4-5-302 

FAX：03-5414-7189 

インターネット：http://yorimo.jp （上部メニューの「プレゼント」→「ご招待」から、お申込みくだ 

さい） 

2. 締め切り：はがき、FAXは、10月18日（火曜日）必着。インターネットは、10月21日（金曜日）申し込み 

分まで。 

3. お問い合わせ先 

「国際森林年記念シンポジウム」事務局 03-5414-7198（11時～17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海外指導班  大川、岡林 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/111003.html 

 

 

http://yorimo.jp/


＊＜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 おおさき」 

の開催について 



10月23日（日曜日）、農林水産省は宮城県大崎市等との共催により「市民と森林をつなぐ国際森林年の集い  

in おおさき」を開催します。シンポジウムは公開です。カメラ撮影も可能です。 

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。 

宮城県大崎市の集いは、持続的な森林管理と利用についての「次世代への継承」をキーワードに、流域ごと 

の森林の役割とこれからの森の恵みについて考えていきます。 

開催日時・会場 

日時：平成23年10月23日（日曜日）13時30分～16時00分 

場所：パレットおおさき多目的ホール（大崎市 古川穂波3-4-20） 

プログラム 

1. オープニング 

  ミニコンサート ミュージカル「葉っぱのフレディ －いのちの旅－」より 

  国際森林年 子ども大使（2011フレディーズ） 

2. 記念講演「森林の役割とこれからの森の恵みを考える」 

  皆川 芳嗣氏（林野庁長官） 

3. パネルディスカッション 

  コーディネーター 

・清和 研二氏 （東北大学大学院 農学研究科 教授）  

・パネリスト 

・皆川 芳嗣氏 （林野庁長官）  

・大場 雅之氏 （上流域から、鳴子林業研究会連絡協議会長）  

・あんまくどなるど氏 （中流域から、上智大学大学院地球環境学研究科教授、 

・国連大学高等研究所いしかわかなざわオペレーティングユニット所長）  

・太田 実氏 （下流域から、道の駅・上品の郷駅長）  

参加申し込み方法 

入場は無料、定員は350名です。 

電子メール、FAXにより、氏名、所属、連絡先（電子メールか電話番号）を記入し、ご応募ください。 

定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。 

お申込み先 

大崎市 産業経済部 農林振興課 

TEL：0229-23-7090 

FAX：0229-23-7578 

電子メール：nourin@city.osaki.miyagi.jp 

お問い合せ先 

大崎市 産業経済部 農林振興課 

TEL：0229-23-7090 

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、岡林 

詳しくは↓ 

mailto:nourin@city.osaki.miyagi.jp


http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/111007.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 石川」の開 

催について 

 11月6日（日曜日）、農林水産省は石川県等との共催により「市民と森林をつなぐ国際森林年の集い in   

石川」を開催します。シンポジウムは公開です。カメラ撮影も可能です。 

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。 

石川県の集いでは、生物多様性の宝庫であり、人が手を入れて共生してきた森林について、森を歩 

き、親しみ、育て、活用し、生物多様性を守ることについて、考えていきます。 

開催日時・会場 

日時：平成23年11月6日（日曜日）10時00分～16時30分 

場所：石川県森林公園、津幡町文化会館シグナス（津幡町北中条3-1） 

プログラム 

＜第一部＞ 10時00分～12時30分 森を歩こう MISIA の森で生きもの調査 

場所：石川県森林公園 

＜第二部＞ 13時30分～16時30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」 

場所：津幡町文化会館シグナス 

1. 開催挨拶 

2. 基調講演 「森林と生物多様性」 

・養老 孟司氏（東京大学名誉教授、国際森林年国内委員会委員）  

3. リレートーク「森の名手・名人に聞く、森と人とのつながり」 

聞き手 

・塩野 米松氏（作家、NPO法人共存の森ネットワーク理事長）  

・代田 七瀬氏（聞き書き甲子園 第1期生、NPO法人共存の森ネットワーク理事）  

語り手：石川県内の森の名手・名人 

・石下 哲雄氏（森づくり名人、輪島市）  

・辻 新太郎 氏（木地名人、加賀市）  

・山下 進一氏（森づくり名人、津幡町）  

4. 活動報告 

森林のにぎわいを育む MISIAの森と子どもたち（津幡町立英田小学校） 

参加申し込み方法 

入場は無料、定員は第一部親子30組、第二部500 名です。 

電子メール、FAXにより、氏名、所属、連絡先（電子メールか電話番号）、参加予定（第一部、第二 

部）を記入し、ご応募ください。 

定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。  

お申込み先 



財団法人 石川県緑化推進委員会 

電子メール：isikawa.ryokusui@arrow.ocn.ne.jp 

FAX：076-240-7076 

お問い合わせ 

財団法人 石川県緑化推進委員会 

TEL：076-240-7075 

 

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、岡林 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/111007_1.html 

 

 

☆農林水産関連税制関係  

＊平成24年度農林水産関連税制改正要望 

農林水産省は平成24年度税制改正要望をとりまとめました。 

概要 

  農林水産省の平成24年度税制改正要望については、22年度税制改正大綱で示された「租税特別措置 

の見直しに関する基本指針」に基づき、既存の税制措置については、厳格な見直しを行った上、存続 

の必要性が認められるものについて延長を要望します。 

また、「我が国の食と農林漁業の再生のための中間提言」や「食料・農業・農村基本計画」等を踏 

まえ、緊要性が認められるものに絞って、その推進に必要な新たな措置についても要望します。 

農林水産関係の主な事頄は以下の通りです。 

1 既存措置に係る要望事頄 

(1)農林漁業者等の軽油引取税の課税免除の特例の恒久化（軽油引取税） 

(2)農林漁業用A重油に対する課税の減免の延長（石油石炭税） 

(3)平成24年度以降の農地に対する負担調整措置の存続（固定資産税） 

2 新規措置に係る要望事頄 

(1)林業経営の継続を確保するための納税猶予制度の創設（相続税・贈与税） 

(2)農地に係る贈与税の納税猶予を適用している場合の貸付けの特例等の創設 

  （贈与税・不動産取得税） 

(3)農林漁業の6次産業化を促進するための特例措置の創設（所得税・法人税） 

(4)再生可能エネルギー対策、森林吸収源対策等を推進するための税制度の創設 

・再生可能エネルギー対策、森林吸収源対策等を推進するための税財源の確保  

・石油石炭税の上乗せ税率についての農林漁業用等軽油の免税・還付措置  

・再生可能エネルギー発電施設を新たに導入した場合の固定資産税の免除措置 

（経済産業省、環境省と共同要望） 

農林水産関係の全体の事頄については添付資料をご確認ください。 

 

担当：農林水産省経営局総務課調整室税制班 石曽根、山崎 

mailto:isikawa.ryokusui@arrow.ocn.ne.jp


詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/110930_13.html 

 

 

☆農林水産予算概算要求関係  

＊平成24年度農林水産予算概算要求の概要 

平成24年度農林水産予算概算要求の概要についてお知らせします。 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・平成24年度農林水産予算概算要求の概要（PDF：1,650KB）   

 

担当者：農林水産省大臣官房予算課 押切、高橋 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/110930.html 

 

 

☆海洋生物資源の持続的利用関係  

＊「日韓間海洋生物資源の持続的利用協議会」の結果について 

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

の結果についてお知らせいたします。 

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）を作成することになってい 

ます。 

   今回の協議会では、協議会の進め方についてやロードマップ（工程表）の作成スケジュール、対 

象魚種等について議論を行い、引き続き議論することで合意しました。（次回協議の開催場所、日 

程については今後、外交ルートで調整することになりました。） 

   なお、日韓両国は、協議会が作成するロードマップ（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 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/pdf/110930-01.pdf


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.その他 

（参考） 

・平成23年9月26日付けプレスリリース「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 http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/110926.html 

・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/110221.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/110930_1.html 

 

 

☆食品廃棄物関係  

＊「食品廃棄物等の発生抑制の目標値検討ワーキンググループ」の開催及び一般傍聴に 

ついて 

 農林水産省は、「食品廃棄物等の発生抑制の目標値検討ワーキンググループ」を、10月7日（金曜日）に 

農林水産省食料産業局第6・7会議室にて開催いたします。 

この会議は公開です。ただし、カメラ撮影は会議冒頭のみとします。 

傍聴等を希望される方は、傍聴申込要領によりお申し込みください。 

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。  

 1.概要 

  本ワーキンググループは、「食料・農業・農村政策審議会食品産業部会食品リサイクル小委員会及 

び中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会合同会合（平成23年8月10日開催）」 

の議論を踏まえ、各業種における食品廃棄物の「発生抑制の目標値」（基準発生原単位）について、 

業種・業態の特性を踏まえ技術的な検討を行うため開催します。 

 なお、今回の会議資料及び議事概要は、会議終了後に以下のURLページで公開いたします。 

（URL:http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokusan/index.html) 

2.日時及び場所 

日時：平成23年10月7日（金曜日） 10時00分～12時00分 

場所：農林水産省 食料産業局 第6・第7会議室(ドアNO.北603,604) 

所在地：東京都 千代田区 霞ヶ関1-2-1 農林水産省6階 

3.予定議事 

業種別における食品廃棄物等の発生抑制の目標値策定について 

4.傍聴可能人数 

傍聴可能人数10名程度（希望者多数の場合は抽選を行います。 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/110926.html
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/110221.html
http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokusan/index.html


傍聴の可否については、申込締切日の17時までに電話、FAX又はメールでご連絡いたします。) 

5.傍聴申込要領 

  1.申込方法 

   FAX又はインターネットにてお申し込みください。 

   なお、電話での申込みはご遠慮願います。 

 (1)FAXの場合 

    宛先：農林水産省 食料産業局 バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室 食品リサイクル班  

宛て 

    FAX：03-6738-6552 

   (2)インターネットでのお申込みは、こちらのアドレスから。 

 https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/8217.html 

（記載要領） 

・FAXでお申込みいただく場合は、「食品廃棄物等の発生抑制の目標値検討ワーキンググループ 

・（平成23年10月7日開催）の傍聴希望」とご記入ください。  

・傍聴希望者のご氏名（ふりなが）、連絡先ご住所、電話、FAX番号、（インターネットの場合は） 

メールアドレスをご記入ください。 

・また、お差し支えなければ、勤務先・所属団体についてもご記入ください。  

・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、介助の必要な方がいらっしゃる場合は、その方のお名前も併せてお書き添えください。 

・複数名お申し込みの場合も、お一人ずつの記載事頄をお書きください。  

 2.申込締切日は、平成23年10月5日（水曜日）12時00分必着 

6.報道関係者の皆様へ 

   取材を希望される報道関係者は、資料準備等の関係上、FAX又はインターネットにより、平成23年 

10月5日（水曜日）12時00分までに、報道関係者である旨を明記の上、上記の宛先までご連絡くださ 

い。 

7.傍聴に当たっての留意事頄 

   傍聴に当たり、次の留意事頄を遵守してください。これらを守れない場合は、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。）  

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

使用  

・新聞、雑誌その他議案に関連のない書類等の読書  

・飲食及び喫煙  

(4)銃砲刀剣類その他危険なものを議場に持ち込まないこと。 

(5)その他、食品リサイクル小委員会座長及び事務局職員の指示に従うこと。 

https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/8217.html


 

担当者：農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室食品リサイクル班   伴辺、岡輪 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/bioi/111003.html 

 

 

＊「食品廃棄物等の発生抑制の目標値検討ワーキンググループ」の開催について 

環境省は、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会、食料・農業・農村政 

策審議会食品産業部会食品リサイクル小委員会合同会合（平成23年8月10日開催）の議論を踏まえ、各業 

種における食品廃棄物の「発生抑制の目標値」（基準発生原単位）について、業種・業態の特性を踏ま 

え技術的な検討を行うため、「食品廃棄物等の発生抑制の目標値検討ワーキンググループ」を農林水産 

省と合同で開催します。  

標記の会議につきまして、下記のとおり開催することとなりましたので、お知らせいたします。なお、 

会議は公開で行われます。  

１．日時等について 

日時：平成23年10月7日（金）10：00～12：00  

場所：農林水産省共用第6・第7会議室（ドアNO．北603、604） 

   （東京都千代田区霞ヶ関1－2－1農林水産省6階）  

議題（予定）：業種別における食品廃棄物等の発生抑制の目標値策定について  

２．傍聴の手続等 

(1)傍聴希望者は、下記のホームページから傍聴申込要領に従い、10月5日（水）12：00までにお 

申し込みください。 

  傍聴の際は、傍聴にあたっての注意事頄を遵守してください。 

  （URL：http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/bioi/111003.html）  

（2）傍聴可能人数は10名程度（希望者多数の場合は抽選を行います。 

  傍聴の可否については、申し込み締め切り日の17時までに電話、FAX又は電子メールでご連絡 

いたします。）  

 

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室 森下、志村、木村、高林 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14275 

 

 

☆環境保全型農業関係  

＊環境保全型農業直接支援対策の申請状況（速報値）の公表について 

平成23年度の環境保全型農業直接支援対策の申請状況（速報値）を取りまとめました。 

概要 

1.環境保全型農業直接支払交付金（平成23年度から創設） 

  化学肥料・農薬の5割低減の取組とセットで、地球温暖化防止等環境保全効果の高い営農活動に取り 

組む農業者に対し直接交付する環境保全型農業直接支払交付金の8月31日現在の全国の申請件数は 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/bioi/111003.html


7,911件、申請面積は20,866haとなっています。 

2.先進的営農活動支援交付金（平成23年度で終了） 

  平成22年度農地・水・環境保全向上対策のうち営農活動支援交付金の廃止に伴い、同交付金の支援 

対象活動組織に対し、環境保全型農業直接支払交付金への円滑な移行を図るための経過措置として23 

年度に限り交付する先進的営農活動支援交付金の8月31日現在の全国の活動組織は2,812組織、取組面 

積は81,595haとなっています。 

  各都道府県別等の詳しい申請状況は、別添資料をご参照ください。 

 （参考） 

環境保全型農業直接支援対策の内容につきましては、農林水産省ホームページ 

（http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/index.html）をご参照ください。 

 

担当：農林水産省生産局農産部農業環境対策課環境直接支払班 石田、新津 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/kankyo/111003.html 

 

 

☆カルタヘナ法関係  

＊遺伝子組換えダイズ及びトウモロコシの第一種使用等に関する審査結果についての 

意見・情報の募集（パブリックコメント）について 

 農林水産省は、遺伝子組換え農作物の食用又は飼料用のための使用等に関する承認申請（ダイズ2件及び 

トウモロコシ1 件）を受け、生物多様性影響評価を行いました。学識経験者からは、生物多様性への影響が 

ある可能性はないとの意見を得ました。 

 これらの結果に基づいて生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断しました。 

 これらの審査結果について、国民の皆様からのご意見をいただくため、平成23年10月7日（金曜日）から平 

成23年11月5日（土曜日）までの間、パブリックコメントを実施します。 

1．背景 

（1）遺伝子組換え農作物の安全性評価 

  遺伝子組換え農作物は、食品としての安全性（厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課が担当）、 

飼料としての安全性（農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課が担当）、栽培等を行う場合の環境 

への影響（生物多様性への影響）に関し、それぞれ法律に基づき科学的に評価を行っています。 

（2）遺伝子組換え農作物の生物多様性に対する影響評価 

  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に影響を与えないよう、「カルタ 

ヘナ法（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））」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。  

 （3）審査及び審査報告書 

   農林水産省は、遺伝子組換え農作物の審査・管理の能力や透明性及び科学的一貫性を向上させる 

ため、審査・管理の標準的な手項をまとめた「遺伝子組換え農作物のカルタヘナ法に基づく審査・ 

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


管理に係る標準手項書」（平成22 年8 月31 日公表。以下「標準手項書」といいます。）を公表し 

ました。  

  （標準手項書） http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/sop/index.html 

   遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認申請の審査の結果等については、標準手項書に基づ 

き、審査の結論、審査の概要等から成る、より分かりやすく科学的な審査報告書としてまとめます。 

（4）今回の申請 

   今回、下表の作物について、カルタヘナ法に基づき第一種使用規程の承認を受けるための申請が 

ありました。  

  (ア)隔離ほ場での栽培についての申請 

    今回は、ありません。 

  (イ)食用又は飼料用のための使用等についての申請 

作物名    新たに付与された形質  開発者による識別記号（区別のための名称）  申請者 

ダイズ    低飽和脂肪酸         MON87705         日本モンサント株式会社    

       高オレイン酸 

       除草剤グリホザート耐性 

ダイズ    ステアリドン酸産生      MON87769         日本モンサント株式会社 

とうもろこし チョウ目害虫抵抗性      1507×MIR604×NK603     デュポン株式会社 

       コウチュウ目害虫抵抗性 

       除草剤グルホシネート耐性 

       除草剤グリホザート耐性 

（5）本件に関する審査 

  これらの審査に当たっては、カルタヘナ法、標準手項書等に基づき、生物多様性影響評価を行いま 

した。 

  学識経験者からは、承認申請のあった第一種使用規程に従って使用した場合に、生物多様性への影 

響がある可能性はないとの意見を得ました。  

  生物多様性影響評価検討会総合検討会の議事録等については、こちらからご覧下さい。 

・ 4月15日開催 http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110415/sidai_110415.htm  

・6月24日開催 http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110624/sidai_110624.htm  

・これらの結果に基づいて生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断しました（資料1 ～資料3）。  

これらの資料については、ホームページ上（電子政府の総合窓口（e-Gov））にて掲載しております。 

こちらからご覧下さい。  

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001422&Mode=0 

また、これらの資料は、農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課においても配布しております。 

2．意見・情報の募集 

  これらの遺伝子組換え農作物の第一種使用等に関する審査結果について、生物多様性影響に関して 

国民の皆様からご意見を募集します。 

（1）期限 平成23年11月5日（土曜日）（郵便の場合は当日までに必着のこと） 

（2）提出方法 次の(ア)から(ウ)までのいずれかの方法でお願いします。 

 (ア)インターネットによる提出の場合 

    以下のアドレス（電子政府の総合窓口（e-Gov））に掲載しております「意見公募要領」のPDF 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/sop/index.html
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110415/sidai_110415.htm
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110624/sidai_110624.htm
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001422&Mode=0


ファイルより送信可能です。  

    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001422&Mode=0 

  (イ)郵便による提出の場合 

    宛先：〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関1－2－1  

    農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課 組換え体企画班 河野 宛て 

  (ウ)ファクシミリによる提出の場合 

     宛先の番号：03－3580－8592 

（3）提出に当たっての留意事頄 

・提出の意見・情報は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・性別・年令・職業を、法人 

は法人名・所在地を記載してください。なお、提出いただいた個人情報については、お問い合わ 

せの回答や確認のご連絡に利用しますが、個人や法人を特定できる情報を除き、公表する場合も 

ありますのでご了承願います。  

・郵送の場合には、封筒表面に「遺伝子組換えダイズ及びトウモロコシの第一種使用等に関する審 

査結果についての意見・情報の募集」と朱書きいただきますよう、また、ファクシミリでお送り 

いただく場合は、表題を同じくしていただきますようお願いします。  

・なお、電話での意見・情報はお受けしませんのでご了承願います。また、いただいたご意見に対 

する個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。  

・意見・情報の募集は、環境省においても同時に実施されております。意見・情報は農林水産省又 

は環境省のいずれかに提出いただければ、両省において考慮されることとなりますので、同じ意 

見を両省に提出していただく必要はありません。  

 3．今後の対応 

  農林水産省及び環境省では、今後、ご提出いただいた意見・情報を考慮した上で、本件の承認を判 

断することとしております。 

 

担当者：農林水産省消費・安全局農産安全管理課 高島、河野 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/111007.html 

 

 

＊「生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES） 

に関する総会」第１セッションの開催について 

10月３日（月）から７日（金）までの５日間、ナイロビ（ケニア）において、「生物多様性及び生態 

系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES）に関する総会」の第１セッションが開 

催されますのでお知らせします。  

１．会議の概要 

会議名称 

日本語：IPBES（＊）に関する総会 第１セッション  

英語：The first session of a plenary meeting on IPBES  

＊IPBES：Intergovernemtal science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services  

主催：国連環境計画（UNEP）  

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001422&Mode=0


開催期間：平成23年10月３日（月）から７日（金）  

場所：ナイロビ（ケニア）  

主催：UNEP  

主な議題：法制及び組織事頄、事務局ホスト機関、作業計画等の検討について  

２．経緯 

 IPBESは、生物多様性と生態系サービスに関する動向を科学的に評価し、科学と政策のつながりを 

強化する役割が期待されている政府間のプラットフォームであり、生物多様性版のIPCCと呼ばれるこ 

ともある。 

2008年11月以降、UNEP主催によるIPBES政府間会合等において設立に向けた具体的な検討が進めら 

れている。 

 2010年６月、韓国（釜山）で開催された第３回政府間会合において、IPBES設立の必要性が基本合 

意され、同年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議においては、第65 

回国連総会に対してIPBESの早期設立の検討を奨励する決定が採択された。 

さらに、同年12月の第65回国連総会において、UNEPに対し、できるだけ早期にIPBESの態様や体制 

を決定するための総会の開催を要請する決議が採択された。この決議を受け、本年10月及び来年の 

前半に、IPBESに関する総会が開催されることとなった。  

３．サイドイベントの実施 

 環境省は、本年７月に「IPBESに関する国際科学ワークショップ」を、南アフリカ政府及び国連大 

学と共催し、その成果を今回の第１セッションに提供している。総会参加者に対し、本ワークショッ 

プの成果の理解を促すとともに、科学者と政策決定者との対話を促進するため、第１セッション期間 

中の10月４日（火）にサイドイベントを開催する。 

 なお、本サイドイベントは、同年６月にフランスで開催された「知見生成に関するワークショップ」 

と合同で開催される予定。  

 

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、鈴木、平野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14264 

 

 

＊生物多様性自治体ネットワーク設立総会の開催について 

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。 

「生物多様性自治体ネットワーク」の設立に賛同いただいた自治体により設立総会が以下のとおり開 

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とされています。 

 生物多様性の保全や回復を進めるには、地域に根付いた現場での活動を、自ら実施し、また住民や関 

係団体の活動を支援する地方自治体の役割は極めて重要です。 

 このため、「生物多様性自治体ネットワーク」の設立に賛同いただいた自治体により設立総会が以下 

のとおり開催されます。  

１．生物多様性自治体ネットワーク設立総会 



日時 平成23年10月7日（金） 11：00～12：00  

場所 愛知芸術文化センター アートスペースＡ（名古屋市東区東桜１－１３－２）  

主催 生物多様性自治体ネットワーク設立準備事務局  

内容 

・生物多様性自治体ネットワーク規約の承認  

・役員及び幹事の選任  

・事業計画の承認  

２．生物多様性自治体ネットワークについて 

 生物多様性に関する取組について地方自治体の交流と連携の場を創ることを目指して、発起自治体 

14団体とともに全国の自治体に対して設立を呼びかけしました。9月30日現在、111の自治体よりネッ 

トワークへの参画にご賛同いただいております。 

地域での生物多様性保全に貢献することを目指し、以下の事業について実施する予定です。  

[1]生物多様性に関する最新・最先端の情報を共有 

 自治体が行っている各地域での生物多様性保全のための取組について、最新・最先端の内容・ 

知見を、ネットワークに参加する自治体のトップクラスが相互に情報交換・情報共有を行ってい 

く場を提供します。  

[2]地域の知恵・経験を集積し、生物多様性の保全再生に役立てます 

 地域での取組に基づく様々な知恵・知見や経験を集積し、構成員間で共有するためのデータベ 

ースを構築します。 

また、こうした蓄積を通じて、地域振興につなげていきます。  

[3]「国連生物多様性の10年日本委員会」に参画 

 生物多様性の保全と持続可能な利用に取組む自治体の代表として、「生物多様性の10年日本委 

員会に参画し  

・地方自治体の意見や要望の提出  

・地域での様々な取組とその成果の情報発信  

・他のセクターとの情報交換・連携・協働を進めます。  

※生物多様性自治体ネットワーク 発起自治体 

  石川県、岐阜県、愛知県、滋賀県 

  横浜市、名古屋市、神戸市、佐渡市、松本市、豊岡市、対馬市、阿蘇市 

  黒松内町、菰野町  

 

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、尾上 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14263 

 

 

＊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の公布及び意見の募集の結果について 

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に係る 

省令が本日公布され、平成23年10月１日（金）から施行されます。 また、平成23年８月９日から平成 



23年９月８日までの間に実施した意見の募集 

（パブリックコメント）の結果についても併せてお知らせします。  

１．概要 

 平成22年12月10日に公布された「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22年法律第72号）」が平成23年10月1日に施行されることに伴い、 

地域連携保全活動の実施主体や地域連携保全活動計画の協議の手続等を省令により定めるものです。  

（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 

  （農林水産省令・国土交通省令・環境省令）  

（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 

  （環境省令）  

（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 

  （国土交通省令・環境省令）  

（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 

  （環境省令）  

２．施行期日 

平成23年10月1日  

３．意見募集の結果 

（１）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）  

（２）意見の提出件数：２件（延べ意見数４件）  

（３）意見の概要及び意見に対する考え方：別添３のとおり  

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課 塚本、中澤、滝澤、森 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14270 

 

 

＊国連生物多様性の10年に向けたCOP10名誉大使MISIAの広報活動について 

平成22年3月1日、国連により、生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）名誉大使として任命された 

日本人女性アーティストMISIAさんの協力のもと、広報ツールを制作し、ライブ会場のブース出展等を通 

して生物多様性や国際生物多様性の10年のPR活動を進めます。  

世界的に生物多様性の損失に歯止めのかからない現状を踏まえ、2011年から2020年までの10年間が、 

国連により「国連生物多様性の10年」と定められました。この国連生物多様性の10年の目的は、生物多 

様性条約第10回締約国会議（COP10）で採択された愛知目標の達成に貢献することであり、重点的に生物 

多様性の保全及び持続可能な利用に取り組むこととされています。 

 国連生物多様性の10年の開始にあたり、生物多様性の重要性に関する国内外の認識を高めるため、 

COP10名誉大使であるMISIAさんの協力のもと、普及啓発のための広報ツールを制作し、ライブ会場での 



ブース出展等を通して生物多様性の10年のＰＲ活動を進めます。  

１ 広報ツール 

（１）メッセージ映像 

 MISIAさんが歌う童謡「故郷」に合わせてコマ撮りのアニメーションで里山や森の風景を紹介。 

いきもののキャラクターたちが命のつながりを表現し、子役の加藤清史郎君がトンボを追いかけ 

る子どもとして出演。 

 なお、この映像は9月20日にニューヨークで開催された国連総会ハイレベル会合に合わせた国連 

生物多様性の10年関連イベントで上映されたほか、10月中旪より日本航空の機内映像としても使 

用。  

（２）ポスター・ポストカード 

 MISIAさんがたくさんの絶滅危惧種の名前が描かれた衣装をまとい、生物多様性を感じて欲しい 

気持ちを伝えるポスター（1種類）及びポストカード（3種類）  

２ コンサート会場でのブース展開 

 10月より始まるMISIAさんのコンサート会場で、上記のメッセージ映像やポスターを見れたり、ポ 

ストカードがもらえるクイズに参加して、楽しく生物多様性について学べる機会を提供  

期間：平成２３年１０月９日～平成２４年２月１９日  

会場：計２６会場  

（http://www.misia.jp/tour/tour2011/schedule/index.html）  

３ 「国連生物多様性の１０年×MISIAプロジェクト」サイトの設置 

 COP10の成果や国連生物多様性の10年の内容や、今年度の本広報活動記録などを紹介する 

「国連生物多様性の１０年×MISIAプロジェクト」サイトを設置します。 

 「国連生物多様性の１０年×MISIAプロジェクト」ホームページ 

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

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性施策推進室 牛場、常冨、尾上 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14288 

 

 

＊平成２３年度生物多様性保全推進支援事業の公募（三次募集）について 

環境省では、平成20年度から、地域における生物多様性の保全・再生に資する活動等を支援する「生 

物多様性保全推進支援事業」を実施しています。 

 今般、平成23年度の三次募集をしますので、お知らせします。  

１．事業の概要 

 自然共生社会づくりを着実に進めていくため、地域における生物多様性の保全再生に資する活動等 

に対し、活動等に必要な経費の一部を国が交付します（国費１／２以内）。  

２．公募対象 

 原則として、２以上の主体から構成され、地方公共団体等の参加を得た地域生物多様性協議会（以 

下、「協議会」という。）とします。 

 また、事業開始までに協議会の設置が見込まれる地方公共団体等についても公募の対象とします。  

http://www.misia.jp/tour/tour2011/schedule/index.html
http://www.biodic.go.jp/biodiversity/misia


３．応募書類及び提出方法 

 公募要領の別添様式「応募申請書」に必要事頄を記入・押印の上、郵送または持参により、下記提 

出先に２部提出するとともに、別途電子メール（NBSAP@env.go.jpあて）にて電子ファイルを送付し 

て下さい。 

なお、その際に、電子メールの表題を「生物多様性保全推進支援事業（応募者名）」として応募書

類の提出であることがわかるようにしてください。  

４．応募締切 

平成23年10月17日（月）（必着）  

５．提出先 

各地方環境事務所又は自然環境事務所（別添「提出先一覧」参照）  

６.お問い合わせ先 

環境省自然環境局自然環境計画課 

 担当：福島、平山 

 TEL：03-3581-3351（内線6436） FAX：03-3591-3228 

 電子メール：NBSAP@env.go.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、山浦、福島、平山 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14294 

 

 

☆工場立地法関係  

＊工場立地法施行規則等の一部改正に係る公布・施行について～規制改革要望等への対 

応～ 

本件の概要 

 本日、工場立地法施行規則の一部及び関連する告示の一部を改正し、公布・施行しました。 

 本改正は地域において準則制度を活用するため、工場立地法及び企業立地促進法に基づいて自治体が条例で定める 

ことができる特定工場の緑地率等の範囲の幅を拡大できる措置を行いました。また、事業者の負担軽減の観点から植 

栽規定の見直しや手続の簡素化を行いました。 

 本件は、政府内における規制改革の議論を踏まえ、工場立地法に係る規制について、産業構造審議会地域経済産業 

分科会工場立地法検討小委員会で審議を行い、取りまとめられた報告書※に基づき改正したものです。 

 

担当者：経済産業省地域経済産業グループ 立地環境整備課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110930002/20110930002.html 

 

 

☆３Ｒ関係  

＊１０月は３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）推進月間！ 

本件の概要 

mailto:NBSAP@env.go.jp
mailto:NBSAP@env.go.jp


 経済産業省を含む３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）関係８省庁＊では、３Ｒ推進に対する理解と協力を 

求めるため、毎年１０月を「リデュース・リユース・リサイクル推進月間（略称：３Ｒ推進月間）」と定め、広く国 

民に向けて、普及啓発活動を実施しています。 

 本年度の３Ｒ推進月間では、経済産業省及び関係機関において、以下の行事等を開催することを予定していますの 

でお知らせします。 

 ＊関係８省庁：財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、消費者庁 

 

担当：経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/09/20110930003/20110930003.html 

 

 

＊「リデュース・リユース・リサイクル推進月間」における地方環境事務所による廃棄 

物等の不法輸出入監視に係る取組強化について 

１０月のリデュース・リユース・リサイクル推進月間（略称：３Ｒ推進月間）の活動の一環として、 

税関の協力の下、地方環境事務所において廃棄物等の不法輸出入の監視強化のための取組を行います。  

１．取組の背景 

 アジア各国の急速な経済成長に伴う資源需要の増大等を背景に、我が国からの循環資源の輸出が急 

増している一方、脱法的に廃棄物等を海外に輸出しようとする事例や、相手国での環境上不適正な処 

理に伴い問題を引き起こしている事例が指摘されております。このような状況を踏まえ、環境省では、 

地方環境事務所と税関との連携による水際での監視体制を強化しています。  

２．取組内容 

 ３Ｒ推進月間の活動の一環として、地方環境事務所において税関との連携・協力の下、不法輸出入 

防止に向けた水際対策強化の取組を重点的に実施します。具体的には、廃棄物等の不法輸出入の監視 

強化のため、以下のような取組を行います。  

・税関による貨物開被検査への環境省職員の立会強化  

・事業者から事前相談のあった貨物の一部への環境省職員による現地確認  

・輸出入関係事業者に対し、パンフレットやバーゼル法等説明会の案内配布等を通じた廃棄物等輸出 

入管理制度や事前相談制度に関する周知 等  

 

担当：環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室 吉田、野本、熊切 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14265 

 

 

＊アジア３Ｒ推進フォーラム第３回会合の開催について 

環境省は、シンガポール環境水資源省・国家環境庁、国際連合地域開発センター（UNCRD）とともに、 

アジア３Ｒ推進フォーラム第３回会合を開催します。同会合は、平成23年10月５日～７日にシンガポー 

ルにおいて開催されます。 

今回会合のテーマは「３Ｒ促進に向けた技術移転 ～適正な技術の適応、実施、拡大～」です。 



環境省からは、高山環境大臣政務官他が参加予定です。  

１．背景 

 我が国の提唱（※１）により、アジア各国における３Ｒの推進による循環型社会の構築に向けて、 

アジア各国政府、国際機関、援助機関、民間セクター、研究機関、NGO等を含む幅広い関係者の協力 

の基盤となるものとして「アジア３Ｒ推進フォーラム」が、平成21年11月に東京で開催した設立会合 

において設立されました。 

 本フォーラムは、３Ｒに関するハイレベルの政策対話の促進、各国における３Ｒ関連プロジェクト 

の実施促進、３Ｒ推進に役立つ情報の共有、関係者のネットワーク化等を目的としています。 

 環境省は本フォーラムの会合を国連地域開発センター（UNCRD）、開催国政府機関とともに主催し 

てきており、今回は、シンガポールにおいて第3回会合を開催します。  

(※１)2008年10月の東アジア首脳会議(EAS)環境大臣会合において我が国から「アジア３Ｒ推進フォ 

ーラム」の設立を提唱し各国の支持を得ました。  

２．開催日程 

平成23年10月5日(水)～7日(金)  

３．開催場所 

シンガポール 

Sheraton Towers Singapore（住所：39 Scotts Road, Singapore 228230, Singapore ）  

４．主催 

日本国環境省、シンガポール環境水資源省・国家環境庁、国際連合地域開発センター（UNCRD）  

５．使用言語 

英語  

６．参加者 

・アジア太平洋諸国の中央政府２０カ国程度、国際機関、研究機関、援助機関、民間企業、NGOの代 

表、専門家等。  

・環境省からは、高山環境大臣政務官他が参加予定。  

７．テーマ 

「３Ｒ促進に向けた技術移転 ～適正な技術の適応、実施、拡大～」  

 

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、木村、築地、大嶋 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14267 

 

 

＊平成２３年度「３Ｒ推進月間」の行事等について 

10月はリデュース・リユース・リサイクル推進月間（略称：３Ｒ推進月間）です。 

 ３Ｒ推進に関する理解と協力を求めるとともに、循環型社会の形成に向けた取組を推進するため、 

環境省を含む３Ｒ関係８省庁、地方公共団体、関係団体による様々な取組、行事が行われますので、お 

知らせいたします。  

※関係８省庁：財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、 

消費者庁  



１．３Ｒ推進月間の趣旨 

 国民・事業者・行政が一堂に会し、廃棄物問題に関するそれぞれの知識や経験を交換するとともに、 

参加者一人ひとりが自らのライフスタイルを見直す機会を提供することを通じ、“３Ｒ”（廃棄物等 

の発生抑制（Reduce）、再使用（Reuse）、再生利用（Recycle））の推進に関する理解を深め、循環 

型社会の形成に向けた取組をより一層推進します。  

２．３Ｒ推進月間における取組 

（１）第６回３Ｒ推進全国大会 

 第６回３Ｒ推進全国大会においては10月28日（金）午前に記念式典を開催することとしており、 

記念式典では、３Ｒの推進に寄与した方々の表彰や講演等を行います。そのほか、開催期間中、 

様々なイベントを行うこととしております。 

 また、「中央環境審議会循環型社会計画部会」を28日（金）午後に開催します。  

開催期日：平成23年10月28日（金）～10月30日（日）  

開催場所：京都市勧業館みやこめっせ 

      京都市左京区岡崎成勝寺町９番地の１  

主催：環境省、環境省近畿地方環境事務所、京都市、３Ｒ活動推進フォーラム ほか  

（別添資料１）第６回３Ｒ推進全国大会  

（２）平成23年度３Ｒ推進地方大会 

 ３Ｒ推進月間中、各地方環境事務所が主催し、一人ひとりのライフスタイルを見直すきっかけ 

を提供するイベントや優れた取組の紹介などを内容とする３Ｒ活動に関する大会が開催されます。  

（別添資料２）平成23年度３Ｒ推進地方大会概要一覧  

（３）環境にやさしい買い物キャンペーン 

 マイバッグを持参する、過剰包装を避ける、詰め替え商品を選ぶ等の行動がごみの減量化につ 

ながるように、日常の買い物と環境問題は密接に関係しています。 

 このため、10月に、環境省、経済産業省、３Ｒ活動推進フォーラムと全国の都道府県が共同で 

「環境にやさしい買い物キャンペーン」を実施し、「買い物」における３Ｒ行動の実践を呼びか 

けます。また、流通事業者・小売事業者からも、環境に配慮した商品の購入、簡易包装による購 

入、マイバックの持参等の呼びかけが行われます。 

 環境省では、10月に各地で開催される３Ｒ推進地方大会など、いろいろな場で呼びかけを行っ 

ていきます。  

実施期間：平成23年10月１日（土）～10月31日（月）  

参加者：各都道府県、流通事業者等  

※各都道府県では、キャンペーン期間中、「ポスターの作成・掲示」「各種広報によるＰＲ」 

「街頭キャンペーン」など 

 様々な取組が行われます。 

 また、流通事業者の全国組織である「日本チェーンストア協会」「日本百貨店協会」「社団法 

人日本フランチャイズチェーン協会」等のご協力により、全国68社、47,982店舗において、「ポ 

スターの掲示」「チラシ等によるキャンペーンの趣旨の呼びかけ」「環境配慮型商品コーナーの 

設置」「店内放送、レジでの呼びかけ」「買い物袋持参者へのスタンプ押印」など様々な取組が 

行われます。  

（別添資料３）平成23年度環境にやさしい買い物キャンペーン参加者一覧  



【ＰＲキャラクター】 

 日常生活におけるこまめな環境配慮行動の実践を呼びかける「コマメちゃん」が、10月のキ 

ャンペーン期間中、「レジ袋をやめてマイバックを活用しよう」など、６つの行動を呼びかけ 

ます。  

【統一デザイン（ポスター）】 

 環境省では、キャンペーンの全国的な統一感を保つための統一デザインを作成・配布し、 

「環境にやさしい買い物」の実践を全国に広く呼びかけます。  

  （４）各地方公共団体、関係団体が実施する行事など 

 各地方公共団体、関係団体においても、講演会や展示、各種キャンペーン等、様々な行事が行 

われます。  

（別添資料４）平成23年度３Ｒ推進月間都道府県・政令市行事等一覧 

（別添資料５）平成23年度３Ｒ推進月間関係団体行事等一覧  

【関連ホームページ】 

 さらに詳細な情報については、下記ホームページをご参照下さい。  

〈第６回３Ｒ推進全国大会〉 

・第６回３Ｒ推進全国大会ホームページ（http://www.3r-kyoto.jp/）  

〈環境にやさしい買い物キャンペーン〉 

・３Ｒ活動推進フォーラム「環境にやさしい買い物キャンペーン」 

 （http://3r-forum.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、鳥毛、皆川、山田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14271 

 

 

☆グリーンＩＴアワード関係  

＊グリーンＩＴアワード２０１１経済産業大臣賞等の受賞結果について 

本件の概要 

 東日本大震災を踏まえ、今後も電力需給の逼迫が見込まれる中、より一層節電の重要性が高まっているところ、 

「ＩＴの省エネ」及び「ＩＴによる社会の省エネ」を両輪とする「グリーンＩＴ」の取組みをより一層加速すべく、 

優れた省エネ機器・取組を評価する『グリーンＩＴアワード』について、審査委員会による厳正な審査の結果、経済 

産業大臣賞、商務情報政策局長賞が決定しました。 

 

担当：経済産業省商務情報政策局情報通信機器課商務情報政策局情報家電戦略室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/10/20111003002/20111003002.html 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊第２１回国内クレジット認証委員会の結果について 

http://www.3r-kyoto.jp/
http://3r-forum.jp/


 本件の概要 

 平成２３年１０月３日（月）に第２１回国内クレジット認証委員会を開催し、申請があった７８件について国内ク 

レジットの認証を行いましたので、お知らせいたします。 

 

担当：経済産業省産業技術環境局環境経済室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/10/20111003009/20111003009.html 

 

 

＊サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等に関する調査・研究会（第１回）

の開催について 

サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量の算定方法等について、昨年度に引き続き調 

査・研究を進めるため、今回、第1回会合を公開で開催いたしますので、ここにお知らせします。なお、 

今年度は経済産業省と合同で調査・研究を進めます。  

１．日時：平成２３年１０月１１日（火） 10：00～12：00  

２．場所：東京商工会議所 国際会議場 

      （http://www.tokyo-cci.or.jp/gaiyo/tizu.html）  

３．議題： 

（１）サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出等に関する検討について  

（２）サプライチェーンを通じた排出量算定基準に関する国際動向について  

（３）環境省における検討の状況について  

（４）業界における取組事例について  

４．傍聴： 

 本検討会は公開となります。傍聴を御希望の方は、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出 

等に関する調査・研究会（第１回）傍聴希望」と明記の上、[1]氏名、[2]住所、[3]電話番号、[4] 

勤務先、[5]傍聴券の送付先（E-mail）を記入し、１０月６日(木)必着でE-mailにてお申し込みくだ 

さい。 

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。 

 傍聴可能人数は100人程度を予定しており、希望者がこれを上回った場合には抽選とさせて頂きま 

す。 

抽選の有無に関わらず、傍聴可能な方には１０月７日（金）１７時までに傍聴券を送付いたします 

ので、当日の傍聴の際に必ずご持参ください。 

登録なき場合は、傍聴をお断りすることがあります。また、マスコミ関係の方で、撮影（冒頭のみ 

可）を希望の方は、１０月６日（木）正午までに別途下記申込先担当者までご連絡ください。なお、 

傍聴受付につきましては、（株）三菱総合研究所に委託して実施しております。  

 当日受付は９時３０分から開始します。  

（申込先） 

株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部 

担当：森、小川、山本 

東京都千代田区永田町二丁目10-3 

http://www.tokyo-cci.or.jp/gaiyo/tizu.html


E-mail：scm-mtg@mri.co.jp  

 

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=14281 

 

 

＊「チャレンジ２５キャンペーン地域展示会」の開催について 

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、チャレンジ２５キャンペーン地域展示会として、「WARM BIZ」の普及啓発のため、北九州で 

開催される「エコテクノ2011」（10月12日～14日）に出展し、暖房時の室温２０℃設定で快適に心地 

よく過ごすための取組や、WARM BIZグッズ等を展示し、無駄なエネルギーを消費しないライフスタイル 

情報を発信します。 

 また、本ブースでは、CO2削減活動に繋がる様々な企業の技術や製品、NPO・自治体等の取組を紹介し 

ます。  

１．「エコテクノ2011」における「チャレンジ２５キャンペーン」ブース 出展概要 

主催：環境省（チャレンジ２５キャンペーン）  

日時：2010年10月12日(水)～14日（金）10時～17時  

※エコテクノ2011（主催：北九州市、(財)西日本産業貿易コンベンション協会）内で開催。  

※エコテクノ2011の詳細は、公式HP（http://www.eco-t.net/）をご参照ください。  

会場：西日本総合展示場 新館 エコテクノ会場内（JR小倉駅北口徒歩5分）  

展示内容 

[1]「WARM BIZ」グッズ等展示  

[2]断熱効果の高い住宅設備等展示  

[3]環境省九州地方環境事務所による、九州地方の企業・団体・自治体の取組紹介  

・チャレンジ２５地域づくり事業関連展示  

・間伐材の利活用の事例紹介、機器（ペレットストーブ、シティバイク）の展示 

 

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、杉原 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14287 

 

 

＊「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」のとりまとめについて 

平成２２年９月より７回にわたり開催された日本版環境金融行動原則起草委員会（起草委員会）にお 

いて、「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」がとりまとめられましたのでお知らせ致します。  

１．経緯 

 平成22年夏に中央環境審議会「環境と金融に関する専門委員会」でとりまとめられた報告書 

mailto:scm-mtg@mri.co.jp
http://www.eco-t.net/


「環境と金融のあり方について～低炭素社会に向けた金融の新たな役割～」において、環境金融へ 

の取組の輪を広げていく仕組みとして「日本版環境金融行動原則」の策定が提言されました。  

  これを受け、末吉竹二郎氏（国連環境計画金融イニシアティブ特別顧問）を発起人として参加が 

呼びかけられ、その趣旨に賛同した幅広い金融機関が起草委員会に自主的に参加することとなりま 

した。  

 起草委員会は、日本における環境金融の裾野の拡大と質の向上を目的としつつ、昨年9月から計7 

回にわたって開催され、活発な議論が行われました。 

また、ワーキンググループにおいても業務別のガイドラインに関する検討が積極的に行われまし 

た。 

環境省としてもこのような取組を事務局として支援してきました。  

２．「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」のとりまとめ 

 このたび、10月４日の第7回起草委員会において、「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」 

及びこの原則を実践するための業務別ガイドラインが採択されました。  

３．今後の予定 

 今後準備が整い次第、金融機関による署名が項次行われる予定です。 

 また、来年年明けには、署名金融機関による総会において、環境金融への取組状況に関する情報・ 

意見交換等が行われる予定です。  

４．署名方法等 

 「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」運営規程中の署名書式に必要事頄を記載の上、下 

記送付先まで送付下さい。 

 なお、署名の受付は平成23年11月中旪より開始する予定です。  

５．本件のお問い合わせ先・署名送付先 

東京都千代田区霞が関一丁目２－２ 

環境省総合環境政策局環境経済課内 

「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」事務局 

担当：長谷川 

TEL：０３－３５８１－３３５１（代表）内線６２８８ 

E-mail：principle@env.go.jp  

６．添付関係資料一覧 

・持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則  

・運用・証券・投資銀行業務ガイドライン  

・保険業務ガイドライン  

・預金・貸出・リース業務ガイドライン  

・日本版環境金融行動原則起草委員会 委員名簿  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、内藤、長谷川 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14289 
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＊「低炭素杯2012」のエントリー募集について 

次世代に向けた低炭素な社会を構築するため、学校・家庭・有志・ＮＰＯ・企業などの多様な主体が 

全国各地で展開している地球温暖化防止に関する地域活動を報告し、学びあい、連携の輪を拡げる「場」 

を提供する「低炭素杯２０１２」が、「低炭素杯２０１２実行委員会」の主催により、平成２４年２月 

に開催されます。 

 そこで、この「低炭素杯２０１２」の開催に向けて、全国から、低炭素社会づくりに取り組む活動団 

体、企業の方々に対してエントリー募集が行われることとなりましたのでお知らせいたします。環境省 

はエントリーの中から特に優れたものに対し、グランプリ・準グランプリを授与する予定です。  

■「－低炭素杯2012－」へのエントリー募集 

(詳細はこちらhttp://www.zenkoku-net.org/teitansohai2012/)  

【募集期間】10月7日（金）～11月10日（木）  

【部門別のエントリ－】以下のいずれかの部門を選んでエントリーして下さい。  

※低炭素杯２０１２ウェブサイトに掲載している低炭素杯２０１１エントリー団体の活動をご参照 

下さい。  

【応募方法】 

 所定のエントリーシートを事務局までEmailで送信してください。  

[1]エントリーシートのダウンロード方法 

 以下のＵＲＬからエントリーシートをダウンロードしてください。 

 ＵＲＬ：http://www.zenkoku-net.org/teitansohai2012/  

※ダウンロードができない場合は、事務局までご連絡ください。  

[2]事務局連絡先 

一般社団法人地球温暖化防止全国ネット（全国地球温暖化防止活動推進センター） 

Email：teitanso-hai@jccca.org  

【選考方法】 

[1]主催者において、12月上旪、ご応募いただいた取り組みが審査され、低炭素杯２０１２の全国 

大会に出場していただく団体等が選考されます。  

[2]2月に開催される低炭素杯の全国大会において、取り組みの発表をしていただき、グランプリ・ 

準グランプリ（環境大臣賞）等を選ぶ最終審査が行われます。  

■「―低炭素杯2012―」の開催概要 

【日程】2月18日（土）13：00～19：00（12：00開場）（予定） 

    2月19日（日） 9：00～15：30（ 9：00開場）（予定）  

【会場】東京ビッグサイト 国際会議場（東京都江東区有明3-11-1）  

【内容】1日目：出場団体によるプレゼンテーション 

    2日目：分科会、特別シンポジウム、表彰式 他  

【入場料】無料  

【主催】低炭素杯２０１２実行委員会 

    （委員長：小宮山 宏：三菱総合研究所理事長・東京大学総長顧問）  

【共催】株式会社ＬＩＸＩＬ、一般財団法人セブン-イレブン記念財団、 

    日本マクドナルド株式会社、一般社団法人地球温暖化防止全国ネット  

【後援】環境省(予定)  

http://www.zenkoku-net.org/teitansohai2012/
http://www.zenkoku-net.org/teitansohai2012/
mailto:teitanso-hai@jccca.org


【特別協力】ブリティッシュ・カウンシル  

【協賛】木原木材店  

【事務局】（問い合わせ先） 

      一般社団法人地球温暖化防止全国ネット（全国地球温暖化防止活動推進センター） 

      TEL 03-6273-7785 / FAX 03-5280-8100  

■優れた活動を行う団体、企業に対する表彰 

・表彰は環境大臣賞としてグランプリ（１団体）、準グランプリ（各部門から各１団体、計４団体） 

を授与いたします。 

 また、出場団体の中から、特別賞として、東日本大震災被災地域貢献活動賞、節電対策貢献活動賞 

の授与も予定しています。  

・各賞受賞団体に対し、イギリス訪問を通して現地環境団体との交流機会の提供の他、各種副賞を予 

定しています。  

■取材について 

 全国大会に出場される団体や全国大会当日の取材要領については、１月下旪頃、別途リリース（第 

２報）する予定です。 

 全国大会はもちろん、各地での取り組みに関する取材をお待ちしています。 

 （御質問等ありましたら、事務局（一般社団法人地球温暖化防止全国ネット）までお願いします。）  

 

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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14293 

 

 

＊平成23年度「廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業（廃棄物エネルギー導入事業）」 

の２次公募の開始について 

環境省では、平成23年度の「廃棄物エネルギー導入・低炭素化促進事業」のうち、「廃棄物エネルギ 

ー導入事業」の２次公募を開始いたしました。 

 この事業は、廃棄物分野における温暖化対策を推進するため、温暖化対策に資する高効率の廃棄物エ 

ネルギー利用施設やバイオマス利用施設の整備事業等に対して支援を行うものです。 

 公募期間は、10月11日（火）から10月31日（月）18：00までとなっています。  

１．事業内容 

（１）補助対象事業者 

民間事業者等（（２）の[1]～[5]は廃棄物処理業を主たる業とする事業者）  

（２）補助対象となる事業（一定以上の効率のもの） 

[1]廃棄物高効率熱回収施設の整備事業  

[2]バイオマス発電施設の整備事業  

[3]バイオマス熱供給施設の整備事業  

[4]バイオマスコージェネレーション施設の整備事業  

[5]廃棄物燃料製造施設、バイオマス燃料製造施設の整備事業  

[6]ごみ発電ネットワーク施設の整備事業  



[7]熱輸送システム施設の整備事業  

（３）補助対象費 

[1]～[5]：高効率化を図ることにより追加的に生じる施設整備費用 

      （補助対象となる施設整備費の１／３を限度。）  

[6]、[7]：補助対象となる施設整備費の１／２を限度。  

２．締め切り 

平成23年10月31日（月） 18：00必着  

３．提出先及び問い合わせ先 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関一丁目２－２ 環境省廃棄物・リサイクル対策部  

・産業廃棄物の場合：産業廃棄物課施設整備指導係 (TEL：03-3581-3351(内線6875)）  

・一般廃棄物の場合：廃棄物対策課施設第二係 (TEL： 同上 (内線6849))  

４．備考 

 公募要領を、環境省廃棄物・リサイクル対策部のホームページに公表しています。 

 （http://www.env.go.jp/recycle/info/ondanka/index.html）  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課 廣木、山縣、古谷 

                         廃棄物対策課 山本、神谷、小山、長居 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14296 

 

 

＊カーボン・オフセット及びオフセット・クレジット(J-VER)制度紹介動画の公開・DVD 

貸出及び出前授業の募集について 

環境省では、市民・自治体や企業の環境・営業担当者等に向けて、カーボン・オフセットの仕組みや 

取組事業者の声、オフセット・クレジット(J-VER)制度(以下「J-VER制度」という。)の概要や活用事例 

についてわかりやすく動画で紹介したDVDを作成しました。 

 この度、本DVDを環境省動画チャンネル（YouTube）にて公開することとしましたのでお知らせすると 

ともに、希望する団体に対しては、貸出を行います。 

 市民参加型のセミナーや、自治体や企業でカーボン・オフセット及びJ-VER制度の活用を検討されてい 

る環境・営業関係部署、環境報告書・CSR報告書を作成する広報・CSR関連部署での研修や勉強会にぜひ 

ご活用下さい。 

 また、下記に紹介する「カーボン・オフセット教育教材用DVD」については、小・中学校や企業の社員 

研修等を対象とした出前授業も受け付けます。本日より、希望する団体を募集します。  

1.概要 

環境省では、市民・自治体や企業の環境・営業担当者等に向けて、  

・カーボン・オフセットの仕組みや取組事業者の声  

・J-VER制度の概要や活用事例  

 についてわかりやすく動画で紹介したDVDを作成しました。 

 作成したDVDは以下の4種類です。  

1.カーボン・オフセット教育教材用DVD  

http://www.env.go.jp/recycle/info/ondanka/index.html


2.カーボン・オフセット紹介イメージDVD  

3.カーボン・オフセット紹介DVD 事業活動と環境活動の相乗効果を目指して  

4.J-VER制度概要紹介DVD  

 今般、上記1,3,4のDVDを環境省動画チャンネル(YouTube)より公開いたします。  

※環境省動画チャンネル(YouTube）リンク http://www.youtube.com/kankyosho  

   また、上記2のDVDについてはカーボン・オフセットフォーラム（J-COF）ホームページ 

(http://www.j-cof.go.jp)にて公開される予定です。  

   市民参加型のセミナーや、自治体や企業でカーボン・オフセット及びJ-VER制度の活用を検討 

されている環境・営業関係部署、環境報告書・CSR報告書を作成する広報・CSR関連部署での研修 

や勉強会にぜひご活用下さい。  

2.出前授業の応募及び各種DVDの貸出について 

(出前授業の応募について) 

 上記「1.カーボン・オフセット教育教材用DVD」については、主に小学校高学年以上の学校や企 

業の社員研修等を対象とした出前授業も受け付けます(応募者多数の場合は選考の上ご連絡いた 

します。採択結果について、環境省から報道発表する予定はございません)。出前授業の講師は、 

カーボン・オフセットフォーラム(社団法人海外環境協力センター内)より派遣します。ご希望の 

団体は、別添の申請書(別添資料1)に必要事頄を記入の上、以下の「3.各種書類の提出・問い合わ 

せ先」までご提出ください。 

 なお、出前授業の形式については、動画を活用しながら30分～1時間程度を想定しており、ニー 

ズに合わせて内容のアレンジも可能です。  

※応募対象となる事業は、原則として、平成24年2月末までに実施される事業とします。  

※出前授業の講師派遣に係る交通費・謝金等は不要です。  

(各種DVDの貸出について) 

 本DVDは、希望する団体に対して、貸出を行います。ご希望の方は、「カーボン・オフセット及 

びJ-VER制度紹介各種DVDの貸出について」(別添資料2)を御一読の上、E-mailまたはFAXにて以下 

の「3.各種書類の提出・問い合わせ先」まで借用申請書(別添資料3)をご提出ください。  

3.各種書類の提出・問い合わせ先 

カーボン・オフセットフォーラム事務局(J-COF)【(社)海外環境協力センター内】 

FAX 03-5776-0402 E-mail j-cof@4cj.org  

4.参考 

 カーボン・オフセット及び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/カーボン・オフセットフォーラム(社団法人海外環境協力センター内)HPを御覧ください。  

・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/index.html  

・カーボン・オフセットフォーラム http://www.j-cof.go.jp  

 

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=14300 
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☆水質汚濁防止法関係  

＊「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る頄目追加 

等について（第２次報告案）」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排水規制等専門委員会では、水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下 

浸透水の浸透等の規制に係る頄目追加等について（第２次報告案）を取りまとめました。 

 広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、平成23年９月29日（木）から10月28日（金）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。  

１．背景 

 平成21年11月30日、1,4-ジオキサン、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロ 

エチレンの４頄目について、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準若しくは 

地下水の水質汚濁に係る環境基準の頄目への追加又は基準値の変更が行われたことを受け、同日、環 

境大臣から中央環境審議会会長に対して、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸 

透等の規制に係る頄目追加等について」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排水規制等専門委員会において、 

平成21年12月より検討を行い、塩化ビニルモノマー、1,2-ジクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン 

の３頄目については、平成23年２月に「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等 

の規制に係る頄目追加等について（第１次報告）」で取りまとめられました。 

 今回は、水質環境基準及び地下水環境基準に追加された1,4-ジオキサンについて、報告案が取りま 

とめられましたので、本案について、広く国民の皆様からの御意見をお聴きするため、パブリックコ 

メントを実施いたします。 

同専門委員会においては、頂いた御意見を考慮し、報告案を最終的に取りまとめる予定です。  

２．意見提出（詳細は「意見募集要頄」を参照） 

募集期間：平成23年９月29日（木）から10月28日（金）  

提出方法：意見募集要頄参照  

 

担当：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、柳田、堀内 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14256 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会地球環境部会第９６回の開催について 

 中央環境審議会地球環境部会第９６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１０月７日（金）９：３０～１２：００  

２．場所：大手町サンケイプラザ ３階『３０１～３０４号室』 

      東京都千代田区大手町1-7-2 



      http://www.s-plaza.com/map/index.html  

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９６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１０月５日（水）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９６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１０月５日 

（水）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９６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=14258 

 

 

＊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）」に対する意見募集の 

結果及び環境大臣への答申について 

平成23年８月９日（火）から９月７日（水）に行った「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（パブリックコメント）について、 

その結果を公表します。 

 この結果を受け、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において審議され、中央環 

http://www.s-plaza.com/map/index.html
mailto:chikyu-ondanka@env.go.jp


境審議会会長から９月29日付けで環境大臣へ答申がなされました。  

１．経緯 

 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、同部会の「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）における審議を経て、この度、諮問事頄のうちの有害物質貯蔵指定 

施設の対象となる施設について、意見募集の結果及び第１次答申案が取りまとめられました。これ

を受け、平成23年９月29日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。 

 今回の第１次答申を踏まえ、環境省では、今後、水質汚濁防止法施行令の改正を行うこととしていま

す。  

２．意見募集の概要 

（１）意見募集対象 

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）」  

（２）意見募集期間 

平成23年８月９日（火）～９月７日（水）  

（３）告知方法 

電子政府の総合窓口（ｅ－ＧＯＶ）、環境省ホームページ、報道発表  

（４）意見提出方法 

電子メール、ＦＡＸ、郵送  

３．意見の概要及びこれに対する考え方 

 頂いた意見の概要及びこれに対する考え方については、別添１のとおりです。  

４．「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）」につ 

いて取りまとめられた答申は別添２のとおりです。  

 

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 宇仁菅、松田、柳田 

詳しくは↓ 



http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14260 

 

 

☆里なび研修会関係  

＊平成23年度「里なび研修会」の開催について 

環境省は、里地里山の保全・活用を促進するため、特徴的な取組事例の紹介、課題に対する解決手法 

などについて専門家を交えて学ぶ里なび研修会を全国10か所で開催します。  

１．開催趣旨 

 里地里山は国土の約４割を占め特有の生物の生息・生育環境として重要であるとともに、生態系ネ 

ットワークの形成上からも重要な地域です。 

 これに加えて食料や木材等自然資源の供給、国土保全、水源涵養、良好な景観、多様な文化の伝承 

等の観点からも重要な役割を担っています。 

 環境省ではこのような里地里山の保全・活用の促進を図るため、平成19年度から保全再生計画づく 

り等の専門家、活動フィールドやボランティア団体の情報を発信するホームページ「里なび」 

（http://www.satonavi.go.jp）を開設するとともに、全国において保全・活用のための技術的助言 

や取組事例の紹介、課題に対する解決手法などについて専門家を交えて学ぶ里なび研修会を開催して 

いるところです。  

２．内容 

 平成23年10月から平成24年2月までの期間、地域住民、NPO、地方公共団体などを対象に特徴的な取 

組事例を紹介するとともに、近隣地域での里地里山の保全・活用の促進に係る課題を抽出し、その解 

決手法や効果的、持続的な取組とするためのノウハウについて専門家を交えて学ぶ研修会を全国10 

か所で開催します。開催地は北海道、新潟県、栃木県、埻玉県、神奈川県、静岡県、石川県、奈良県、 

岡山県、沖縄県です。日時、開催場所など詳細については、里なびをご覧ください。  

３．参加方法 

 参加費無料、先着申込制です。 

 「４．申込み・問い合わせ先」の里なびHP申込フォーム、またはメール・ＦＡＸにて、参加日時／ 

氏名／人数／連絡先（電話、ＦＡＸ、メールのいずれか）をご連絡ください。  

４．申込み・問い合わせ先 

里なび事務局（里地ネットワーク） 

里なびHP申込フォーム http://www.satonavi.go.jp 

E-mail：h23@satonavi.go.jp 

TEL：03-5477-2678 

FAX：03-5477-2609 

〒154-0004 

東京都世田谷区太子堂5-15-3 R-rooms三軒茶屋 1-A 

(株)森里川海生業研究所 内  

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課 塚本、中澤、山本 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14276 

http://www.satonavi.go.jp/
http://www.satonavi.go.jp/
mailto:h23@satonavi.go.jp


 

 

☆ヒートアイランド関係  

＊平成23年度環境技術実証事業検討会 ヒートアイランド対策技術分野（建築物外皮に 

よる空調負荷低減等技術）ワーキンググループ会合（第３回）の開催について 

10月27日（木）に平成23年度環境技術実証事業検討会 ヒートアイランド対策技術分野（建築物外皮 

による空調負荷低減等技術）ワーキンググループ会合（第３回）（以下「ＷＧ会合」という。）を開催 

いたします。なお、ＷＧ会合は公開で行われます。  

１．第３回ＷＧ会合開催の御案内 

開催日時 平成23年10月27日（木） 15：00～17：00  

開催場所 

財団法人 建材試験センター 日本橋オフィス 

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番4号 日本橋コアビル4階 

TEL：048-920-3814（問合せ先） 

URL：http://www.jtccm.or.jp/library/jtccm/info/image/map_nihonbashi.pdf  

議題（予定） 

（１）屋根・屋上用保水性建材実証試験方法サブワーキンググループ及び数値計算サブワーキン 

ググループにおいての審議結果について（報告）  

（２）拡大ワーキンググループ会合の開催に向けた検討課題について  

（３）これまでの実証対象技術の申請数について（報告）  

（４）その他  

２．ＷＧ会合の傍聴 

 本ＷＧ会合は、公開（ただし、資料の一部は非公開。）で行います。傍聴希望の方は、件名を「平 

成23年度環境技術実証事業検討会ヒートアイランド対策技術分野（建築物外皮による空調負荷低減等 

技術）第３回ＷＧ会合傍聴希望」としていただき、住所、氏名、勤務先、電話番号、電子メールアド 

レス及びＦＡＸ番号を明記の上、平成23年10月24日（月）17時必着で、以下の連絡先まで電子メール 

又はＦＡＸにてお申し込みください。お申込みは、傍聴希望者１人につき１通といたします。 

 また、傍聴可能人数は20名を予定していますので、傍聴希望者が20名を超えた場合は、抽選となる 

場合があります。 

 抽選の結果、傍聴いただけない場合はその旨の連絡をいたします。  

３．傍聴希望の連絡先 

財団法人建材試験センター 経営企画部 調査研究課 担当：村上 

〒340-0015 埻玉県草加市高砂２丁目９番２号アコス北館Ｎビル 

TEL：048-920-3814 FAX：048-920-3821 

E-Mail：heat_23@jtccm.or.jp URL：http://www.jtccm.or.jp/heat  

参考（背景・経緯） 

 環境技術実証事業は、既に適用可能な段階にありながら、環境保全効果等についての客観的な評価 

が行われていないために普及が進んでいない先進的環境技術について、その環境保全効果等を第三者 

が客観的に実証することにより、環境技術を実証する手法・体制の確立を図るとともに、環境技術の 

普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的とするものです。 

http://www.jtccm.or.jp/library/jtccm/info/image/map_nihonbashi.pdf
mailto:heat_23@jtccm.or.jp
http://www.jtccm.or.jp/heat


 本技術分野では、ヒートアイランド対策技術のうち、「建築物外皮による空調負荷低減等技術」※ 

の実証試験を行っています。 

 平成23年度の実証試験の要領等については、環境技術実証事業ウェブサイトの実証試験要領ウェブ 

ページ（http://www.env.go.jp/policy/etv/t3_06.html）の「ヒートアイランド対策技術分野 建築 

物外皮による空調負荷低減等技術実証試験要領」（第４版）を御参照ください。 

 （http://www.env.go.jp/policy/etv/pdf/03/09_5.pdf）  

※建築物（事務所、店舗、住宅など）に後付けができる外皮によって室内冷房負荷の低減等をさせ、 

 人工排熱を減尐させる技術があります。代表的なものとして、窓ガラスの遮蔽性能を向上させ日尃 

熱の侵入量を抑制させる「窓用日尃遮蔽フィルム（窓用日尃遮蔽コーティング材）」や建築物の屋 

根・屋上の日尃反尃率を高め表面温度を低下させる「屋根・屋上用高反尃率塗料」があります。ま 

た、平成22年度より実証対象とした技術として、建築物の屋根・屋上に敷設し、蒸発潜熱により屋 

根・屋上表面温度を低下させる「屋根・屋上用保水性建材」があります。 

  これらは、既存の建築物に適用が可能であること、大規模な工事を必要としないこと、屋上緑化 

等の技術と異なり建物への荷重が問題とならないこと等の理由により、他のヒートアイランド対策 

と比較して導入が容易な技術といえます。  

 

担当：環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室 西本、高野、佐久間 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14292 

 

 

☆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廃棄物ワーキンググループ(第２回)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、 

廃棄物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廃棄物処理の委託に係る 

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、廃棄物ワーキンググループの第2回会合を10月25日（火）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25日（火）10：00～12：00  

２．開催場所：経済産業省 別館 11階 １１１１号会議室 

        東京都千代田区霞が関１－３－１（別紙参照）  

３．議題（予定） 

（１）廃棄物処理の委託に係る契約に関する検討について  

（２）検討スケジュールについて  

（３）その他  

４．廃棄物ワーキンググループ委員： 

 大森 文彦 東洋大学法学部教授  

 小野寺 浩幸 株式会社 日立製作所地球環境戦略室環境推進センタ長  

 志村 公久 東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課長  

http://www.env.go.jp/policy/etv/t3_06.html
http://www.env.go.jp/policy/etv/pdf/03/09_5.pdf


 辰巳 菊子 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会理事・環境委員長  

◎田中 勝 鳥取環境大学環境情報学部特任教授  

 長沢 伸也 早稲田大学大学院商学研究科教授  

 仁井 正夫 公益社団法人 全国産業廃棄物連合会専務理事  

 浜野 廣美 大幸工業株式会社 代表取締役社長  

 平田 充 社団法人 日本経済団体連合会環境本部主幹  

 米谷 秀子 社団法人 日本建設業連合会・鹿島建設株式会社 安全環境部次長  

（注）「◎」は座長  

オブザーバー：改田 耕一 財団法人 産業廃棄物処理業振興財団適正処理推進部長  

５．傍聴手続： 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廃棄物ＷＧ(第２回)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19日（水）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。  

・経済産業省別館入館の際は、別館正面玄関から入館願います。入館に当たり、別館入口の環境 

省専用受付で 「一時通行証」をお渡しいたします。  

[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廃棄物ＷＧ(第２回) 

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=14299 

 

 

☆環境影響評価法関係  

＊「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」等の閣議決定及び意見募集の結果に 



ついて 

「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」（改正法関係）及び「環境影響評価法の一部を改正 

する法律の施行期日定める政令」が本日10月11日（火）に閣議決定されましたので、お知らせいたし 

ます。 

これらは、本法の対象事業の要件に交付金を用いて行う事業を追加する等の改正を行うものです 

   また、平成23年８月９日（火）から９月７日（水）に実施した「環境影響評価法施行令の一部を改 

正する政令案（改正法関係）」及び「環境影響評価法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意 

見募集の結果についてもお知らせいたします。  

１．「環境影響評価法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」の概要 

○改正法の附則により、[1]改正事頄のうち、配慮書に係る手続及び報告書の公表に係る手続以外に 

ついては、交付から１年以内に、[2]主務省令等の策定については、１年６カ月以内に、[3]それ以 

外の規定については、２年以内に施行することと定められている。  

○施行期日政令においては、これらの施行日を、[1]については平成24年４月１日、[2]については平 

成24年10月１日、[3]については平成25年４月１日とするものである。  

２．「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」（改正法関係）の概要 

○対象事業の要件に、地域自主戦略交付金、沖縄振興自主戦略交付金、社会資本整備総合交付金の交 

付を受けて実施される事業を追加する  

○事業者へ直接意見を述べる市として、札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、新 

潟市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、吹田市、神戸市、尼崎市、広島市、北九州市及び福岡市 

を指定する。  

○免許等を行う者になり得る公法上の法人として港務局を指定する。  

○都市計画に定められる対象事業等に関する所要の改正を行う。  

３．意見募集の結果及びそれに対する考え方 

（１）意見募集の対象 

・環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案の概要（改正法関係）  

・環境影響評価法施行規則の一部を改正する省令案の概要  

（２）意見募集の周知方法 

電子政府の総合窓口、環境省ホームページ  

（３）意見募集期間 

平成23年８月９日（火）～平成23年９月７日（水）17：00まで  

（４）意見提出方法 電子メール、郵送またはファックス 

（５）意見提出者数 ９通 

（６）のべ意見数 32件 

（７）御意見に対する考え方 

 いただいた御意見に対する考え方は、別添のとおり。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境影響評価課 花岡、鈴木、末次、北川 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14301 

 



 

☆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/ 

 


