
☆地球温暖化関係  

＊クリーン開発メカニズム（CDM）プロジェクト政府承認審査の結果について 

 クリーン開発メカニズム（CDM）事業について、民間8社の連名による政府承認の申請があり、京都メカ 

ニズム推進・活用会議における審査の結果、承認されました。 

1概要 

 クリーン開発メカニズム（Clean Development Mechanism:以下CDM）事業とは、京都議定書により温室 

効果ガス排出削減が義務づけられている先進国（投資国）と義務を有しない途上国（ホスト国）が共同 

で排出削減事業を実施し、その削減分を投資国が自国の目標達成に利用できる制度です。 

 CDM事業として認められるためには、申請者は、投資国とホスト国の両国からプロジェクトの政府承認 

を得る必要があり、今回、以下のプロジェクトについて、日本政府の承認申請が出され、関係府省から 

構成される京都メカニズム推進・活用会議において審査を実施した結果、承認されました。 

2申請者 

 出光興産 株式会社、沖縄電力 株式会社、サントリーホールディングス 株式会社、一般社団法人 日 

本鉄鋼連盟、住友化学 株式会社、住友共同電力 株式会社、石油資源開発 株式会社、東京電力 株式会 

社 

3プロジェクトの概要 

（1）実施国：ニカラグア 

  プロジェクト名：南ニカラグアCDM再植林プロジェクト 

  取組概要：過剰伐採で減尐している在来種の元牧草地への再植林（面積：813ha） 

  CO2吸収量予測：約8千トンCO2／年 

（2）実施国：インド 

  プロジェクト名：アグロフォレストリーをベースとした環境に優しい技術による炭素固定化を通し 

ての農村生活の改善 

  取組概要：オリッサ州の貧困な小規模土地所有者が保有する土地への再植林（面積：1,608ha） 

        CO2吸収量予測：約5千トンCO2／年 

（3）実施国：ケニア 

  プロジェクト名：アバデア山脈／ケニア山小規模再植林イニシアティブKamae-Kipipiri小規模A／R 

プロジェクト 

 取組概要：インド洋に流れ込むタナ川の流域への在来種の再植林（面積：227ha） 

        CO2吸収量予測：約9千トンCO2／年 

（4）実施国：ブラジル 

  プロジェクト名：ブラジル、サンパウロ州におけるAESティエテ植林／再植林プロジェクト 

  取組概要：サンパウロ州の水力発電所貯水池岸の土地への低木種等の再植林（面積：1,568ha） 

        CO2吸収量予測：約15万8千トンCO2／年 

 

担当者：農林水産省大臣官房環境政策課地球環境対策室 反町、高橋 

     林野庁森林整備部計画課海外林業協力室 武藤、天野 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/111013.html 

 



 

＊「気候変動枠組条約の下での長期的協力の行動のための特別作業部会第14回会合 

（AWG-LCA14）」、「京都議定書の下での附属書I国の更なる約束に関する特別作業部会 

第16回会合（AWG-KP16）」等の結果について 

 パナマ・パナマシティで10月１日（土）から７日（金）にかけて開催された「気候変動枠組条約の下 

での長期的協力の行動のための特別作業部会第14回会合（AWG-LCA14）」、「京都議定書の下での附属書 

I国の更なる約束に関する特別作業部会第16回会合（AWG-KP16）」等の結果をお知らせいたします。  

１．日時 平成23年10月１日（土）～７日（金）  

２．場所 パナマシティ（パナマ）  

３．結果概要 別紙参照  

  

担当：環境省地球環境局国際連携課国際地球温暖化対策室 

               国際地球温暖化対策室長 関谷 

               地球環境問題交渉官 大井、竹谷、山田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14306 

 

 

＊平成23年度地方発カーボン・オフセット認証取得支援第1次募集にかかる採択結果及 

び第2次募集の実施について 

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。 

 ・ 環境省では、平成20年２月にとりまとめた「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方につ 

いて(指針)」に基づき、平成20年度よりカーボン・オフセットの信頼性確保のためのガイドライン 

や基準等の整備を行うとともに、カーボン・オフセットモデル事業を実施してまいりました。  

・ 今年度は、過去開催いたしましたカーボン・オフセットモデル事業の取組を全国に広げ、主に地 

方都市における適切なカーボン・オフセットの取組の更なる普及促進を図ることを目的とし、地方 

発カーボン・オフセット認証取得支援事業を募集いたします。  

・ 今般ご案内した地方発カーボン・オフセット認証取得支援事業について、8月29日より9月30日ま 

でに応募のあった案件の中から5件を採択しましたので、お知らせいたします。  

・ また、本事業は、第2次公募として10月3日(月)より10月31日(月)まで公募を行っています。 

 

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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14311 

 

 

＊第6回カーボン・オフセットEXPO（in名古屋）及びいっちょやろまい！カーボン・オ 

フセット仕組み発見セミナーの開催について 

  ・ 環境省では、低炭素社会の構築に向けて、市民、企業、NPO、自治体等が主体的に温室効果ガス 



の排出削減を進めていくことができる取組である【カーボン・オフセット※】の信頼性の確保と 

普及に努めているところです。  

・ 平成20年11月には、国内の温室効果ガス排出削減・吸収量をカーボン・オフセットに用いる信 

頼性の高い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、これまで 

139,000t-CO2のクレジットを発行しています。  

・ 今般カーボン・オフセット及びJ-VER制度の普及促進のため、カーボン・オフセットに取り組む 

事業者とJ-VERプロジェクト事業者の交流の場として、本年度も「カーボン・オフセットEXPO」を、 

岐阜県・愛知県・三重県・名古屋市との共催で開催致します。  

・ また、EXPO開催の前に、「いっちょやろまい！カーボン・オフセット仕組み発見セミナー」を 

開催致します。 

   このセミナーでは、体験型ワークショップを通して、カーボン・オフセットの仕組み（知って・ 

減らして・オフセット）を楽しく学ぶ機会を提供致します。  

・ なお、第7回カーボン・オフセットEXPOは2012年1月に札幌にて開催予定です。  

※カーボン・オフセットとは、日常生活や経済活動において避けることができない温室効果ガスの 

排出について、まずできるだけ排出量を削減する努力を行い、それでも排出される温室効果ガス 

についてその排出量を見積り、その排出量に見合った温室効果ガスの削減・吸収活動プロジェク 

トに投資すること等により、クレジットを調達することで排出される温室効果ガスの一部または 

全部を埋め合わせるという取組です。  

１．日時 

2011年11月21日（月） 

カーボン・オフセットEXPO 13：00～17：00 

（「いっちょやろまい！カーボン・オフセット仕組み発見セミナー」 

は同会場で同時開催いたします。）  

２．場所 

名古屋市中小企業振興会館 1F 吹上ホール 

〒464-0856 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号 

TEL：(052)735-2111（代表） 

http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html  

３．内容 

【カーボン・オフセットEXPO】（13：00～17：00） 

 カーボン・オフセットの仕組みについて知識を深めるセミナーやカーボン・オフセットの取組 

に関する講演、J-VER創出に取り組む事業者やCSR（企業の社会的責任）への活用等カーボン・オ 

フセットに取り組む事業者の事例等をご紹介するブースでの個別説明・相談を行います。  

＜プログラム（予定）＞ 

○いっちょやろまい！カーボン・オフセット仕組み発見セミナー 

 カーボン・オフセットの仕組みを明快に学び、理解を促進するためのゲームや体験ワークシ 

ョップも取り入れたカーボン・オフセットに関する『入門編セミナー』です。  

○講演 

  J-VER創出に取り組む事業者やオフセットプロバイダー等より、各取組について発表致しま 

す。  

http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html


○ブース展示・相談会 

  J-VER創出に取り組む事業者やカーボン・オフセットに取り組む事業者がブースを設置し、 

取組を直接説明致します。  

○ブース・ツアー 

  全ブースの効率的な見学の仕方を御説明した後、J-VER創出に取り組む事業者、オフセット 

プロバイダー、カーボン・オフセットに取り組む事業者等の各ブースをツアー形式で訪問し、 

各ブースにて具体的な取り組みを見学していただきます（本ツアーの予約は不要です。当日 

に会場内アナウンスにて参加者を募集いたしますので、奮ってご参加ください）。  

４．申込方法 

【参加申込について】 

 EXPO参加・ブース出展を希望される方は、以下の申し込み用ウェブサイトより、それぞれご登 

録をお願い致します。 

 またEXPOに参加される方は、当日は申込完了後にメール配信する参加票をご持参下さい。  

EXPO参加申し込み締切： 2011年11月18日（金）  

ブース出展申込締切： 2011年11月11日（金）  

※応募者多数の場合は、応募を締め切らせて頂く場合がございますのでご了承下さい。  

○ブース出展・EXPO参加及びセミナー参加申込用ウェブサイト 

http://www.j-cof.go.jp/temporary/offset_expo_201111.html  

 当日はCO2排出削減のため、会場の暖房設定を20℃にしておりますので、ウォームビズでお越しく 

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、EXPOおよびセミナー開催に伴い、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、お申し込みの際に交通 

手段及び最寄り駅の登録にご協力お願いします。  

５．お問い合わせ窓口 

【取材に関するお問い合わせ】 

 マスコミ関係者の取材希望はこちらへ御連絡下さい。  

○カーボン・オフセットフォーラム事務局 

担当：細埜・野地 

TEL：03-5776-0402 

E-mail：j-cof@4cj.org  

※当日会場内開催イベント全般において、マスコミ関係の方でカメラ撮影を御希望の方は、社団 

法人海外環境協力センター内カーボン・オフセットフォーラム事務局まで御連絡下さい。  

【お問い合わせ】 

 申込方法及びカーボン・オフセットEXPO及び いっちょやろまい！！カーボン・オフセット仕 

組み発見セミナーについてのお問い合わせは以下までお願いします。  

○カーボン・オフセットフォーラム事務局 

担当：細埜・野地 

TEL：03-5776-0402 

E-mail：j-cof@4cj.org  

６．個人情報の取扱いについて 

http://www.j-cof.go.jp/temporary/offset_expo_201111.html
mailto:j-cof@4cj.org
mailto:j-cof@4cj.org


 本イベントの申込受付は、環境省より委託を受け社団法人海外環境協力センター内カーボン・オフ 

セットフォーラム事務局が担当しております。参加希望者の情報は、当社団及び環境省が当イベント 

の参加受付の整理の目的に限り利用します。個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、 

j-cof@4cj.orgまでご連絡下さい。  

７．参考 

 カーボン・オフセット、カーボン・ニュートラル及びオフセット・クレジット（J-VER）制度につ 

いては、以下のWEBサイトをご覧ください。  

○環境省 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html  

○カーボン・オフセットフォーラム（J-COF） 

http://www.j-cof.go.jp/index.html  

○カーボン・ニュートラル認証制度（事務局：気候変動対策認証センター） 

http://jcs.go.jp/cn/index.html  

○オフセット・クレジット（J-VER）制度（事務局：気候変動対策認証センター） 

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

○カーボン・オフセット推進ネットワーク（CO-Net） 

http://www.carbonoffset-network.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=14320 

 

 

＊環境研究総合推進費 気候変動政策研究プロジェクト・地球規模課題対応国際科学技 

術協力プロジェクト 一般公開シンポジウム『持続可能なアジア低炭素社会に向けた日 

本の役割』の開催について 

 独立行政法人国立環境研究所、環境省、及び独立行政法人国際協力機構は、南アフリカのダーバンで 

行われる気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)を目前に、社会の様々なステークホルダーの方々と 

一緒に日本がアジアの低炭素社会づくりにどのように貢献できるのかを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、環境研究総合推進費戦略的研究プロジェクト「アジア低炭素社会に向けた中長期 

的政策オプションの立案・予測・評価手法の開発とその普及に関する総合的研究」、および環境研究総 

合推進費「統合評価モデルを用いた世界の温暖化対策を考慮したわが国の温暖化政策の効果と影響」、 

環境研究総合推進費「気候変動の国際枠組み交渉に対する主要国の政策決定に関する研究」、国際協力 

機構／科学技術振興機構「地球規模課題対応国際科学技術協力（SATREPS）」による「アジア地域の低炭

社会シナリオの開発」にかかわる研究者が最新の研究成果を発表し、広く意見交換するものです。  

１．シンポジウム概要 

タイトル： シンポジウム「持続可能なアジア低炭素社会に向けた日本の役割」  

趣旨： 本シンポジウムでは、日本を含めたアジアが持続可能な低炭素社会へ到達する意義や、アジ 

ア低炭素社会のビジョンとその実現のための方策を紹介し、研究から見えてきた持続可能なア 

mailto:j-cof@4cj.org
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
http://www.j-cof.go.jp/index.html
http://jcs.go.jp/cn/index.html
http://www.4cj.org/jver.html
http://www.carbonoffset-network.jp/


ジア低炭素社会の可能性を議論するものである。 

    また、現在および将来の国際交渉スキームのあり方や低炭素社会研究の国際的なネットワー 

クの構築を踏まえて、すでに動き出しているマレーシア・イスカンダール地域の低炭素社会実 

現への取り組み等も交え、アジア低炭素社会実現に向けて日本がどのような役割を演じること 

ができるのかを考えていく。すでに中国やインドなどのアジア諸国が太陽光や低燃費自動車の 

開発など低炭素社会に向けたビジネスにシフトし始めていることを紹介しながら、日本こそが 

先頭を切って、低炭素社会さらには持続可能社会に向けた技術開発、制度設計、社会システム 

デザインをしていくことの意義について、最新の研究成果を交えながら議論を行う。  

日時：平成23年11月22日（火） 

    10：00～17：00（9：30開場）  

場所：独立行政法人国際協力機構 JICA研究所 国際会議場 

    （新宿区市谷本村町10-5）  

参加費：無料  

参加予定数：200名  

主催：独立行政法人国立環境研究所、環境省、独立行政法人国際協力機構  

後援：独立行政法人科学技術振興機構  

プログラム（予定）： 

【午前の部】  

10：00 - 10：05 開会挨拶 原澤英夫（国立環境研究所）  

10：05 - 10：10 開会挨拶 （環境省）  

10：10 - 10：40 IPCC第5次評価報告書に向けた将来シナリオの検討： 

             日本からの貢献とその意義 藤森真一郎（国立環境研究所）  

10：40 - 12：00 アジア低炭素社会への道筋を考える： 

             アジア低炭素社会実現のビジョンと方策とは 

             甲斐沼美紀子（国立環境研究所）他  

12：00 - 13：00 休憩  

【午後の部】  

13：00 - 13：05 開会挨拶 江島真也（国際協力機構）  

13：05 - 13：10 開会挨拶 岡谷重雄（科学技術振興機構）  

13：10 - 14：00 低炭素社会に向けて動き出すアジア： 

             マレーシア・イスカンダール地域の取り組み 松岡譲（京都大学）  

14：00 - 15：00 低炭素社会実現に向けた実効性のある国際交渉スキームとは： 

             気候変動の国際枠組み交渉に対する主要国の動向分析より 

              亀山康子（国立環境研究所）他  

15：00 - 15：30 低炭素社会に向けた研究の促進に向けて： 

低炭素社会国際研究ネットワーク（LCS-RNet）の取り組み 

 石川智子（地球環境戦略研究機関）  

15：30 - 15：50 コーヒーブレイク  

15：50 - 16：55 パネルディスカッション 

            「日本の役割はここにある -持続可能なアジア低炭素社会に向けて-」  



コーディネイター 藤野純一（国立環境研究所）  

パネリスト 井上孝太郎（科学技術振興機構） 

       江島真也（国際協力機構）他  

16：55 - 17：00 閉会挨拶 笹野泰弘（国立環境研究所）  

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://2050.nies.go.jp/sympo/111122/  

   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 

独立行政法人国立環境研究所 

「持続可能なアジア低炭素社会に向けた日本の役割」シンポジウム事務局 

TEL：029-850-2422 FAX：029-850-2572 

e-mail：lcs_sympo@nies.go.jp  

 

担当：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 亀山、 

藤野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14324 

 

 

＊地球観測連携拠点（温暖化分野）平成23年度ワークショップ「観測データが語る気候 

変動」－長期観測データの取得・発掘・保存－の開催について 

 地球観測連携拠点（温暖化分野）の事務局（地球温暖化観測推進事務局／環境省・気象庁）が主催す 

る、研究者から一般の方までを対象とした平成23年度のワークショップを下記のとおり開催します。 

 地球温暖化の実態やその影響を把握し、適切な対策を実施するためには、長期間にわたる観測データ 

の蓄積と解析が不可欠です。 

今回のワークショップでは、気象や海洋、北極・南極、生態系の分野における観測データの取得・発掘・ 

保存に関する取り組み、及びそれらの観測データによって得られた異常気象や地球温暖化に関する最新 

の研究成果について講演します。  

 地球温暖化に関する統合的な観測を関係府省・機関の連携により推進するために、環境省と気象庁が 

共同で設立した地球観測連携拠点（温暖化分野）の事務局（地球温暖化観測推進事務局／環境省・気象 

庁）が主催する、研究者から一般の方までを対象とした平成23年度のワークショップを下記のとおり開 

催します。 

 地球温暖化の実態やその影響を把握し、科学的知見に基づいた対策を実施するには、関連する各分野 

の、長期にわたる観測データの蓄積とその解析等が必要です。そのためには、長期にわたる継続的な観 

測の実施、データの取得、これまでに実施されてきた観測データの発掘・収集・保存が重要です。 

http://2050.nies.go.jp/sympo/111122/
mailto:lcs_sympo@nies.go.jp


 今回は、地球温暖化に関連する多くの分野で行われてきた、観測データの取得・発掘・保存に関する 

取り組み、及びそれらの観測データによって得られた最新の研究成果、さらに、気象データの再解析の 

意義や成果について紹介します。最後に、成果をあげた基盤である、長期観測データの取得・発掘・保 

存等に関する課題や展望等についても議論を行います。  

記  

1 期日 平成23年12月2日（金） 13時～17時  

2 場所 千代田放送会館ホール（東京都千代田区紀尾井町1-1）  

3 タイトル 「観測データが語る気候変動」－長期観測データの取得・発掘・保存－  

4 その他  参加につきましては、下記ホームページからお申し込みください。 

        （事前登録制、入場無料） 

         http://occco.nies.go.jp/111202ws/index.html  

    ※詳細は別紙のリーフレットをご覧ください。  

    （本件に関する問合せ先） 

    環境省地球環境局総務課研究調査室 電話03-3581-3351（内線6735） 

    気象庁地球環境・海洋部地球環境業務課 電話03-3212-8341（内線5118）  

 

担当：環境省地球環境局総務課研究調査室 松澤、佐々木、河里 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14331 

 

 

☆生物多様性関係  

＊「平成22年度遺伝子組換え植物実態調査」の結果について 

1. 農林水産省は、平成18年度から、遺伝子組換え植物がその生育範囲を拡大したり、遺伝子組換え 

植物に組み込まれている遺伝子が交雑可能な近縁種に広がったりしていないかどうかを知るために、 

輸入港の周辺地域において遺伝子組換えセイヨウナタネの生育状況や、その近縁種（カラシナ、在来 

ナタネ）との交雑状況を調査しています。平成21年度からは、ダイズ及びその近縁種（ツルマメ） 

  についても対象に追加し、調査しています。  

2. 平成22年度の調査では、ナタネ類については、平成21年度までと同様、遺伝子組換え体の生育範囲の 

拡大は見られませんでした。 

  また遺伝子組換えダイズとツルマメの交雑体は見られませんでした。  

3. 平成23年度も調査を継続し、平成21年度から3ヵ年分の結果をとりまとめて公表する予定です。  

調査の背景・趣旨 

     我が国では、遺伝子組換え農作物の輸入や流通に先立ち、「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」（以下「カルタヘナ法」という。）等に基づいて、植物の品種ご 

とに、生物多様性への影響や食品・飼料としての安全性を、科学的に評価しています。  

  農林水産省では、これまで遺伝子組換えセイヨウナタネや遺伝子組換えダイズについて、運搬時に 

こぼれ落ちて生育しても、生物多様性への影響はないと評価して、輸入や流通を認めています。  

    さらに、カルタヘナ法に則り、承認の際に予想されなかった生物多様性への影響が生じていないかど 

うかを調べるため、また、遺伝子組換え植物の生物多様性への影響を懸念する声に応えるため、平成18 

http://occco.nies.go.jp/111202ws/index.html


年度から12の輸入港の周辺地域で、遺伝子組換えセイヨウナタネの生育状況や、その近縁種（カラシナ、 

在来ナタネ）との交雑状況を調査しています。  

    平成20年度までの3ヵ年の調査は、各年の遺伝子組換えセイヨウナタネの生育はほぼ同じ場所に限られ、 

また、遺伝子組換えセイヨウナタネと交雑可能な近縁種であるカラシナ又は在来ナタネとの交雑体は発 

見されませんでしたが、経年的変化を観察するため、引き続き調査が必要と判断しました。  

    平成21年度からは、ナタネ類について調査対象港を12から18に増やし、それぞれの港の周辺において、 

ナタネ類が生育している地域を最大で45地点選定し、各地点から8個体を上限に植物体を採取し、形態的 

特徴により種を同定し除草剤耐性タンパク質の有無を検査しています。 

  また、調査対象に追加したダイズとツルマメについては、10の輸入港の周辺において、ダイズ及び 

ツルマメが生育している地域を最大で4地点選定し、 各地点から8個体を上限に植物体を採取し、形態 

的特徴により種を同定し除草剤耐性タンパク質の有無を検査しています。  

調査結果 

  平成22年度の調査の結果は、次のとおりです。 

 1．ナタネ類について  

 (1)18の輸入港を調査し、17港の周辺地域で、セイヨウナタネを含むナタネ類が生育していました。こ 

のうち、組み換えられた遺伝子を持つセイヨウナタネは9港の周辺地域で生育していました(注1)。 

 (2)生育地点から採取した計1542個体（※1）のナタネ類において、平成21年度調査と同様に、カラシ 

ナ又は在来ナタネと遺伝子組換えセイヨウナタネとの交雑体は見られませんでした。また、1542 

個体のうち組み換えられた遺伝子を持つセイヨウナタネは112個体で、111個体は1種類の除草剤耐 

性遺伝子を持ち、1個体は2種類の除草剤耐性遺伝子を持っていました。 

           採取個体数     うち組み替えられた遺伝子を持つ個体数 

セイヨウナタネ    ４０３        １１２ 

カラシナ        ８６３         ０ 

在来ナタネ      ２７６         ０ 

合計         １５４２        １１２ 

 ※1 採取時に、生育していた個体が8個体未満だったため、採取したナタネ類の個体数が計画していた 

採取個体数に達しない地点があった。 

 注1：輸入港名やナタネ類の生育地域などは添付資料（「平成22年度遺伝子組換え植物実態調査」の結果 

について）7～12頁に記載。 

2．ダイズ及びツルマメについて 

 (1)10の輸入港を調査し、4港の周辺地域で、ダイズ又はツルマメが生育していました。このうち組み 

換えられた遺伝子を持つダイズは2港の周辺地域で生育していました(注2)。 

 (2)生育地点から採取した計18個体（※2）のダイズ又はツルマメにおいて、平成21年度調査と同様に、 

ツルマメと遺伝子組換えダイズとの交雑体は見られませんでした。また、18個体のうち、組み換え 

られた遺伝子を持つダイズは5個体でした。 

         採取個体数      うち組み替えられた遺伝子を持つ個体数 

ダイズ         ８         ５ 

ツルマメ       １０         ０ 

合計         １８         ５ 

 ※2 採取時に、生育していた個体が8個体未満だったため、採取したダイズ又はツルマメの個体数が計画 



していた採取個体数に達しない地点があった。 

 注2： 輸入港名やダイズ及びツルマメの生育地域などは添付資料（「平成22年度遺伝子組換え植物実態 

調査」の結果について）13～15頁に記載。 

今後の対応 

 農林水産省は、平成23年度も「遺伝子組換え植物実態調査」を継続し、平成20年度までの調査や、環 

境省が実施する調査の結果（※3）も参考にし、平成21年度から平成23年度までの調査結果を総合的に解 

析する予定です。 

  また、平成24年度以降については、平成23年度までの調査結果に基づいて、調査内容の見直しを行い、 

調査を続けたいと考えています。 

※3 平成15年度及び平成16年度環境省請負業務「遺伝子組換え生物（ナタネ）による影響監視調査」報 

告書並びに平成17年度～平成22年度環境省請負業務「遺伝子組換え生物による影響監視調査」報告 

書 

 

担当：農林水産省消費・安全局農産安全管理課組換え体管理指導班 吉尾、勝田 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/111014.html 

 

 

＊「第10回 日中海洋生物資源専門家小委員会」の結果について 

 「第10回 日中海洋生物資源専門家小委員会」が、平成23年10月12日（水曜日）及び13日（木曜日）の日程 

で開催されましたので、その結果についてお知らせします。 

1．概要 

 「日中海洋生物資源専門家小委員会」は、2000年6月に発効した日中漁業協定に基づき設置された日中 

漁業共同委員会の下部機構として組織され、2005年以降、毎年、日中暫定措置水域内のタチウオ及びサ 

バ類の資源状況の分析等を行っています。 

2．日程及び場所 

日程：平成23年10月12日（水曜日）9:30～  

10月13日（木曜日）9:30～ 

場所：農林水産省 本館8階 水産庁中央会議室（ドアNo.835） 

所在地：東京都 千代田区 霞ヶ関1-2-1 

3．出席者 

【日本側】 

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 西海区水産研究所 資源海洋部長ほか、 

水産総合研究センター、水産庁の関係者 

【中国側】 

李聖法（り・せいほう）中国水産科学研究院東海水産研究所資源室主任ほか、中国水産科学研究院等の 

関係者 

4．協議の概要 

2010年の日中暫定措置水域内におけるタチウオ及びサバ類の資源状況の分析等について意見交換が行わ 

れ、「第11回 日中海洋生物資源専門家小委員会」が、2012年10月に中国で開催されることが合意されま 



した。 

 

担当者：水産庁資源管理部国際課 小幡、嶋田 

詳しくは↓ 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/kokusai/111014.html 

 

 

＊＜2011 国際森林年関連事業＞「ITTO創立25周年記念イベント 『熱帯林の未来のため 

に』」の開催について 



 農林水産省は、国際熱帯木材機関（ITTO）との共催により、10月28日（金曜日）に「ITTO創立25周年記念 

イベント『熱帯林の未来のために』」を開催します。なお、イベントは公開であり、カメラ撮影も可能です。 

 

概要 

 2011年がITTO創立25周年及び国際森林年に当たることを記念して、ITTOのこれまでの活動と成果を振り返る 

とともに、今後のよりよい熱帯林経営に活かしていくことを目的としたシンポジウム等の記念行事を開催しま 

す。 

※国際熱帯木材機関（ITTO：International Tropical Timber Organization）とは、国連の条約に基づき、熱 

帯木材の貿易と有効活用、熱帯林の持続可能な経営を推進する国際機関であり、1986年に設立され、本部を 

横浜に設置しております。  

開催日時・会場 

日時：平成23年10月28日(金曜日) 10時00分～17時00分 

場所：はまぎんホール Via Mare （神奈川県 横浜市 西区 みなとみらい 3-1-1）  

プログラム 

（9時30分～登録） 

＜午前の部＞  

記念行事 「ITTO創立25周年と国際森林年を記念して」（10時00分～12時45分） 

・挨拶（ゼメカ ITTO事務局長、林 横浜市長、マッカールパイン UNFF（国連森林フォーラム)事務局長、 

加藤 外務大臣政務官等）  

・ITTO加盟国の代表からの挨拶（仮）  

・ITTOの成功事例（スライドショーとプレゼンテーション）  

・記念講演 「生物多様性の豊かな森づくり」 C.W.ニコル氏  

＜午後の部＞ 

シンポジウム 「ITTOと日本、熱帯林の未来のための25年」（14時00分～17時00分） 

・開会挨拶 農林水産副大臣または大臣政務官（調整中）  

・プレゼンテーション 皆川 林野庁長官  

・「ITTOの歴史と発展」 （神足 元JICA参与、フリーザイラー 元ITTO事務局長、ソブラル 前ITTO事務局長）  

・「ITTOの取り組み」 

○ 「気候変動、REDD+、熱帯林」 

○ 「熱帯林：産業と市場」 

○ 「熱帯林経営の評価」  

・ 閉会挨拶 「ITTOの未来」 （ゼメカ ITTO事務局長）  

  お申込み方法等 

日英同時通訳です。入場は無料です。電子メールまたはFAXにて、氏名、所属、住所を記して申込みください。 

・お申込み先 

国際熱帯木材機関 

電子メール： itto25@itto.int   

FAX： 045-223-1111  

・お問い合せ先 

mailto:itto@itto.net


国際熱帯木材機関 （担当：荒井またはクリストファー） 電話： 045-223-1110  

・イベントへのリンク： http://www.itto.int/ja/workshop_detail/id=2761  

 

担当：林野庁 林政部 木材利用課 木材貿易対策室貿易第2班 服部、池田 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/111014_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 兵庫県宍粟 

市」の開催について 

http://www.itto.int/ja/workshop_detail/id=2761


 11月19日（土曜日）、農林水産省は宍粟市（しそうし）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 兵庫県宍粟市」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。兵庫県宍粟市の集いでは、宍粟市の最大の 

資源である森林を活かし、健全な森林を次世代につないでいくことの大切さを考えます。 

開催日時会場 

日時：平成23年11月19日（土曜日）13時15分～16時00分 

場所：宍粟市山崎文化会館大ホール（宍粟市 山崎町 鹿沢88番地1） 

プログラム 

 ＜第1部＞ 

基調講演「森から始める地域再生」 

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） 

＜第2部＞ 

パネルディスカッション 「宍粟の森 今 これから」 

コーディネーター川井 秀一氏（京都大学教授） 

パネラー 

・長野 隆一氏（東河内株山共有林 代表）  

・前田 将吾氏（株式会社 グリーン興産 専務取締役）  

・衣笠 萬三氏（宍粟50名山 ガイドクラブ 会長）  

・栗田 泰博氏（株式会社 日本触媒 総務グループ リーダー）   

参加申し込み方法 

入場は無料、定員は600名です。 

電子メール、電話、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・お問い合せ先 

宍粟市 まちづくり推進部 環境創造課 

電子メール： kankyosozo-ka@city.shiso.lg.jp 

電話：0790-63-3127 

FAX: 0790-63-3060  

関連行事 

関連イベントとして、11月25日（金曜日）、26日（土曜日）に宍粟市内で映画「森聞き」上映会が行われます。 

詳細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、岡林 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/111019.html 
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＊国連生物多様性の10年記念行事inあいち・なごや第１回生物多様性全国ミーティング 

の開催について 

 本年から2020年までの10年間は、国連の定めた「国連生物多様性の10年」です。このため、本年10月、 

愛知県名古屋市において、国連生物多様性の10年日本委員会、愛知県及び名古屋市との協働事業として、 

「国連生物多様性の10年記念行事inあいち・なごや」を開催しています。 

 その一環として、「国連生物多様性の10年日本委員会（本年９月１日設立）」に参画している様々な 

セクターの代表が一堂に集い、各セクターが行う生物多様性の保全と持続可能な利用のための取組につ 

いて、発表・意見交換するとともに、セクター間での連携を深めて行くことを目的として、第１回生物 

多様性全国ミーティングを開催します。  

１．主催者等 

主催：国連生物多様性の10年日本委員会、環境省  

共催：愛知県、名古屋市  

２．開催期日及び場所 

平成23年10月29日（土） 13：30～17：00 

名古屋国際センター 別棟ホール 

http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/nicnews/aramashi/nicaccess  

３．プログラム 

○報告 

国連生物多様性の10年日本委員会の設立と今後の展開について 

国連生物多様性の10年日本委員会 委員長代理 涌井史郎  

○発表 

「国連生物多様性の10年」に向けた各セクターの取組の現状と今後について  

プレゼンター 

・経済界：経団連自然保護協議会  

・自治体：愛知県（生物多様性自治体ネットワーク代表）  

・市民団体：(調整中)  

・ユース：生物多様性ユースネットワーク準備会  

・専門家：日本動物園水族館協会  

・政府：環境省  

○パネルディスカッション 

「国連生物多様性の10年」に向けた地域の取組について  

モデレーター：名古屋市立大学 准教授 香坂 玲 氏  

コメンテーター：地球生きもの応援団 イルカ 氏  

パネリスト：愛知学泉大学教授 矢部 隆 氏 

       田光（たびか）資源と環境を守る会（三重県菰野町） 

       東邦ガス株式会社 

       愛知県 

       環境省中部地方環境事務所  

       （※プログラムについては、一部変更となる可能性があります）  

４．参加申し込み方法 

http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/nicnews/aramashi/nicaccess


 参加ご希望の方は、別紙申込票に必要事項を記載の上、下記連絡先「第１回生物多様性全国ミーテ 

ィング」事務局あてに、メールもしくはFAXにてお申し込み下さい。 

 なお、会場の都合上、参加者多数の場合は先着順といたします。あらかじめご了解ください。ご参 

加いただけない場合はご連絡いたします。  

申込締切日時：平成23年10月25日(火) 17：00（必着）  

 

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、山崎 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14332 

 

 

＊生物多様性自治体ネットワーク設立総会の開催結果について 

10月７日（金）に、愛知県名古屋市において、「生物多様性自治体ネットワーク設立総会」が開催され、 

同ネットワークが設立されました。 

 設立総会では、初年度の代表は愛知県、副代表は横浜市となることが決定しました。 

 今後、「国連生物多様性の10年日本委員会」に構成団体として参画し、地域での生物多様性保全に取 

り組みます。  

１．経緯 

 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進めることとされています。 

 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、14の発起自治体を核として、環境省が設立準備事務局を務め、「生物多様性自治体ネッ 

トワーク」の設立を呼びかけたところ、99の自治体より参画に賛同いただき、113の自治体から成る 

「生物多様性自治体ネットワーク」が設立されました。（別紙参照）  

２．設立総会概要 

（１）開催日時 

平成23年10月7日（金） 11：00～11：50  

（２）開催場所 

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）  

（３）出席自治体 

参画表明１１３自治体のうち、６７自治体が出席  

３．結果概要 

 設立総会において、生物多様性自治体ネットワーク規約が承認され、初年度の代表は愛知県、副代 

表は横浜市に決定され、幹事会の幹事は14の発起自治体が務めることに決定しました。 

 今後、「国連生物多様性の10年日本委員会」への参画、生物多様性に関連する自治体の取組や成果 

についての情報交換・発信などを実施していくこととなりました。  

 

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=14333 

 

 

＊「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セッションの結果について 

本件の概要 

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 

れました。 

 会議では、主にIPBESの法的枠組み、組織事項、事務局ホスト機関の選定基準、作業計画等について議 

論が行われるとともに、会期中の４日に、本年７月に日本で開催した「IPBESに関する国際科学ワークシ 

ョップ」の結果報告に関するサイドイベントを開催しました。 

 今回会合の結果を踏まえ、来年に開催される総会第２セッションにおいて、さらなる議論を重ねたう 

えでIPBESが設立される見込みです。  

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 the plenary meeting on IPBES  

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

主催：国連環境計画（UNEP）  

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）  

主な議題：設立のための法的枠組み及び組織事項、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。 

 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．結果 

（１）会議の結果 

 本会議では、主にIPBES設立のための法的枠組み、組織事項、事務局ホスト機関の選定基準、作 

業計画等について議論が行われた。 

今回の第１セッションの結果を踏まえ、来年に開催される総会第２セッションにおいて、各議題 



に関するさらなる議論を重ね、IPBESの設立が決定される見込みとなっている。本会議の終わりに、 

付属書X（IPBESの機能及び運営原則）と付属書Y（IPBES事務局のホスト機関・機関グループの選 

定及び事務所所在地選定のプロセス・基準）が添付された報告書が採択された。 

 以下、各議題に関する結果の詳細。  

○IPBES設立及び運営に関する法的問題 

 国連法務部では、これまでの決定ではIPBESは設立したものとはみなされないが、どのような 

形で設立がなされるかはIPBES総会の決定次第であるとの意見であった。各国は、IPBES設立の 

緊急性を認識しているものの、設立根拠をIPBES総会の決定とするか、ホスト国連機関の意思決 

定機関の決定とするか等で主張が分かれた。  

○IPBESの機能及び運営原則 

 作業中の文書が付属書Xとして承諾され、IPBES総会の採択へ向けて、さらに検討されること 

となった。  

○IPBESの下に設立される組織の機能及び構成 

 総会の機能、総会役員の構成（議長１名、副議長４名）、補助機関の機能、事務局、補助機 

関の機構・構成のオプション、ワーキンググループ等に関して議論された。付属書Xに一部審議 

が反映され、総会第２セッションでさらに検討されることとなった。  

○IPBES総会の手続規則 

 当議題に関する議長フレンズ会合が開催され、会期間の作業が必要であると総会に報告した。 

総会は、参加者に対し、手続規則に関して提案があれば、12月15日までUNEP事務局に提出する 

ことを求めた。UNEP事務局はこれら提案を編集することなく集め、総会第２セッションの６週 

間よりも前に総会参加者に回覧する。  

○IPBES事務局のホスト機関の選定基準 

 総会は、関係機関に対して総会事務局ホストへの関心表明を、政府に対して事務局誘致への 

関心表明を求めるとともに、付属書Yの選定基準に沿ってこれら関心表明の提出を行うことを求 

めた。付属書Yとして承諾され、IPBES総会の採択へ向けて、さらに検討されることとなった。  

○IPBESの作業計画 

 総会は、参加者に対し、作業計画に関して提案があれば、12月15日までUNEP事務局に提出す 

ることを求めた。 

UNEP事務局はこれら提案を編集することなく集め、総会第２セッションの6週間よりも前に総会 

参加者に回覧する。 

なお、UNEP事務局は、本会合で受けたコメントをもとに当議題に関する文書を修正し、総会参 

加者に3週間以内に送付する。  

（２）サイドイベントの開催 

 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、日本（国連大学本部・東京）で開催した。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した。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」と合同で開催された。 

 サイドイベントでは、ワークショップの共同議長を務めた国連大学の武内副学長をはじめとし 

た専門家、環境省生物多様性地球戦略企画室奥田室長が参加し、科学的評価と他の活動の連携、 



ならびに科学者と政策決定者との対話を促進するための議論や質疑が行われた。サイドイベント 

には約120名が参加し、あらためて総会参加者の科学的評価に対する高い関心が伺われた。  

 

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、伊奈 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14336 

 

 

☆３Ｒ関係  

＊アジア３Ｒ推進フォーラム第３回会合の結果について 

 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、 

平成23年10月５日～７日に、シンガポールにおいて、アジア３Ｒ推進フォーラム第３回会合を開催しま 

した。 

 今回会合は「３Ｒ促進に向けた技術移転～適正な技術の適応、実施、拡大～」をテーマに開催され、 

アジア諸国・太平洋島嶼国23カ国の政府、国際機関、援助機関、民間セクター、研究機関、NGO等の幅広 

い関係者約150名が参加しました。 

 環境省からは、高山環境大臣政務官他が出席しました。会議の成果文書として、議長サマリー及びそ 

の付属文書として「シンガポールフォーラム提言」が取りまとめられました。  

１．背景 

 我が国の提唱（※１）により、アジア各国において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。 

 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、第３回会合をシンガポールで開催しました。  

(※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．会合の概要 

（１）開催日程 平成23年10月５日(水)～７日(金)  

（２）開催場所 シンガポール 

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

Singapore ）  

（３）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）  

（４）参加者 

アジア諸国・太平洋島嶼国（23カ国） 

ＡＳＥＡＮ10カ国、日本、中国、韓国、インド、バングラデシュ、モンゴル、東ティモール、フ 

ィジー、キリバス、ソロモン諸島、サモア、パラオ、モルディブ  

国際機関及び援助機関 

アジア開発銀行(ADB)、アジア工科大学／UNEP アジア太平洋地域資源センター（AIT-UNEP RRC AP）、 



アジア生産性機構（APO）、ドイツ国際協力公社（GIZ）、国際労働機関（ILO）、財団法人地球環 

境戦略研究機関(IGES)、独立行政法人国際協力機構(JICA)、国連地域開発センター(UNCRD)、国連 

工業開発機関(UNIDO)、バーゼル条約事務局、国際廃棄物協会（ISWA）ほか その他、NGO、民間企 

業の代表、専門家等の幅広い関係者約150名が参加。 

 環境省からは、高山環境大臣政務官他が参加しました。  

３．結果概要 

（１）アジア３Ｒ推進フォーラム第３回会合結果 

 「３Ｒ促進に向けた技術移転～適正な技術の適応、実施、拡大～」をテーマとし、３Ｒに関す 

る優良事例及び利用可能な技術、３Ｒ技術の移転促進のための政策的・制度的枠組み、３Ｒ技術 

の移転を促進する市場における需要と民間セクターの役割、３Ｒ技術の移転促進のための国際協 

力、リオ+20へのメッセージ等について議論が行われました。 

 その結果、シンガポール国家環境庁のアンドリュー・タン長官の全体議長のもとで、議長サマ 

リー及びその付属文書として「シンガポールフォーラム提言」が取りまとめられました（これら 

文書の概要は別添参照。 

なお、これらの文書の最終確定版は、後日、UNCRDのHPに掲載予定）。これらの文書はリオ+20 

に対する地域のインプットとして提出される予定です。 

 また、ベトナム天然資源環境省の代表より、本フォーラムの次回会合をハノイで開催したいと 

の表明がなされ、参加者の賛同を得ました。  

（２）二国間会合等 

 高山環境大臣政務官は、シンガポールのビビアン・バラクリシュナン環境水資源大臣及びアン 

ドリュー・タン国家環境庁長官、モンゴルのバトソーリ・ナンツァグ自然環境観光省次官と、３R・ 

廃棄物処理における課題、水銀対策等について意見交換を行いました。  

 

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=14305 

 

 

☆バーゼル条約関係  

＊バーゼル条約第10回締約国会議（COP10）の開催について 

 平成23年10月17日（月）から10月21日（金）まで、コロンビアのカルタヘナにおいて、バーゼル条約 

第10回締約国会議（COP10）が開催されます。COP10のテーマは「廃棄物の発生防止・最小限化・リサイ 

クル」とされ、次期２年間の活動方針、予算、関連する条約との関連性等について議論を行う予定です。  

1.開催日・場所 

・開催日：平成23年10月17日（月）から10月21日（金）  

・開催場所：カルタヘナ（コロンビア）  

2.バーゼル条約第10回締約国会議（COP10）の開催テーマ 

・廃棄物の発生防止・最小限化・リサイクル  

3.主な議題 

・新戦略フレームワーク  



・バーゼル条約の有効性に関するインドネシア・スイス主導イニシアティブ  

・技術ガイドライン（水銀廃棄物の環境上適正な管理等）  

・化学物質関連３条約（バーゼル、ストックホルム、ロッテルダム）のシナジー  

・バーゼル条約実施のための能力開発  

・パートナーシッププログラム（PACE（コンピュータ機器廃棄物に関するパートナーシッププログラ 

ム）等）  

4.出席者 

 会議には、各国政府代表の他、事前に登録された国際機関、NGO、その他のオブザーバーが出席し、 

約300名の参加が見込まれています。 

 我が国からは、外務省、環境省、経済産業省及び国土交通省から構成される政府代表団が出席しま 

す。  

5.会議文章等 

 議題、会議文書等は以下のウェブサイトから入手可能です。 

http://www.basel.int/COP10/Documents/tabid/2311/Default.aspx  

担当者：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、本多、彦坂 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14316 

 

 

☆ＥＸＴＥＮＤ２０１０関係  

＊平成23年度化学物質の内分泌かく乱作用に関する公開セミナー（EXTEND2010）の開催 

について 

 環境省では、平成23年12月3日（土）、東京国際交流館国際交流会議場（東京都江東区）において 

「平成23年度化学物質の内分泌かく乱作用に関する公開セミナー（EXTEND2010）」を開催します。 

 本セミナーでは、化学物質の内分泌かく乱作用に係る問題のこれまでの経緯や現状の取組状況につい 

ての説明や直近の研究成果の報告、海外の専門家による講演等を予定しています。 

 セミナーへの参加は無料ですが、事前登録が必要です。11月25日（金）までに、Eメール等でお申し込 

みください。  

１ 開催目的 

 化学物質の内分泌かく乱作用については、平成22年7月に、環境省の今後5年間の対応の方向性とし 

て「化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応― EXTEND2010 ―」を取りまとめ、この新しい 

対応方針に基づき、化学物質の内分泌かく乱作用に関する各種取組を推進しています。 

 その一環として、環境省では、これまでの取組において実施してきた化学物質の内分泌かく乱作用 

に関する調査研究等の成果について、専門家や市民の方々へ情報提供を行うことを目的に、平成22 

年度より公開セミナーを開催しています。 

 今年度の公開セミナーでは、化学物質の内分泌かく乱作用に係る問題のこれまでの経緯の説明や、 

EXTEND2010における現状の取組状況や直近の研究成果の報告、海外の専門家による講演等を行います。  

２ 日時 

平成23年12月3日（土）10：00～17：00  

http://www.basel.int/COP10/Documents/tabid/2311/Default.aspx


３ 会場 

東京国際交流館３階 国際交流会議場 

東京都江東区青海2-2-1 国際研究交流大学村内 

http://www.tiec.jasso.go.jp/info/map.html  

４ プログラム（案） 

別紙参照 ※一部日英同時通訳あり  

５ 参加登録について 

 本セミナーへの参加を希望される方は、「平成23年度化学物質の内分泌かく乱作用に関する公開セ 

ミナー（EXTEND2010）参加希望」と明記し、氏名、所属、住所、電話番号、FAX番号、傍聴券の送付 

先（E-mail又はFAX）、及び参加を希望する時間帯（[1]午前のみ、[2]午後のみ、[3]終日）を必ず記 

載の上、平成23年11月25日（金）17時必着で下記の申込先（E-mail又はFAX）までお申し込みくださ 

い。 

申込みは、先着順で傍聴希望者一名につき１通とさせていただきます。 

 なお、期日前でも定員（200名）に達した場合は、その時点で応募を締め切らせていただく場合が 

ございますので、御注意ください。 

 傍聴可能となった方には、指定いただいた送付先（E-mail又はFAX）に平成23年11月29日（火）ま 

でに傍聴券を送付いたしますので、当日御持参ください。  

６ 申込先 

日本エヌ・ユー・エス株式会社 

TRMユニット 清水亜希子/田辺清美 宛  

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル5階 

TEL：03-5925-6858(代表)  

○電子メールの場合 

E-mail：EXTEND2010_seminar@janus.co.jp 

（電子メールはテキスト形式でお送りください。添付ファイルによる送信は御遠慮願います。）  

○ＦＡＸの場合 

FAX：03-5925-6745 

（別添のFAX申込書に記入してお送りください。）  

※本セミナーにお申込みいただいた方全員に、E-mail又はFAXにて受領確認を返信いたします。お申 

込みから3営業日以内に返信がない場合には、大変お手数ですが、上記６申込先の担当宛てにお電 

話でご連絡ください。  

（参考）環境省ホームページ「化学物質の内分泌かく乱作用について」 

URL http://www.env.go.jp/chemi/end/index.html  

 

担当者：環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課 早水、本間 

         環境保健部企画課環境リスク情報分析官 山崎 邦彦 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14319 

 

 

http://www.tiec.jasso.go.jp/info/map.html
mailto:EXTEND2010_seminar@janus.co.jp
http://www.env.go.jp/chemi/end/index.html


☆びんリユースシステム関係  

＊第６回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の開催につい 

て 

 循環基本法においてはリデュース・リユースの優先順位がリサイクルよりも上とされており、容器包 

装の分野においてもこれらの取組を進める必要があります。 

 リターナブル容器の代表的な事例である飲料用のびん等のリユースについて、回収・再使用に係るシ 

ステムの維持及び新たなびんリユースシステムの構築を提起する方策を検討するため、標記検討会を平 

成23年２月に設置いたしました。 

第6回検討会を下記のとおり開催いたしますのでお知らせいたします。  

１．第6回検討会の開催について 

（１）日時 平成23年10月26日（水） 10：00～12：00  

（２）場所 大手町サンスカイルーム Ｅ 

       （東京都千代田区大手町２－６－１ 朝日生命大手町ビル24階）  

（３）議題（案） 

・我が国におけるびんリユースシステムの在り方について（取りまとめ案）の検討  

・びんリユース実証事業の状況報告  

・その他  

（４）傍聴 

 検討会は公開です。傍聴を御希望の方は「第６回我が国におけるびんリユースシステムの在り 

方に関する検討会傍聴希望」と明記し、[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アドレス又はFAX番号)を御記入の上、10月24日（月）17時（必着）で、事務局宛 

にE-mail（reuse@murc.jp）又はFAX（03-6733-1023）でお申し込みください。 

 お申し込みは、傍聴希望者１名につき１通とさせていただきます。一般の方の傍聴者は、先着 

順に50名程度を予定していますので、お早めにお申し込みください。傍聴可能な方には傍聴券を 

送付いたしますので、当日の傍聴の際に必ず御持参ください。 

 なお、傍聴受付につきましては、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）に委託して実施し 

ております。 

（添付資料「申込書」に記載された同社の個人情報の取扱いについて御確認の上、お申込くださ 

い。）  

２．連絡先（お問い合わせ） 

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 環境・エネルギー部 

担当：柏井、高橋、加山 

〒105-8501 東京都港区虎ノ門５－１１－２ 

tel：03-6733-1023／fax：03-6733-1028 

E-mail：reuse@murc.jp  

※傍聴される方へ 

 傍聴される方（報道関係者を含む。）は、次の留意事項を遵守してください。 

 これらを守られない場合は退場していただくことがあります。  

・事務局の指定した場所以外に立ち入ることはできません。  

・静粛を旨とし、審議の妨害となるような行為は慎んでください。  

mailto:reuse@murc.jp
mailto:reuse@murc.jp


・携帯電話、ポケットベル等は呼び出し音が出ないようにしてください。  

・審議中に、写真撮影、ビデオ撮影及び録音をすることはできません。 

 （報道関係者の写真撮影等は、会議冒頭のみに限り可。）  

・会議の開始前後を問わず、委員等に対しての抗議又は陳情等はお断りします。  

・その他、事務局職員の指示に従うようお願いします。  

 

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、沼田、西松 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14321 

 

 

＊びんリユース推進シンポジウムの開催について 

 環境省では昨年度から「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」を開催し、 

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っています。また、今年度は、検討会で得られ 

た知見を活用しつつびんリユースシステム構築に向けた実証事業を実施しています。 

 今般、これらの取組の成果等を紹介するとともに、びんリユースに関する情報について広く普及啓発 

を図ることを目的に、実証事業実施地域のひとつである郡山市でシンポジウムを実施することとなりま 

したのでお知らせいたします。なお、参加費は無料です。  

１．背景 

 循環基本法においてはリデュース・リユースの優先順位がリサイクルよりも上とされており、容器 

包装の分野においてもこれらの取組を進める必要があります。環境省では、リターナブル容器の代表 

的な事例である飲料用のびん等のリユースについて、回収・再使用に係るシステムの維持及び新たな 

びんリユースシステムの構築を提起する方策を検討するため、「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」を平成23年２月に設置しました。 

 また、今年度は検討会で得られた知見を活用し、実際に販売店、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全国４箇所で実施します。 

 今般、これらの取組の成果等を紹介するとともに、びんリユースに関する情報について広く普及啓 

発を図ることを目的に、実証事業実施地域のひとつである郡山市でシンポジウムを実施します。  

２．開催概要 

(1)日時 

平成23年11月14日（月） １３：３０～１６：３０（予定）  

(2)場所 

郡山ビューホテルアネックス ４Ｆ 花勝見 

（福島県郡山市中町１０－１０、ＪＲ郡山駅から徒歩５分程度） 

（http://www.k-viewhotel.jp/）  

(3)主催：環境省 

(4)参加費：無料 

(5)プログラム 

13：30～13：40 開会挨拶  

13：40～14：20 基調講演 国際連合大学名誉副学長、東京大学名誉教授 安井至 

http://www.k-viewhotel.jp/


「びんリユースと未来社会」  

14：20～14：50 びんリユースの取組事例紹介  

[1]「リユースびんに関する全国の取組事例の紹介」 

  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 

  室長補佐 沼田正樹  

[2]「郡山モデルの紹介（仮称）」 

  郡山市容器リユース推進協議会 座長 沼田大輔 

  （福島大学経済経営学類 准教授）  

15：05～16：30 パネルディスカッション 

           「びんリユースの普及に向けて」  

◇コーディネーター 安井至氏（東京大学名誉教授）  

◇パネリスト（予定）  

沼田大輔 郡山市容器リユース推進協議会座長  

伊藤明人 東北びん商連合会会長  

中村秀次 びん再使用ネットワーク代表幹事  

幸 智道 ガラスびんリサイクル促進協議会事務局長  

沼田正樹 環境省リサイクル推進室室長補佐  

３．参加申込み 

 参加を御希望の方は「びんリユース推進シンポジウム参加希望」と明記し、[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アドレス又はFAX番号)を御記入の上、11月11日（金） 

17時（必着）までに事務局宛にE-mail（reuse@murc.jp）又はFAX（03-6733-1028）でお申し込みくだ 

さい。 

 お申し込みは、参加希望者１名につき１通とさせていただきます。一般の方の参加者は、先着順に 

100名程度を予定していますので、お早めにお申し込みください。参加可能な方には参加券を送付い 

たしますので、当日必ず御持参ください。 

 なお、参加受付につきましては、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）に委託して実施して 

おります。（添付資料「申込書」に記載された同社の個人情報の取扱いについて御確認の上、お申込 

ください。）  

４．お問い合わせ先 

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 環境・エネルギー部 

担当：柏井、高橋、加山 

〒105-8501 東京都港区虎ノ門5－11－2 

tel：03-6733-1023／fax：03-6733-1028 

Ｅメール：reuse@murc.jp  

 

担当者：環境省廃棄物・リサイクル対策部リサイクル推進室 森下、沼田、西松 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14322 
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☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会循環型社会計画部会（第65回）地域ブロックヒアリング（京都市）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10月28日（金）14：00～16：00  

２．場所 京都市勧業館みやこめっせ 大会議室 

       （京都府京都市左京区岡崎成勝寺町９－１） 

        （http://www.miyakomesse.jp/）  

３．議題 

循環型社会形成に向けた取組に関するヒアリング  

（１）３R検定について（浅利美鈴 京都大学助教）  

（２）地方自治体の取組について（京都市）  

（３）NPOの取組について（Ladies Eco Circle“プラムロード”）  

（４）事業者の取組について（月桂冠株式会社）  

４．傍聴 

 本会議は公開です。傍聴を希望される方は、10月26日（水）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、住所、氏名、電話番号及び（差し支えなければ）所属を御記入の上、 

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地域ブロックヒアリン 

グ（京都市）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70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。  

※傍聴申込期日及び申込先 

申込締め切り 平成23年10月26日（水）12：00 

 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=14337 

 

http://www.miyakomesse.jp/
mailto:junkan2@env.go.jp


 

☆家庭エコ診断関係  

＊平成23年度家庭エコ診断推進基盤整備事業 民間企業等試行実施事業の募集につい 

て 

環境省では、家庭部門での地球温暖化対策を推進するための取組である「うちエコ診断」の早期の普及 

を図ることを目的に、民間企業等が運用する上での課題整理や事業継続性等の検証を行う事業を、本年 

度から新たに実施します。 

本事業では、「うちエコ診断」の試行実施、又は、「うちエコ診断」を自社のサービスとして展開する 

ことを想定したフィージビリティスタディを行っていただく事業者を募集します。 

 自社のサービスとして「うちエコ診断」の提供を想定されている、もしくは将来的な実施可能性を検 

討したい民間企業、民間法人等の方は、是非御応募ください。  

１．背景と目的 

 我が国の温室効果ガス排出量は、京都議定書に基づき基準年比（1990年比）で－6％を求められて 

います。 

2009年度においては、金融危機の影響による景気後退に伴い産業部門を中心にエネルギー需要が減尐 

したこともあり、初めて基準年を下回りましたが、一方では家庭部門、業務部門からの排出量は基準 

年と比較して大幅に増加しており、今後は家庭部門における具体的な削減対策が重要となります。 

 地球温暖化対策に係る中長期目標の達成に向けて平成22年6月18日に閣議決定された「新成長戦略 

～「元気な日本」復活のシナリオ～」において、「環境コンシェルジュ制度」の創設が位置付けられ 

ており、その中で国民が家庭において実際の削減対策を行動に移すために、各家庭のエネルギー利用 

状況等を診断した上で、中立性、信頼性を確保したきめ細やかなアドバイスの実施が求められていま 

す。 

 このような取組を速やかに普及させるために、公平かつ正確なアドバイスの確保のための診断ツー 

ルを開発するとともに、これを用いた診断事業が地方公共団体や民間企業等において適切に実施でき 

るようにすることが必要です。 

 これらを受けて環境省では、「平成23年度家庭エコ診断推進基盤整備事業」において、民間企業等 

が家庭エコ診断（以下「うちエコ診断」という。）の試行実施を行い、その実施に係る効果等を検証・ 

評価する事業（以下、タイプＡという。）、又は、うちエコ診断を自社のサービスとして展開すると 

想定した場合のフィージビリティスタディを実施する事業（以下、タイプＢという。）をそれぞれ行 

う民間企業等を募集します。 

 なお、本事業のねらいは、民間企業等において「うちエコ診断」がサービスとして提供される環境 

を整備することを目指し、診断試行を通じた運用プロセスを検証し、自立的な運用に向けた課題の抽 

出や、効果的な診断が実施されるための枠組みの構築に関する知見を集積することにあります。  

２．対象事業者と応募資格 

○対象事業者（業種）について： 

 以下の業種を全部又は一部を事業として展開していることとします。（当該事業にかかるウェ 

ブサイト・パンフレット等の広報物を有し、すでに営業を開始している実績を有すること。）  

＜想定される業種（順不同）＞ 

警備業（特にホームセキュリティ業）、生命保険業又は損害保険業、 

建築工事業・木造建築工事業・内装工事業・建築リフォーム工事業等（住宅に限る）、 



生活協同組合、百貨店、電気機械器具小売業  

※ただし、タイプＡは、反復・継続的に接点のある家庭を有する事業形態の業種に限る。  

○応募資格： 

 添付の公募要領の応募の要件を満たす民間企業、民間法人等であること。  

３．事業内容と本事業への参加のメリット 

○タイプＡにおける事業内容：診断実施と結果分析を実施する場合 

（１）診断員の選定と養成（事業事務局が開催する研修会への参加を含む）  

（２）顧客に対する受診希望者の募集  

（３）診断の実施  

（４）顧客満足度の取りまとめ  

（５）診断実施上の課題分析  

（６）事業継続性等の分析  

※なお、うちエコ診断を12月から実施し、２月末までに実施完了すること。  

○タイプＢにおける事業内容：フィージビリティスタディを実施する場合 

（１）顧客への診断可能性の推定  

（２）診断サービスの課題整理  

（３）フィージビリティスタディの実施  

（４）今後のサービス実施計画  

○参加のメリット 

 各家庭の実情に合わせて、ライフスタイルの改善から省エネ機器等への買い替え等の提案を行 

う「うちエコ診断」を自社顧客へのサービスの一環とすることを先行的に検証することが可能で 

あるとともに、家庭部門に対する省CO2・省エネ対策活動に積極的に取り組む企業姿勢を環境省の 

事業を通して広くアピールすることができます。  

４．募集期間 

平成23年10月18日（火）～平成23年11月1日（火）（午後5時申請書必着）  

５．公募説明会 

 下記のとおり公募説明会を実施します。  

日時：平成23年10月21日（金） 10：00～12：00  

場所：航空会館 ２０４号室  

〒105-0004 東京都港区新橋１丁目18番１号 

        都営三田線内幸町駅（Ａ２出口）より徒歩１分 

        東京メトロ銀座線/都営浅草線 新橋駅（[7]出口）より徒歩５～６分 

        ＪＲ新橋駅 日比谷口より徒歩５～６分  

※公募説明会への参加は応募の必須要件としませんが、できるだけ参加いただくようにお願いいたし 

ます。 

 応募申請書には「うちエコ診断」に関係する経験や理解度に関する項目があります。  

※説明会に出席される方は、10月20日（木）17時までに下記６．募集窓口 

 （uchieco-m@jccca.org）まで事前に申し込みください。  

６．募集窓口 

一般社団法人 地球温暖化防止全国ネット 

mailto:uchieco-m@jccca.org


担当：中垣、川原 

TEL：03-6273-7785 FAX：03-5280-8100 

電子メールアドレス：uchieco-m@jccca.org  

７．募集詳細 

 応募方法の詳細については、添付の公募要領を御参照ください。  

 

担当者：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、杉本、福井、小澤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14335 

 

 

☆Carbon Footprint of Products関係 

 

担当：CFP制度試行事業事務局（社団法人産業環境管理協会）  

詳しくは↓ 

http://www.cfp-japan.jp/ 

 

 

☆カーボンフットプリント日本フォーラム関係 

＊CFPフォーラムメールニュース 

 

担当：cfp-forum@jemai.or.jp 

詳しくは↓ 

http://www.cfp-forum.org/ 
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