
 

☆生物多様性関係  

＊＜2011国際森林年関連事業＞シンポジウム「木質都市への挑戦～木材利用と木造の未 

来～」の開催について 

 農林水産省は、11月15日（火曜日）、国際森林年シンポジウム「木質都市への挑戦～木材利用と木造の未来 

～」を開催します。 

本シンポジウムは公開です。カメラ撮影も可能です。 

趣旨 

 2011年は国連が定めた国際森林年（the International Year of Forests）です。 

森林の持続可能な経営や保全等のためには、これまで木材が使われてこなかった分野、特に都市部の建 

築物の木造化や内装や外構への木材利用を実現していくことも重要であり、森林資源に対する新たな考 

え方や木材利用の技術革新が期待されています。 

 このため、近年欧州等において多くの新しい木造建築物が建設されている状況を紹介するとともに、 

我が国における「木質都市」実現の意義やそのために取り組むべき課題などについて情報共有を図るた 

めのシンポジウムを開催します。  

開催日時・会場 

日時：平成23年11月15日（火曜日）13時00分～16時15分 

会場：すまい・るホール 

所在地： 東京都 文京区 後楽 1-4-10 住宅金融支援機構1F 

プログラム 

12時30分  開場 

13時00分  オープニング 

・主催者挨拶（皆川 林野庁長官）  

13時10分  基調講演 

・香山 壽夫 氏（東京大学 名誉教授、香山壽夫建築研究所 所長）  

・ウォルフガング・ウィンター 氏（ウィーン工科大学 教授）  

14時30分  休憩 

14時40分  パネル・ディスカッション 

コーディネーター： 

・安藤 直人 氏（東京大学 名誉教授）  

・渡辺 真理 氏（フリーアナウンサー）  

パネラー： 

・香山 壽夫 氏（前述）  

・ウォルフガング・ウィンター 氏（前述）  

・中島 浩一郎 氏（銘建工業株式会社 代表取締役社長）  

・中山 エミリ 氏（女優）  

・皆川 芳嗣 氏（林野庁長官）  

16時15分  閉会 

参加申し込み方法 

入場は無料、定員は250名で、事前登録制です（事前登録なしではご入場になれません。）。 

所属、名前、参加人数、連絡先（メールアドレス又はFAX番号）を明記の上、電子メール又はFAXにてお 



申し込みください。 

11月10日（木曜日）必着。ただし、定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。  

なお、電子メール又はFAXによる聴講券の送付（申込日の翌々日（土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。） 

までに送付予定）をもって参加確定通知に替えさせていただきます。 

お申込み・お問い合わせ先： 

シンポジウム開催事務局 西川、小林 

・電子メール： shinrin@adhouse.jp  

・FAX： 03-5809-3171  

・TEL： 03-5809-3172（平日の10時～17時のみ）    

 

担当：林野庁林政部木材産業課住宅資材班 赤羽（あかはね）、武藤 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/mokusan/111020.html 

 

 

＊＜2011 国際森林年関連事業＞ 2011国際森林年メッセージ及び行動提案について 

 国際森林年国内委員会は国際森林年以降の国民的運動につながるよう、「2011国際森林年メッセージ」 

及び「行動提案」を発表します。 

経緯 

 平成23年10月14日に第4回国際森林年国内委員会が開催され、国際森林年以降の国民的運動につながる 

よう、国民向けのメッセージ及び行動提案について議論がなされました。その結果を踏まえ、国際森林 

年国内委員会は持続可能な森林の管理活用を目指して、「2011国際森林年メッセージ及び行動提案につ 

いて」（詳細は添付資料を参照ください。）を発表します。 

 概要 

1．2011国際森林年メッセージ 

 緑豊かな美しい国土を次世代に残し、いつまでも豊かな森林の恵みを享受するために、国民一人一人 

が森林の重要性を認識する必要があります。持続可能な森林の管理活用を目指して、国際森林年国内委 

員会は以下の内容でメッセージを発表します。 

2．我々一人一人が取り組みたい行動の提案 

  国際森林年国内委員会は、上記のメッセージとともに、以下の行動を提案し、それらを実行している個 

人や企業団体をサポートしていきます。この行動提案は、林業に携わる方から都市住民、産業界、行政 

や関連団体まで幅広く全ての国民を対象としています。 

森林林業木材産業の関係者だけでなく、社会全体で森林を支えていく国民的運動を提案するものです。 

＜人づくり＞ 

 ・森林や木に親しみ慈しむ気持ちを育てましょう。 

 ・森林に関わる文化と技術を伝承、維持、発展させましょう。 

＜森づくり＞ 

 ・世界有数の生物多様性豊かな森林資源を保全し、持続可能で豊かな森林づくりを実現しましょう。 

 ・林業・木材産業などの経済活動を通じて、質の高い森林資源の維持と循環利用を実現しましょう。 

 ＜木づかい＞ 

mailto:shinrin@adhouse.jp


 ・地域材をはじめ森林の多様な資源を優先的に使用し地域振興を進めましょう。 

 ・建材だけにとどまらない森林資源を活用したライフスタイルへの転換を進めましょう。 

 ＜震災復興＞ 

 ・地域材などを活用して林業や木材産業を振興し、雇用を増やしましょう。 

 ・震災を契機に新たな決意で森林づくりに取り組みましょう。 

 なお、第4回国内委員会議事概要及び資料は国際森林年プラットフォーム

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

の「3. 国際森林年国内委員会」からご覧下さい。 

国際森林年国内委員会事務局：〒102-0093東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館美しい森林づくり全国 

推進会議事務局内 

              【TEL】03-3262-8437 【FAX】03-3264-3974 【E-mail】iyf2011@green.or.jp 

 

担当者：林野庁森林整備部計画課海外林業協力室海外指導班 大川, 山下 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/111024.html 

 

 

＊気候変動：緩和に関するサブミッションの提出について 

本件の概要 

 本年１０月２４日（月）、我が国は、ＣＯＰ１７（第１７回国連気候変動枠組条約締約国会議）に向 

け、緩和に関するサブミッションを書面にて、提出しました。 

 

担当者：経済産業省産業技術環境局環境ユニット地球環境対策室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/10/20111025002/20111025002.html 

 

 

＊第２回経済社会における生物多様性の保全等の促進に関する検討会の開催について 

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

様性に関する2020年までの愛知目標が合意されました。 

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

する」を受け、経済社会における生物多様性の保全及び持続可能な利用の推進のあり方について検討を 

行うため、「第２回経済社会における生物多様性の保全等の促進に関する検討会」を開催します。傍聴 

を希望される方は、下記よりお申し込みください。  

１．日時：平成23年11月10日（木） 9：30～12：00  

２．場所：砂防会館 別館B ３階 六甲 

      〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目7-5 

      TEL：03-3261-8386（代表） 

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

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

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/2011iyf.html
mailto:iyf2011@green.or.jp
http://www.sabo.or.jp/map.htm


３．議題(予定）： 

（１）経済社会における生物多様性の保全等に関わる指標類について  

（２）生物多様性の保全に資する技術の普及について  

４．検討会委員（五十音順、敬称略） 

足立 直樹 (株)レスポンスアビリティ代表取締役  

石原 博 経団連自然保護協議会企画部会長兼政策部会長  

可知 直毅 首都大学東京大学院理工学研究科教授（座長）  

河野 文子 (株)日立製作所地球環境戦略室環境企画センタ主任  

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

藤田 香 (株)日経BP社環境経営フォーラム生物多様性プロデューサー  

５．傍聴手続き 

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

(1)傍聴可能人数 

50名程度（希望者多数の場合は先着順となります）  

(2)申込要領 

・E-mail（又はFAX）でお申し込みください。 

 （電話でのお申込みには応じられない旨御承知おきください。） 

 お申込みの際には、表題に「第２回経済社会における生物多様性の保全等の促進に関する検討 

会傍聴希望」と明記し、[1]氏名（ふりがな）、[2]住所、[3]電話番号、[4]勤務先及び役職、[5] 

連絡先E-mailアドレス（又はFAX）をご記入ください。 

 なお、傍聴券は、傍聴希望者一人につき１通とさせていただきます。  

・申込締切は、平成23年11月4日（金）正午必着です。 

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

御了承ください。）  

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

代えさせていただきます。  

・こちらからの返信を傍聴券といたしますので、当日必ずお持ちくださるようお願いいたします。  

(3)報道関係者の方へ 

 報道関係者の方も上記申込要領に従い、表題に「第２回経済社会における生物多様性の保全等 

の促進に関する検討会取材希望」と明記し、お申込みください。 

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

意ください。 

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

のみとさせていただきます。  

 

担当：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、玉谷 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14364 

 

 



☆バイオエネルギー関係  

＊国際シンポジウム 「バイオエネルギーの現状と将来」 ＜半日でわかる世界のバイオ 

エネルギー＞ の開催について 

 農林水産省及びグローバル・バイオエネルギー・パートナーシップ（GBEP）は、11月17日（木曜日）に 

国際シンポジウム「バイオエネルギーの現状と将来」を開催します。シンポジウムは公開で行います。 

半日間、世界のバイオエネルギー専門家から話を聞く機会です。皆様のご参加をお待ちしています。  

なお、カメラ撮影も可能です。 

概要 

 グローバル・バイオエネルギー・パートナーシップ(GBEP)は、バイオエネルギーの持続的発展を図る 

ことを目的として、2005年7月のG8グレンイーグルズサミットにおいて、G8+5 (ブラジル、中国、インド、 

メキシコ、南アフリカ) 首脳が、立ち上げに合意し、2006年5月に設立された組織です。 

GBEPの会合が11月に東京で開催される機会に、世界各国のバイオエネルギー専門家が、バイオエネルギ 

ーの現状と将来について講演を行います。 

GBEPホームページ（英文） 

http://www.globalbioenergy.org/ 

開催概要 

開催日時、会場等 

日時：平成23年11月17日（木曜日）14時00分～18時15分 

会場：東京国際フォーラム（ホールD7） 

所在地：東京都 千代田区 丸の内3丁目5番1号 

対象者：バイオエネルギーに関心のある方 

通訳：日英同時通訳 

 主催 

農林水産省 

グローバル・バイオエネルギー・パートナーシップ（GBEP） 

プログラム  

・開催挨拶  

・講演：  

グローバル・バイオエネルギー・パートナーシップ（GBEP）、国際エネルギー機関（IEA）、 

米国、ブラジル、インドネシア、スウェーデン、ドイツ、日本のバイオエネルギー専門家 

・総合討論  

・閉会挨拶  

申込要領 

申込方法 

平成23年11月7日（月曜日）17時00分までに事前登録フォームにて氏名、連絡先（メールアドレス、FAX 

番号等）、所属をご記入の上、お申し込みください。参加費は無料です。なお、電話での申込はお受け 

いたしておりません。 

事前登録フォーム：https://apollon.nta.co.jp/gbep_symp/  

お問い合わせ先 

国際シンポジウム「バイオエネルギーの現状と将来」運営事務局（株式会社 日本旅行内） 

http://www.globalbioenergy.org/
https://apollon.nta.co.jp/gbep_symp/


担当者： 近内、石井 

E-mail：gbep_symp@nta.co.jp 

ダイヤルイン：03-5402-6401 

FAX：03-3437-3955 

定員 

 定員は250名です。 申込が定員を上回った場合は抽選を行います。 

なお、御参加いただける方には、2011年11月10日(木曜日)までに、連絡先に参加証を返信いたしますの 

で、当日は必ず参加証をお持ちください。 

留意事項 

報道関係者で取材を希望される方は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡をお願いします。 

取材に際しては、現地担当者の指示に従ってください。 

また、都合により、予定が変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。 

 

担当：農林水産省大臣官房環境政策課国際班 神前、内村 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/111020.html 

 

 

☆食品リサイクル関係  

＊「第2回 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、11月1日（火曜日）に 

TKP新橋ビジネスセンター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11月1日(火曜日)9時00分～12時00分 

場所：TKP新橋ビジネスセンター カンファレンスルーム4B 

所在地：東京都 港区 新橋1-1-1 日比谷ビルディング4階(別添参照) 

3.予定議事 

業種・業態の特性を踏まえ技術的な検討を行うための業界団体ヒアリング（6業種） 

4.傍聴可能人数 

mailto:gbep_symp@nta.co.jp
http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokusan/index.html


傍聴可能人数20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、会議の開催の前日ま 

でにFAX又は電子メールにてご連絡いたします。) 

5.傍聴申込要領 

 1.申込方法  FAX又は電子メール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。 

         申込先：株式会社エックス都市研究所（東京都 豊島区 高田2-17-22) 

         FAX：03-5956-7523  電話番号：03-5956-7503 

         電子メールアドレス：foodwaste@exri.co.jp 

          （傍聴の申込み受付は上記連絡先に委託しております。） 

（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11月1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（ふりがな）、連絡先ご住所、電話、FAX番号及び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 

お申込みの場合も、お一人ずつの記載事項をお書きください。   

 2.申込締切日は、平成23年10月28日（金曜日）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又は電子メールにより、平成23年10月28日 

（金曜日）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項 

 傍聴に当たり、次の留意事項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、音声レコーダー、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、食品リサイクル専門委員会座長及び事務局職員の指示に従う 

こと。 

 

担当：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、二瓶 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/recycle/111025.html 

mailto:foodwaste@exri.co.jp


 

 

☆地球温暖化関係  

＊平成２３年度 ＮＥＤＯ交付事業「地球温暖化対策技術普及等推進事業」第２回公募 

に係る交付先の採択結果について 

本件の概要 

 平成２３年度 ＮＥＤＯ交付事業における「地球温暖化対策技術普及等推進事業」（第２回公募）の 

交付先について、平成２３年７月１９日～平成２３年８月２２日にかけて公募を行ったところ、期間内 

に５３件の応募がありました。 

応募のありました提案について以下のとおり委託先を決定しましたので、お知らせいたします。ご質問 

等がございましたら、以下の問い合わせ先まで御連絡下さい。 

 

担当：経済産業省産業技術環境局 地球環境連携・技術室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/10/20111020006/20111020006.html 

 

 

＊第31回オフセット・クレジット（J-VER）認証委員会の開催等について 

・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31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。  

・また、現在の電力需給状況にかんがみ、本年４月22日に定めた「東日本大震災を踏まえたオフセット・ 

クレジット(J-VER)制度の暫定的な運用について」による取扱いを終了することとしましたので、あわ 

せてお知らせします。  

１．第31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 

１．日時 平成23年10月27日（木）10：00～12：00  

２．議事次第（予定） 

１．第30回議事概要及び関連情報に関する報告  

２．本制度の状況およびJ-VER運営委員会・技術小委員会からの報告  

３．登録プロジェクトに対する変更依頼に関する報告  

４．登録プロジェクトに対する変更依頼に関する審議  

５．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  

６．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  

７．妥当性確認・検証機関の登録可否に関する審議  

８．バッファー管理口座からのクレジットの無効化について  

９．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。 

 J-VER認証委員会の構成委員につきましては、別紙1を御参照ください。 

 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  

２．東日本大震災を踏まえたJ-VER制度の暫定的な運用の終了について 

 現在の電力需給状況にかんがみ、本年４月22日に定めた「東日本大震災を踏まえたオフセット・ク 

レジット(J-VER)制度の暫定的な運用について」による取扱いを終了することとしました。詳細は別 

紙2を御参照ください。  

 

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=14342 

 

 

☆３R関係  

＊平成２３年度「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」の発表につい 

て 

本件の概要 

 平成２３年度「リデュース・リユース・リサイクル推進功労者等表彰」について、内閣総理大臣賞を 

始め、経済産業大臣賞他の受賞者が決まりましたので発表します。 

 表彰式は、平成２３年１０月２５日（火）午後２時から、ＫＫＲホテル東京 

 （千代田区大手町１－４－１）において行われます。 

  内閣総理大臣賞（１件）：広島県福山市立千年小学校 

  経済産業大臣賞（２件）：株式会社滝の湯ホテル 

              日本シイエムケイ株式会社新潟サテライト工場 

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


 

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/2011/10/20111021002/20111021002.html 

 

 

＊東日本大震災復興支援型国内クレジット活用スキームについて～温室効果ガス排出 

削減と被災地支援のために～ 

本件の概要 

 経済産業省では、東日本大震災の復興支援と中小企業等における温室効果ガス排出量の更なる削減を 

進めるために、国内クレジット制度を活用した新たな取組を行っています。  

「東日本大震災復興支援型国内クレジット活用スキーム」では、国内クレジット制度の仕組みを通じて、 

国内クレジットの売却代金の半額を東日本大震災の復興支援に役立てるために被災地に寄付するという 

ものです。 

 現在のところ、本スキームによる国内クレジットの活用見込みが３万トン程度となったところですが、 

今後も継続的に本スキームを推進していきます。 

 

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/2011/10/20111021006/20111021006.html 

 

 

＊自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）第5期（2009年度採択・2010年度排出削減実 

施）の排出削減実績と取引結果について 

 環境省では、温室効果ガスの費用効率的かつ確実な削減と国内排出量取引制度に関する知見・経験の 

蓄積を目的として、自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）を2005年度から開始しています。これまで 

のところ、のべ389の事業者が目標保有参加者として排出削減に取り組んでいます。 

 今回、第5期（2009年度採択・2010年度排出削減実施）が本年9月末で終了したことから、当期におけ 

るCO2の排出削減量の実績と排出量取引の結果をお知らせいたします（排出削減量合計：96,996t-CO2、 

排出枠の取引件数合計：41件、排出枠の取引量合計：29,649t-CO2）。 

 JVETSは、第3期より「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」（試行スキーム）の参加類型の一つ 

となっていますが、当期において、JVETSと「試行スキーム」で口座を保有する取引参加者間での制度間 

取引（システム間移転）が10件ありました。 

 なお、JVETSにつきましては、第6期（2010年度採択・2011年度排出削減実施）及び第７期（2011年度 

採択・2012年度排出削減実施）についても制度運用を行います。  

１．自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）とは 

(1)制度の概要（別添1参照） 

・本制度は、温室効果ガスの費用効率的かつ確実な削減と、国内排出量取引制度に関する知見・ 

経験の蓄積を目的として、2005年度から開始したものです。  

・温室効果ガスの排出削減に自主的・積極的に取り組もうとする事業者に対し、一定量の排出削 



減約束と引換えに、省エネルギー等によるCO2排出抑制設備の整備に対する補助金を交付するこ 

とにより支援します。  

・排出削減約束達成のために排出枠の取引という柔軟性措置の活用も可能とします。  

・本制度に参加する事業者は、「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」における試行排出量 

取引スキーム（試行スキーム）の参加者として位置付けられることとなります。  

※制度の詳細については、添付資料及び下記のWEBサイトを御参照下さい。  

自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）http://www.jvets.jp/jvets/  

試行排出量取引スキームポータルサイトhttp://www.shikou-et.jp/  

(2)第5期（2009年度採択・2010年度排出削減実施）参加事業者の概要 

・自主参加型国内排出量取引制度（JVETS）第5期（2009年度採択・2010年度排出削減実施）には、 

以下の参加者が参加しています。  

[1]目標保有参加者68社（別添2参照） 

 一定量の排出削減と引き換えに、排出枠の交付を受ける参加者。CO2排出抑制設備整備に対す 

る補助金を受ける参加者（タイプA）と、補助金を受けない参加者（タイプB）があります。  

[2]取引参加者及び過去のJVETS目標保有参加者のうちバンキングした参加者86社（別添3参照） 

 取引参加者は、専ら排出枠の取引のみを行うことを目的とした参加者で補助金及び排出枠の 

交付はなされません。 

また、過去のJVETS目標保有参加者のうち、排出枠をバンキングした参加者も取引に参加するこ 

とができます。 

 なお、取引参加者については、「排出量取引の国内統合市場の試行的実施」における試行排 

出量取引スキームにおいて一元的に募集することとし、第4期（2008年度採択・2009年度排出削 

減実施）より本制度においては募集しないこととしております。  

２．基準年度排出量と排出削減量の実績について 

(1)対象工場・事業場の基準年度排出量 

・本制度は、全社単位ではなく、対象となる工場・事業場を特定し、対象工場・事業場からの排 

出量全体を算定・検証するルールとしています。  

・基準年度排出量とは、本制度への参加時期（2010年度目標の場合、2009年）からみて過去3年（2006 

～2008年度）の排出量の平均値のことです。  

・検証機関による第三者検証を経た結果、目標保有参加者68社の基準年度排出量の合計は、 

624,546t-CO2でした。  

(2)排出削減実施年度（2010年度）における排出削減量の実績 

・目標保有参加者68社がCO2の排出削減に取り組んだ結果、2010年度の1年間で96,996t-CO2のCO2 

が削減されました。  

※これは、対象工場・事業場の基準年度排出量（上記(1)参照）の15．5％に相当します。  

・本制度開始時点で目標保有参加者が約束した排出削減予測量の合計は、99,807t-CO2でしたが、 

 削減実績は削減予測量を約3％下回る結果となりました。  

(3)排出削減目標の達成状況 

・目標保有参加者68社は、排出削減に取り組むとともに、目標達成に不足する差分がある場合に 

は、前年度までのバンキング分等の排出枠の取引を活用し、67社の参加者が制度参加時点で約 

束された削減目標を達成しました。  

http://www.jvets.jp/jvets/
http://www.shikou-et.jp/


・なお、第５期に補助金なしのタイプＢ（グループ参加者）に参加して目標未達となった北本市 

は、第６期も引き続きタイプＢ（グループ参加者）に参加し、削減努力を続けることとしてい 

ます。  

３．排出量取引の結果について 

(1)取引期間 

・参加事業者は、2010年4月から2011年9月末までを取引期間として、必要に応じて排出枠の過不 

足分を取引する排出量取引を実施しました。  

(2)取引データ 

・取引件数の合計…41件（うち、10件はJVETSと「試行スキーム」で口座を保有する取引参加者間 

での制度間取引（システム間移転））  

・取引量の合計…29,649t-CO2  

・平均取引単価…概ね830円/t-CO2  

※上記単価は取引参加者への任意のヒアリングに基づくものです。 

  また、取引対象には第5期の初期割当量に加え、第1期～第4期よりバンキングされた排出枠 

も含みます。   

 

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、平尾、山下 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14341 

 

 

＊カーボン・ニュートラル認証制度説明会の開催について 

  ・環境省では、平成23年4月より、「カーボン・ニュートラル等によるオフセット活性化検討会」を 

開催し、カーボン・オフセットの取組活性化に向けた検討や、従来のカーボン・オフセットの取 

組をさらに進めた、排出量の全量をオフセットする「カーボン・ニュートラル」について検討を 

進めてきました。  

・本検討会での議論等をもとに平成23年9月に公表した「カーボン・ニュートラル認証基準」を受け、 

カーボン・ニュートラル認証制度が創設されました。  

・今般、カーボン・ニュートラル認証の取得を目指す事業者の方を対象に、本認証制度の概要や認証 

取得のメリット、申請書の書き方等を説明する「カーボン・ニュートラル認証制度説明会」を開 

催します。  

１．日時 

第1回 2011年10月31日（月） 15：00～17：00  

第2回 2011年11月11日（金） 10：00～12：00  

第3回 2011年11月30日（水） 10：00～12：00  

尚、三回とも内容は同じとなっております。  

２．場所 

社団法人海外環境協力センター会議室 

〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-8 芝公園アネックス7階 

TEL：(03)5776-0402（カーボン・オフセットフォーラム事務局） 



http://www.oecc.or.jp/contents/access.html  

３．内容 

[1]カーボン・ニュートラル認証基準及び認証制度の概要  

[2]申請書の書き方、提出要領  

[3]カーボン・ニュートラル認証試行事業について  

[4]質疑応答  

４．申込方法 

【参加申込について】 

 参加を希望される方は、[1]ご所属 [2]氏名 [3]メールアドレス [4]電話番号 [5]交通手段 

及び出発地最寄駅[6]希望日時を記載の上、j-cof@4cj.orgまでメールにてお申し込みください。 

５．お問い合わせ窓口 

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 

 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=14357 

 

 

＊「低炭素社会国際研究ネットワーク（LCS-RNet）」第３回年次会合の開催結果につい 

http://www.oecc.or.jp/contents/access.html
mailto:j-cof@4cj.org
mailto:j-cof@4cj.org
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て 

 「低炭素社会国際研究ネットワーク（LCS-RNet：The International Research Network for Low-Carbon  

Societies）」の第3回年次会合が10月13－14日にフランスのパリにおいて開催されました。 

 本会合には、13カ国34研究機関6国際機関から合計68名が出席しました。我が国からは、LCS-RNet政府 

窓口である環境省、日本国代表研究機関である（独）国立環境研究所、（財）地球環境戦略研究機関 

（LCS-RNet事務局）が出席しました。本会合では、低炭素社会の実現に向けたパラダイムシフトへの挑 

戦として、これまでの低炭素社会関連研究成果を踏まえ、社会制度、行動様式および技術システムの革 

新的な転換を行なうための政策設計と、社会的、資金的支援を促進するために必要なものは何かについ 

て議論が行われました。 

 今回の成果は、気候変動枠組条約第17回締約国会議（COP17）のサイドイベント及び11月にフランスで 

開催されるG20会合、来年度のG8環境大臣会合にて報告される予定です。  

１．LCS-RNetの概要 

（１）経緯 

 LCS-RNetは、2008年5月のG8環境大臣会合（神戸：5月24-26日）において我が国の提案により設 

立が合意されたものである。 

それぞれ自国の低炭素社会を実現するための研究を行っている、各国を代表する研究機関（注１） 

により2009年4月に正式に立ち上げられ、同月に開催されたG8環境大臣会合において、今後 

LCS-RNetの活動成果をG8環境大臣会合に定期的に報告していくよう求められた。 

 2009年10月には第1回年次会合がイタリアのボローニャにて、2010年9月には第２回年次会合が 

ドイツのベルリンにて開催された。  

注１：現時点での参加国・機関は、我が国のほか、フランス（環境・開発国際研究所（CIRED））、 

イタリア（新技術・エネルギー環境庁（ENEA））、韓国（国立環境研究院（NIER））、イギリス 

（英国エネルギー研究センター（UKERC））、ドイツ（ヴッパタール気候・環境・エネルギー研究 

所（WI））、インド（インド経営研究大学アーメダバード校（IIMA））の7カ国からの16研究機関 

である。  

（２）目的 

[1]G8や気候変動枠組条約締約国会議などの気候政策の意思決定プロセスへの科学的知見の提供  

[2]低炭素社会研究の推進及び様々な研究に関する情報交換  

[3]政策決定者やNGO、市民らと研究者の対話の推進  

２．第３回年次会合概要 

共催：エコロジー・エネルギー・持続可能開発・海洋省および環境・開発国際研究所(CIRED)  

協力：環境エネルギー管理庁(ADEME)  

日程：平成23年10月13日（木）－14日（金）  

開催場所：パリ（フランス）  

（１）プログラム概要 

 今回の会合では、  

[1]パラダイムシフト：気候変動への挑戦とグリーン成長（セッション１）  

[2]炭素排出と経済成長のデカップリング実現のための制度および技術システムの革新的な転換 

（セッション２）  

[3]都市におけるエネルギー効率、低炭素開発パターンと生活様式の変化（セッション３）  



等に関するパネルセッションが設けられた。  

（２）主な成果 

 本会合にはヨーロッパ、米国、カナダ、ロシア、中国、インド、ブラジル、日本等13カ国の研 

究機関や政策決定者、6国際機関等68名が参加した。主な成果の概要は以下の通りである。  

[1]現代社会が包含する課題 

 今回の会合に参加した科学者は、カンクーン合意によって示唆された「パラダイムシフト」 

のさまざまな面について議論を行った。 

科学者たちは、債務危機による先進国の経済不況のリスク、新興国の台頭、また、途上国にお 

ける貧困問題への対応を踏まえ、気候政策に関する国際交渉のスピードがこうした実情に比し 

て遅すぎること、また、結論を先延ばしにすることは問題をさらに長引かせてしまうことを認 

識している。  

[2]短期的な対応と長期的な政策決定 

 この課題に対応するため、科学者たちは、グリーン成長によって牽引される経済回復に裏打 

ちされた貧困の撲滅、雇用の創出、福祉の保障、また、持続可能な発展の実現といった短期的 

な要求に応えつつ、将来において低炭素社会への移行を実現するために必要な気候政策を如何 

にデザインするかについて議論を行った。  

[3]炭素集約的な開発経路がもたらすエネルギー資源問題 

 既存のシナリオは、何らかの気候政策を取らなければ、人類は炭素集約的な開発路線にロッ 

クインしてしまい、工業国は資本ストックのターンオーバーを減速化し、一方で新興経済国は 

後に代替困難なインフラを作ってしまうことを示している。 

これは、気候変動に関する問題以上に、国を跨いで存在するエネルギー資源についての緊張を 

悪化させる可能性を孕んでいる。  

[4]炭素フリーエネルギーによるマルチベネフィット 

 長期予測モデルによる研究は、エネルギー供給における炭素フリーへの代替案（炭素隔離を 

含む）が、技術的性能、経済的継続性、および環境健全さといった観点から気候変動とその他 

の環境問題、社会的要請に対する転換への道筋を定義することに役立っていることを示してい 

る。  

[5]炭素フリーエネルギーの普及とエネルギー強度の低減の関係 

 炭素フリーのエネルギーの普及速度の不確実性を考慮すると、エネルギー効率の改善と効率 

的利用、技術的及び社会的革新によるエネルギー強度を低減する産業構造の転換、ライフスタ 

イルの変化が必要である。  

[6]都市・運輸政策等とエネルギー政策の統合的検討 

 エネルギー及び都市、生産と消費という観点からだけでなく、食糧生産とバイオマスエネル 

ギーの供給といった土地利用の変化にも焦点が当てられてきているという事実を踏まえ、都市 

政策、運輸政策と農業政策といった広い視野を持ったエネルギー政策が必要である。  

[7]ドライバーとしての多角的な政策パッケージ 

 社会的、技術的革新の推進力に関する研究として、多角的な政策手段（炭素税、炭素市場、 

基準、R&D、電力市場の改革、都市および土地利用政策、化石燃料に対する補助金の削減）、長 

期的視野での転換、国内の失業、負債および資源分配といった直面する問題に対応するための 

短期的変遷を実現するための政策パッケージの設計が必要である。  



[8]「グリーン成長」経路 

 「グリーン成長」の基本的な考えは、低炭素を技術革新の最前線、よりよい持続可能な開発 

パターンと生活様式を実現するための原動力として捉え、目指していくことである。先進国に 

おける課題は、既存のインフラストラクチャーの改変を促すことであり、一方で途上国におい 

ては、新エネルギー、交通、建設インフラを充実させていくことが挙げられる。  

[9]炭素価値の認識と気候変動投資 

 気候変動の資金メカニズムに関するこれまでの多くの経験と提案は、カンクーン合意で示唆 

されたパラダイムシフトを実現するには、国民が炭素価値を認識し、気候変動資金の効果を向 

上させる必要があることを示している。 

 それにより、気候変動資金は世界中に気候にやさしい投資の波を起こし、また、国際的資金 

システムを展開させる議論に積極的に貢献できる。  

[10]国の内外における革新的な資金措置 

 資金フローやインセンティブは、国及びセクター別の政策パッケージにより強化される。国 

内政策パッケージと国際的協定の一つの重要な題目の一つは、産業界や地方公共団体（町や地 

域）が気候にやさしい技術やインフラストラクチャーに投資するために特定リスクを低減する 

ことである。炭素価格と共に、セクター別に合わせた財政手段も必要となる（例えば、再生可 

能エネルギー資金、エネルギー効率の資金など）。  

[11]低炭素発展経路の実現と投資パターンの変革 

 新興国および途上国の経済が、エネルギー集約的なロックインに陥ることを避けるため、イ 

ンフラストラクチャー（住居、交通、エネルギー、廃棄物処理）への現在の投資パターンを再 

調整できるような何らかの構造的な枠組みが必要である。  

[12]国際的協定 

 技術を普及させ、効率性向上を達成するためには、国内の気候変動及び開発政策の促進に加 

え、国際的競争における歪みを緩和する国際的協定が必要である。このような国際的協定は地 

域的なスケールで達成可能ではあるが、世界規模でのポスト京都の気候枠組みを締め出すよう 

なものとして考えるべきではない。  

（３）日本の貢献 

[1]西岡秀三IGES研究顧問は、日本の低炭素社会研究による政策支援状況を説明するととともに、 

LCS-RNet事務局長として本会合を組織化し実りある会合に導いた。  

[2]国立環境研究所甲斐沼美紀子温暖化対策評価研究室長は、カナダ、米国、中国、ロシアの低炭 

素モデルの研究者が参加した「国内気候政策を促進する要因となる国際協定について」という 

題目の議長を務め、議論をリードした。  

[3]須藤智徳アフリカ開発銀行民間セクタースペシャリスト、国際協力機構専門家は、途上国の発 

展過程において高炭素強度による固定化を防ぐために必要なインフラ対策の課題について発表 

を行なった。  

[4]地球環境戦略研究機関明日香壽川気候変動グループ・ディレクターは、フクシマ後の日本のエ 

ネルギー・気候政策の変遷についてのプレゼンテーションを行った。  

[5]東京都環境局都市地球環境部国際環境協力課鈴木研二課長は、都市におけるインフラ及び建築 

セクターにおけるCO2削減の先進的な取組として、東京都の排出量取引及び東京都建築物環境計 

画書制度に関する活動を紹介した。  



[6]環境省大臣官房梶原成元審議官は、LCS-RNet年次会合一日目の総まとめとなるラウンドテーブ 

ルのパネリストとして、日本の温暖化対策（基本法とロードマップ、二国間クレジット）を紹 

介するとともに、ダーバンに向けた展望に関するディスカッションを行なった。  

[7]環境省地球環境局研究調査室佐々木緑室長補佐は、低炭素社会に向けた政策手法と行動変化に 

ついて討議する最終セッションに登壇し、日本がアジアの途上国で実施してきた低炭素発展研 

究の基盤形成に向けた取組みを紹介した。 

 また、その後の討議にて、そろそろG20を視野に入れて積極的に低炭素発展研究の基盤を途上国 

において形成するための協力を考えて行く時期に来ていることを指摘した。  

３．今後の予定 

・来年度も年次会合を開催する予定。開催国は現在検討中。  

・平成21年度以来重ねてきた研究者会合や政策決定者との対話などを通じて集積した知見をIPCC第五 

次評価報告書へインプットすること等を目指し、低炭素社会研究に関するジャーナルの特集版を平成 

24年度に出版の予定。 

 

担当：環境省地球環境局総務課研究調査室 松澤、佐々木、小早川 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14369 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会（第49回）の開催について（お知らせ） 

 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会（第49回）を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24日（月） 13：00～15：00  

２.場所 東海大学校友会館 阿蘇の間 

      （東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル35階）  

３.議題（予定） 

○東日本大震災により生じた災害廃棄物等の処理について  

○使用済み電気電子機器の不適正な海外流出防止対策等について  

○その他  

４.傍聴の手続 

 公開に関する具体的な取扱いは、以下のとおりですので、傍聴を希望される方は、これに沿って必 

要な手続等を行ってください。  

(1)傍聴希望者は、10月21日（金）12：00（必着）までに傍聴希望者ごとに電子メールにてお申し込 

みください。 

 （申込みは電子メールのみとさせていただきます。）なお、件名を「廃棄物・リサイクル部会傍聴 

希望」としていただき、住所、氏名、所属、電話番号を御記入の上、hairi-kikaku@env.go.jpまでお 

申し込みください。  

(2)傍聴希望者数が多数あった場合は、抽選により傍聴できる方を選定することといたします。  

(3)傍聴の可否につきましては、メールで御連絡いたしますので、傍聴ができる旨の連絡を受け取っ 

mailto:hairi-kikaku@env.go.jp


た方は、部会当日、 

 受付にて返信メールを印刷したもの及び身分を証明するものを御提示ください。  

(4)傍聴者は、別紙に掲げる事項を遵守してください。遵守されない場合には、御退場いただく場合 

があります。 

  

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課  坂川、細川、池島 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14348 

 

 

＊中央環境審議会地球環境部会第９７回の開催について 

 中央環境審議会地球環境部会第９７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１１月１日（火）９：３０～１２：００  

２．場所：東海大学校友会館 『阿蘇の間』 

      東京都千代田区霞が関３－２－５霞が関ビル３５階 

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

３．議題： 

（１）東日本大震災を踏まえた今後の低炭素社会に向けた方針について 

（２）今後のスケジュールについて  

（３）その他  

４．傍聴： 

 本会は公開です。傍聴を希望の方は、傍聴登録を行ってください。申し込みの際は、「中央環境審 

議会地球環境部会第９７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２６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９７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２６ 

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９７回事務局 

担当：中川・星野・中村 

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


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=14343 

 

 

＊中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済 

製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会（第7回）の開催について 

 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金 

属の再生利用に関する小委員会（第7回）を開催します。  

 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31日（月）15：00～18：00  

場所：全国都市会館 ２階 大ホール 

    （東京都千代田区平河町２－４－２）  

議題（案）： 

（1）前回小委員会の意見と対応  

（2）使用済小型電気電子機器の回収方法  

（3）不適正な海外流出の防止方法  

２．傍聴の手続等 

(1)傍聴希望者は、10月27日（木）15：00までに、住所・氏名・所属・連絡先（電話番号、ＦＡＸ番 

号）を明記の上、下記宛先まで、電子メール又はＦＡＸにて登録ください。なお、件名は必ず「第 

7回小型家電小委員会傍聴希望」としてください。 

  また、報道関係者でカメラ撮影をご希望の方は別途担当者まで御連絡ください。冒頭のみカメラ 

撮り可とします。  

【傍聴希望申込先】 

宛先：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  

TEL：03-5501-3153 FAX：03-3593-8262  

E-Mail：hairi-recycle@env.go.jp  

(2)傍聴希望者数が多数あった場合は、抽選により傍聴できる方を選定することといたします。  

(3)傍聴の可否につきましては、電子メールでお申し込みの場合は返信メール、FAXでお申し込みの場 

合は別途御連絡いたしますので、傍聴ができる旨のメール等の連絡を受け取った方は、当日、会 

場への入場の際、返信メールを印刷したもの等及び身分を証明するものを御提示ください。  

(4)傍聴者は、別紙に掲げる事項を遵守してください。遵守されない場合には、御退場いただく場合 

があります。  

 

 

mailto:chikyu-ondanka@env.go.jp
mailto:hairi-recycle@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リサイクル推進室 森下、杉村、湯本、佐藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14350 

 

 

☆環境コミュニケーション関係  

＊環境コミュニケーション・シンポジウムの開催について 

 環境省、サステナビリティ・コミュニケーション・ネットワーク（NSC）、（財）地球・人間環境フォ 

ーラムの共催により、「環境コミュニケーション・シンポジウム」を、平成23年12月１日（木）13時30 

分より、ニューピアホール（東京都港区海岸）にて開催します。  

【環境コミュニケーション・シンポジウム】 

テーマ：戦略的環境経営と情報開示 

     ～「バリューチェーンを通じた環境課題への対応とステークホルダー・エンゲージメント」 

～  

日時：平成23年12月１日（木） 13：30～17：00  

会場：ニューピアホール（東京都港区海岸1-11-1 ニューピア竹芝ノースタワー1F）  

（概要） 

 我が国の経済環境は、尐子高齢化や消費意欲の伸び悩みなどの原因に加え、東日本大震災によ 

る甚大な被害が加わり厳しい状況となっています。また昨今では、新興国を中心とした世界経済 

の回復基調の鈍化、円高や資源制約などの影響もあり、先行きの不透明な状況が続いています。 

 そのような中、本年８月５日に閣議決定された「日本再生のための戦略に向けて」において、 

革新的エネルギー・環境戦略や空洞化防止・海外市場開拓などが、日本再生に向けた戦略の方針 

として掲げられ、震災からの復興に全力で取り組むと同時に、経済成長力を含む日本全体の再生 

にも足取りを緩めることなく取り組んでいく必要があるとされております。 

 世界的に環境問題が深刻化する中、グリーンイノベーションなどの環境課題への取組は、我が 

国の再生と成長のために、さらに重要になるものと考えられます。 

 将来を見据えた場合、個々の企業が環境課題に真摯に取り組むことが、企業の持続可能性につ 

ながり、ひいては日本の経済競争力を高める基盤になっていくものと思われます。 

 そして、そのために、個々の企業が原料調達から廃棄までのバリューチェーン全体を視野にお 

いて、社会から求められる重要な環境課題に戦略的に対応していく環境経営が益々肝要となって 

きます。 

 さらに、その環境経営の全容を適切に開示することにより、ステークホルダーとの対話（エン 

ゲージメント）を進め経営に還元していくことが、更なる競争基盤の確立には不可欠となってき 

ます。 

 こうした点を考慮に入れ、「戦略的環境経営と情報開示～バリューチェーンを通じた環境課題 

への対応とステークホルダー・エンゲージメント～」をテーマとしたシンポジウムを開催します。  

 基調講演には、積水化学工業株式会社 取締役相談役 大久保尚武氏をお迎えし、“環境経営” 

について、お話いただきます。 

続いて、上智大学 経済学部教授 上妻義直教授に、環境経営の方向性と環境情報開示の国際 

的動向に関してご講演いただきます。 



その後、企業関係者、有識者によるバリューチェーンを通じた環境経営をテーマとしたパネルデ 

ィスカッションを行います。  

 企業の環境・CSRご担当様はもとより、環境を軸とした企業の戦略的経営や環境報告の動向につ 

いてご関心のある皆様にご参加いただければ幸いです。 

 なお、今回のシンポジウムに参加された皆様には、事業者の優れた環境報告事例を取りまとめ 

た冊子「平成22年度 環境報告 優良事例集」を配布いたします。  

（プログラム 予定） 

13：30～13：40 開会挨拶 環境省  

13：40～14：20 基調講演 積水化学工業株式会社 取締役相談役 大久保 尚武氏 

       「積水化学グループの環境経営～エコノミーとエコロジーの両立を目指して」（仮 

        題）  

14：20～14：50 講演 上智大学 経済学部教授 上妻 義直氏 

               「環境経営の方向性と環境情報開示の国際的動向」（仮題）  

14：50～15：10 休憩  

15：10～16：50 パネルディスカッション  

（テーマ） 

バリューチェーンを通じた環境課題への対応とステークホルダー・エンゲー 

ジメント  

〔パネリスト〕（予定・五十音順） 

赤羽 真紀子氏（CSRアジア東京事務所 日本代表）  

佐野 由利子氏（味の素株式会社 環境・安全部 主任）  

竹ケ原 啓介氏（株式会社日本政策投資銀行 環境・CSR部長）  

冨田 勝己氏（パナソニック株式会社 環境本部 環境企画グループコミ 

ュニケーションチーム チームリーダー）  

野村 浩一氏（富士ゼロックス株式会社 CSR部 企画グループ長）  

〔コーディネーター〕  

後藤 敏彦氏（NSC代表幹事／環境監査研究会代表幹事）  

17：00 閉会  

【環境コミュニケーション・シンポジウムの申込み方法】 

・参加を希望される方は、下記サイトの応募フォームよりお申し込みください。 

※応募フォームの開設及び募集開始は、11月上旪より以下のHPにて開始予定です。 

URL：http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/report/sympo.html  

・参加申込締切は、平成23年11月28日（月）12：00と致します。  

・ただし、定員（500名）になり次第受付は締め切ります。  

【問い合わせ先】 

環境省 総合環境政策局 環境経済課 担当：諸田（もろだ） TEL：03-5521-8240  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、猿田、諸田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14346 

http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/report/sympo.html


 

 

☆家庭エコ診断関係  

＊「従業員に対する家庭エコ診断」参加事業者の公募について 

 環境省では、電力需給の逼迫を背景に推進されている事業活動のCO2削減・節電対策に加え、事業者が 

支援する従業員の家庭での取組について、その一助となる「家庭エコ診断」を今年度実施しておりまし 

た。この「家庭エコ診断」を10月20日（木）より引き続き募集することとなりました。今後は応募いた 

だいた方に、冬期の対策のための診断を行っていきます。 

 本診断は、環境省が派遣する診断員が、事業者の従業員の家庭のエネルギー使用状況、CO2排出状況等 

を診断し、各家庭に応じたCO2削減・節電のために有効な対策と、その費用や効果等に関する情報を提供 

し、事業者がこれまでの従業員に対する福利厚生、CSR活動等で取り組んでいるCO2削減・節電対策と併 

せて、対策実施を支援するものです。 

 また、一定期間後、実施に関する効果検証を行い、従業員の取組を各事業者の取組への貢献として、 

環境省において成果を取りまとめ、広報していく予定です。 

 効果的なCO2削減・節電対策のご検討に是非御活用ください。  

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=14347 

 

 

☆ASEAN３環境大臣会合関係  

＊第10回ＡＳＥＡＮ＋３環境大臣会合の結果について 

 第10回ASEAN+3環境大臣会合が10月19日（水）に、カンボジア・プノンペンにて開催され、我が国から 

は、鈴木正規環境省地球環境局長が出席しました。 

 会合では、日中韓3か国からASEANに対する協力につき報告が行われたほか、日中韓3カ国とASEANの間 

の環境協力の推進について議論が行われました。  

１．開催日：平成23年10月19日（水）  

２．開催場所：カンボジア・プノンペン（インターコンチネンタルホテル）  

３．参加国等： ASEAN諸国（ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマ 

ー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）、日本、中国、韓国、ASEAN事務局。議長は、モ 

ク・マレット・カンボジア環境大臣。我が国からは、鈴木正規環境省地球環境局長が出席。  

４．会議の概要 

(1)モク・マレット・カンボジア環境大臣の開会の挨拶に続き、日本、中国、韓国よりそれぞれ挨拶 

を行った。  

(2)我が国からは、震災対応、生物多様性をはじめとする国内の取組、環境都市プログラム等のASEAN 

との環境協力、アジア３R推進フォーラムや東アジア酸性雤モニタリングネットワーク（EANET）、 

二国間オフセット・クレジット・メカニズム等のアジアを中心とした環境協力を推進していること 

を紹介した。  

(3)ASEANと日中韓３カ国が参加する協力について、我が国が積極的に支援を行っている生物多様性の 



保全と持続可能な利用のための分類学とガバナンスの能力構築に関するプロジェクト等につき進 

捗の確認と今後の取組の方向性について議論が行われた。 

 また、新たなASEAN+3の協力に関する議論では、ブルネイからASEAN+3の青年会合の開催が提案され 

るとともに、我が国からアジア低炭素社会開発ネットワークの構築を提案し、引き続きASEAN+3各 

国が協力していくことで一致した。  

(4)日本、中国、韓国各国とASEANとの協力のレビューを行った。  

・我が国からは、本年9月に行われた日ASEAN環境協力対話の結果を報告するとともに、日・ASEAN 

統合基金（JAIF）を活用した水需要管理ワークショップ開催とASEAN環境モデル都市プログラム 

について、それぞれの実施担当国であるタイ及びインドネシアから報告が行われた。  

・中国は、中ASEAN環境協力センターの開設、中ASEAN環境協力行動計画、及び中ASEANキャパシテ 

ィービルディング協力について報告を行った。  

・韓国は、東南アジア熱帯地域における森林回復プロジェクト、韓アジア・グリーンビジネスパ 

ートナーシップ、韓ASEAN・気候変動適応パートナーシップ、及び韓ASEAN天然ガス車両フォー 

ラムについて報告を行った。  

(5)ASEAN各国からは、日中韓3カ国の協力に感謝の意が示されるとともに、今後も3カ国の協力を期待 

する旨の発言があった。  

(6)次回のASEAN+3環境大臣会合は、2012年タイにおいて開催することを確認して閉会した。  

(7)なお、今次会合にあわせ、来年6月に開催される予定のRio+20について、各国間の意見交換会が国 

連環境計画（UNEP）の主催で開催された。  

 

担当者：環境省地球環境局国際連携課国際協力室 新田、長谷川、溝口、野口 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14349 

 

 

☆グリーンカーテンPROJECT関係  

＊「グリーンカーテンPROJECT 2011」フォトコンテストの結果について 

 チャレンジ２５キャンペーン(環境省)では、夏の節電・CO2削減対策としてゴーヤやアサガオなどの植 

物を育てて作る「グリーンカーテン」を推進する『グリーンカーテンPROJECT 2011』で、「グリーンカ 

ーテンフォトコンテスト」を開催しました。 

 今般、厳正なる審査の結果、全国から届いた900点以上の作品の中から、自分の育てたグリーンカーテ 

ンのかたち、設置場所などにこだわったアイデア部門、グリーンカーテンやその収穫物などをテーマに 

したフォトアート部門それぞれについて、最優秀賞1作品、優秀賞5作品を決定いたしましたので、下記 

のとおり、お知らせします。  

 

担当者：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=14354 

 

 



☆環境影響評価法関係  

＊環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会（第６回）の開催につ 

いて 

 「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会（第６回）」を11月14日（月）に開 

催します。なお、検討会は公開で行います。  

１．環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会（第６回）の開催について 

（１）日時：平成23年11月14日（月）17：00～19：30  

（２）場所：経済産業省別館９階944号会議室 

      〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1 

      TEL 03-3501-1511  

（３）議題（仮） 

（１）前回改正以降の環境影響評価の実施状況について  

（２）前回改正以降の主な環境保全施策の動向について  

（３）現行の基本的事項の点検に関する検討  

（４）その他  

２．会合の傍聴 

 本会合は公開です。 

 傍聴を御希望の方は、電子メール又はFAXにて、平成23年11月7日（月）必着で、以下の連絡先まで 

お申し込みください。  

申込記入事項：住所、氏名、勤務先、電話番号、傍聴券の送付先（電子メールアドレス又はFAX番号） 

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

一般傍聴定員：50名程度（定員を超えた場合は抽選とさせていただきます）  

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

で、当日必ずお持ちください。  

※当日取材を希望される報道関係者につきましても、同様にお申し込みください。 

 また、カメラ撮りを希望される場合、その旨も併せて御登録をお願いします。（カメラ撮りについ 

ては、会議の冒頭のみでお願いします。また、必ず自社腕章を携帯願います。）  

※申し込みの際に記入いただいた個人情報は、環境省保有個人情報管理規定に基づいて取り扱い、 

 「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会」傍聴者の管理、傍聴券の発行以 

外に使用することはありません。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境影響評価課 上杉、上田、佐藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14356 

 

 

☆農薬取締法関係  

＊水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値（案）に対する意見の募集について 

 この度、農薬取締法に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値を新たに8農薬について 

設定することとし、その案を作成しました。 



 本案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成23年10月24日（月）から11月24日 

（木）までパブリックコメントを実施いたします。  

１．背景 

 農薬取締法第３条第２項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを判断 

する際の基準（農薬登録保留基準）を定めて告示することになっています（参考１参照）。 

 今般、新たに8農薬（アメトクトラジン、キザロホップエチル、酸化フェンブタスズ、デシルアル 

コール、トリフロキシストロビン、ビスピリバックナトリウム塩、プレチラクロール、ベンジルアミ 

ノプリン）の水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値を設定することについて、広く国民の 

皆様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。  

２．意見募集の対象 

水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値（案）  

添付資料 

（別紙）水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値（案）  

（参考１）農薬の登録制度及び農薬登録保留基準について  

（参考２）水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料（アメトクトラジ 

ン、キザロホップエチル、酸化フェンブタスズ、デシルアルコール、トリフロキシストロビン、 

ビスピリバックナトリウム塩、プレチラクロール、ベンジルアミノプリン）  

３．意見募集要領 

（１）意見募集期間 平成23年10月24日（月）から11月24日（木）17：00まで 

            （※郵送の場合は同日必着）  

（２）意見提出方法 

 次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で（３）の提出先へ提出 

してください。 

 なお、電話での意見提出はお受けいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。  

（注意事項） 

・御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子 

メールアドレスを除き、 すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。  

・皆様から頂いた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願い 

ます。  

・御意見の対象となる改正案の該当個所を明記してください。締切日までに到着しなかった場 

合や御記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせてい 

ただくことがあります。  

・御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等 

の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせてい 

ただくこともあります。 

      ※電子メールにて提出される際は、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してくだ 

さい（添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。）。  

（３）意見提出先 

中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局 

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 あて  



〔1〕電子メールの場合 mizu-noyaku@env.go.jp  

〔2〕ファックスの場合 03-3501-2717  

〔3〕郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

※郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「水産動植物の被害 

防止に係る農薬登録保留基準値（案）に対する意見」と記載してください。  

４．資料の入手方法 

（１）中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局において配布 

場所：東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎第５号館23階 

    環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室  

（２）インターネットによる閲覧 

・環境省ホームページ http://www.env.go.jp/info/iken.html  

・電子政府の総合窓口［e-Gov］ http://www.e-gov.go.jp/index.html  

（３）郵送による送付 

 郵送による送付を希望される方は、140円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏

名を明記した返信用封筒（Ａ４版の冊子が折らずに入るサイズのもの）を同封の上、「『水産動 

植物の被害防止に係る農薬登録保留基準値（案）について』に対する意見募集関係資料希望」と 

封筒表面に明記し、上記「３.(３)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。 

 切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御 

了承願います。  

５．問い合わせ先 

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 担当：平林、鈴木 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ：03-3581-3351(内線6643) 

ＦＡＸ：03-3501-2717 

電子メール：mizu-noyaku@env.go.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務 

局 西嶋、吉川、平林 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14358 

 

 

＊水質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）に対する意見の募集について 

 この度、農薬取締法に基づく水質汚濁に係る農薬登録保留基準値を新たに８農薬について設定するこ 

ととし、その案を作成しました。 

 本案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成23年10月24日（月）から11月24日 

（木）までパブリックコメントを実施いたします。  

１．背景 

 農薬取締法第３条第２項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを判断 

する際の基準（農薬登録保留基準）を定めて告示することになっています（参考１参照）。 

mailto:mizu-noyaku@env.go.jp
http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.e-gov.go.jp/index.html
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 今般、新たに８農薬（アセタミプリド、スピロテトラマト、トルフェンピラド、ビフェナゼート、 

ピメトロジン、ピリダリル、ピリベンカルブ、ブトルアリン）の水質汚濁に係る農薬登録保留基準値 

を設定することについて、広く国民の皆様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。  

２．意見募集の対象 

水質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）  

添付資料 

（別紙）水質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）  

（参考１）農薬の登録制度及び農薬登録保留基準について  

（参考２）水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 

     （アセタミプリド、スピロテトラマト、トルフェンピラド、ビフェナゼート、ピメト 

ロジン、ピリダリル、ピリベンカルブ、ブトルアリン）  

３．意見募集要領 

（１）意見募集期間 平成23年10月24日（月）から11月24日（木）17：00まで 

            （※郵送の場合は同日必着）  

（２）意見提出方法 

 次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で（３）の提出先へ提出 

してください。 

 なお、電話での意見提出はお受けいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。  

（注意事項） 

・御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子 

メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。  

・皆様から頂いた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願い 

ます。  

・御意見の対象となる改正案の該当個所を明記してください。締切日までに到着しなかった場 

合や御記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせてい 

ただくことがあります。  

・御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等 

の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせてい 

ただくこともあります。  

    ※電子メールにて提出される際は、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください 

      （添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。）。  

（３）意見提出先 

中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局 

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 あて  

〔1〕電子メールの場合 mizu-noyaku@env.go.jp  

〔2〕ファックスの場合 03-3501-2717  

〔3〕郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

※郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、 

 「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値（案）に対する意見」と記載してください。  

mailto:mizu-noyaku@env.go.jp


４．資料の入手方法 

（１）中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局において配布 

場所：東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎第５号館23階 

    環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室  

（２）インターネットによる閲覧 

・環境省ホームページ http://www.env.go.jp/info/iken.html  

・電子政府の総合窓口［e-Gov］ http://www.e-gov.go.jp/index.html  

（３）郵送による送付 

 郵送による送付を希望される方は、140円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏 

名を明記した返信用封筒（Ａ４版の冊子が折らずに入るサイズのもの）を同封の上、「『水質汚 

濁に係る農薬登録保留基準値（案）について』に対する意見募集関係資料希望」と封筒表面に明 

記し、上記「３.(３)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。 

 切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御 

了承願います。  

５．問い合わせ先 

環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 担当：三好、根岸 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ：03-3581-3351(内線6642) 

ＦＡＸ：03-3501-2717 

電子メール：mizu-noyaku@env.go.jp  

 

担当者：環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事 

務局 西嶋、吉川、三好 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14359 

 

 

☆グリーン・マーケット関係  

＊「グリーン・マーケット＋（プラス）研究会（第４回）」の開催について 

 市場の更なるグリーン化に向け、既存の施策を再評価しつつ、今後の関連施策の強化・充実の方向性 

を示すため、グリーン・マーケット＋（プラス）研究会の第４回会合を開催します。なお、会議は公開 

で行います。  

１．日時 平成23年11月２日（水） 15：00～17：00  

２．場所 〒102-0093 東京都千代田区平河町２－４－３ 

      ホテルルポール麹町 ３階「マープル」 

      <http://www.leport.jp/>  

３．議題（予定） 

（１）中間取りまとめを受けた環境省の取組について  

（２）消費者アンケート及び事業者ヒアリングついて（追加分）  

（３）市場の更なるグリーン化に向けて（取りまとめ案）  

http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.e-gov.go.jp/index.html
mailto:mizu-noyaku@env.go.jp
http://www.leport.jp/


４．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「グリーン・マーケット＋研究会（第３回） 

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]電話番号、[5] 

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10月31日(月)17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。 

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。なお、会場の都合から傍聴希望が多数 

の場合は抽選とさせていただきます。 

抽選の結果、傍聴いただける方には、傍聴券を送付しますので、当日御持参ください。傍聴いただけ 

ない方には、その旨の御連絡をいたします。  

５．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。取材を御希望の方は、件名に「グリーン・マーケ 

ット＋研究会（第４回）傍聴希望取材希望」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]電話番号、[5]カメラ撮りの有無、[6]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10月31日（月）17時までに以下の連絡先に電子メール又はＦＡ 

Ｘ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。  

【連絡先】 

「グリーン・マーケット＋（プラス）研究会」事務局 

株式会社三菱総合研究所 

 環境・エネルギー研究本部 地球温暖化対策戦略グルーフ° 

TEL：03-6705-6143 FAX：03-5157-2146 E-mail：green-market@mri.co.jp 

担当：岩田、橋本、糸田  

※個人情報の取り扱いについては添付の「個人情報のお取扱いについて」をご確認ください。 

 

担当者：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、内藤、福井 

     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、平尾、江藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14362 

 

 

☆エコツーリズム関係  

＊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（第２次公募分） 

及び第３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、今般、下記の２件の事業を採択（第２次公募分）しました。 

 なお、本日から本事業の第３次公募を開始しますので、お知らせします。  
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担当者：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=14366 

 

 

☆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/ 

 

 


