
☆生物多様性関係  

＊「農林水産省生物多様性戦略の見直し案」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、有識者による「農林水産省生物多様性戦略検討会」を開催し、「農林水産省生物多様性戦略 

の見直し案」を作成しました。 

 そこで、平成23年11月1日(火曜日)から平成23年11月30日(水曜日)までの間、国民の皆様から見直し案につい 

ての意見・情報を募集します。 

1.意見公募の趣旨・目的・背景 

  農林水産省は、平成19年7月に農林水産省生物多様性戦略を策定し、生物多様性保全をより重視した施 

策を総合的に展開してきました。 

  一方、戦略の策定後、国内においては平成20年に生物多様性基本法、昨年12月には生物多様性地域連携 

促進法が制定され、国際的には、昨年10月、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 

(COP10)において、生物多様性の保全に関する今後の世界目標となる戦略計画2011-2020・愛知目標等が 

決定されるなど、大きく情勢の変化がありました。 

  このため、我が国の農林水産業、農山漁村が有する生物多様性の保全等の機能をより一層発揮する観点 

から、有識者による農林水産省生物多様性戦略検討会を開催し、現行戦略の見直し案を作成しましたの 

で、本案について広く国民の皆様から意見・情報を募集します。 

2.意見・情報の募集 

 「農林水産省生物多様性戦略の見直し案」について、国民の皆様からご意見を募集します。 

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=550001431&Mode=0 

また、資料は、農林水産省 大臣官房 環境政策課においても配付しています。 

(1)期限 

平成23年11月30日(水曜日)(郵便の場合は当日消印有効) 

(2)提出方法 

次の(ア)から(ウ)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 

電子政府の総合窓口（e-Gov）にて掲載しております、意見・情報の募集より送信可能です。 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000080586 

(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 大臣官房 環境政策課 保全対策班 林、大木宛て 

(ウ)ファクシミリによる提出の場合 

宛先の番号：03-3591-6640 

担当者：農林水産省 大臣官房 環境政策課 保全対策班 林、大木宛て 

(3)提出に当たっての留意事項 

・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・年齢・職業を、法人は法 

人名・所在地を明記して下さい。 

・これらは、公表する場合もありますので、御了承願います（公表の際に匿名を希望される場合は、意 

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001431&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000080586


見提出時にその旨書き添えて下さい。 

・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。なお、これ 

らの情報はご意見等の内容に応じ、農林水産省内の関係部署、関係府省等に転送することがあります。）  

・なお、電話での意見・情報はお受けしませんので御了承願います。  

 

担当：農林水産省大臣官房環境政策課保全対策班 林、大木 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/111101.html 

 

 

＊バーゼル条約第10回締約国会議（COP10）の結果概要について 

 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）が開催されました。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の決定案が採択さ 

れました。  

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.出席者 

 会議には、各国政府代表の他、国際機関、NGO、その他のオブザーバーが出席し、約300名が出席し 

ました。 

 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 

した。  

4.主な議題 

・ カルタヘナ宣言 

 有害廃棄物等の発生防止、最小限化、リサイクルに関するカルタヘナ宣言が採択されました。 

 締約国は、バーゼル条約の原則や過去の締約国会議で採択された決議を基に、バーゼル条約地域セ 

ンターや関係する国際機関と連携しながら、有害廃棄物等の発生防止、最小限化、リサイクルに取 

り組んでいくことを宣言しました。  

・ 新戦略フレームワーク 

 2012年から2021年のバーゼル条約における各種活動の基本方針として、ビジョン、指針、戦略目標 

と目的、実施手段、達成度・評価指針を含めた新戦略フレームワークが採択されました。今後、各 

締約国等はこの新戦略フレームワークを基本として、条約における種々の活動等を行うこととなり 

ました。  

・ 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（CLI） 

 CLIが策定したオムニバス決議（バーゼル条約95年改正発効に向けた取組（発効条件：改正案採択 

当時の締約国数の３／４批准）、環境上適正な管理（ESM）に関する基準・ガイドラインの策定、 

バーゼル条約地域センターの強化等）が採択されました。 



 ESMに関するガイドラインの策定に関しては、我が国がリード国として作業を進めていくことを表 

明しました。  

・ 技術ガイドライン（水銀廃棄物の環境上適正な管理等） 

 我が国が2007年よりリード国として策定作業を進めてきた、水銀廃棄物の環境上適正な管理に関す 

る技術ガイドライン等が採択されました。国際的な技術ガイドラインとして、各締約国等で活用さ 

れる見込みです。  

・ 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３条約間の連携を 

今後も推進されることが決議されました。  

・ バーゼル条約実施のための能力開発 

 有害廃棄物（電気電子機器廃棄物（E-waste）、鉛蓄電池等）の環境上適正な管理、廃棄物発生の 

最小化、廃棄物管理に関する意識啓発活動等を今後も継続的に行っていくことが採択されました。 

なお、我が国はE-wasteのサイドイベントにおいて、我が国が2005年より行っているアジア太平洋 

地域におけるE-wasteの環境上適正な管理に関するプロジェクトについて報告を行いました。  

・ 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）PACEの作業グループで行われているコンピュータ機器廃棄物に関するプロジェクト等に 

関して、今後も継続的に行っていくことが採択されました。  

 

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=14368 

 

 

＊国連持続可能な開発会議（リオ＋20）成果文書への日本政府インプット 

  10月31日（NY時間）,我が国は，2012年6月4日～6日までの3日間、リオデジャネイロ（ブラジル）に 

おいて開催される「国連持続可能な開発会議（リオ＋20）」に向け,国際連合事務局に対し，成果文書 

への日本政府インプット（提案）を提出します。  

１．リオ＋20には各国から首脳レベルの出席が見込まれており，[1]持続可能な開発及び貧困根絶の 

文脈におけるグリーン経済，[2]持続可能な開発のための制度的枠組み，の２つのテーマに関する 

政治的文書が合意されることが期待されています。  

２．本インプットにおいて，我が国は，グリーン経済への移行に向けての道程を提案しているほか， 

我が国として深い知見を有する９つの主要セクターに関する提案を行っています。また，制度的枠 

組みに関しては，組織の改編ありきではなく，現在の問題点を明確にした上で対応策を検討するこ 

とを強調しています。  

３．本インプットは，他の国やステークホルダーからのインプットとともに，リオ＋20成果文書の草 

案の基礎となります。 

 来年１月以降，ニューヨークにおいて成果文書の交渉が行われます。  

 

担当者：環境省地球環境局国際連携課 塚本、清野、小高 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14393 



 

 

☆省エネ関係  

＊冬季の省エネルギー対策について～１１月から３月は冬季の省エネキャンペーン～ 

本件の概要 

 １１月から３月までの期間において、冬季の省エネルギー対策を促進するため、省エネルギー・省資 

源対策推進会議省庁連絡会議を開催し、「冬季の省エネルギー対策について」を決定しました。 

冬は暖房等、エネルギー消費が大きく増加する季節です。 

暖房が過度にならないよう気をつける等の省エネルギー対策を実践しましょう。 

 

担当者：資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/11/20111101001/20111101001.html 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議（第３回）の開催について 

 わが国の温室効果ガスの排出削減のためには、排出量が増大している民生部門（家庭・業務）におけ 

る取組を一層充実・強化することが必要です。このため、国土交通省、経済産業省、環境省が連携して、 

「低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議」を設置し、住宅・建築物における取組について、住 

まいのあり方や住まい方を中心に、低炭素社会に向けた広範な取組と具体的施策の立案の方向性等を検 

討しています。 

 第３回会議を以下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。  

（１）開催日時等 

○日時：平成23年10月31日（月）午前9：30～午前11：30  

○場所：中央合同庁舎第3号館（国土交通省）10階国土交通省共用会議室A  

○議事： 

（１）東日本大震災による民生部門への影響と電力需給対策  

（２）「低炭素社会に向けた住まいと住まい方」の推進方策について 中間とりまとめ（案）  

（３）その他  

（２）備考 

○本会議は公開で行います。また、カメラ撮りは、会議の冒頭（議事に入るまで）のみ可能です。  

○傍聴を希望される場合は、10月28日（金）13時までに、Eメール又はFAXにより、以下の事項を登録 

してください。 

 各社、各団体1名でお願いします。（郵送、電話による受付はしておりません。また、締切りを過 

ぎてからの登録は一切無効とさせていただきます。）希望者多数の場合は抽選とし、「傍聴可」の 

方にのみ10月28日（金）19時までに事務局から御連絡致します。「傍聴可」の方は、事務局から連 

絡をさせていただいたFAX又はメールを開催日当日にお持ちいただき、受付時に御提示下さい。御 

提示がない場合は、傍聴をお断りすることがございます。  

＜登録先＞FAX番号：03-3580-1382、Email：chikyu-ondanka@env.go.jp  

mailto:chikyu-ondanka@env.go.jp


＜登録事項＞傍聴希望者の氏名、所属、電話番号 

（タイトルに「低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議傍聴希望」と記載してください。）  

○会議資料及び議事内容は、後日ホームページで公開する予定です。  

 

担当：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=14371 

 

 

＊温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」（GOSAT）による観測データを用いた全球の月 

別・地域別の二酸化炭素吸収排出量の推定について 

 環境省、（独）国立環境研究所、及び（独）宇宙航空研究開発機構は、温室効果ガス観測技術衛星「い 

ぶき」（GOSAT(ゴーサット)、平成21年1月23日打上げ）プロジェクトを推進していますが、今般、「い 

ぶき」による観測データと地上観測データとを用いて、全球の月別・地域別の二酸化炭素吸収排出量（正 

味収支）の推定及び推定結果の不確実性（推定誤差）の算出を行いました。この結果、「いぶき」デー 

タを導入することで、従来の地上観測データのみから算出される推定値における不確実性が低減される 

ことが示されました。 

 本研究成果は、10月29日に日本気象学会のオンライン論文誌「SOLA」に掲載されます。 

 今後、これらの推定結果を、「いぶき」研究公募における当該分野の関連研究者に対して提供し、研 

究者による評価・比較・確認後に、必要に応じて改良を加えたデータの一般提供を開始する予定です。  

１．今回の「いぶき」（GOSAT）による成果の概要 

(1)二酸化炭素吸収排出量（正味収支）の推定の精度向上 

 「いぶき」による二酸化炭素の観測濃度データと、地上測定ネットワークデータ（注１）の平 

成21年観測分の公表値とを併せて利用し、平成21年6月から平成22年5月までの12カ月分の全球の 

月別・64地域別の二酸化炭素吸収排出量（正味収支）を算出しました。 

 この結果から、月別・地域別の二酸化炭素吸収排出量（正味収支）の推定値に関する不確実性 

が、地上観測データに「いぶき」観測データを加えることで、従来よりも大幅に（地域によって 

は年平均値で最大で50％程度）低減されることがわかりました（詳細については別紙参照）。 

 全球の二酸化炭素収支に関し、衛星データの有用性を定量的に実証する成果は、世界で初めて 

のものです。 

 この「いぶき」観測データの有用性に関する研究成果は学術論文として、10月29日に日本気象 

学会のオンライン論文誌「SOLA」に公表されます（注２）。  

(2)今回の二酸化炭素吸収排出量（正味収支）の推定からわかること 

[1]地上観測データに「いぶき」観測データを加えることで、月別・地域別の二酸化炭素吸収排出 

量（正味収支）の推定値に関する不確実性が、従来よりも大幅に低減される。「いぶき」によ 

る継続的観測と今後のデータ処理プロセスのさらなる向上によって、月別・地域別の正味収支 

の変化をモニタリングできると期待される。  

[2]特に、地上観測点の空白域である单米・アフリカ・中近東・アジアなどの領域における、二酸 

化炭素収支推定値の不確実性は、「いぶき」観測データを加えることによって年平均値で最大 

50％程度減尐した。  



[3]北半球の夏季に北半球高緯度地帯で大きな吸収（植物による光合成の効果）、冬季に排出（植 

物による呼吸の効果）となる傾向が見られ、従来の知見とほぼ同様の結果が見られた。「いぶ 

き」による継続的観測と今後のデータ処理プロセスのさらなる向上で、気候変動による陸域生 

態系の吸収排出量の変化の早期検出が期待される。  

[4]解析を行った1年間の二酸化炭素全球収支は、同期間の地上観測データが示す二酸化炭素濃度 

増加率から求めた値とほぼ同様の４[GtC/年]程度となっている。この収支の値の妥当性や化石 

燃料消費による人為起源や自然起源の寄与については今後更に確認を行う。  

[5]「いぶき」観測データを加えることで、地上観測データのみを用いて推定した二酸化炭素収支 

と比較して、月・地域によっては異なる推定結果が得られており、今後「いぶき」観測データ 

の利用研究を進めることにより現象の理解が深まるものと期待される。  

２．今後の予定 

(1)海外の研究機関、研究者による評価・確認 

 今回求めた月別の全球64地域における正味収支の推定結果は、「いぶき」の研究公募により採 

択された関連研究者等に提供するとともに、海外他機関による同様の解析結果との比較などを通 

して、その妥当性について評価・確認を行うこととしています。 

 また、国際学会への発表などを通して、世界の関連分野の研究者による評価・確認を経ること 

としています。その結果をもとに、必要に応じてデータ処理プロセスの改良をはかり、その後、 

これらの二酸化炭吸収排出量（正味収支）プロダクト（注３）およびそれに基づく全球の二酸化 

炭素濃度３次元分布プロダクト（注４）の一般提供を行う予定です。  

(2)「いぶき」後継機の開発 

 今回、「いぶき」の観測データの有用性が世界で初めて示されましたが、「いぶき」の特徴・ 

強みである、宇宙からの全球の多数点での観測を今後も継続し、炭素循環解明、地球環境監視、 

世界の気候政策への貢献をさらに充実させることが必要です。 

 このため、最短で平成28年ごろの打ち上げを目指して、さらに性能を向上させた後継機開発に 

ついて、環境省、NIES、JAXAで共同して検討を進めています。 

 後継機開発においては、観測データ数を大幅に増加させるために高度化されたFTSセンサの開発 

のほか、衛星データの解析アルゴリズムや収支推定モデルの改良と処理プロセスの高度化を行う 

予定です。 

 また、今後、米国等で二酸化炭素等の温室効果ガスの観測を専用で行う衛星の打ち上げが計画 

されていることから、衛星からの温室効果ガスの観測に関する国際的な連携や、協力についても、 

取り組んでいく予定です。  

【本件問い合わせ先】 

（今回の解析結果および「いぶき」衛星搭載センサデータについて）  

（独）国立環境研究所 地球環境研究センター 物質循環モデリング・解析研究室 

室長（国環研GOSATプロジェクトサブリーダー） 

 シャミル・マクシュートフ（Shamil Maksyutov） 

電話：029-850-2212  

（独）国立環境研究所 地球環境研究センター 衛星観測研究室 

室長（国環研GOSATプロジェクトリーダー） 横田 達也 

電話：029-850-2550  



（「いぶき」衛星、搭載センサ及び観測状況について）  

（独）宇宙航空研究開発機構 宇宙利用ミッション本部 衛星利用推進センター 

ミッションマネージャ 中島正勝 

電話：050-3362-6130  

（注１）米国海洋気象庁（NOAA）より公表されている二酸化炭素全球データ GLOBALVIEW-CO2。 

    （http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/globalview/co2/co2_intro.html参照） 

    別紙では「ＧＶデータ」と記す。  

（注２）日本気象学会のオンライン英文学術論文ＳＯＬＡ（Scientific Online Letters on the  

Atmosphere）。  

著者：H. TAKAGI, T. SAEKI, T. ODA, M. SAITO, V. VALSALA, D. BELIKOV, R. SAITO, Y. YOSHIDA,  

I. MORINO, O. UCHINO, R. J. ANDRES, T. YOKOTA, and S. MAKSYUTOV 

論文タイトル：On the benefit of GOSAT observations to the estimation of regional CO2  

fluxes 

掲載誌情報：SOLA, 2011, Vol. 7, 161-164, doi:10.2151/sola.2011-041  

（注３）「いぶき」の標準プロダクトである「レベル4Aプロダクト」として公表予定。  

（注４）「いぶき」の標準プロダクトである「レベル4Bプロダクト」として公表予定。全球2.5度メ 

ッシュ、6時間ごとの三次元濃度分布として提供する。  

 

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 

   (独)国立環境研究所地球環境研究センター物質循環モデリング・解析研究室長：シャミル・マク 

シュートフ（029-850-2212）  

                         衛星観測研究室長：横田 達也（029-850-2550）  

   (独)宇宙航空研究開発機構広報部報道グループ  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14376 

 

 

＊平成23年度環境技術実証事業 地球温暖化対策技術分野（照明用エネルギー低減技術 

（反射板・拡散板等））における実証試験要領の策定及び実証機関の公募の開始につい 

て 

 環境省では、平成23年度環境技術実証事業 地球温暖化対策技術分野（照明用エネルギー低減技術（反 

射板・拡散板等））の実証試験要領（第１版）を策定するとともに、実証機関の公募を開始しますので、 

お知らせします。  

１．背景 

 民生部門におけるエネルギー起源CO2の排出量は、我が国全体におけるCO2排出量の１／３を占めて 

おり、さらに東日本大震災の影響により逼迫する電力不足への対策の必要性も相まって、ビルや住宅 

における消費電力低減は重要な課題となっています。 

 中でも、ビルや住宅の照明に関する対策は重要です。これは、照明が、その電力消費量が建物全体 

の消費量に占める割合が大きく、また照明の消費電力低減は、発熱を抑えることで空調電力の低減に 

もつながり、対策することの効果が大きいからです。 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/globalview/co2/co2_intro.html


このことから、照明ランプだけでなく周辺設備や照明手法の工夫による総合的な照明の消費電力低減 

が必要となります。 

 特に、反射板、拡散板を用いた照明の効率化は、安価で比較的手軽に実施できる対策であり、ビル 

や住宅において幅広く導入することが可能です。 

 以上のことから、環境技術実証事業では、地球温暖化対策技術分野の一つとして、照明用エネルギ 

ー低減技術（反射板・拡散板等）を対象技術分野として、実証事業を実施することとし、本年度より 

検討及び実証を開始します。  

２．実証試験要領の策定について 

 平成23年度環境技術実証事業検討会 地球温暖化対策技術分野（照明用エネルギー低減技術（反射 

板・拡散板等））分野別ワーキンググループ会合（以下「WG会合」という。）での検討結果等を踏ま 

え、本技術分野の実証試験要領（第１版）を策定しました。 

実証試験要領は、本実証試験の対象技術や実施体制、実証項目、実証試験の方法、実証試験結果報告 

書の作成の手順等について定めたものです。詳細は環境技術実証事業ウェブサイト 

(http://www.env.go.jp/policy/etv/)から御覧いただくことができます。  

３．実証機関の募集 

 以下のとおり平成23年度環境技術実証事業 地球温暖化対策技術分野（照明用エネルギー低減技術 

（反射板・拡散板等））における実証機関の応募の受付を開始します。実証機関とは、実証対象技術 

の企業等からの公募及び審査・選定、実証対象とする技術の選定、実証試験計画の策定、実証試験の 

実施、実証試験結果報告書の作成、実証試験結果報告書の環境省への報告等を行う機関です。  

(1)応募の受付を開始する技術分野 

 応募の受付を開始する技術分野は、地球温暖化対策技術分野（照明用エネルギー低減技術（反 

射板・拡散板等））となります。 

本技術分野で取扱う技術については、「日常業務又は日常生活に求められる光環境の実現に必要 

なエネルギー消費量の低減」を目的とし、原則的に以下に示す原理を有する技術等とします。  

・反射板：光源の周辺に設置し、光源から発せられた光束を効果的に反射させることで、光源か 

ら発せられた光束のうち照明対象に届く割合を増やす、又は照度分布を調整する技術。  

・拡散板：光源の周辺に設置し、光源から発せられた光束を効果的に拡散させることで、照度分 

布を調整する技術。  

(2)応募の方法 

 本報道発表の添付資料より、申請書及び関係書類をダウンロードしていただき、必要事項を御 

記入の上、電子メール又は郵送により５．の宛先に提出してください。電子メールで提出する場 

合は、件名を「平成23年度環境技術実証事業 地球温暖化対策技術分野（照明用エネルギー低減 

技術（反射板・拡散板等））における実証機関応募・○○県／市／○○法人」としてください。 

なお、電子メールで受信可能な容量は、２MBまでです。 

 電子メールで送付することが難しい資料（パンフレット等）については５．の宛先まで郵送願 

います。  

(3)応募の受付期間 

 応募の受付期間は平成23年11月１日(火)から11月14日(月)17時(必着)とします。  

(4)審査 

 申請書類に基づき、WG会合において審査を実施します。本審査は、11月17日（木）を予定して 

http://www.env.go.jp/policy/etv/


おりますので、申請の際には、対応可能であることをご確認ください。なお、審査の結果は、す 

べての応募団体に対して通知します。  

(5)応募資格等 

・予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は 

被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある 

場合に該当する。  

・予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。  

・平成23年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」の「調査・研究」の競 

争参加資格を契約締結時点において取得している者であること。  

・「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領について（平成13年１月６日環境会第９号）」に 

基づく指名停止を応募時点において受けていない者であること。  

４．その他 

(1)申請書の作成及び提出にかかる費用は、申請者の負担とします。  

(2)申請書に虚偽の記載をした場合は、申請書を無効とする場合があります。  

(3)提出された申請書は、返却いたしません。  

５．応募先・お問い合わせ先 

環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室（担当：武部、金子） 

住所：〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 

電話：03-3581-3351（内線6243,6244）／03-5521-8239（直通） 

電子メール：etv@env.go.jp  

 

担当：環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室 長坂、武部、金子 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14392 

 

 

☆水質汚濁防止法関係  

＊水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しに係る環境省告示につい 

て 

 10月27日、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及び地下水の水質汚濁に係 

る環境基準（以下「水質環境基準健康項目」という。）の基準値の変更について告示します。 

 本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準 

の見直しについて（第３次答申）」（平成23年７月22日）を踏まえたものです。 

 本告示により、水質環境基準健康項目のうち、カドミウムの基準値が改正されます。  

１．水質汚濁に係る環境基準について 

 環境基本法（平成５年法律第91号）第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、 

人の健康の保護に関する環境基準については、公共用水域について27項目、地下水について28項目が 

定められています。  

２．改正の概要 

 カドミウムについて、基準値の見直しを行い、現行の0.01mg/Lから0.003mg/Lとします。（表１）  

mailto:etv@env.go.jp


 ３．施行期日 

平成23年10月27日  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、山本、安川 

   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=14372 

 

 

＊「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について  

 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、平成23年11月1日（亜鉛の暫定 

排水基準については平成23年12月11日）から施行されることになりましたので、お知らせいたします。 

 今回の省令改正は、1,1-ジクロロエチレンについて、排水基準を0.2mg／Ｌから1.0mg／Ｌに、地下水 

の浄化措置命令に関する浄化基準を0.02mg／Ｌから0.1mg／Ｌに改正するとともに、亜鉛について、現行 

の暫定排水基準が平成23年12月10日をもって適用期限を迎えることから、３業種について平成28年12月 

10日まで暫定排水基準の適用期限を延長するものです。 

 また、平成23年８月19日から９月20日にかけて実施した「亜鉛に係る暫定排水基準（案）」に対する 

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いたします。  

１．改正の趣旨 

 環境基準の値は、国内外における最新の科学的知見に基づいて設定しており、排水基準の値は、こ 

うした科学的知見を踏まえ、水質汚濁に関する環境基準の維持・達成、水質汚濁の防止、ひいては国 

民の健康を保護するために必要な水準として設定されるものです。 

 平成21年11月30日に、1,1-ジクロロエチレンについて、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及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.02mg／Ｌから0.1mg／Ｌに変 

更されました。 

 この基準値の見直しは、WHO飲料水水質ガイドライン等において当該物質の毒性評価値が、不確実 

性を多く見込んだ評価値から、より実際の毒性に近い評価値へと変更されたことを踏まえたものです。 

 今般の省令の改正は、これを受けて、新たな環境基準の維持・達成が図られることを前提とし、1,1- 

ジクロロエチレンの排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を変更するものです。 

 また、亜鉛については、水生生物の保全の観点から平成15年11月5日に環境基準が設定され、その 

環境基準の維持・達成を図るため、平成18年12月11日より水質汚濁防止法に基づく排水基準を強化し 

ています。その際、直ちにこれに対応することが困難であった 

10業種については、５年間の期限で暫定排水基準（5mg／Ｌ）を設定しています。 

 今般の省令の改正は、現行の暫定排水基準が平成23年12月10日をもって適用期限を迎えることから、 

以降の暫定措置を定めるものです。  

２．改正の概要 

（１）1,1-ジクロロエチレンの排水基準を0.2mg／Ｌから1.0mg／Ｌに、地下水の浄化措置命令に関す 

る浄化基準を0.02mg／Ｌから0.1mg／Ｌにそれぞれ改正する。  

（２）亜鉛の暫定排水基準の適用期限を、３業種について平成28年12月10日まで延長する。  

３．施行期日 



平成23年11月1日（（２）については平成23年12月11日）  

４．パブリックコメントの実施結果 

（１）意見の募集期間：平成23年８月19日（金）から９月20日（火）  

（２）意見の提出件数：のべ意見数 ３件（意見提出者数：３名・団体）  

（３）意見の概要及びそれに対する考え方については、別添のとおりです。  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、山本、安川 

   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=14375 

 

 

＊地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会（第６回）の開催につ 

いて 

 平成23年11月15日（火）に、地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会（第６回） 

を開催いたします。 

本会議では、6月22日に公布された水質汚濁防止法の一部を改正する法律において、有害物質による地 

下水汚染の未然防止を図るため、構造等に関する基準の遵守義務等が創設されたことを受け、当該基 

準の内容等を検討します。なお、本会議は公開で行われます。  

１．日時 平成23年11月15日（火）15：30～18：30  

２．場所 航空会館 201会議室 

      （東京都港区新橋1-18-1 航空会館2階）  

３．議題（予定） 

（１）地下水汚染の未然防止のための措置（案）について  

（２）指針及びマニュアル（素案）について  

（３）その他  

４．公開に関する取扱い 

（１）この会議は公開で行われます。傍聴を希望される方は、平成23年11月11日（金）正午まで（必 

着）に「地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会（第６回）傍聴希望」と 

明記し、［１］氏名（ふりがな）、［２］住所、［３］電話番号、［４］職業（所属、役職）、 

 ［５］傍聴券の送付先（電子メールアドレス又はＦＡＸ番号）を記入の上、下記（５．傍聴申込先） 

まで電子メール又はＦＡＸにてお申込みください。 

 電話でのお申込みはお受けできません。  

（２）お申込みは傍聴希望者１名につき１通とし、傍聴希望者が多数の場合は、抽選といたします。 

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

からのＦＡＸによる返信を傍聴券といたしますので、傍聴の際には御持参願います。（傍聴いた 

だけない場合は、その旨連絡いたします。） 

  なお、当日は傍聴の受付に当たり、身分を証明するものを提示していただく場合がございますの 

で、あらかじめ御了承ください。  

（３）当日取材を希望される報道関係者につきましても、下記（５．傍聴申込先）に、平成23年11 



月11日（金）正午までに申込みを行ってください。 

  また、カメラ撮りを希望される場合、その旨も併せてお申込みください。（カメラ撮りは冒頭の 

みとさせていただきます。）  

５．傍聴申込先 

環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室 担当：勝又、西川 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ：03-3581-3351(内線6674) 

ＦＡＸ：03-3501-2717 

電子メール：mizu-chikasui@env.go.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課地下水・地盤環境室 宇仁菅、松田、堀内 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14388 

 

 

☆日中韓円卓会議関係  

＊第１１回日中韓環境産業円卓会議の開催について 

 1999年の第１回日中韓三カ国環境大臣会合において、環境産業及び環境技術での協力が合意されたこ 

とを受けて、2001年より毎年「日中韓環境産業円卓会議」が開催されています。 

 第11回日中韓環境産業円卓会議は、今年11月9日及び10日に、愛知県名古屋市のウェスティンナゴヤキ 

ャッスルにて開催されます。 

会議は非公開で行われますが、成果については後日公表する予定です。  

１.第１１回日中韓環境産業円卓会議の開催について 

（１）会議の目的 

 三カ国における環境産業の振興に向けて、各国における最新の動向や政策についての情報交換 

を行うとともに、三カ国が協調して推進する施策等について検討を行うものです。  

（２）開催概要 

主催：環境省  

日時：平成23年11月9日（水）及び10日（木）  

場所：愛知県名古屋市 ウェスティンナゴヤキャッスル 

    （愛知県名古屋市西区樋の口町3番19号）  

出席者：日本、中国、韓国の環境省、研究者、認証機関等の担当者、専門家等  

使用言語：日本語、中国語、韓国語（同時通訳）  

（３）プログラム（予定） 

11月9日（1日目） 

第１セッション：グリーン購入について  

第２セッション：環境マネジメントについて  

第３セッション：環境ラベルについて  

11月10日（2日目） 

第４セッション：環境技術について  

mailto:mizu-chikasui@env.go.jp


総括セッション：全体会議のまとめ、議長総括  

「メッセナゴヤ2011」（環境・エネルギー・安全等の展示会）視察  

２.「日中韓環境産業円卓会議」のこれまでの経緯 

 1999年の第１回日中韓三カ国環境大臣会合の合意に基づき、環境産業及び環境技術の協力の促進に 

ついて情報交換する場として、2001年より日中韓環境産業円卓会議が開催されています。 

 会議には、三カ国の環境行政実務担当者、環境産業等に係る研究者、認証機関の担当者などが参加 

し、意見交換と協力に関する協議を行います。 

 会議は2001年の韓国以降、毎年、日本、中国の順で開催しています。昨年は韓国（ソウル）で開催 

され、今年は日本（名古屋市）で開催します。  

３．取材等について 

 本会議は非公開です。冒頭のみカメラ撮りを予定していますので、取材を希望される報道関係者は 

事前に下記まで登録をお願いします。  

○問い合わせ先：環境省 総合環境政策局 環境経済課 佐藤 

           電話：03-5521-8240（直通）  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課  正田、猿田、佐藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14377 

 

 

＊第12回日中韓環境教育シンポジウム及びワークショップの結果について 

 日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM※1)で合意された優先取組分野の一つである「環境共同体意識の向上」 

に関するプロジェクトとして、日中韓三カ国の環境教育専門家等により構築された日中韓環境教育ネッ 

トワーク(TEEN※2)の第12回シンポジウム及びワークショップが、10月25日（火）及び26日（水）に韓国・ 

慶州で開催されました。  

１．日程 平成23年10月25日（火）シンポジウム 

         10月26日（水）ワークショップ  

２．場所 韓国・慶州  

３．主催 韓国環境部  

４．参加者 シンポジウム：地元市民及びワークショップ出席者  

ワークショップ：日中韓の環境教育行政担当者、専門家及び学生  

５．議題 

[シンポジウム] 

○行政官による発表 

テーマ：環境教育の将来―“実践”に向けて  

[ワークショップ] 

○専門家による発表 

テーマ：環境リーダー養成を目指したグリーン成長を促進する環境教育のための講義・指導内 

容について 

     TEENの評価と将来の方向性  



○学生による発表 

テーマ：グリーンキャンパスの創造とグリーンライフの実践  

６．結果 

[１]シンポジウム 

 はじめに、韓国環境教育会会長のMr. PARK Seoksoon（パク・ソクスン）から開会の辞が述べら 

れ、引き続き韓国環境部のMr. YANG Jaemoon（ヤン・ジェムン）から歓迎の挨拶があった後、韓 

国国際環境教育研究所のMr. CHOI Sukjin（チェ・ソクチン）からTEENの年間活動報告がなされた。 

 その後、日中韓三カ国の行政官による基調講演が行われた。まず、韓国環境部から、韓国にお 

ける「低炭素グリーン成長」構想並びに環境教育推進法の下での環境教育に関する学校及び地域 

の相互補完的な協力関係についての紹介があった。 

次に、中国環境保護部から、環境教育の４つのレベル（Basic、Higher、Adult及びPublic）に関 

する説明がなされるとともに、ボランティアの若者が務める環境保護大使の活動や、環境教育及 

び持続可能な開発をMBAプログラムに組み込む「ベルプロジェクト」等の紹介があった。最後に、 

我が国から、東日本大震災から得られた環境問題に関する教訓、改正環境教育等促進法の内容、 

我が国の環境教育の方向性等について紹介した。  

[２]ワークショップ 

 テーマ別に各国より事例発表が行われた後、質疑応答がなされた。韓国の専門家からは、グリ 

ーンリーダーを「問題を発見し解決策を提案できる人材」と捉え、環境及びグリーン成長を学校 

のカリキュラムに組み込むことでグリーンリーダーを育成する試みを行っている旨の報告がなさ 

れるとともに、13歳の子どもを対象とした環境クラブにおける環境教育の取組についての紹介が 

なされた。中国からは、環境保護大使の活動の詳細についての説明がなされるとともに、生物多 

様性に焦点を当てた雲单省の環境保護活動についての報告があった。我が国からは、産学官民連 

携の環境人材育成コンソーシアムの紹介がなされるとともに、特に法学や工学等の特定分野の専 

門性を縦軸、環境保全・持続可能性についての分野横断的な知見を横軸とした「T字型」環境人材 

育成事業に関する説明がなされた。また、アサヒビール株式会社が実施している高校生を対象と 

した環境教育「日本の環境を守る若武者育成塾」の紹介がなされ、中韓からの関心を得た。 

 TEENの評価と将来の方向性に関しては、韓国から、今後３年間のTEENの活動計画を作成し、そ 

の結果をTEMMに報告すること等によりTEENの活動の見直しを行うこと及びTEENの活動の継続性を 

向上する制度を新設することについての提案があった。 

 学生セッションでは、三カ国の学生により、各国の大学における優良事例の紹介が行われた。 

韓国の学生からは、キャンパス内に緑を増やす運動や、エコキャンパスのアイディアを競う取組 

について、中国の学生からは、節水、節電等のための設備を備えたキャンパスについての発表が 

あった。我が国の学生からは、慶應義塾大学湘单藤沢キャンパスで行われているレジ袋削減プロ 

ジェクトや、環境改善活動に関心のある学生が集まるCampus Climate Challenge(CCC)実行委員会 

による「エコ大学ランキング」及び「全国エコ大学白書」の取組について紹介がなされた。  

※1TEMM：Tripartite Environmental Ministers Meeting  

※2TEEN：Tripartite Environmental Education Network  

 

担当：環境省地球環境局国際連携課国際協力室 新田、長谷川、大塚 

   環境省総合環境政策局環境教育推進室 河本、井上、渡辺 



詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14391 

 

 

☆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66回）の開催について 

標記の会議につきましては、下記のとおり傍聴者を募り、公開形式で開催することとなりましたので、 

お知らせいたします。  

１．日時 平成23年11月11日（金）15：00～17：00  

２．場所 環境省第1会議室 

      東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎5号館 22階 1号室  

３．議題 

○関係府省ヒアリング（外務省）  

○環境基本計画の循環型社会部分の検討  

４．傍聴 

 本会議は公開です。傍聴を希望される方は、11月7日（月）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（第66回）傍聴希望」 

と御記入ください。 

 なお、一般の傍聴が可能な人数は40名を予定しています。傍聴希望者数がこれを上回った場合、傍 

聴希望者の中から抽選により、傍聴できる方を選定することといたします。 

 傍聴券の配布は致しません。傍聴いただけない場合にのみ、その旨メール等で御連絡を差し上げま 

す。  

※傍聴申込期日及び申込先 

申込締め切り 平成23年11月７日（月）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=14378 
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☆環境ボランティア見本市関係  

＊地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）「環境ボランティア見本市2011」開催につ 

いて 

 環境省と国連大学が共同運営している地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)では、１１月１３日（日） 

に「環境ボランティア見本市2011」を開催いたします。地球温暖化防止、生物多様性、リサイクル・廃 

棄物対策など多分野の団体が出展し、環境保全のためのボランティア活動に関心のある市民に様々な活 

動を知っていただき、環境保全活動の促進を目指します。  

1.開催概要 

名称：環境ボランティア見本市2011  

日時：2011年11月13日（日）10：00～16：00  

会場：地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)（国連大学1F） 

    （渋谷駅から徒歩10分・表参道駅から徒歩5分）  

主催：地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)、環境ボランティア見本市運営委員会  

協力：（社）日本メディアアート協会（JMAA）  

出展団体：Foe Japan、NICE日本国際ワークキャンプセンター、国際自然大学校、自然環境復元協会 

（NAREC）、JUON NETWORK（樹恩ネットワーク）、樹木・環境ネットワーク協会、東京港グ 

リーンボランティア、コーラルネットワーク、地球映像ネットワーク、荒川クリーンエイド 

フォーラム、アイサーチ・ジャパン、グリーンピース・ジャパン、ジャパン・フォー・サス 

ティナビリティ（JFS）、アースウォッチ・ジャパン、富士山クラブ、村おこしNPO法人ECOFF、 

地域交流センター、渋谷Flowerプロジェクト（シブハナ）、NPObirth、共存の森ネットワー 

ク、ECOPLUS、千葉自然学校、地球緑化センター、棚田ネットワーク、BLUE BIRD、J-cheer、 

オイスカ、エコリーグ（順不同）  

参加：事前登録不要。無料。  

※環境ボランティア見本市2011は、「ボランティア国際年+10」の関連行事に位置づけられています。  

2.内容 

（１）環境NGOブース 

 地球温暖化防止、生物多様性、リサイクル・廃棄物対策など多分野の団体の出展を得て、環境 

保全のためのボランティア活動に関心のある市民や企業と環境NPOとの出会いの機会を提供しま 

す。 

 当日は、各団体のボランティア求人票を一冊にまとめた冊子を配布いたします。  

（２）ショート・プレゼンテーション／ワークショップコーナー 

 環境NPOによる活動の説明や、ボランティアを募集している内容、クラフト教室や香り体験など 

のワークショップを実施します。  

（３）参加型アートイベント 

 クリエイターの集団である日本メディアアート協会による参加型のライブ・アートイベントを 

開催します。どなたでもご参加いただけます。  

3.同時開催イベント 

 下記の関連イベントが同時に開催されます。  

（１）第20回全国ボランティアフェスティバルTOKYO 

日時：2011年11月12日（土）、13日（日）  



会場：東京・両国国技館、青山学院大学ほか  

主催：第20回全国ボランティアフェスティバルTOKYO実行委員会 

    東京ボランティア・市民活動センター 

    「広がれボランティアの輪」連絡会議 

    全国社会福祉協議会  

（２）Farmer’s Market@UNU 

日時：2011年11月12日（土）、13日（日）  

会場：国連大学前広場  

主催：特定非営利活動法人ファーマーズマーケット・アソシエーション  

共催：国連大学（United Nations University）  

●お問い合わせ 

   地球環境パートナーシッププラザ(GEOC) 

   担当：伊藤博隆 

   TEL：03-3407-8107 

   メール：ecofair@geoc.jp  

●GEOCのウエブサイト 

    http://www.geoc.jp/hottopics/6346.html  

 

担当：環境省総合環境政策局民間活動支援室 河本、小口 

    地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)  伊藤博隆 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14379 

 

 

☆エコリース促進事業費補助金関係  

＊「平成23年度家庭・事業者向けエコリース促進事業費補助金」に係る東北三県におけ 

る補助率の引き上げについて 

 「平成23年度家庭・事業者向けエコリース促進事業費補助金」について、東日本大震災の被災地域の 

復旧・復興や電力需給逼迫解消のための対策を講じるに当たり、地球温暖化対策の観点も踏まえ、東北 

地域においてより低炭素な設備投資や再生可能エネルギーの導入促進を図ることが必要であることから、 

岩手県、宮城県又は福島県（以下「東北三県」という。）における低炭素機器に係るリース契約に限定 

して、補助率を現行の３％から１０％に引き上げることとしました。  

１．要件 

 下記の契約のいずれかに該当する場合においては、補助率が総リース料の10％となります。  

[1]岩手県、宮城県又は福島県（以下「東北三県」という。）のいずれかに本店所在地を有する法人 

又は住民票に記載された住所を有する個人（個人事業主を含む）をリース先として締結されるリー 

ス契約  

[2]東北三県のいずれかに低炭素機器を設置するためのリース契約  

２．受付開始日 

 １．の要件を満たす補助金申し込みは平成２３年１１月１日（火）から一般社団法人ESCO推進協議 

mailto:ecofair@geoc.jp
http://www.geoc.jp/hottopics/6346.html


会にて受付を開始します。  

※既にリース契約済みの対象機器について、遡って今回の補助率の引き上げを受けることはできませ 

ん。  

３．その他 

 事業の詳細につきましては、下記ホームページをご参照ください。  

『家庭・事業者向けエコリース促進事業補助金制度のご案内』 

http://www.jaesco.or.jp/ecolease-promotion/  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、内藤、高松 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14382 

 

 

☆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/ 

 

 

 

http://www.jaesco.or.jp/ecolease-promotion/

