
☆生物多様性関係  

＊＜2011国際森林年関連事業＞「聞き書き甲子園10周年記念シンポジウム」の開催につ 

いて 

 今年で10周年を迎えた聞き書き甲子園を記念して、11月19日（土曜日）に「聞き書き甲子園10周年記念 

シンポジウム」を開催します。一般の方も聴講できますので、ふるってご参加ください。 

趣旨 

 今年で10周年を迎えた「聞き書き甲子園」は、全国の高校生が、森や海、川とともに生きる知恵や技 

を持つ名人を訪ね、その知恵や技術、人となりを聞き書きし、記録する活動です。 

今回のシンポジウムでは、現在、大学生や社会人となった「聞き書き甲子園」の卒業生が、それぞれの 

生きていこうとするフィールドの中で「聞き書き甲子園」で受け取ってきたものをどのように実践して 

いくのかなど、これからの生き方、社会の姿についてパネルディスカッション等を行います。 

開催日時・会場等  

1.日時 平成23年11月19日（土曜日）10時～16時30分 

2.会場 パナソニックセンター東京 有明スタジオA-STUDIO 

     （住所：東京都 江東区 有明3丁目5番1号） 

     （りんかい線「国際展示場駅」下車徒歩2分、ゆりかもめ「有明駅」下車徒歩3分） 

プログラム 

 ≪午前の部≫ 

10時00分 開会式主催者挨拶 

10時15分 映画『森聞き』（柴田昌平監督作品、プロダクション・エイシア製作）上映 

主な内容：「聞き書き甲子園」に参加した高校生と名人との出会いを描く長編ドキュメンタリー。国際 

森林映画祭出展作品。平成23年度児童福祉文化賞受賞。2010年度日本映画ペンクラブ文化映 

画部門3位。 

≪午後の部≫ 

13時30分 キーノートスピーチ 代田七瀬（聞き書き甲子園1期生） 

13時50分 リレートーク「『聞き書き』を経験した10代、20代の想い」 

プレゼンター：聞き書き甲子園卒業生 

14時50分 パネルディスカッション「私たちの描く100年後の社会」 

コーディネーター：前川洋平（聞き書き甲子園2期生） 

パネラー：奥村広哉（NPO法人 コモンビート）、神崎淑（NPO法人 かみえちご山里ファンクラブ）、 

     長谷川知広（NPO法人 ビッグイシュー基金）、早水綾野（NPO法人 ACE／グリーン・アクショ 

ン）（50音順） 

コメンテーター：澁澤寿一（NPO法人 共存の森ネットワーク副理事長）、エバレット・ブラウン（執筆 

家・epa通信社日本支局長） 

16時30分 閉会 

参加方法等 

1.定員 250名 

     ※添付資料に記載の11月20日（日曜日）関係の「暮らしの多様性を考える」は、NPO関係者向 

けプログラムですので、お申し込みいただくことはできません。 

2.申込方法（参加費：無料） 



  メールまたはFAXで「10周年記念イベント参加希望」を明記の上、氏名（ふりがな）、性別、所属（会 

社名、学校名）、参加区分（一般／当NPO会員／聞き書き甲子園卒業生／名人）、電話番号、メールアド 

レス（またはFAX番号）を添えてお申し込みください。 

  参加の可否や当日の受付方法などについては、電子メール等にてご連絡いたします。 

3.申込〆切日 平成23年11月17日（木曜日） 

4.申込・問合わせ先 NPO法人 共存の森ネットワーク（担当：芳川、森山） 

             TEL：03-6450-9563、FAX：03-6450-9583、E-mail：mori@kyouzon.org 

             〒154-0004東京都世田谷区太子堂5-15-3R-rooms三軒茶屋1-A 

5.その他 報道関係者で本シンポジウムの取材を希望される方は、上記NPO法人 共存の森ネットワーク 

までお問い合わせください。 

      主催等 （主催）NPO法人 共存の森ネットワーク 

         （共催）第10回聞き書き甲子園実行委員会（農林水産省、文部科学省、公益社団法 

人 国土緑化推進機構、社団法人 全国漁港漁場協会、全国内水面漁業協同 

組合連合会） 

         （協力）株式会社 ファミリーマート、富士フイルムホールディングス、トヨタ自動 

車 株式会社、東京ガス 株式会社、パナソニック 株式会社、アサヒビール  

株式会社、京王電鉄 株式会社、株式会社 ティムコ、株式会社 トンボ、 

     環境文化創造研究所、佐川急便 株式会社、公益財団法人 損保 

ジャパン環境財団、財団法人 一ツ橋文芸教育振興会、公益財団 

法人 日本財団 

         （助成）トヨタ環境活動助成プログラム 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・シンポジウムチラシ（PDF：1,971KB）  

 

担当：（第10回聞き書き甲子園実行委員会事務局）NPO法人 共存の森ネットワーク 芳川、森山 

    林野庁森林整備部研究・保全課森林保全推進室 冨永、菊地 

    水産庁漁港漁場整備部計画課 小林、今田                              

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/hozen/111107.html 

 

 

＊生物多様性条約第15回科学技術助言補助機関会合（SBSTTA15）の開催について 

 生物多様性条約第11回締約国会議(COP11)の各議題について、科学技術的な見地から検討を行う生物多 

様性条約第15回科学技術助言補助機関会合（SBSTTA15）が、11月７日（月）から11日（金）までの５日 

間、モントリオール（カナダ）において開催されます。 

 同会合では、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)にて採択された2011年から2020年までの戦略計 

画（愛知目標）の達成評価指標や、世界分類イニシアティブ（GTI）のための包括的能力育成戦略、生物 

多様性の持続可能な利用などの分野について議論される予定です。同会合における議論の結果は、来年 

インドにて開催予定のCOP11に対する勧告となります。  

１．会議の概要 

mailto:mori@kyouzon.org
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/hozen/pdf/111107-01.pdf


・名称 

日本語：第15回科学技術助言補助機関会合（SBSTTA15）  

英語：The 15th meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological  

Advice  

・主催 生物多様性条約事務局（SCBD）  

・開催期間 平成23年11月７日（月）から11日（金）  

・場所 モントリオール（カナダ）  

・主な議題 

○2011年から2012年までの戦略計画（愛知目標）の技術的根拠・達成評価指標  

○生態系回復の支援方策  

○世界分類イニシアティブ（GTI）のための包括的能力育成戦略  

○生物多様性の持続可能な利用 等  

【本会合の公式ウェブサイト】  

http://www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-15  

２．経緯 

（１） 生物多様性条約第25条に基づいて設立された科学技術助言補助機関 

   （Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice： SBSTTA）は、条 

約の実施状況について科学技術的な見地から締約国会議（COP）及び他の補助機関に対して助 

言を行うことを任務とします。 

    COP11で議論される科学的技術的な事項について事前に議論を行うとともに、COPでの決議案 

を取りまとめ、条約の効果的な実施及び世界的な生物多様性の保全及び持続的な利用に貢献し 

ます。  

（２） COP11での議論をより有意義なものとするため、今次会合における議論の結果は、来年10月 

にインドにて開催予定のCOP11に対して勧告されることになります。  

３．環境省関連のサイドイベント 

（１）東・東南アジア生物多様性情報イニシアティブ（ESABII） 

 環境省は、11月8日に「ESABIIプログラムによる分類学能力構築の推進サイドイベント」を開催 

します。  

（２）SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI） 

 生物多様性条約事務局は、環境省とIPSI事務局とともに、11月8日に「生命の回復－生態系の回 

復における挑戦、希望と生物多様性条約の役割」を開催します。  

 

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、伊奈、辻田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14404 

 

 

＊平成２３年度生物多様性保全推進支援事業（三次募集）の採択事業の決定について 

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

多様性保全推進支援事業」を実施しています。 

http://www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-15


 今般、平成23年度三次募集の採択事業が決定しましたのでお知らせします。  

１．採択事業一覧 

特定非営利活動法人 シナイモツゴ郷の会（宮城県） 

市民と農民が取り組むシナイモツゴとゼニタナゴの保全事業 

※今後、応募団体等で構成される協議会により、地域における生物多様性の保全・再生に資する活動等 

が実施されます。  

２．生物多様性保全推進支援事業の概要 

 自然共生社会づくりを着実に進めていくため、地方公共団体、ＮＰＯ、地域の活動団体等からなる 

「地域生物多様性協議会」に対して、下記事業要件のいずれかに該当する活動等であって、地域にお 

ける生物多様性の保全・再生に資するものを実施するために必要な経費の一部を国が交付します。  

[1]野生動植物保護管理対策 

・ 特定鳥獣保護管理計画に位置づけられた事業など、地域における適正な野生動物保護管理対 

策であって、国の生物多様性保全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業  

・ 環境省版レッドリストの絶滅危惧種II類以上に位置づけられる種であって、緊急な対策等が 

必要な種に関する事業  

[2]外来生物防除対策 

・ 特定外来生物等（要注意外来生物、国内の他地域から持ち込まれた外来種を含む。）に関す 

る対策であって、国の生物多様性保全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業  

[3]重要生物多様性地域対策 

・ 法令もしくは国際条約に基づく保護地域、ユネスコの定める生物圏保存地域（ＭＡＢ）、ま 

たは環境省の選定する重要湿地もしくは特定植物群落における事業等であって、国の生物多様 

性保全施策の観点から保全対策推進の必要性が高い事業  

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室 奥田、山浦、福島、平山 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14436 

 

 

＊中央環境審議会循環型社会計画部会（第67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25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 

○環境基本計画の循環型社会部分の検討  

○第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の点検  

４．傍聴 

 本会議は公開です。傍聴を希望される方は、11月21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67回）傍聴希望」 

と御記入ください。 

 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には、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。その際には、同一社・団体 

等から２名以上の傍聴希望があった場合、各社・団体等から１名ずつとさせていただいた上で、抽選 

を実施いたします。 

 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。 

 なお、中央合同庁舎５号館では入館する際に本人確認を行っていますので「写真付身分証書」（免 

許証・社員証・パスポート等）を忘れずに御持参ください。  

※傍聴申込期日及び申込先 

申込締め切り 平成23年11月21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=14432 

 

 

☆食品リサイクル関係  

＊「第3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18日（金曜日）に 

スタンダード会議室301新橋Museum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。 

mailto:junkan2@env.go.jp


 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18日（金曜日） 15時30分～18時30分 

場所：スタンダード会議室 301新橋Museum 5階A会議室 

所在地：東京都 港区 新橋3-1-9 301新橋ビル5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 

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又は電子メールでご連絡いたします。） 

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18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・所属先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11月16日（水曜日）12時00分必着 

6.報道関係者の皆様へ 

 取材を希望される報道関係者は、資料準備等の関係上、FAX又は電子メールにより、平成23年11月16日 

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

7.傍聴に当たっての留意事項 

 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。）  

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


・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。 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・案内図（PDF：498KB）  

 

担当者：農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室食品リサイクル班 伴辺、二 

瓶 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/recycle/111111.html 

 

 

＊「食品廃棄物等の発生抑制の目標値検討ワーキンググループ」（第3回）の開催につ 

いて 

 環境省は、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た技術的な検討を行うため、「食品廃棄物等の発生抑制の目標値検討ワーキンググ 

ループ」（第3回）を農林水産省と合同で開催します。 

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

会議は公開で行われます。  

１．日時等について 

日時：平成23年11月18日（金）15：30～18：30  

場所：スタンダード会議室301新橋Museum5階A会議室 

    東京都港区新橋3-1-9 301 新橋ビル5階（添付資料参照）  

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

２．傍聴の手続等 

（１）傍聴を御希望の方は、電子メール又はファクシミリにて、件名に「第3回発生抑制ＷＧ傍聴希 

望」と記載し住所、氏名、勤務先、電話番号及びファクシミリ番号及び電子メールアドレスを明 

記の上、平成23年11月16日（水）正午までに以下の宛先まで御登録をお願いします。  

（２）傍聴可能人数は20名程度です。傍聴希望者が多数の場合は、抽選を行います。 

  傍聴をお断りする場合は会議開催の前日までに電子メール又はファクシミリにて御連絡させて 

いただきます。  

（３）カメラ撮りを御希望の報道関係者の方は、電子メール又はファクシミリにより、住所、氏名、 

勤務先、電話番号、  ファクシミリ番号及び電子メールアドレスを明記の上、平成23年11月16 

日（水）正午までに以下の宛先までお申し込みください。 

  カメラ撮りについては会議の冒頭のみとし、冒頭の挨拶が終了した後撮影担当の方は御退席いた 

だく予定です。  

登録・申込先：株式会社エックス都市研究所 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/recycle/pdf/111111-01.pdf


         （東京都豊島区高田2-17-22）  

電子メールアドレス：foodwaste@exri.co.jp  

ファクシミリ：03-5956-7523  

電話番号：03-5956-7503  

（傍聴希望の申込み受付は上記連絡先に委託しております。）  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室 森下、志村、高林  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14437 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊グリーン産業開発支援国際会議２０１１の開催について 

 経済産業省は、開発途上国が直面している環境・エネルギー関連の課題解決に資するため、国際連合 

工業開発機関（ＵＮＩＤＯ）との共催により、平成２３年１１月１６日（水）から３日間、「グリーン 

産業開発支援国際会議２０１１」を東京ビックサイトにおいて開催いたします。 

 当国際会議では、ホアン・クオック・ヴォン ベトナム商工省副大臣をはじめとする閣僚クラスやビジ 

ネスキーパーソンを多数招聘します。 

 

担当者：経済産業省貿易経済協力局技術協力課企画 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/11/20111108003/20111108003.html 

 

 

＊平成23年度「日本モデル環境対策技術等の国際展開」事業に係る「第10回持続可能な 

消費と生産に関するアジア太平洋ラウンドテーブル」への参加について 

 「日本モデル環境対策技術等の国際展開」事業の一環として、インドネシア共和国（以下「インドネ 

シア」という。）において、11月９日（水）から11日（金）まで開催される「第10回持続可能な消費と 

生産に関するアジア太平洋ラウンドテーブル」（以下「ＡＰＲＳＣＰ」という。主催：インドネシア環 

境省ほか。）に参加し、環境技術等に関するパッケージ施策の推進に向けたパネルディスカッションを 

開催します。  

１．背景： 

 アジア諸国においては、著しい経済成長を遂げる中、大気汚染、水質汚濁や温室効果ガスの排出等 

の環境問題が深刻化しています。アジア諸国と密接な関係を有する我が国は、アジア諸国がこれらの 

環境問題に対処し、持続可能な経済発展を実現するため、国際協力のさらなる展開が求められていま 

す。 

 このため、平成20年６月に環境省では、「クリーンアジア・イニシアティブ」を提唱し、我が国の 

公害克服の経験をもとに、環境対策、測定技術、規制体系、人材育成などをパッケージにして普及・ 

展開し、低炭素型・低公害型社会へ誘導するための施策等を進めることとしています。 

 また、平成22年６月に閣議決定した「新成長戦略」において、「日本の『安全・安心』等の制度の 

mailto:foodwaste@exri.co.jp


アジア展開」、「日本の『安全・安心』等の技術のアジアそして世界への普及」が掲げられていると 

ころです。 

 当室では、平成21年度から「日本モデル環境対策技術等の国際展開」事業を開始しており、その一 

環として、ベトナム社会主義共和国（以下「ベトナム」という。）及びインドネシアとの間で、日本 

の経験に基づき、適正な環境技術の導入に有効な法制度や人材育成などをパッケージとして推進する 

協力事業を実施しています。 

 今般、インドネシアで開催されるＡＰＲＳＣＰに参加し、アジア諸国において、こうした二国間事 

業の成果の共有を図るとともに、環境技術等に関するパッケージ施策の有効性及び必要性等について 

議論するため、パネルディスカッションを開催します。  

２．開催日： 

平成23年11月10日（木） 

（ＡＰＲＳＣＰの開催期間は、11月9日（水）から11日（金））  

３．開催場所： 

シェラトン・ムスティカ・ジョグジャカルタ ホテル 

（インドネシア・ジョグジャカルタ市）  

４．パネルディスカッションの内容： 

 インドネシア、ベトナム及びフィリピン共和国の環境省において環境対策技術を所管する部局から 

担当官（課長クラス）を招へいし、「環境対策・測定技術」、「環境保全の規制体系」、「人材育成」 

をパッケージとした施策の有効性及び必要性について議論を行う。さらに、パッケージ施策の有効な 

ツールと考えられる、「環境技術実証事業」及び「環境測定分析統一精度管理調査」に関する我が国 

の専門家を交えた議論を行うことにより、環境技術実証・認証制度も含めたパッケージ施策の展開に 

向けた気運の醸成を図る。  

５．パネルディスカッションのコーディネーター及びパネリスト（順不同、敬称略）： 

コーディネーター 西宮康二 社団法人 海外環境協力センター 業務部長  

パネリスト 西本俊幸 環境省 水・大気環境局 総務課 環境管理技術室長  

     高梨祐司 千葉県環境研究センター センター長  

     野口裕司 社団法人 埼玉県環境検査研究協会 業務本部本部長  

     Dasrul Chaniago インドネシア環境省第7局標準化・環境技術担当課 課長  

     Do Nam Thang ベトナム天然資源環境省 環境総局 環境管理科学院 副院長  

     Reynaldo L. Esguerra フィリピン科学技術省 産業技術開発研究所 上級科学研究 

専門家  

（参考） 

「持続可能な消費と生産に関するアジア太平洋ラウンドテーブル」 

（Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and Production）について 

・ アジア太平洋地域における持続可能な消費と生産に関する技術の発展や情報交換等を目的と 

し、関係政府機関、ＮＧＯ、専門家等が参加する国際的なフォーラム。1991年にタイ・バンコ 

クで第1回目の会議を開催し、これまでアジア太平洋地域6か国で9回の会合が行われた。  

・ 10回目の会合となる今回は、インドネシア環境省が主催し、ＵＮＥＰ等の国際機関や民間機 

関等の協力を得て開催。 

 本年のテーマは、「Sustainable Consumption and Production：Leading to Green Business, from  



Local Initiative to Global Winner」 

・ 会議の詳細は、以下のサイトをご参照ください。 

  http://the10thaprscp.com  

 

担当者：環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室 西本、高野、山本 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14401 

 

 

＊オフセット・クレジット(J-VER)等の創出にかかる事業者支援第2次募集における採択 

結果について 

・ 環境省では、平成20年11月に、国内のプロジェクトにより実現された温室効果ガス排出削減・吸収 

量をカーボン・オフセットに用いられる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（以下「J-VER制度」という。）を創設しました。  

・ これまでJ-VER制度では、約160件の温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトが登録され、約148,000t 

のクレジットが認証されております。  

・ 先般ご案内したJ-VER等の創出にかかる事業者支援のお知らせについて、8月25日から9月30日までに 

応募のあった案件の中から、[1]申請書作成、妥当性確認受検支援を17件(うち、新規方法論策定に資 

する事業1件)、ならびに[2]モニタリング実施支援、検証受検支援を行う事業を28件採択しましたので、 

お知らせします。  

・ なお、本事業は、今後の公募は行いませんので、あらかじめご承知おきください。  

１.第2次募集の採択結果について 

１．平成23年度オフセット・クレジット(J-VER)等創出に係る事業者支援事業について 

(１)支援内容 

 オフセット・クレジット（J-VER）制度※を活用しJ-VER等の創出に資する事業であって、以 

下に掲げるものについて、支援を実施します。なお、本業務は、環境省から委託を受けた事業 

者が実施します。  

※オフセット・クレジット（J-VER）制度 

 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 

て、環境省では、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」を創設しました。 

 J-VER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。  

[1]プロジェクト計画書作成・妥当性確認支援 

 応募時点で策定済みの方法論（３．関連情報の気候変動対策認証センターHP参照）を活用し 

た事業、または新規方法論の策定に資する事業として採択が見込まれる事業者を対象とし、今 

年度中にJ-VER制度に基づく妥当性確認（バリデーション）まで終了見込みの事業について、プ 

ロジェクト計画書・モニタリングプラン作成指導、妥当性確認時の問い合わせへの対応、妥当 

http://the10thaprscp.com/


性確認費用の負担（100万円を上限に全額）を行います。  

[2]モニタリング実施・検証受検支援 

 プロジェクトの登録を受けた事業者のうち、今年度中に第三者検証を終える意思を有する事 

業者を対象に、モニタリングに係る経費の支援（100万円を上限に全額※）、モニタリング報告 

書作成にあたっての指導、検証機関情報の提供、検証時問い合わせへの対応、検証費用の負担 

（100万円を上限に全額）のほか、オフセット・クレジット（J-VER）の買い手情報の提供を行 

います。  

※ モニタリングに必要な設備・機材等の物品の購入費、およびプロジェクト事業者あるいは 

プロジェクト参加者によるモニタリング実施に係る人件費は支援の対象になりません。  

※ J-VERの市場取引を促進するため、創出されたJ-VERの取引(価格や販売量)に関して情報提 

供に御協力いただく可能性があります。  

２．採択結果 

別紙1 既存方法論を活用した案件  

別紙2 新規方法論策定に資する案件  

 案件の審査に際しては、事業目的及び採択基準等に関して、専門家からなる採択検討会（10月 

開催：非公開）を開催し、その結果を踏まえて採択者を決定しています。なお、採択結果に関す 

る質問にはお答えいたしかねますので、予めご了承下さい。  

２．関連情報 

 J-VER制度の詳細については、下記の環境省HP及び気候変動対策認証センター（事務局：社団法人 

海外環境協力センター）HPを御覧ください。なお、本事業は本年度、環境省より業務を受託している 

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社・株式会社三菱総合研究所が、各種お問い合わせに直 

接対応いたします。問い合わせ先は以下をご参照下さい。  

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

・気候変動対策認証センター http://www.4cj.org/jver/index.html  

・三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社(中日本地域・西日本地域) 

  TEL：03-6733-3400 / E-mail：jver@murc.jp  

・株式会社三菱総合研究所(東日本地域) 

  TEL：03-6705-6143 / E-mail：jver@mri.co.jp  

※東日本地域： 北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、新潟県で事業を実施 

される方  

※中日本・西日本地域： 上記以外の都道府県で事業を実施される方  

 

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=14398 

 

 

＊平成23年度循環型社会形成推進研究発表会の開催について 

 環境省は、循環型社会形成推進研究発表会を、12月6日（火）の大阪をはじめとする全国4会場でテー 

マ毎に開催いたします。 

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/carbon_offset.html
http://www.4cj.org/jver/index.html
mailto:jver@murc.jp
mailto:jver@mri.co.jp


 本研究発表会は、環境省の科学研究費補助金「循環型社会形成推進研究事業」及び「次世代循環型社 

会形成推進技術基盤整備事業」における、平成22年度終了課題32課題の研究成果等を、広く一般に公開 

するものです。  

１．日時・場所 

【大阪会場】 

テーマ：廃棄物管理・評価システムの開発  

     平成23年12月6日（火） 10：30～17：15（定員100名） 

     梅田スカイビル タワーウエスト36F スペース36R 

     （大阪市北区大淀中1-1）  

【東京会場】 

テーマ：廃棄物資源化技術の最前線  

     平成23年12月13日（火） 10：30～17：15（定員100名） 

     富士ソフトアキバプラザ 6F セミナールーム1 

     （東京都千代田区神田練塀町3）  

【福岡会場】 

テーマ：リサイクル技術研究の先端  

     平成23年12月16日（金） 10：30～16：15（定員100名） 

     博多バスターミナル 9Ｆ第4ホール 

     （福岡市博多区博多駅中央街2-1）  

【仙台会場】 

テーマ：廃棄物に係る多様な課題に対する技術開発 

     ―災害廃棄物・アスベスト・国際資源循環ほか―  

     平成23年12月20日（火） 10：30～16：15（定員100名） 

     エル・ソーラ仙台 大研修室 

     （仙台市青葉区中央1丁目3-1）  

※プログラムについては、別添をご参照ください。  

２．参加の申込方法（事前申込みが必要です。） 

 財団法人日本環境衛生センターの環境省環境研究総合推進費

（http://www.jesc.or.jp/info/23suishin/index.html） 

のホームページへアクセスいただき、参加申込フォームよりお申込みください（参加は無料です）。 

 なお、ホームページから参加申込用紙をダウンロードし、ＦＡＸで申し込むこともできます。詳し 

くは上記ホームページをご覧下さい。 

 また、会場の都合上、先着順とさせていただき、定員に達した場合、受付を終了させていただきま 

すので、あらかじめ御了承願います。  

３．お問い合わせ先 

財団法人日本環境衛生センター 研修広報部企画広報課 

 〒210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6 

 TEL：044-288-5095 FAX：044-288-5217  

（参考） 

循環型社会形成推進科学研究費補助金の概要 

http://www.jesc.or.jp/info/23suishin/index.html


 循環型社会形成の推進及び廃棄物に係る諸問題の解決に資する研究及び次世代型の廃棄物処理 

技術の開発に関する研究・技術開発を推進し、循環型社会の形成の推進、廃棄物の安全かつ適正 

な処理等に関する行政施策の推進及び技術的水準の向上を図るもの。 

 なお、「循環型社会形成推進科学研究費補助金」は平成23年度から環境省の他の競争的資金と 

統合し、「環境研究総合推進費」における「循環型社会の形成」を対象分野として運用しており 

ます。  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 山本、藤原、松井、渡辺 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14400 

 

 

＊平成23年度地方発カーボン・オフセット認証取得支援第3次募集の実施について 

・ 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、 

 第3次公募として11月7日(月)より11月30日(水)まで公募を行います。  

１.第3次公募の実施について 

(1)募集対象 

 応募事業者には、カーボン・オフセットの取組に関する事業計画を提案していただきます。 

 対象となる地方発カーボン・オフセットの取組は、「カーボン・オフセットの取組に対する第 

三者認証機関による認証基準」の第１章２.(２)認証区分にある市場流通型の以下の取組となりま 

す。  

・商品使用・サービス利用オフセット  

・会議・イベント開催オフセット  

・自己活動オフセット  

・自己活動オフセット支援  

※気候変動対策認証センター(社団法人海外環境協力センター内)によるカーボン・オフセット認 

証制度に基づき、認証取得の申請を行っていただきます。また、平成24年2月末までにカーボン・ 

オフセット認証ラベル取得が可能であることを条件とします。  

(2)支援内容 

 採択された事業者に対して、カーボン・オフセットプロバイダーが150万円(税抜)/件を上限に 

下記の支援業務を実施します。  

[1]カーボン・オフセットの企画に対するアドバイス  

[2]温室効果ガス排出量算定・オフセット認証費用支援  

[3]情報提供ツール作成支援(プレスリリース、WEBサイト、CSR報告書等での紹介方法)  



(3)応募資格 

民間企業、民間法人、特定非営利活動法人（NPO）、地方公共団体等  

(4)募集期間 

 本事業は、以下の通り公募を行い、審査を行ったうえで採択結果を公表する予定です。 

 先般、第2次公募を行いましたが、公募締切の段階で予定の採択件数に達しない見込みのため、 

さらに第3次の公募を実施します。これまで地区別に区分けし公募・採択を行っておりましたが、 

第3次募集は地区を問わず、事業の募集をいたします。なお、第3次公募の採択予定件数は3件程度 

を想定しております。  

第3次 平成23年11月7日（月）～平成23年11月30日（水）17：00まで  

(5)応募方法 

 公募開始日の平成23年11月7日(月)より、別添の応募様式(資料1)に必要事項をご記入の上、以 

下の提出先に電子メールで送信してください(なお、電子メールが利用できない場合は郵送も可）。 

 なお、本事業は環境省の委託を受け三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社が担当してお 

ります。  

【提出・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(MURC) 

環境・エネルギー部（担当：竹田）※郵送する場合の宛先 

「平成23年度地方発カーボン・オフセット認証取得支援事業係」 

〒105-8501 東京都港区虎ノ門5-11-2 オランダヒルズ森タワー 

TEL：03-6733-3400 E-mail：offset@murc.jp  

(6)募集詳細 

 別紙実施要領(資料2)を御参照下さい。  

(7)参考 

 カーボン・オフセットに関する関連情報については、以下のホームページに掲載しています。  

○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  

○気候変動対策認証センター(CCCCJ) 

http://www.4cj.org/label/index.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=14405 

 

 

＊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））ワーキンググループ会合（第２回）の開催について 

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


 平成23年11月17日（木）に、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））ワーキンググループ会合（第２回）が、下記のとおり開催さ 

れます。 

本会合は公開（一部非公開）で行われますので、傍聴を希望される方は下記によりお申し込みください。 

 なお、希望者多数の場合は、抽選となる場合があります。  

１．開催日時 

平成23年11月17日（木） 10：00～12：00  

２．開催場所 

（株）三菱総合研究所 大会議室D 

〒100-8141 東京都千代田区永田町2-10-3 東急キャピトルタワー 

TEL：03-5157-2111（代表） 

URL：http://www.mri.co.jp/PROFILE/headoffice_map.html  

※入館受付：東急キャピトルタワー地下1階 

 （東京メトロ 溜池山王駅、国会議事堂前駅 直結）  

３．議題（予定） 

（１）平成23年度 実証試験要領について  

（２）実証機関の選定について  

（３）分野別ロゴマークについて  

（４）平成24年度 実証試験要領の検討について  

（５）その他  

４．会合の傍聴 

 本会合は公開で行われますが、議題（２）の一部は非公開で行われるため、その際には傍聴者に途 

中退室していただきます。 

また配布資料も一部非公開となります。以上を御了承の上、傍聴希望の方は、電子メール又はＦＡＸ 

にてお申し込みください。 

お申し込みの際には「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））ワーキンググループ会合（第２回）傍聴希望」と明記し、住所、 

氏名、勤務先、電話番号、電子メールアドレス又はFAX番号を明記の上、平成23年11月11日（金）13 

時必着で以下の連絡先までお申し込みください。 

 申込みは、傍聴希望者１人につき１通といたします。 

 当日取材を希望される報道関係者につきましても、平成23年11月11日（金）13時必着で、下記連絡 

先までお申込みください。 

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。（カメラ撮りは冒頭の 

みとさせていただきます。） 

 なお、傍聴人数は、10名を予定しています。希望の方が10名を超えた場合は、抽選といたします。 

また、抽選後、傍聴いただける方には、傍聴券をご指定いただいた送付先（電子メール又はFAX）に 

お送りいたしますので、傍聴の際には必ず御持参願います。抽選の結果、傍聴いただけない場合はそ 

の旨の連絡をいたします。  

５．傍聴希望の連絡先 

（株）三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部 

http://www.mri.co.jp/PROFILE/headoffice_map.html


低炭素エネルギー戦略グループ 担当者：水上、奥村、長谷川 

〒100-8141 東京都千代田区永田町2-10-3 

TEL：03-6705-5713 FAX：03-5157-2146 

e-mail：etv-lighting@mri.co.jp 

（傍聴希望の申込み受付、傍聴券の発送は上記連絡先に委託しております。）  

６．その他 

 本事業全般については、環境技術実証事業のホームページを参照してください。

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

 

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=14406 

 

 

＊「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則（21世紀金融行動原則）」の署名開始 

について 

 平成23年11月15日（火）より「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則（21世紀金融行動原則）」 

の署名の受付を開始致しますのでお知らせ致します。  

１．概要 

 平成23年10月４日の第７回起草委員会においてとりまとめられた「持続可能な社会の形成に向けた 

金融行動原則（21世紀金融行動原則）」及びこの原則を実践するための「業務別ガイドライン」の運 

営のあり方を定めた運営規程が、この度準備委員会で採択されました。  

 この「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則運営規程」の完成により、署名受付のための体 

制が整いましたので、本年11月15日（火）より、「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則（21 

世紀金融行動原則）」の趣旨に賛同される金融機関等の皆様からの署名受付を開始致します。  

２．今後の予定 

 今後は、すべての署名金融機関からなる総会が年１回開催され、署名金融機関の中から運営委員が 

選任され、また、勉強会や情報交換等を行う業務別のワーキンググループが開催される予定です。 

 第一回総会は来年年明けを予定しており、署名金融機関による環境金融への取組状況に関する情報 

交換等が行われますが、環境省も引き続き事務局として支援してまいります。 

 また、事務局である環境省において、「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則（21世紀金融 

行動原則）」運営規程別添３の取組事例提出フォームにより署名金融機関から毎年提出される環境金 

融に関する取組状況について、取組事例集としてとりまとめの上公表する予定です。  

３．署名方法等 

 「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則（21世紀金融行動原則）」運営規程別添１の署名書 

式に必要事項を記載の上、下記送付先まで郵送にて送付して下さい。 

 また、署名金融機関による環境金融の取組事例集を年度内にとりまとめますので、現状の取組状況 

について、可能な限り署名フォーム提出時に併せて、「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則 

（21世紀金融行動原則）」運営規程別添３の取組事例提出フォームによりご提出ください。  

４．本件のお問い合わせ先・署名送付先 

mailto:etv-lighting@mri.co.jp


東京都千代田区霞が関一丁目２－２ 

環境省総合環境政策局環境経済課内 

「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則」事務局 

担当：長谷川 

TEL：０３－３５８１－３３５１（代表）内線６２８８ 

E-mail：principle@env.go.jp  

 

担当者：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、内藤、長谷川  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14426 

 

 

＊オフセット・クレジット(J-VER)制度における対象プロジェクト種類の追加に係る意 

見募集について  

・ 環境省では、平成20年11月に、国内のプロジェクトにより実現された温室効果ガス排出削減・吸収 

量をカーボン・オフセットに用いられるクレジットとして認証するオフセット・クレジット（J-VER） 

制度を創設しました。  

・ J-VER制度の対象となるプロジェクト種類を拡充するため、特に市場ニーズの高い温室効果ガス排出 

削減プロジェクトのアイデアについて、本年10月25日にオフセット・クレジット（J-VER）運営委員会 

の下に設置された技術小委員会（非公開）で審議を行い、3種類の方法論（案）を作成しました。  

・ 今般、本プロジェクト種類の認証基準（案）について、国民の皆様から広く御意見を募集するため、 

11月14日（月）から 11月28日（月）までの間、意見の募集（パブリックコメント）を行います。  

１．意見募集の対象（別添） 

資料1 魚油由来バイオマスによる化石燃料代替(案)  

資料2 カーナビゲーションシステムを利用したエコドライブ支援システムによるCO2排出削減(案)  

資料3 液晶製造工程におけるSF6からCOF2への使用ガス代替(案)  

２．意見募集要領 

（１）意見募集期間 

平成23年11月14日（月）～平成23年11月28日（月）（12：00締切） 

※郵送の場合は、平成23年11月25日（金）必着  

（２）意見提出方法 

 次の意見提出様式にならい、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で（３）の意 

見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、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項 

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。  

・ 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。  

＜意見提出様式＞ 

宛先：環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室  

mailto:principle@env.go.jp


件名：オフセット・クレジット(J-VER)制度における対象プロジェクト種類の追加に対する意 

見  

住所： 

氏名（会社名／部署名／担当者名）：  

職業： 

電話番号：  

ファクシミリ番号：  

電子メールアドレス：  

意見内容：（対象資料番号及び該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。）  

（３）意見提出先 

[1]郵送の場合 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 

環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室宛  

[2]ファクシミリの場合 

03-3580-1382  

[3]電子メールの場合 

carbon-offset@env.go.jp 

（郵送の場合は封筒の表面に、ファクシミリ又は電子メールの場合は件名に、「オフセット・ 

クレジット(J-VER)制度における対象プロジェクト種類の追加に対する意見」と記載してくださ 

い。）  

３．資料の入手方法 

 資料は、以下により入手可能です。  

（１）電子政府の総合窓口（http://www.e-gov.go.jp/）のパブリックコメントのページを参照（11 

月14日以降）  

（２）環境省ホームページのパブリックコメント欄（http://www.env.go.jp/info/iken.html）を参 

照(11月14日以降）  

（３）環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室において配布  

４．意見への回答 

 頂いた意見・質問への回答及び対応は、技術小委員会で報告・審議され、下記のJ-VER制度事務局 

（気候変動対策認証センター）のホームページに公表されます。  

・気候変動対策認証センター(CCCCJ) http://www.4cj.org/jver/scheme.html  

 

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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14438 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会地球環境部会第９８回の開催について 

中央環境審議会地球環境部会第９８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。  

mailto:carbon-offset@env.go.jp
http://www.e-gov.go.jp/
http://www.env.go.jp/info/iken.html
http://www.4cj.org/jver/scheme.html


              記  

１．日時： 

平成２３年１１月１７日（木）１５：００～１８：００  

２．場所： 

三田共用会議所『講堂』 

東京都港区三田2-1-8 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/dai5/access.pdf  

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（４）  

（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９８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１１月１０日（木）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９８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１１月１０ 

日（木）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９８回事務局 

担当：中川・星野・中村 

ＴＥＬ：03-3581-3351［内6778］ ＦＡＸ：03-3581-3348 

E-mail：chikyu-ondanka@env.go.jp  

 

担当：環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室 土居、加藤、中川 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14396 

 

 

＊中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会（第４回）の開催につい 

て 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jouhouwg/dai5/access.pdf
mailto:chikyu-ondanka@env.go.jp


 11月18日（金）に中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会（第４回）を開催いた 

します。 

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

 なお、会議は公開で行われます。  

１．日時 

平成23年11月18日（金）15：00～17：00  

２．場所 

中央合同庁舎第５号館22階 環境省第１会議室 

（東京都千代田区霞が関１－２－２） 

(会場について) 

http://www.env.go.jp/annai/map.html  

３．議題 

（１）前回指摘事項について  

（２）「水生生物の保全に係る環境基準の設定について（第1次報告案）」について  

（３）その他  

４．公開に関する取扱い 

（１）傍聴を希望される方は、平成23年11月11日（金）17時まで（必着）に「水生生物保全環境基準 

専門委員会（第４回）の傍聴希望」と明記し、氏名、連絡先（電子メールアドレス、電話番号、 

ＦＡＸ番号）、職業（所属、役職）を記入の上、下記連絡先までメール、ＦＡＸ又は往復はがき 

にて御登録ください。  

（２）お申込みは傍聴希望者１名につき１通とし、傍聴希望者が傍聴可能人数（40名程度を予定）を 

超過した場合には抽選といたします。電子メールで申し込まれた方は返信メールを印刷したもの 

を、ＦＡＸで申し込まれた方はこちらからのＦＡＸによる返信を、往復はがきで申し込まれた方 

は返信はがきを傍聴券といたしますので、傍聴の際には御持参願います。 

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

許証・社員証・パスポート等）を御持参ください。  

（３）当日取材を希望される報道関係者につきましても、下記連絡先に、平成23年11月11日（金）17 

時までに事前登録を行ってください。また、カメラ撮りを希望される場合、その旨も併せて御登 

録をお願いします。（カメラ撮りは冒頭のみとさせていただきます。）  

５．連絡先 

環境省水・大気環境局水環境課 担当：西村 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ：03-5521-8314 

ＦＡＸ：03-3593-1438 

電子メール：mizu-kikaku@env.go.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課中央環境審議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会事務 

局 吉田、山本、西村 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14395 

http://www.env.go.jp/annai/map.html
mailto:mizu-kikaku@env.go.jp


 

 

＊中央環境審議会地球環境部会第５回２０１３年以降の対策・施策に関する検討小委員 

会の開催について 

・中央環境審議会地球環境部会第５回２０１３年以降の対策・施策に関する検討小委員会を下記のとお 

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２１日（月）１５：００～１８：００  

２．場所：全国都市会館『第１会議室』 

      東京都千代田区平河町２－４－２ 

３．議題： 

（１）関係者からのヒアリング  

（２）今後のスケジュール  

（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、「第５回２０１３年以降の対策・施策に関する検討小委員会 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、［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１１月１６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、「第５回２０１３年以降 

の対策・施策に関する検討小委員会 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、［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１１月１６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５回２０１３年以降の対策・施策に関する検討小委員会事務局 

担当：中川・星野・中村 

ＴＥＬ：03-3581-3351［内6778］ ＦＡＸ：03-3580-3348 

E-mail：chikyu-teitanso@env.go.jp 府省等に転送することがあります。）  

 

 

mailto:chikyu-teitanso@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=14421 

 

 

☆環境コミュニケーション関係  

＊第１５回「環境コミュニケーション大賞」募集について 

 環境省と（財）地球・人間環境フォーラムは、環境報告書等や環境活動レポート、テレビ環境ＣＭを 

通じた事業者等のすぐれた環境コミュニケーションを表彰する「第１５回環境コミュニケーション大賞」 

を実施します。 

 「環境コミュニケーション大賞」は、すぐれた環境報告書等や環境活動レポート、テレビ環境ＣＭを 

表彰することにより、事業者の環境コミュニケーションへの取組を促進するとともに、その質の向上を 

図ることを目的とする表彰制度です。 

 本日から平成２３年１１月３０日（水）までの期間において募集を行い、その後有識者による審査委 

員会を経て、大賞、優秀賞等の受賞者を決定し、来年２月下旪に発表する予定です。  

 「環境コミュニケーション大賞」は、すぐれた環境報告書等や環境活動レポート、テレビ環境ＣＭを 

表彰することにより、事業者の環境コミュニケーションへの取組を促進するとともに、その質の向上を 

図ることを目的とする表彰制度です。 

 全国のあらゆる業種や規模の事業者を対象とし、ＣＳＲ（企業の社会的責任：Corporate Social  

Responsibility）報告書や持続可能性報告書なども含む環境報告書を表彰する「環境報告書部門」、エ 

コアクション21に基づく環境活動レポートを表彰する「環境活動レポート部門」、テレビ放送向けの環 

境ＣＭを表彰する「テレビ環境ＣＭ部門」で構成されます。  

 前回に引き続き「戦略的環境経営と情報開示」をメインテーマとして実施します。 

 環境報告書部門では、メインテーマに沿ったすぐれた環境報告に対する表彰はもちろんのこと、「続 

可能性」「地球温暖化」「生物多様性」「信頼性」といった環境の様々な側面に焦点を当て、それらの 

優秀な取り組みや情報開示を進めている事業者・報告書をそれぞれ評価・表彰します。 

 また、「大賞」「優秀賞」には選ばれなかったものの、環境経営（配慮）に意欲的に取組んでいる事 

業者の報告書や、分かりやすい情報の開示がなされている報告書、先進的な環境取組や開示を進めてい 

る事業者の報告書については「奨励賞」として表彰します。  

＜第１５回環境コミュニケーション大賞の実施方法等について＞ 

主催：環境省、財団法人地球・人間環境フォーラム  

協賛：一般社団法人 サステナビリティ情報審査協会  

協力：一般財団法人 持続性推進機構、日本公認会計士協会（予定）  

後援：朝日新聞社（予定）、社団法人日本経済団体連合会（予定） 

    財団法人 地球環境戦略研究機関（予定）  

１．表彰部門・賞の種類 

［環境報告書部門］※環境報告書部門の選考に当たっては、業種、規模等の違いが勘案される。 

○環境報告大賞 

・最もすぐれた環境報告書  

○持続可能性報告大賞 



・環境報告書としてすぐれていることに加えて、持続可能性の視点から社会側面に関する 

記述に最もすぐれた報告書 （※ここでいう持続可能性報告とは、環境側面はもちろん 

社会側面にまで報告範囲を拡大し、持続可能性や社会的責任を意識したものをさす。）  

○地球温暖化対策報告大賞 

・温室効果ガスの削減、その他気候変動対策について、斬新かつ具体的な数値目標を示し 

て取組を進める企業により作成され、その取組を社会に広く伝える工夫を行っている最 

もすぐれた報告書  

○優秀賞 

・環境または持続可能性に関するすぐれた報告書 

 また、「生物多様性」「信頼性報告」などに関する記述にすぐれた報告書については、 

特別優秀賞として授与する。  

※「信頼性報告特別優秀賞」は、環境報告書として優れていることに加え、報告書の第三 

者審査を受け、さらにその他にも環境に関する取組についての情報発信の信頼性・透明 

性向上に特段の努力が見られる報告書に授与。 

 サステナビリティ情報審査協会会長賞として授与。  

○奨励賞 

・上記の大賞・優秀賞には選ばれなかったもののこれらに次いで、環境経営（配慮）を意 

欲的に取組んでいる事業者の報告書や、分かりやすい情報の開示がなされている報告書、 

先進的な取組や開示を進めている事業者の報告書、他の模範としてふさわしい情報の開 

示を進めている事業者の報告書に対して授与。  

・規模の大きくない事業者やサイト単位の環境報告書、又は取組を始めて間もない事業者 

の報告書であって、工夫や努力が認められるもの。  

○環境配慮促進法特定事業者賞 

・環境配慮促進法の特定事業者の作成したすぐれた環境報告書  

※なお、一次選考を通過した応募作品は、結果発表に合わせて事業者名を公表します。 

 ここで、公表された事業者は大賞・優秀賞等の候補であったことを意味します。  

［環境活動レポート部門］ 

○大賞 

・最もすぐれた環境活動レポート  

○優秀賞 

・大賞に次いですぐれた環境活動レポート  

○奨励賞 

・取り組みを始めて間もない事業者の環境活動レポートであって、工夫や努力が認められ 

るもの  

［テレビ環境ＣＭ部門］ 

○大賞 

・最もすぐれたテレビ環境ＣＭ  

○優秀賞 

・大賞に次いですぐれたテレビ環境ＣＭ  

２．募集対象 



（１）環境報告書部門及び環境活動レポート部門 

［環境報告書部門］ 

 平成22年12月から平成23年11月までに発行された「環境報告書（環境・社会報告書、持 

続可能性報告書、CSR報告書なども含む）」。工場、事業場、支店等のサイト単位のもの 

も応募できる。  

［環境活動レポート部門］ 

 エコアクション21認証・登録制度により認証・登録をした事業者が、平成22年12月から 

平成23年11月までに発行した環境活動レポートのうち、原則として「エコアクション21ガ 

イドライン2009年版」（業種別ガイドライン（暫定版）等を含む）に基づいて発行され、 

かつレポート対象期間が1年以上あるもの。  

（注）「エコアクション21」とは 

 環境省が策定した、中小規模の事業者を対象とした環境マネジメントシステムであり、 

 一般財団法人持続性推進機構が、これに基づき認証・登録制度を実施している。  

（２）テレビ環境ＣＭ部門 

 事業者等が環境負荷の低減に配慮した製品等や環境に配慮した自らの行動を伝える、ある 

いは環境保全に配慮した行動等を促す目的をもって、視聴者との環境コミュニケーションを 

図るために制作したテレビ放送向けの環境ＣＭで、日本国内において、平成23年10月までに 

一般視聴者が受信可能なテレビ放送（地上波、BS波、CS波、ケーブルテレビ）で実際に放送 

されたものを対象とする。なお、放映時間は3分以内とする。  

※ただし、過去の環境コミュニケーション大賞において受賞したテレビＣＭと同一のものは 

応募できない。  

３．応募資格 

（１）環境報告書部門及び環境活動レポート部門 

 特に制限はなし。自治体や学校等で作成したもの、工場、事業場、支店等のサイト単位の 

ものも応募できる。  

（２）テレビ環境ＣＭ部門 

 特に制限はなし。事業者の他、自治体や学校、団体等で制作したものも応募できる。 

 ただし、応募できるのはテレビＣＭの制作を発注した事業者等で、制作を受注した制作会 

社等による応募は受け付けない。  

４．応募期限 

平成23年11月30日（水）当日消印有効  

５．選考基準 

［環境報告書部門］ 

●環境省の環境報告ガイドライン（2007年版）に沿って、基本的要件（対象組織、対象期間、 

対象分野）が明記されている報告書であること。  

●環境報告書に必要と考えられる項目（[1]基本的項目[2]環境配慮に関する方針、目標及び 

実績等の総括[3]環境マネジメントに関する状況[4]環境負荷の低減に向けた取組の状況）が 

適切に盛り込まれていること。  

●適切な指標の活用をはじめ、事業の特性に応じて内容を充実するなど（例：不利な情報、 

サイトに関する情報、環境会計等）活動に関わる重要な環境側面の状況が適切に記述されて 



いること。  

●対象組織にとって重要として考えられる項目を適切に選定し、経営層のコミットメントや 

適切な目標の設定・管理などにより、取組の進展を図る中で、独自の工夫がなされ、先導的 

な試みとしてすぐれたもの。  

●わかりやすい記述や信頼性を高める工夫など、コミュニケーションツールとしての有効性 

を高める工夫がなされていること。  

●事業者の環境経営（配慮）度合いを評価でき、戦略的環境経営の全体像が見えるもの。  

●事業活動のライフサイクル全体を踏まえ、事業エリア内のものだけでなく、原材料・部材 

の購入、輸送、製品・サービスの使用・廃棄等の事業活動の上流・下流までを含めた環境配 

慮に関しても適切に記述されていること。  

●持続可能性報告大賞の選考については、環境報告書としてすぐれていることに加えて、報 

告範囲を環境側面だけにとどめず社会側面（例えば、労働安全衛生、人権、雇用、地域社会、 

社会貢献、製品安全等）にまで拡大し、持続可能性や社会的責任を意識したものとして優れ 

ていること。  

●環境配慮促進法特定事業者賞の選考に当たっては、同法の規定に基づいて示された記載事 

項等にしたがっていることに加え、コミュニケーション促進のための独自の工夫がみられる 

もの。  

［環境活動レポート部門］ 

●環境省策定「エコアクション21ガイドライン2009年版」等に基づく環境活動レポートであ 

ること。  

●事業の特性に応じた環境への負荷や取組の状況が適切に把握、評価されていること。  

●現状を踏まえて積極的な取組が打ち出されており、より高度な取組の発展の可能性がみら 

れること。  

［テレビ環境ＣＭ部門］ 

●環境情報の内容そのものが環境配慮の観点から優れていること。  

●誠実なコミュニケーションを積極的に図っていること。  

●視聴者に対するアピール力と説得力があること。  

●視聴者に必要な環境情報を正確に伝えていること。  

●ゆたかなエコライフを切り拓く新感覚、新トレンドが伝わること。  

６．結果発表 

平成24年2月に発表予定  

７．応募申込書（募集要項）請求先・問い合わせ先 

（応募・問合先） 

第15回環境コミュニケーション大賞事務局（株式会社ダイナックス都市環境研究所内） 

担当：谷口・江澤 

〒105-0003 東京都港区西新橋2-11-5 TKK西新橋ビル3階 

TEL：03-3580-8221 FAX：03-3580-8265 E-mail：eco-com15@dynax-eco.com  

 

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↓ 

mailto:eco-com15@dynax-eco.com
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☆再生可能エネルギー関係  

＊地熱資源開発に係る温泉・地下水への影響検討会（第５回）の開催について 

 この度、地熱資源開発における最新の傾斜掘削・垂直掘削技術を検証することにより、地熱発電施設 

における温泉資源・地下水に及ぼす影響について軽減策の検討を行い、自然環境に配慮した再生可能エ 

ネルギー導入の推進を図ることを目的として、「地熱資源開発に係る温泉・地下水への影響検討会（第 

５回）」を下記のとおり開催します。 

なお、検討会は公開で行います。  

１．地熱資源開発に係る温泉・地下水への影響検討会(第５回）の開催について 

日時：平成23年11月24日（木）13：00～16：00  

場所：アルカディア市ヶ谷 

   東京都千代田区九段北4-2-25  

議題（仮）：協議（温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)(素案)）  

２．検討会の傍聴 

 本検討会は公開です。傍聴をご希望の方は、電子メール又はFAXにて、平成23年11月14日（月）17 

時必着（期日厳守）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、電子メールアドレス又はFAX番号、「地熱資源開発 

に係る温泉・地下水への影響検討会傍聴希望」の旨記入 

一般傍聴定員：25名程度（定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。）  

※傍聴券はご指定いただいた送付先に11月17日（木）17時までに（電子メール又はFAXにて）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、その旨も併せてご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、 

 「地熱資源開発に係る温泉・地下水への影響検討会傍聴者の管理、傍聴券の発行以外に使用するこ 

とはありません。  

（連絡先：受託者） 

株式会社プレック研究所（担当：伊藤・増井） 

 電話：03-5226-1106 FAX：03-5226-1114 

 電子メール：jinetuonsen-5@prec.co.jp  

 

担当：環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室 大庭、齋藤、五反田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14407 

 

 

＊平成２３年度再生可能エネルギー事業のための緊急検討委託業務の公募について 

mailto:jinetuonsen-5@prec.co.jp


 環境省では、被災地において再生可能エネルギーの導入を加速し、地球温暖化対策に配慮した復興の

実現に資することを目的として、再生可能エネルギー事業計画の策定のための各種調査・検討等を行う 

「平成２３年度再生可能エネルギー事業のための緊急検討委託業務」を募集します。  

１．業務の概要と目的 

 再生可能エネルギーの導入は、電力供給量の確保とともに、温室効果ガス排出量の削減及び被災地 

における地域経済の活性化を同時に実現可能な施策として期待されています。 

 被災地の復興の一環として、スピード感を持って再生可能エネルギーの導入を進めることが重要で 

すが、事業の実施に当たっては、民間事業者のみでは解決に時間と費用を要する課題が多く存在して 

います。 

このため、環境省では、被災地において再生可能エネルギーの導入を加速し、地球温暖化対策に配慮 

した復興の実現に資することを目的として、再生可能エネルギー事業計画の策定のための各種調査・ 

検討等の実施を支援します。  

２．公募期間 

平成２３年１１月１１日（金）～１２月９日（金）１７時必着  

３．公募対象業務 

 公募の対象となる業務は、再生可能エネルギーを東日本大震災の被災地（特定被災地方公共団体（１ 

６８市町村）※に限ります。）に導入するに当たり必要となる、資源量、自然条件及び社会条件に関 

するデータを整備するための調査、関係者との調整、事業計画の策定等です。導入しようとする再生 

可能エネルギーの発電施設の総容量は、概ね１メガワット以上（風力発電施設については、１０メガ 

ワット以上）であることを条件とします。 

その他の条件は別添の公募要領を参照してください。  

※http://www.bousai.go.jp/2011jyosei/sikuchyouson.pdf  

４．公募に係る説明会の開催 

 以下のとおり、東京都、岩手県、宮城県及び福島県にて説明会を開催します。本業務に応募される 

方は必ず御参加ください。 

なお、会場での公募要領の配付は行いませんので、事前にプリントアウトして持参してください。  

 ５．応募及び審査方法等 

 別添の公募要領を参照してください。なお、本業務の契約締結は、平成２３年度補正予算（第３号） 

の成立を前提とします。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、和田、平塚、工藤  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14430 

 

 

☆ヒートアイランド対策関係  

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

空調負荷低減等技術）における実証対象技術の選定 

 平成23年度環境技術実証事業において、ヒートアイランド対策技術分野（建築物外皮による空調負荷 

低減等技術）における実証機関である財団法人建材試験センター及び一般財団法人日本塗料検査協会に 

http://www.bousai.go.jp/2011jyosei/sikuchyouson.pdf


より、実証対象技術37件が選定されました。  

１．実証対象技術の選定 

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

技術）において、実証試験の実施、実証試験結果報告書の作成等の業務を行う実証機関である財団法 

人建材試験センター及び一般財団法人日本塗料検査協会では、平成23年７月14日（木）から８月10 

日（水）まで、実証対象となる技術の募集を行ったところ、38件の申請がありました。 

 各実証機関では、応募された技術について形式的要件や実証可能性を検討するとともに、各実証機 

関の技術実証委員会において、技術の先進性や環境保全効果などの観点から検討を行った結果、２つ 

の実証機関の合計で実証対象技術37件を選定しました。また、選定結果は実証運営機関である財団法 

人建材試験センターにより承認され、環境省に報告がなされました。 

 なお、実証対象技術の選定結果については、添付資料の各実証機関の報道発表資料を御参照くださ 

い。  

２．今後の予定 

 実証対象技術ごとの実証試験計画を策定した後、実証試験を順次実施し、今年度末までに実証試験 

結果報告書を取りまとめ、公表する予定です。  

参考１（背景・経緯） 

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

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

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

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

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

の実証試験を行っています。  

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

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

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

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

た、新規に実証対象とした技術として、建築物の屋根・屋上に敷設し、蒸発潜熱により屋根・屋上 

表面温度を低下させる「屋根・屋上用保水性建材」があります（平成22年度より実証対象技術に追 

加）。 

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

と異なり建物への荷重が問題とならない等の理由により、他のヒートアイランド対策と比較して導 

入が容易な技術といえます。  

参考２（窓用日射遮蔽フィルムについて） 

 窓用日射遮蔽フィルムについては、国等の公的機関が率先して環境物品等（環境負荷低減に資する 

製品・サービス）の調達を推進するグリーン購入法の特定調達品目である「日射調整フィルム」に該 

当します。本実証事業に応募し、第三者による客観的な実証を経た技術については、グリーン購入法 

に適合しているかどうかの判断においてその実証結果を活用することができます。しかし、環境物品 

等の調達の推進に関する基本方針において判断の基準が別途定められており、実証された対象技術が 

判断の基準を満たさない場合もありますので御注意ください。  

＜「グリーン購入法」について＞ 



 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）第６条第１項の規 

定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に定める特定調達品目とその判断の基 

準等は、環境負荷低減に資する物品等への需要の転換をさらに推進するため、毎年度見直しが行 

われ、平成21年度より日射調整フィルムが追加されました。 

詳細は、グリーン購入法ホームページの基本方針 

（http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html） 

を御確認ください。  

※財団法人日本塗料検査協会は、公益法人制度改革関連３法に基づき内閣総理大臣の認可を受けて、 

平成23年11月１日付けにて一般財団法人に移行し、一般財団法人日本塗料検査協会となりました。  

 

担当：環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室 西本、高野、佐久間  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14409 

 

 

☆環境配慮契約法関係  

＊平成23年度 環境配慮契約法基本方針検討会廃棄物ワーキンググループ(第３回)の 

開催と傍聴案内について 

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

廃棄物ワーキンググループを設置・開催し、環境配慮契約法基本方針における廃棄物処理の委託に係る 

契約について、具体的な検討を行っていくこととなりました。 

 この度、廃棄物ワーキンググループの第３回会合を11月18日（金）に開催する予定です。 

本会合は原則として公開で行われますので、傍聴を希望される方は、下記によりお申し込みください。  

１．開催日時 

平成23年11月18日（金）10：00～12：00  

２．開催場所 

合同庁舎５号館22階 環境省第1会議室 

東京都千代田区霞が関１－２－２  

３．議題（予定） 

（１）廃棄物処理の委託に係る契約に関する基本的事項について  

（２）その他  

４．廃棄物ワーキンググループ委員： 

 大森 文彦 東洋大学法学部教授  

 小野寺 浩幸 株式会社 日立製作所地球環境戦略室環境推進センタ長  

 志村 公久 東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課長  

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

◎田中 勝 鳥取環境大学環境情報学部特任教授  

 長沢 伸也 早稲田大学大学院商学研究科教授  

 仁井 正夫 公益社団法人 全国産業廃棄物連合会専務理事  

 浜野 廣美 大幸工業株式会社 代表取締役社長  

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html


 平田 充 社団法人 日本経済団体連合会環境本部主幹  

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

（注）「◎」は座長  

オブザーバー： 

改田 耕一 財団法人 産業廃棄物処理業振興財団適正処理推進部長  

５．傍聴手続： 

 本会合は公開です。（ただし、一部非公開とすることがありえます。） 

傍聴を御希望の方は、下記要領に従ってお申し込みください。  

[1]傍聴可能人数 

   30名程度（希望者多数の場合は抽選となります。）  

[2]申込要領  

・E-mail（又はFAX）でお申し込みください。 

 （電話でのお申込には応じられない旨御承知おきください。） 

 お申込みの際には、表題に「平成23年度環境配慮契約法廃棄物ＷＧ(第３回)傍聴希望」と明 

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

御記入ください。  

・申込締切は、平成23年11月14日（月）16時必着です。 

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

御了承ください。）  

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

絡を差し上げます。  

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

 写真付身分証のご持参をお願いいたします。  

[3]マスコミ関係の方も上記申込要領に従い、表題に「平成23年度環境配慮契約法廃棄物ＷＧ(第３回) 

取材希望」と明記し、お申し込みください。 

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

ください。 

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

お願いします。  

＜傍聴登録先＞ 

株式会社インテージ DCG・サービス事業本部  

営業企画5部 １グループ  

 担当：高瀬（たかせ）  

〒101-8201 東京都千代田区神田練塀町3番地 

           インテージ秋葉原ビル  

ＴＥＬ：03-5294-8325  

ＦＡＸ：03-5294-8388  

E-mail：k-hairyo@intage.co.jp  

※傍聴申込みの受付は、上記登録先に委託しております。 

 

mailto:k-hairyo@intage.co.jp


担当：環境省総合環境政策局環境経済課  正田、峯村、田中 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14411 

 

 

☆環境影響契約法関係  

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

いて 

 「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」（風力関係）が本日11月11日（金）に閣議決定され 

ましたので、お知らせいたします。 

 これらは、風力発電所の設置の工事の事業等を環境影響評価法の対象事業とするため、必要な要件等 

を定める改正を行うものです。 

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

する政令案（風力関係）」に対する意見募集の結果についてもお知らせいたします。  

１．「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」（風力関係）の概要 

○対象事業の規模要件（別表第１関係） 

 出力が１万kW以上である風力発電所の設置の工事の事業を第一種事業とし、 

出力が7,500kW以上１万kW未満である風力発電所の設置の工事の事業を第二種事業とする。 

変更の工事においても同様とする。  

○軽微な修正の要件（別表第２関係） 

 発電所の出力が10％以上増加しないこと、修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れ 

た区域が新たに対象事業実施区域とならないことを要件とする。  

○軽微な変更の要件（別表第３関係） 

 発電所の出力が10％以上増加しないこと、変更前の対象事業実施区域から300メートル以上離れ 

た区域が新たに対象事業実施区域とならないこと、発電設備の位置が100メートル以上移動しない 

ことを要件とする。  

○その他 

 法54条第１項における政令委任事項については、施行令第13条の規定を準用する。  

２．意見募集の結果及びそれに対する考え方 

（１）意見募集の対象 ・環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案の概要（風力関係）  

（２）意見募集の周知方法 電子政府の総合窓口、環境省ホームページ  

（３）意見募集期間 平成23年８月９日（火）～平成23年９月７日（水）17：00まで  

（４）意見提出方法 電子メール、郵送またはファックス  

（５）意見提出者数 68通  

（６）のべ意見数 137件  

（７）御意見に対する考え方  いただいた御意見に対する考え方は、別添のとおり。  

 

担当者：環境省総合環境政策局環境影響評価課 上杉、上田、鈴木、金子、北川  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14424 



 

 

☆EXTEND関係  

＊平成23年度第2回EXTEND2010作用・影響評価検討部会の開催について 

 環境省では、EXTEND2010（化学物質の内分泋かく乱作用に関する今後の対応）に基づく、 

「平成23年度第2回EXTEND2010作用・影響評価検討部会」を下記のとおり開催いたします。  

記  

１ 日時 平成23年11月24日（木）9：30～11：30  

２ 場所 経済産業省別館1014号会議室（10階） 

      東京都千代田区霞ヶ関1丁目3番1号  

３ 議題 

（１）文献情報に基づく影響評価（信頼性評価）について  

（２）試験の実施について  

（３）日英共同研究及び日米二国間協力について  

（４）その他  

４ 傍聴について 

 本検討部会は、公開で行われます。傍聴を希望される方は、「平成23年度第2回 EXTEND2010作用・ 

影響評価検討部会傍聴希望」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）を記載の上、平成23年11月21日（月）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、傍聴希望者お一人につき１通とさせていただきます。 

 なお、席の数に限りがありますので（50席程度）、申込者多数の場合は抽選にさせていただくこと 

がありますことを御了承願います。 

 傍聴可能となった方には、平成23年11月22日（火）までに、傍聴券を指定いただいた送付先（E-mail 

又はFAX）に送付いたしますので、当日御持参くださるよう、お願いいたします。  

５ 申込先 

日本エヌ・ユー・エス株式会社 

 (担当)山本浩敬/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：03-5925-6740(代表)  

○電子メールの場合 

E-mail：EXTEND@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  

 

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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14428 

 

 

mailto:EXTEND@janus.co.jp


☆国際環境協力セミナー関係  

＊国際環境協力セミナー「日本企業の国際的な環境への取組の可能性と課題」の開催に 

ついて 

 環境省は、平成23年12月21日（水）に、国際環境協力セミナー「日本企業の国際的な環境への取組の 

可能性と課題」を開催します。 

 本セミナーでは、環境省が実施した海外の事例調査の報告を行った後、実際に国際的な環境への取組 

を行っている企業３社による事例発表を行います。また、事例発表の後、参加者による意見交換及び懇 

親会を予定しています。  

１．目的 

 環境省では、日本企業の環境への取組や海外での環境面における最新事情などのテーマについて、 

幅広く調査を行っています。 

今回のセミナーは、企業の実務者を対象に、日本企業の国際的な環境協力の取組について相互に理解 

を深め、今後の発展に向けて情報交換することを目的としています。  

２．日時 平成23年12月21日（水）14：30～17：00  

３．場所 国立オリンピック記念青尐年総合センター センター棟 403号室 

      〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1 

      （http://nyc.niye.go.jp/facilities/d7.html）  

４．主催等 環境省（協力：公益社団法人 日本環境教育フォーラム）  

５．対象 企業実務者（環境・CSR担当者、国際部門担当者）  

６．定員 60名（定員になりましたら申込みを締め切らせていただきますので、あらかじめ御了承くだ 

さい。）  

７．参加費 無料  

８．プログラム（予定） 別紙参照  

９．懇親会 

日時：平成23年12月21日（水）17：15～19：00  

場所：国立オリンピック記念青尐年総合センター 

    センター棟２階「カフェフレンズ」  

会費：2,000円（立食ビュッフェ形式）※当日受付で徴収させていただきます。  

10．参加方法 

 （１）氏名、（２）所属（会社名又は団体名、部署名、役職名）、（３）電話番号、（４）FAX番 

号、（５）電子メールアドレス、（６）懇親会参加の可否、（７）本セミナーに希望すること（任意） 

を記載の上、電子メール又はFAXにて、下記の申込先までお申込みください。受付完了後、事務局か 

ら折り返し御連絡差し上げます。 

 なお、いただいた個人情報は本セミナーの連絡以外の目的で使用いたしません。  

＜申込先＞※申込締切：平成23年12月12日（月） 

環境省主催 国際環境協力セミナー事務局 

公益社団法人 日本環境教育フォーラム 

〒160-0022 東京都新宿区新宿5-10-15 ツインズ新宿ビル４階 

TEL：03-3350-6770 

FAX：03-3350-7818 

http://nyc.niye.go.jp/facilities/d7.html


電子メール：seminar@jeef.or.jp 

担当：杉山、塚原  

 

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  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14440 

 

 

☆エコツーリズム関係  

＊平成２３年度エコツーリズムガイド育成研修の受講生募集について 

 地域の自然資源（景観、野生生物、温泉等）や文化を解説し、地域や自然の魅力を伝えるガイドを育 

成する研修の受講生を募集します。 

 この研修は、約３か月に渡って、全国の自然学校等における実地研修（インターンシップ）を軸に、 

通信教育や専門家による巡回指導、集合研修等を行います。  

１．概要 

 環境省では、地域にある自然資源を守りながら、地域の魅力向上による観光振興、地域活性化等を 

図るエコツーリズムを推進しています。 

 近年、全国各地でその取組が見られるようになりましたが、多くの地域では、そこを訪れる利用者 

に対して、地域や自然の魅力を伝えるガイドが不足しているという現状があることから、質の高いガ 

イドの育成等を目的に本研修を実施するものです。  

 本研修は、受託先である公益社団法人日本環境教育フォーラムがエコツーリズムガイド育成研修事 

務局（以下「事務局」という。）を運営し、実地研修は、事務局の仲介の下、受け入れ先の自然学校 

等と受講生の個別契約により実施されます。 

なお、本事業は資格制度ではありませんが研修修了後、環境省から修了証が発行されます。 

また、事務局が中心となって同分野における就業情報提供等を行います。  

＜研修実施期間＞ 

○集合研修：（東京都内）平成２４年１月７日（土）～９日（月）２泊３日 

        （神戸市）平成２４年１月１３日（金）～１５日（日）２泊３日 

        ※同時期に沖縄地区でも開催します。  

○実地研修：平成２４年１月１０日（火）～平成２４年３月２日（金）  

○修了報告会：平成２４年３月１２日～１６日の間に地区別に開催予定。  

２．募集人員 １００名  

３．費用 講義等の研修カリキュラムに関するものは無料。 

      ただし、研修期間中の生活費、交通費、保険料等の実費は受講生負担。  

４．研修内容 

・集合研修：基礎的な知識や技術を学ぶ研修。  

・実地研修：全国の自然学校等におけるインターンシップ研修。 

       ※研修場所は事務局が示した場所から選択。（添付資料参照）  

・通信研修：与えられた課題に対する専門家による指導。  

・巡回指導：専門家による個別の指導・アドバイス等。  

mailto:seminar@jeef.or.jp


５．申込方法 

 申込用紙（http://www.jeef.or.jp/ecoguide/から取得）に必要事項を記入の上、下記問い合わせ 

先へお申し込み（郵送又は直接持込に限ります。）ください。  

○申込締切：平成２３年１２月１３日（火）  

       ※郵送の場合は締切日必着。直接持込の場合は月曜日から金曜日（祝日を除く）まで 

の１０時から１７時まで受け付けています。  

６．問い合わせ先 

エコツーリズムガイド育成研修事務局 

〒１６０－００２２東京都新宿区新宿５－１０－１５ツインズ新宿ビル４階 

（公社）日本環境教育フォーラム 担当：京極（きょうごく）、小堀（こぼり） 

URL：http://www.jeef.or.jp/ecoguide/ 

TEL：０３－３３５０－６７７０（代表） E-Mail：ecoguide@jeef.or.jp  

７．その他 

 本事業は、エコツアーガイドや地域コーディネーター、自然学校のインストラクターなど本研修を 

いかした職に就業する意志のある方を対象としています。 

受講のみを目的とされる場合、また、カリキュラムの消化が難しい場合はお断りをしております。 

 また、研修修了後行われる就業情報提供等については、就職を保証するものではありません。 

 研修内容や応募方法の詳細については、問い合わせ先URL又は添付資料をご覧ください。 

また不明な点は事務局へお問い合わせください。 

 

担当：環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進室 堀上、小林、小野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14441 

 

 

☆環境技術実証事業関係  

＊平成23年度環境技術実証事業検討会 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野  

拡大ワーキンググループ会合の開催と意見の募集について 

 12月22日（木）に平成23年度環境技術実証事業検討会 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野  

拡大ワーキンググループ会合（以下「拡大ＷＧ会合」という。）を開催いたします。なお、本拡大ＷＧ 

会合は公開で行われます。 

 拡大ＷＧ会合では、より効果的な制度の構築に向けた検討を行うために、皆様から本事業についての 

御意見を募集します。  

１．拡大ＷＧ会合開催の御案内 

開催日時 平成23年12月22日（木） 14：00～16：00  

開催場所 航空会館 B101会議室 

       〒105-0004東京都港区新橋1-18-1 航空会館 

       TEL：03-3501-1272 http://www.kokukaikan.com/  

議題（予定） 

http://www.jeef.or.jp/ecoguide/
http://www.jeef.or.jp/ecoguide/
mailto:ecoguide@jeef.or.jp
http://www.kokukaikan.com/


（１）環境技術実証事業の概要について  

（２）環境技術実証事業 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野の概要について  

（３）事業や対象技術分野への要望・意見について  

（４）その他  

２．御意見の提出 

 平成23年度環境技術実証事業 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野の運営全般についての 

御意見を募集します。 

添付資料の御意見募集要領に従い、平成23年12月９日（金）17時必着で、下記の連絡先まで御提出く 

ださい。  

３．拡大ＷＧ会合への傍聴 

 本拡大ＷＧ会合は、公開（ただし、資料の一部は非公開。）で行います。 

 傍聴希望の方は、件名を「平成23年度環境技術実証事業検討会 小規模事業場向け有機性排水処理 

技術分野拡大ＷＧ会合傍聴希望」としていただき、住所、氏名、勤務先、電話番号、電子メールアド 

レス及びＦＡＸ番号を明記の上、平成23年12月19日（月）17時必着で、以下の連絡先まで電子メール 

又はＦＡＸにてお申し込みください。 

お申込みは、傍聴希望者１人につき１通といたします。 

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

場合があります。 

抽選の結果、傍聴いただけない場合はその旨の連絡をいたします。  

４．拡大ＷＧ会合の御意見の提出先及び傍聴希望の連絡先 

財団法人日本環境衛生センター 東日本支局 環境科学部（担当：並木、紀平） 

〒210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6 

TEL：044-288-5132 FAX：044-288-4850 e-mail：kagaku@jesc.or.jp  

参考（背景・経緯） 

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

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

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

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

 環境技術実証事業 小規模事業場向け有機性排水処理技術分野では、水質汚濁防止法の規制の対象 

とならない小規模事業場＊（日排水量50m3未満を想定）である厨房・食堂、食品工場等からの有機性 

排水を適正に処理する排水処理技術（装置、プラント等）について、実証試験を行っています。また、 

実証試験の対象となる技術として、総合的な排水処理技術の他、特定の汚濁物質の除去を目的とした 

排水処理技術、汚泥に関する技術も幅広く対象としています。  

*「平成21年度水質汚濁防止法等の施行状況（平成22年11月）」によると、平成22年３月末において、 

水質汚濁防止法上の特定事業場数は270,226件、１日の排水量が50m3未満の小規模事業場は239,498 

件（89％）を占めます。 

（http://www.env.go.jp/water/impure/law_chosa.html）  

 

担当：環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室 西本、高野、佐久間 

詳しくは↓ 

mailto:kagaku@jesc.or.jp
http://www.env.go.jp/water/impure/law_chosa.html


http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14442 

 

 

☆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/ 

 


