
☆生物多様性関係  

＊＜2011国際森林年関連事業＞「森の恵みにふれあうフェアin有楽町」 

 農林水産省は、11月26日（土曜日）～27日（日曜日）、「森の恵みにふれあうフェアin有楽町」を開催 

します。たくさんの方のご来場をお待ちしています。 

1.主旨 

 2011年国際森林年を記念して、11月26日（土曜日）～27日（日曜日）、東京有楽町駅前において、「森 

の恵みにふれあうフェア」（ステージ＆マルシェ）を開催します。 

日本の木のぬくもりを感じる木製品の展示・販売や農産物の販売、東北支援木製品販売会、「葉っぱの 

フレディ」パフォーマンスショー、木工体験（マイはし作り）等盛りだくさんの催しを行います。 

2.開催日時・会場 

日時：平成23年11月26日（土曜日）～27日（日曜日） 

会場：有楽町駅前広場、交通会館マルシェ 

所在地：東京都 千代田区 有楽町2-10-1 

   ・有楽町駅前広場：26日（土曜日）11時～17時 

   ・交通会館マルシェ：26日（土曜日）～27日（日曜日）11時～17時 

3.フェアの内容 

木製品等展示・販売会＆東北支援木製品販売会 

   ・有楽町駅前広場：26日（土曜日）11時～17時  

   ・交通会館マルシェ：26日（土曜日）～27日（日曜日）11時～17時 

パフォーマンスショー＆木工体験 

会場：有楽町駅前広場 

   ・「葉っぱのフレディ」パフォーマンスショー（無料） 

     26日（土曜日）12時、14時 

   ・「シェパードパイ」スペシャルライヴ（無料） 

     26日（土曜日）13時 

   ・木工体験：マイはし作り等（当日受付。17時で終了。実費200円） 

     26日（土曜日）11時～17時 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・「森の恵みにふれあうフェアin有楽町」開催チラシ（PDF：325KB）  

 

担当：林野庁林政部木材利用課消費対策班 高木、高村 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/111117.html 

 

 

＊「平成23年度第5回生物多様性影響評価検討会総合検討会」の開催及び一般傍聴につ 

いて 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/pdf/111117-01.pdf


 農林水産省及び環境省は、遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認申請があった2件について学識 

経験者から意見を聴取するため、「平成23年度 第5回 生物多様性影響評価検討会 総合検討会」を12月1日 

に農林水産省 農林水産技術会議委員室において開催します。本会議は公開です。 

ただし、カメラ撮影は冒頭のみとします。 

また、本会議資料は、会議終了後当省ホームページで公開します。  

1 概要 

 我が国での遺伝子組換え農作物の栽培等に当たっては、我が国の野生動植物へ影響を与えないよう、 

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成15年法律第97号。 

通称「カルタヘナ法」という。）」に基づき評価を行っています。 

 遺伝子組換え農作物の栽培等を行う者が、例えば、一般ほ場での栽培など環境中への拡散を防止せず 

に栽培等を行う場合（第一種使用等）には、その栽培等に関する規程（第一種使用規程）を定め、これ 

を農林水産省及び環境省に申請し、承認を受ける必要があります。 

 第一種使用規程の承認申請があった場合には、農林水産省及び環境省は、それらの遺伝子組換え作物 

を第一種使用規程に従って使用した場合の生物多様性影響に関し、専門の学識経験者から意見を聴く必 

要があります。 

 今回、農林水産省及び環境省に対し申請された2件の第一種使用規程について、当検討会を開催し、学 

識経験者から意見を聴きます。 

これまでの当検討会の議事概要については、次のURLでご覧になれます。 

また、今回の会議資料及び議事概要は会議終了後に同URLで公開いたします。 

URL：http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/top.htm 

2 日時・場所 

日時：平成23年12月1日（木曜日）13時30分～ 

会場：農林水産省 農林水産技術会議委員室 （本館南側6階、ドア番号本678） 

所在地：東京都 千代田区 霞が関 1丁目2番1号  

3 議題 

(1)第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討について 

  （検討予定案件） 

[1]隔離ほ場での栽培についての検討  

・除草剤ジカンバ及びグルホシネート耐性ワタ(MON88701)  

[2]食用又は飼料用のための使用等についての検討 

・コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ(Event 5307)  

(2)その他 

4 傍聴について 

(1)傍聴可能人数：10名程度（希望者多数の場合、抽選を実施） 

(2)申込要領 

・はがき、封書、FAX又はインターネットにて、以下のお申込み先に、 

・「平成23年度 第5回 生物多様性影響評価検討会 総合検討会」の傍聴を希望する旨、ご氏名（フリガ 

ナ）、ご連絡先（電話番号、FAX 番号、メールアドレス）、差し支えなければ勤務先・所属団体等の 

名称を明記の上、お申込みください。なお、電話でのお申込みはご遠慮ください。  

・申込期間は、平成23年11月29日（火曜日）必着とします。  

http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/top.htm


・申込者多数の場合は抽選を行います。傍聴の可否については、11月30日（水曜日）中にご連絡いたし 

ます。  

はがき、封書又はFAXでお申込みの場合 

住所:〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関1-2-1 

FAX:03-3507-8794 

宛先:農林水産省 農林水産技術会議事務局 

技術政策課 技術安全室 技術安全企画評価班 宛   

インターネットでお申込みの場合 

URL：https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/f3f3.htm 

お申し込みに当たっての注意事項 

・車椅子の方、盲導犬、聴導犬又は介助犬をお連れの方、手話通訳等を希望される方は、その旨をお書 

き添えください。 

また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方の氏名も併せてお書き添えください。  

・複数名お申込みの場合も、お一人ずつ申込み願います。      

（3）傍聴される皆様への留意事項 

 当検討会の傍聴に当たり、次の留意事項を遵守願います。これらを守られない場合は、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。）  

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

を除く。）  

・新聞、雑誌 その他議案に関連のない書籍類の読書  

・飲酒及び喫煙  

[4]銃砲刀剣類その他の危険なものを議場に持ち込まないこと。  

[5]その他、座長等及び事務局職員の指示に従うこと。 

 

担当：農林水産技術会議事務局技術政策課技術安全室技術安全企画評価班 浦野、塩田、白神 

   環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 関根、東岡、串田 

詳しくは↓ 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/111121.htm 

 

 

＊平成２３年度第５回生物多様性影響評価検討会総合検討会の開催及び傍聴について 

 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（カルタヘナ法）に 

基づき、遺伝子組換え農作物の第一種使用等について学識経験者から意見を聴取するため、標記総合検 

討会を以下のとおり開催します。  

１ 日時 平成２３年１２月１日（木）１３：３０～ 

https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/f3f3.htm


      （検討会は、議事が終わり次第終了）  

２ 場所 農林水産省 農林水産技術会議委員室（本館南側６階,ドアNo.678） 

      東京都 千代田区 霞が関1丁目2番1号  

３ 議題 

（１）第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討について 

（検討予定案件） 

[1]食用又は飼料用のための使用等についての検討 

[1]コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシ(ecry3.1Ab, Zea mays subsp. mays (L.)  

Iltis)(Event 5307, OECD UI: SYN-ø53ø7-1)  

[2]隔離ほ場での栽培についての検討 

[2]除草剤ジカンバ及びグルホシネート耐性ワタ（改変dmo, bar, Gossypium hirsutum  

L.)(MON88701, OECD UI : MON-887ø1-3)  

（２）その他 

４ 公開（傍聴） 

（１）傍聴可能人数 

１０名程度（希望者多数の場合は抽選を実施）  

（２）申込要領 

・はがき、封書、ＦＡＸ又はインターネットにてお申し込みください。 

 （別紙を御参照ください。また、電話でのお申し込みは御遠慮ください。）  

・申込締切日は平成２３年１１月２９日（火）（必着）です。  

・申込者多数の場合は抽選を行います。傍聴することが可能な方には、 

 １１月３０日（水）中に御連絡致します。  

・傍聴に当たっては、別紙の「傍聴される方の留意事項」を遵守願います。  

（３）その他 

・報道関係者の冒頭カメラ撮りは可能です。  

５ お問い合わせ先  

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 

担当者 植竹、串田 

直通：０３－５５２１－８３４４ 

代表：０３－３５８１－３３５１（内線６９８２）  

 

担当者：環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 関根、東岡、串田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14461 

 

 

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

 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）にモントリオール（カナダ）にお 

いて開催されました。 



 本会合では、来年10月にインドで開催予定のCOP11に向け、2011年から2020年までの戦略計画（愛知目 

標）の達成評価指標や生物多様性の持続可能な利用等について科学技術的観点から議論されました。  

１．会議の概要 

・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  

・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）  

・公式ウェブサイト http://www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-15  

２．会議の結果 

 締約国代表の他、国際機関、NGO、先住民団体等約600名の参加により、合計8つの勧告案が科学技 

術的観点から議論され、採択されました（一部留保が付いたものも含む）。 

これらの勧告は、来年10月にインド・ハイデラバードで開催される生物多様性条約第11回締約国会議 

（COP11）で検討される予定です。 

 主な議題の結果概要は以下のとおりです。  

（１）2011年から2012年までの戦略計画（愛知目標）の指標枠組 

 専門家グループより提案された愛知目標の達成評価のための指標枠組の有用性を認識し、各国 

の実情に応じた柔軟な活用の推進、指標の適用手法や評価手法等に関する実践的ツールの作成、 

追加的指標の開発や優先的に使用すべき指標の絞り込み等を内容とする勧告が採択されました。  

（２）生物多様性の持続可能な利用 

 景観の観点に基づく生物多様性の持続可能な利用の推進、持続可能な利用に関するアジス・ア 

ベバ原則ガイドライン及びエコシステム・アプローチの適用の促進、食料用の野生鳥獣（ブッシ 

ュミート）の適切な管理等を内容とする勧告が採択されました。 

 我が国の提案により、景観レベルの持続可能な利用を推進するツールとしてSATOYAMAイニシア 

ティブの有用性を認識することについて、勧告に盛り込まれました。  

（３）生態系回復の支援方策 

 生態系回復は、あくまで過去に务化した生態系を改善する最終手段であることを再認識し、関 

係機関と連携しつつ、実践的ガイダンスの作成等、生態系回復に関する各種取組を進めていく必 

要性等を内容とする勧告が採択されました。 

 作業部会における審議においては、原住民・地域社会の役割、伝統的知識や手法、社会経済的 

評価の重要性、気候変動対策やラムサール条約との協働等が強調されました。  

（４）世界分類イニシアティブ（GTI）能力養成戦略案 

 GTI調整メカニズムにより作成された愛知目標達成に向けた能力養成戦略案の詳細については 

今次会合で議論は行われず、今後事務局において締約国他関係者からの意見を募った上で、来年 

５月開催される次回会合において討議されることとなりました。 

 その他、分類学に関する調査研究や生物多様性情報の整備、人材育成、関連機関間の情報共有 

や技術協力の推進等を内容とする勧告が採択されました。 

 我が国より、東・東南アジア生物多様性情報イニシアティブ（ESABII）を通じたGTIへの貢献に 

ついて紹介しました。  

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


（５）侵略的外来種 

 侵略的外来種に関する国際基準やガイドラインの適用推進、ペット・動植物園での展示物・生 

き餌・生食料の導入による影響防止、インターネット取引等新たな取引形態への対応、税関当局 

における分類学能力の向上、WTO・衛生植物検疫措置の適用に関する協定（SPS協定）等関連機関 

との連携の必要性等を内容とする勧告が採択されました。  

（６）内陸水の生物多様性 

 水循環、淡水資源は、条約のあらゆる分野に深く関連していることが認識されました。 

ラムサール条約との連携強化、水循環と生物多様性との関連性にかかる普及啓発の推進等を内容 

とする勧告が採択されました。  

３．サイドイベントの開催 

 会議期間中に、生物多様性条約事務局及びSATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップとの共催 

により、生態系回復に関するサイドイベントを開催しました。また、ESABIIの活動を報告するサイド 

イベントを開催し、我が国の取組を発信するともに参加者との意見交換を行いました。  

（参考）SBSTTA15 勧告一覧 

１）2011年から2012年までの戦略計画（愛知目標）の指標枠組  

２）生態系回復の支援方策  

３）世界分類イニシアティブ（GTI）能力養成戦略案  

４）侵略的外来種  

５）内陸水の生物多様性  

６）生物多様性の持続可能な利用  

７）北極圏の生物多様性  

８）SBSTTAの有効性の改善方策  

※勧告本文は、本会合公式ウェブサイトhttp://www.cbd.int/doc/?meeting=SBSTTA-15をご参照下さ 

い。  

 

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、守分 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14462 

 

 

☆漁港のエコ化関係 

＊「第3回 漁港のエコ化推進のための技術検討会」の開催及び一般傍聴について 

 水産庁は、平成23年11月29日（火曜日）に農林水産省第2特別会議室において「第3回 漁港のエコ化推進 

のための技術検討会」を開催します。 

本検討会は公開です。ただし、カメラ撮影は冒頭のみとさせていただきます。 

1.概要 

 漁業活動において生じる二酸化炭素排出量の削減による地球温暖化防止と省エネによるコスト縮減を 

推進するため、漁港への再生可能エネルギー導入や漁船・車両等の電動化に対応した給電施設等の技術 

的な検討を行う「漁港のエコ化推進のための技術検討会」を以下のとおり開催します。 

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

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


http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/keikaku/eco.html 

2．日時及び場所 

日時： 平成23年11月29日（火曜日）13時30分～15時30分 

会場： 農林水産省 本館4階 第2特別会議室 

所在地： 東京都 千代田区 霞ヶ関1-2-1 

3．予定議事 

(1)漁港に立地する施設別のCO2排出特性について 

(2)再生可能エネルギーの導入の考え方について 

(3)漁港のエコ化の方針（中間取りまとめ）（案） 

(4)その他 

4．傍聴の申し込み 

 当日の傍聴席は16席を予定しております。傍聴を希望される場合は11月24日（木曜日）の12時までに、 

「第3回 漁港のエコ化推進のための技術検討会」傍聴希望と記載し、所属、役職、氏名、連絡先（電話 

番号、FAX番号又は電子メールアドレス）をFAX又はインターネット 

（https://www.contact.maff.go.jp/jfa/form/7341.html）にてお申し込みください。 

FAX送付先：03-3581-0326 

水産庁 漁港漁場整備部 計画課 企画班 宛て  

・車椅子の方、盲導犬、聴導犬又は介助犬をお連れの方、手話通訳等を希望される方は、その旨、お書 

き添えください。 

・また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方の氏名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。  

傍聴希望多数の場合は、途中で受付を締め切らせていただきます。 

その場合は、傍聴の可否を11月25日（金曜日）の17時までに知らせいたします。  

5．傍聴される皆様への注意事項 

傍聴に当たり、次の留意事項を順守してください。 

これらを守れない場合は、傍聴をお断りすることがあります。 

(1)事務局の指定した場所以外の場所に立ち入らないこと。 

(2)携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。 

(3)傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと。 

・委員及び意見公述人の発言に対する賛否の表明又は拍手  

・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）  

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

・新聞、雑誌その他議案に関連のない書類等の読書  

・飲食及び喫煙  

(4)銃砲刀剣類その他危険なものを議場に持ち込まないこと。 

(5)その他、事務局職員の指示に従うこと。 

 

担当：水産庁漁港漁場整備部計画課 石井、柳瀬 

詳しくは↓ 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keikaku/111118.html 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/study/keikaku/eco.html
https://www.contact.maff.go.jp/jfa/form/7341.html


 

 

☆持続可能な資源管理関係 

＊持続可能な資源管理に関する公開セミナー「持続可能な資源管理～UNEP資源パネルに 

おける金属資源循環などに関する最新調査研究報告」の開催について 

 環境省では、平成23年12月14日(水)に、資源の持続可能な管理の重要性と目指すべき方向についての 

国際的な研究成果を報告する公開セミナー「持続可能な資源管理～UNEP資源パネルにおける金属資源循 

環などに関する最新調査研究報告」を（財）地球環境戦略研究機関（IGES）と共同で開催しますので、 

参加者を募集いたします。  

１.開催の目的 

 近年、アジアをはじめとする各国の経済成長と人口増加に伴い、世界的に資源の利用量が増大して 

います。 

また、資源需要の増大に伴い、天然資源の枯渇及び供給の確保等の課題や、使用に際した環境影響が 

懸念されています。 

資源の適切な管理・利用は、廃棄物の発生量や温室効果ガスの削減にも、大きく貢献するものです。 

 このような状況を踏まえ、環境省は、循環型社会の構築に向けて、３Ｒを推進しており、国際機関 

と連携しつつ、資源生産性(※1)の向上や資源利用に伴う環境影響の低減に向けた取組を積極的に進 

めています。 

 こうした取組を進める上で、循環型社会の構築に当たって、資源の持続可能な利用と環境影響に関 

する信頼できる科学的評価が不可欠です。 

 国連環境計画（UNEP）による「持続可能な資源管理に関する国際パネル（UNEP資源パネル）(※2)」 

は、天然資源の持続可能な利用、特にライフサイクルにわたる環境影響に関する信頼できる科学的評 

価の提供とその解決策に関する理解の増進を目的として平成19年に設立された資源分野の著名な科 

学者及び専門家による独立したパネルで、持続可能な社会と資源管理のあり方を世界レベルで科学的 

に検討する場として、国際的に重要な位置づけとなっています。 

 本セミナーでは、同パネルにおける最新の議論や報告書の内容を紹介するとともに、金属リサイク 

ル、マテリアルフロー、経済分析等の専門家及び環境省担当官から、資源の持続可能な管理に関する 

最新の研究・調査結果及び政策について報告を行います。  

(※1) 資源生産性＝ＧＤＰ/天然資源等投入量。産業や人々の生活がいかに物を有効に使っているか 

（より尐ない資源でどれだけ大きな豊かさを生み出しているか）を総合的に表す指標  

(※2) UNEP資源パネルについては、以下、環境省ホームページをご参照ください。 

http://www.env.go.jp/recycle/circul/unep.html  

２.開催の概要 

名称：持続可能な資源管理に関する公開セミナー「持続可能な資源管理～UNEP資源パネルにおける金 

属資源循環などに関する最新調査研究報告」  

主催：環境省・財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）  

日時：2011年12月14日（水） 13：30～17：10（13：00受付開始）  

場所：富国生命ビル28階大会議室（東京都千代田区内幸町2-2-2） 

http://www.fbsyoutenkai.jp/syotenkai/access.html  

参加費：無料  

http://www.env.go.jp/recycle/circul/unep.html
http://www.fbsyoutenkai.jp/syotenkai/access.html


定員：130名（先着順）  

使用言語：日本語  

プログラム（予定） 

13：30～開会挨拶 

中尾 豊 環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室長  

13：35～基調講演 

「資源の持続可能な管理と効率的利用に関する国際的動向 

－UNEP資源パネルを中心に－」  

森口 祐一 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻教授/UNEP資源パネルメンバー  

14：10～専門家講演 

「天然金属資源の賦存量と循環資源のポテンシャル評価 

－社会システム的側面と工学的側面－」  

村上 進亮 東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻准教授  

14：45～(途中15：20～15：30 休憩)一般講演 

「持続可能な資源管理に向けた日本政府の取組」  

木村 正伸 環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室室長補佐  

「天然資源消費抑制政策の影響評価－グローバル・グリーン経済への挑戦」  

小嶋 公史 IGES経済と環境グループディレクター  

「効率追求を超えて－資源効率：アジア太平洋地域の経済と展望 

(UNEP REEO レポート)－」  

堀田 康彦 IGES持続可能な消費と生産グループ 副ディレクター  

「アジアでの持続可能な資源管理政策と資源生産性等評価指標の適用 

－政策実施に向けた潜在的動機と能力開発－」  

粟生木 千佳 IGES持続可能な消費と生産グループ研究員  

16：55～全体質疑 

17：10閉会挨拶 

藤原 聖也 IGES統括研究プログラム・マネージャー  

※講演内容・発表者等は都合により変更される場合があります。  

３．参加申込： 

 参加を希望される方は、2011年12月6日（火）までに、オンライン又はＦＡＸにてお申し込みをお 

願いします。御登録いただきましたメールアドレス宛に、参加申込書兼受講票のメールを送信いたし 

ますので、印刷して当日必ずお持ちくださるようお願いいたします。なお、定員を上回る申込みがあ 

った場合は、先着順とさせていただきます。 

（定員に達した時点で申し込みを締め切らせていただきます。）ご連絡いただいた個人情報は、参加 

者の管理、参加票の発行以外に使用することはございません。  

申込方法：＜オンラインにて＞http://www.iges.or.jp/jp/news/event/20111214scp/ 

       ＜ファックスにて＞ 別添申し込み様式の用紙にご記入の上、 

                   FAX 046-855-3709に送付ください。  

事務局：財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）事務局研究支援課 

        担当：池田／東海林（電話：046-855-3720,Fax：046-855-3709）  

http://www.iges.or.jp/jp/news/event/20111214scp/


４．取材について： 

 参加を希望される方は、2011年12月6日（火）までに、上記の申込み先（オンライン又はファック 

ス）までお申し込みをお願いいたします。 

なお、会場の都合上、お申し込みのない場合は、取材をお断りさせていただく場合がございますので 

御注意ください。  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室 中尾、木村、築地、大嶋 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14447 

 

 

＊平成23年度第１回海域の物質循環健全化計画三津湾地域検討委員会の開催について 

 12月１日（木）に、平成23年度第１回海域の物質循環健全化計画三津湾地域検討委員会を開催します。 

本委員会では、豊かで健全な海域環境を構築・維持するため、対象地域における栄養塩類の循環バラン 

スを回復・向上させるための検討を行います。 

 なお、会議は公開で行います。  

 東広島市の三津湾は、カキ養殖に利用されるなど多くの海の恵みを生み出しています。しかし、一部 

で干潟のヘドロ化やアサリ、底魚類の減尐など、要因が判然としない事象も発生しています。 

 このため、豊かで健全な海域環境を構築・維持するための栄養塩類の物質循環健全化に向けた行動計 

画の確立を目的とし、最終成果として「三津湾地域ヘルシープラン」を策定するため、下記のとおり地 

域検討委員会を開催します。  

                記  

１．日時 平成23年12月１日（木）14：00～16：00  

２．場所 東広島市市民文化センター２階 研修室１・２ 

      広島県東広島市西条西本町28番６号 

       （http://www12.ocn.ne.jp/~center01/framepage31.htm）  

３．議題（予定） 

（１）三津湾ヘルシープランの検討方針について  

（２）地域検討委員会の進め方について  

（３）平成23年度現地調査について  

（４）地域の物質循環に係る情報整理について  

（５）その他  

４．公開に関する取扱い 

（１）傍聴を希望される方は、電子メール又はＦＡＸにてお申込みください。お申込みの際には、 

  「海域の物質循環健全化計画三津湾地域検討委員会（第１回）傍聴希望」と明記し、住所、氏名、 

勤務先、電話番号、ＦＡＸ番号及び電子メールアドレスを御記入の上、11月29日（火）13時必着で、 

５．の連絡先へお申込みください。  

（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（15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 

http://www12.ocn.ne.jp/~center01/framepage31.htm


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。傍聴の可否に 

ついては、11月29日（火）15時までに連絡をいたします。  

（３）当日取材を希望される報道関係者につきましても、５．の連絡先に、11月29日（火）13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 

三洋テクノマリン株式会社 

 担当：合田賀彦、新沢丘、水島康一郎  

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町１丁目３番17号 

 ＴＥＬ：03-3666-3491 

 ＦＡＸ：03-3666-7336 

 Ｅ-Ｍａｉｌ：g_mituwan@stm.co.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室  富坂、阿部、的場 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14464 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊第32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 

・ 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32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。  

１．日時 

平成23年11月24日（木）10：00～14：00  

２．議事次第（予定） 

１．第31回議事概要および関連情報に関する報告・確認  

２．本制度における各委員会の実施状況  

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．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 

mailto:g_mituwan@stm.co.jp


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。（注）J-VER認証委員会の構成委員につきましては、別紙を御参照く 

ださい。  

（注）従来、オフセット・クレジット（J-VER）認証運営委員会はこれらの決定を主たる審議事項と 

してきたことから、改組後のJ-VER認証委員会の開催に際しては、認証運営委員会からの通算で開 

催回数をカウントすることとしています。  

 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  

 

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、西村 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14448 

 

 

＊「エスパルス チャレンジ ウォーキング」へのチャレンジ２５キャンペーンの特別 

協力について 

 チャレンジャーである清水エスパルスは11月20日（日）の「Ｊリーグディビジョン１第３２節 清水 

エスパルスvs柏レイソル」において、「エスパルス チャレンジ ウォーキング」と題し、公共交通機 

関等からアウトソーシングスタジアム日本平まで徒歩での来場企画等を実施します。 

 チャレンジ２５キャンペーン（環境省）では、この取組に特別協力を行い、生活分野のＣＯ2排出量の 

約３割を占める「移動」をＣＯ2排出の尐ないものに見直す「smart move」を来場サポーターに呼びかけ 

ます。  

「エスパルス チャレンジ ウォーキング」 

（１）実施概要 

【趣旨】 清水エスパルスは２００７年１２月に『カーボンオフセットクラブ化』を宣言し、紙 

コップのリサイクルやゴミの分別回収、グリーン電力の利用等を行いつつ、ホームゲーム 

（年間２０試合）開催により排出するCO2（スタジアムの電力消費、ゴミ処理、シャトルバ 

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


スの運行、乗用車での来場により排出するCO2年間約３６０ｔ）の相殺に取り組んできまし 

た。今回のイベントでは「エスパルス チャレンジ ウォーキング」と題し、公共交通機 

関等からアウトソーシングスタジアム日本平まで徒歩での来場企画等を実施します。また 

「チャレンジ２５キャンペーン」との連携施策として、来場サポーターに「スマートムー 

ブ宣言」の実施を呼びかける他、リサイクル品の展示等を通じて環境活動への取り組みを 

呼び掛けます。  

【日時】２０１１年１１月２０日（日） 

    「Jリーグディビジョン１第３２節 清水エスパルスvs柏レイソル」 

    キックオフ １３：００ 開場（予定）１０：３０ 

    展示場外ブースオープン（予定） ９：３０  

【会場】アウトソーシングスタジアム日本平（静岡県静岡市清水区村松３８８０－１）  

   ※詳細については清水エスパルスのＷＥＢサイト（http://www.s-pulse.co.jp/）をご覧下 

さい。  

（２）「チャレンジ２５キャンペーン」連携施策 

[1]「スマートムーブ宣言」募集 

  （場外 シャトルバス乗車券売場横 ９：３０～１２：４５） 

  「スマートムーブ宣言」をした方先着１，０００名にエスパルス×チャレンジ２５キャンペ 

ーンコラボクリアファイルをプレゼント。  

（３）その他の主な企画 

[1]「エスパルス チャレンジ ウォーキング」 

  スマートムーブが推進する取り組みの１つでもある徒歩での移動。今回は公共交通機関等か 

らアウトソーシングスタジアム日本平までの３つのコース（５.７ｋｍ，５.０ｋｍ，４.０ｋｍ） 

を設定し徒歩での来場を呼び掛けます。 

  参加者（先着１，０００名）にはスタジアムにてエスパルス×チャレンジ２５キャンペーン 

コラボクリアファイルをプレゼント。  

[2]クリーンサポーターズによる清掃活動 

  （メイン、バックスタンド 試合終了後１５分程度） 

  試合終了後にスタジアム清掃にボランティアとして参加頂くサポーターを募集します。毎試 

合数十人のサポーターが参加しています。  

[3]リサイクル品の展示 

  （スタジアム場外 当日券売り場横 ９：３０～１３：００） 

  クラブスポンサー「矢崎総業」が展開する紙、食品、ガラスリサイクル事業における最先端 

のリサイクル製品を展示致します。 

  またリサイクルクイズを実施し、正解者には抽選で素敵なプレゼントを進呈致します。（追 

加）  

＜本件に関するお問い合わせ先＞  

○株式会社エスパルス 広報室 ＴＥＬ：０５４－３３６－０８３１ 

                     ＦＡＸ：０５４－３３６－１１４１  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室 室石、佐藤、相澤、杉原 

http://www.s-pulse.co.jp/


詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14451 

 

 

＊気候変動に関する政府間パネル（IPCC）「気候変動への適応推進に向けた極端現象及 

び災害のリスク管理に関する特別報告書」の公表について 

 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第34回総会（平成23年11月18日～19日、於ウガンダ共和国・ 

カンパラ）において、「気候変動への適応推進に向けた極端現象及び災害のリスク管理に関する特別報 

告書」（Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate  

Change Adaptation：SREX）の政策決定者向け要約が承認されるとともに、報告書本編が受諾されました 

ので、その概要をお知らせします。  

１．「気候変動への適応推進に向けた極端現象及び災害のリスク管理に関する特別報告書」（SREX）に 

ついて 

SREXは、気候変動と極端な気象・気候現象（以下「極端現象」という。）の関係及びこれらの現象 

の持続可能な開発への影響などに関する科学的文献を評価し、政策決定者等が気候変動に関連する災 

害リスク管理及び気候変動への適応施策に利用できるように取りまとめたものである。このうち、政 

策決定者向け要約（SPM）については、総会に先んじて開催された第1・第2作業部会総会（平成23年 

11月14日～17日、開催地同じ）において、各国政府代表団により最終的な確認が行われ、全会一致で 

取りまとめられた。 

 本報告書では、IPCC第4次評価報告書（AR4、2007年公表）作成時に用いられた複数の地球温暖化予測 

モデルの計算結果をもとに極端現象に着目した解析結果が示されるとともに、極端現象と災害に対す 

るリスク管理を気候変動への適応にどのように活かしていくか等に関するAR4以降の新しい科学的知 

見が評価・引用されている。 

 我が国は、本報告書作成にあたり、専門家による原稿執筆や査読、SPM作成等を通じ積極的な貢献を 

行ってきた。 

本報告書に取りまとめられた知見は、2013～2014年に公表予定のIPCC第5次評価報告書の取りまとめ 

にも活用されるとともに、今後の「気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）」をはじめとする 

気候変動対策のための様々な議論に科学的な根拠を与える重要な資料となると評価される。  

２．SREXの主な結論 

 SREXのSPMでは、[1]背景、[2]曝露1、脆弱性2、極端現象、影響及び災害損失の観測・所見、[3] 

災害リスク管理と気候変動への適応：過去の極端現象における経験、[4]極端現象の将来予測とその

影響及び災害損失の評価、[5]変化する極端現象及び災害のリスクへの対応の５構成のもと、極端現 

象による災害に着目した気候変動適応策に関する科学的視点や見解をまとめている。 

 SPMの主要な結論は以下の通りである。また、概要を別紙に示す。  

 人の生活やその他の社会経済活動等が極端現象により悪影響を受ける可能性がある場所に存在す 

ること。 

例えば、台風経路にあたる地域に人口が集中している場合、その地域は台風に対して曝露が大きい 

という。 

 2 極端現象による悪影響の受けやすさ、対処できない度合い。例えば、極端な高温には高齢者の方 

が脆弱であると言える。  



「気候変動への適応推進に向けた極端現象及び災害のリスク管理に関する特別報告書（SREX）」政策 

決定者向け要約の主要な結論  

構成Ａ：背景 

・リスクが現実化した時、曝露と脆弱性は災害リスクと影響の主要な決定要因となる。  

・気候変動は、極端現象の発生頻度、強度、空間的広がり、持続期間やタイミングの変化をもた 

らし、前例のない極端現象を発生させる可能性がある。  

構成Ｂ：曝露と脆弱性、極端現象とその影響及び災害損失の観測・所見 

・いくつかの極端現象は、大気中の温室効果ガス濃度の増加を含む人為的影響により変化してい 

る。 

 暑い日/夜の数の増加、寒い日/夜の数の減尐（世界的規模、可能性が高い）、強い降雨の強度 

の増加（世界的規模、中程度の確信度）、平均海面水位上昇による沿岸域の極端な高潮の増加 

（可能性が高い）、熱帯低気圧の活動（風速、発生数、持続期間）の変化（低い確信度）。  

・気象・気候に関連する災害による経済損失は、地域、年によって大きな変動がみられるが、増 

加傾向にある（高い確信度）。 

 人口と財産・資産の暴露の増加は、長期間の経済損失の変化の主要因である（高い確信度）が、 

気候変動が影響していることを排除できない（中程度の証拠、高い一致度）。  

構成Ｃ：災害リスク管理と気候変動に対する適応：過去の極端現象における経験 

・災害リスク管理と気候変動への適応を統合し、地域、国、国際レベルでの開発の政策と実行に 

取り込むことはあらゆるレベルで有益である（高い一致度、中程度の証拠）。  

構成Ｄ：極端現象の将来予測とその影響及び災害損失の評価 

・気候予測モデルは21世紀末までに気温の極端な値の大幅な増加を予測している。 

 例えば、20世紀末に20年に一度起こる暑い日は、今世紀末にはほとんどの地域で2年に一度起こ 

る可能性が高い（北半球の高緯度地域では5年に一度）。  

・21世紀中に強い降雨の発生頻度あるいは総降水量に占める強い降雨の割合が世界の多くの地域 

で増加する可能性が高い。  

・熱帯低気圧の最大風速が増加する可能性が高いが、すべての大洋で増加するわけではない。 

 世界的には熱帯低気圧の発生数は減尐するか基本的に変化しない可能性が高い。  

構成Ｅ：変化する極端現象及び災害のリスクに対する準備と対応 

・後悔の尐ない対策と呼ばれるもの（災害の早期警報、リスクコミュニケーションなど）は、将 

来予測される曝露・脆弱性・極端現象の変化に対する初動の取り組みとなり、すぐに役立つと 

ともに将来の極端現象の変化に対応する土台となる（高い一致度、中程度の証拠）。 

 また、モニタリング・評価・学習・研究・技術革新を反復するプロセスは、災害リスクを小さ 

くし、極端現象への適応を促進する。  

 

担当者：環境省地球環境局総務課研究調査室 松澤、佐々木、河里 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14453 

 

 

＊気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第34回総会の結果について 



 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第34回総会及び第1回第1、2作業部会（（それぞれ気候変動の 

自然科学的根拠、影響・適応・脆弱性に関する科学的知見を担当する部会）が、11月14日（月）から19 

日（土）にかけて、ウガンダ共和国・カンパラにおいて開催されました。 

 今回の会合では、「気候変動への適応推進に向けた極端現象及び災害のリスク管理に関する特別報告 

書」（Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate  

Change Adaptation：SREX）が承認されるとともに、昨年8月30日に公表されたインターアカデミーカウ 

ンシル（IAC）によるIPCCのプロセスや手続きに関するレビュー報告書における勧告に関し、今後のIPCC 

の対処について議論が行われました。その結果、これまでの総会及び今回の総会の合意によって、IAC勧 

告の主要な事項については、IPCCの改革方策がまとめられました。 

 議論された内容は、2014年に公表予定の第5次評価報告書の執筆プロセスおよび今後のIPCCの運営に反 

映され、より透明性、信頼性の高い執筆作業、運営が行われることが期待されます。  

1.会合概要 

開催日時・場所 11月14日（月）～17日（木）：第1回第1、2作業部会総会 

          11月18日（金）～19日（土）：第34回総会 

          カンパラ（ウガンダ共和国）  

出席者 パチャウリIPCC議長、平石インベントリタスクフォース共同議長を含むIPCC関係者、各国政 

府代表 

我が国からは、松澤環境省地球環境局研究調査室長をはじめ、環境省、文部科学省、経済 

産業省、気象庁、(独)海洋研究開発機構、(独)産業技術総合研究所等から関係者が出席  

2.結果概要 

別添結果概要のとおり  

(参考) 

○SREX公表に関するプレスリリース（IPCCホームページ、英語）

http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/srex/SREX_press_release.pdf  

○SREXホームページ（IPCCホームページ、英語）http://ipcc-wg2.gov/SREX/  

○2011年11月18日 環境省報道発表 

「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）「気候変動への適応推進に向けた極端現象及び災害のリス 

ク管理に関する特別報告書」の公表について（お知らせ）」 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14453  

 

担当：環境省地球環境局総務課研究調査室 松澤、佐々木、河里 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14466 

 

 

☆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(第２回)の開催と傍聴案内について 

 国や独立行政法人、国立大学法人等の公共機関は、環境配慮契約法及び同法に基づき閣議決定された 

基本方針に従って、契約を締結する際に温室効果ガス等の排出の削減に配慮することが求められていま 

す。 

http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/srex/SREX_press_release.pdf
http://ipcc-wg2.gov/SREX/
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14453


 

 環境配慮契約の実施により、調達者自身の環境負荷を下げるだけでなく、供給側の企業に環境負荷の 

尐ない製品やサービスの提供を促すことで、経済・社会全体を環境配慮型のものに変えていくことが期 

待されます。 

 このたび、環境配慮契約法基本方針の見直しに向けた検討を行うため、今年度も「環境配慮契約法基 

本方針検討会」を開催することとしました。本検討会の第２回会合を12月２日（金）に開催する予定で 

すので、お知らせします。  

１．検討会の開催について 

 平成19年11月に施行された環境配慮契約法（国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した 

契約の推進に関する法律）及び同年12月に閣議決定された基本方針（国及び独立行政法人等における 

温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針、平成22年２月５日改定）に基 

づき、国等が契約を締結する際には、温室効果ガス等の排出の削減に配慮することが求められていま 

す。現在の基本方針では、電気の購入、自動車の購入及び賃貸借、船舶の購入、ＥＳＣＯ事業、並び 

に建築設計に係る契約について、具体的な環境配慮の内容や手続を定めています。 

 この度、既存の契約類型の修正や、対象契約の追加といった基本方針の見直しを行うため、「環境 

配慮契約法基本方針検討会」を開催することとしました。  

２．開催日時：平成23年12月２日(金) 10：00～12：00  

３．開催場所：経済産業省 別館 11階 １１１１号会議室 

         東京都千代田区霞が関１－３－１（別紙参照）  

４．議題：[1]国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関 

する基本方針解説資料について  

    [2]その他  

＜環境配慮契約法 基本方針検討会委員＞ 

 秋鹿 研一 放送大学特任教授・東京世田谷学習センター所長  

 碓井 光明 明治大学法科大学院教授  

 乙間 末廣 北九州市立大学大学院国際環境工学研究科教授  

 坂本 雄三 東京大学大学院工学系研究科教授  

 鈴木 恭蔵 東海大学法科大学院教授  

 大聖 泰弘 早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科教授  

 田中 勝 鳥取環境大学環境マネジマント学科特任教授  

 野城 智也 東京大学生産技術研究所長・教授  

 山地 憲治 財団法人地球環境産業技術研究機構理事・研究所長  

◎山本 良一 東京大学名誉教授・国際グリーン購入ネットワーク会長  （注）「◎」は座長  

オブザーバー：関係府省庁の課室長等  

５．傍聴手続： 本検討会は原則として公開です。（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「平成23年度環境配慮契約法基本方針検討会(第２回)傍聴希望」 

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

をご記入ください。  

・ 申込締切は、平成23年11月29日（火）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、 

ご了承ください。）  

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

絡を差し上げます。  

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

境省専用受付で「一時通行証」をお渡しいたします。  

[3]マスコミ関係の方も上記申込要領に従い、表題に「平成２３年度環境配慮契約法基本方針検討 

会(第２回)取材希望」と明記し、お申し込みください。 

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

意ください。 

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

でお願いします。  

 

担当者：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=14449 

 

 

☆省エネ関係  

＊～省エネ照明を使った魅力的な空間づくりの提案～「省エネ・照明デザインアワード」 

の公募について 

 環境省では、ＣＯ2排出量が１９９０年比で約４割増加している商業施設やオフィス等の業務部門のう 

ち、その約２割を占める照明について、省エネ対策をより一層推進するため、省エネ照明を率先して導 

入し、優れた省エネ効果と高いデザイン性の両立を達成している施設等を募集し、グランプリ及び優秀 

事例を選定・表彰する「平成２３年度 省エネ・照明デザインアワード」を実施します。 

 また、東日本大震災の被災地域の復興の導入参考事例として作品を紹介し、電力のピークカットにも 

貢献する省エネ型の照明の普及の一層の促進をします。 

 本アワードで選定された施設等の取組については、「省エネ・照明デザインフォーラム」、「スタイ 

ルブック」、ＷＥＢ、映像、雑誌等でＣＯ2の削減効果や空間デザインの設計手法、新しい技術及び導入 

手法等を全国に紹介します。  

１．事業概要 

 本事業では、商業施設や店舗等の照明について、施設等の特性に応じ、照明器具の配置や光源の使 

い方に優れた、省エネ効果と魅力的な空間づくりの両立を実現している『省エネ・照明デザイン』の 

対象施設等を募集し、優秀事例として表彰し、全国に広く紹介します。 

 公募による優秀事例の事業者の選定に当たっては、環境省が設置する「省エネ・照明デザインアワ 

ード」審査委員会の審査を経て、グランプリ及び優秀事例を選出することとしています。 



 本アワードで選定された施設等の取組については、来年２月に環境省が開催する「省エネ・照明デ 

ザインフォーラム」、受賞作品を掲載した「スタイルブック」、ＷＥＢ、映像、雑誌等でＣＯ2の削 

減効果や空間デザインの設計手法、新しい技術及び導入手法等を全国に紹介します。  

２．応募期間 

平成２３年１１月１８日（金）～平成２３年１２月１５日（木） 

※平成２３年１２月１５日（木）１７時 事務局必着  

３．表彰の対象とする功績は［公共施設・総合施設部門］［商業・宿泊施設部門］［まち、地区、その 

他部門］各１部門ずつとします。 

[1]［公共施設・総合施設部門］環境大臣賞（グランプリ）  

[2]［商業・宿泊施設部門］環境大臣賞（グランプリ）  

[3]［まち、地区、その他部門］環境大臣賞（グランプリ）  

※東日本大震災の被災地域の復興の導入参考事例としての活用も考慮し、今年度新たに「まち、地区、 

その他部門」を新設しました。  

４．応募方法 

 専用ホームページから申請書をダウンロードし、所要事項を記載し「省エネ・照明アワード事務局」

までメールまたは郵送で提出。  

問い合わせ先（省エネ・照明デザインアワード事務局）  

Tel/03・6420・2182 Fax/03・6420・2192(受付時間：平日10：00～17：00) 

E-mail/info@shoene-shomei2011.jp(11月21日(月)以降送信可能となります)  

※詳細は、専用ホームページ（http://shoene-shomei2011.jp/)、別添「公募要領」を参照ください。  

５．「省エネ・照明デザインアワード」審査委員会 

審査委員 

・石井 幹子 （株）石井幹子デザイン事務所代表／照明デザイナー  

・大谷 義彦 元日本大学教授／工学博士  

・川上 元美 カワカミデザインルーム代表／デザイナー  

・武内 徹二 日本電球工業会専務理事／工学博士 （敬称略：五十音順）  

６．今後のスケジュール（予定） 

平成２３年 １１月１８日（金） 公募開始  

平成２３年 １２月１５日（木） 公募締切（１７時事務局必着）  

平成２４年 ２月６日(月） 省エネ・照明デザインフォーラムにて優秀事例の表彰、 

取組事例発表  

平成２４年 ２月中旪～３月 優秀事例の広報【ＷＥＢ・雑誌・映像を使った告知】  

※なお、事業の進捗状況については、専用ホームページ（http://shoene-shomei2011.jp/）にて随時 

掲載する予定です。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室 室石、相澤、押田、藤原 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14454 
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☆被災地の地下水質調査関係  

＊被災地の地下水質のモニタリング調査における有害物質濃度の測定結果（第４報）に 

ついて 

 環境省では、東日本大震災を受け、６月から７月にかけて被災地の地下水について緊急的に有害物質 

の水質モニタリング調査を実施しましたが、このうち、地下水環境基準値を上回った井戸について、周 

辺の井戸を含めて追加調査を実施しました。 

 今回、分析が終了した、宮城県及び福島県内の追加調査の地下水質測定結果を第４報として公表しま 

す（採水日：10月７日）。  

○結果概要 

（１）宮城県 前回調査で地下水環境基準を上回った井戸１地点及びその周辺井戸４地点の全５地点 

において、１項目（鉛）を調査し、地下水環境基準値以下でした。（詳細別紙1）  

（２）福島県 前回調査で地下水環境基準を上回った井戸及びそれらの周辺井戸の全12地点において、 

  項目（鉛、ひ素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素等）を調査し、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素につ 

いて３地点（測定値11mg/L、16mg/L、17mg/L（基準値10mg/L以下））で、地下水環境基準値を上 

回る値が見られましたが、他の地点及び他の項目では、地下水環境基準値以下でした。（詳細別 

紙2）  

○これまでの対応と今後の予定 

 宮城県、福島県等の関係機関に測定結果を提供するとともに、地下水環境基準値を上回った地点に 

ついては、福島県等において直ちに井戸の所有者に対し、飲用指導等を行いました。 

 今後、福島県等において継続的に地下水質のモニタリングを実施し、監視を行っていく予定です。  

 

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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14456 

 

 

☆水質汚濁防止法関係  

＊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７回）の開催につ 

いて 

 平成23年11月29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７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29日（火）14：00～17：00  

２．場所 航空会館 501、502会議室 

      （東京都港区新橋1-18-1 航空会館5階）  

３．議題（仮） 

（１）指針及びマニュアル（素案）について  

（２）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25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７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、下記傍聴申込先に、平成23年11月25日（金） 

正午までにお申込みください。 

   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=14457 

 

 

☆日本モデル環境対策技術等の国際展開関係  

＊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７回日越合同政策 

検討会及びベトナムにおける環境管理能力強化に関する共同ワークショップの開催に 

ついて 

 平成23年度「日本モデル環境対策技術等の国際展開」事業に係るベトナムとの協力事業として、11月 

22日（火）にベトナムにおける環境管理能力強化に関する共同ワークショップ、11月23日（水）に第７ 

回日越合同政策検討会を開催いたします。  

１．背景： 環境省では、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、環境対策技術を法制度整備、人材育成とパッケージにして、アジア諸国の排出企業に普及・展開 

する方策を検討し、中国・ベトナム・インドネシアを対象としてパッケージ施策を実現するための二 

国間協力事業を実施しています。 

mailto:mizu-chikasui@env.go.jp


 本事業の一環として、平成21年７月よりベトナム国天然資源環境省 環境総局 環境管理科学院をカ 

ウンターパートとして産業排水対策分野を中心とする協力事業を実施しています。 

 ベトナム国とは今年度も引き続き協力事業を実施しており、この度、標記のとおり「第７回日越合同 

政策検討会」と「ベトナムにおける環境管理能力強化に関する共同ワークショップ」をハノイにて開催 

いたします。  

２．開催日時：共同ワークショップ 平成23年11月22日（火） 8：30～15：40  

第７回日越合同政策検討会 11月23日（水） 8：00～11：00  

３．開催場所： 

フォーチュナホテル・ハノイ（ベトナム社会主義共和国ハノイ市） 

6B Lang Ha Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam  

４．内容： 

 合同政策検討会と共同ワークショップにおいては、以下の内容について報告・協議を行います。  

［第７回日越合同政策検討会］ 

-今年度の日越共同政策研究の中間報告  

-ベトナムにおけるETV制度構築の進捗状況  

-3月の訪日の内容について  

［ベトナムにおける環境管理能力強化に関する共同ワークショップ］ 

-ベトナムにおける環境管理政策の動向（人材育成、ETV制度、JICA技術協力プロジェクト等）  

-日本の経験を元にした政策パッケージの具体化  

-パネルディスカッション「ベトナムにおける中央・地方政府、関係機関による実効性のある環境 

管理の仕組みの強化」合同政策検討会（非公開）と共同ワークショップの開催後、結果の概要を 

公表する予定です。  

５．主な出席者（予定）： 

（ベトナム側） 

ファン・ヴァン・ロイ 天然資源環境省 環境総局 環境管理科学院 院長  

ダン・ヴァン・ロイ 天然資源環境省 環境総局 公害防止部 副部長  

タ・ディン・ティ 天然資源環境省 組織人事局 局長  

グエン・ティ・ティエン・フォン 天然資源環境省 環境総局 国際協力科学技術部 副部長  

チャン・ティ・ミン・フォン タイグエン省 天然資源環境部 副部長  

ほか、ワークショップには、天然資源環境省関係部局、クアンニン省天然資源環境部、コンサル 

タント等が参加予定  

（日本側） 

西本 俊幸 環境省 水・大気環境局 総務課 環境管理技術室長  

牧 葉子 川崎市 環境局 理事  

ほか、合同政策検討会には、（独）国際協力機構、（社）海外環境協力センターの専門家、共同 

ワークショップには、加えて（社）日本産業機械工業会、（社）日本環境技術協会、（社）産業 

環境管理協会の専門家が参加予定  

 

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、山本 

詳しくは↓ 



http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14459 

 

 

☆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/ 

 


