
☆生物多様性関係 

＊遺伝子組換えセイヨウナタネ及びトウモロコシの第一種使用等に関する審査結果に 

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、遺伝子組換え農作物の食用又は飼料用のための使用等に関する承認申請（セイヨウナタネ 

1件及びトウモロコシ2件）を受け、生物多様性影響評価を行いました。学識経験者からは、生物多様性への 

影響がある可能性はないとの意見を得ました。 

これらの結果に基づいて生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断しました。 

これらの審査結果について、国民の皆様からのご意見をいただくため、平成23年11月25日（金曜日）から 

平成23年12月24日（土曜日）までの間、パブリックコメントを实施します。 

1．背景 

（1）遺伝子組換え農作物の安全性評価 

  遺伝子組換え農作物は、食品としての安全性（厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課が担当）、 

飼料としての安全性（農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課が担当）、栽培等を行う場合の環境への影響 

（生物多様性への影響）に関し、それぞれ法律に基づき科学的に評価を行っています。 

 （2）遺伝子組換え農作物の生物多様性に対する影響評価 

 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に影響を与えないよう、「カルタヘナ法 

（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））」 

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。 

 （3）審査及び審査報告書 

 農林水産省は、遺伝子組換え農作物の審査・管理の能力や透明性及び科学的一貫性を向上させるため、審査・ 

管理の標準的な手項をまとめた「遺伝子組換え農作物のカルタヘナ法に基づく審査・管理に係る標準手項書」 

（平成22 年8 月31 日公表。以下「標準手項書」といいます。）を公表しました。  

（標準手項書） http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/sop/index.html 

 遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認申請の審査の結果等については、標準手項書に基づき、審査の 

結論、審査の概要等から成る、より分かりやすく科学的な審査報告書としてまとめます。 

（4）今回の申請 

 今回、下表の作物について、カルタヘナ法に基づき第一種使用規程の承認を受けるための申請がありました。  

 (ア)隔離ほ場での栽培についての申請 

     今回は、ありません。 

 (イ)食用又は飼料用のための使用等についての申請 

   作物名       新たに付与された形質      開発者による識別記号（区別のための名称） 申請者 

   セイヨウナタネ   除草剤グルホシネード耐性    MS8×RF3×RT73 

             除草剤グリホサート耐性 

             雄性不稔性 

             陰性回復性 

   トウモロコシ    乾燥耐性                        MON87460 

   トウモロコシ    除草剤グリホサート誘発性雄性不稔性  MON87427 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/sop/index.html


             除草剤グリホサート耐性 

（5）本件に関する審査 

 これらの審査に当たっては、カルタヘナ法、標準手項書等に基づき、生物多様性影響評価を行いました。 

 学識経験者からは、承認申請のあった第一種使用規程に従って使用した場合に、生物多様性への影響が 

ある可能性はないとの意見を得ました。  

 生物多様性影響評価検討会相好検討会の議事録については、こちらからご覧下さい。  

・ 2月17日開催http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110217/sidai_110217.htm  

・9月9日開催 http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110909/sidai_110909.htm  

これらの結果に基づいて生物多様性影響が生ずるおそれはないと判断しました（資料1 ～資料3）。  

これらの資料については、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。 

こちらからご覧ください。  

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001448&Mode=0 

また、これらの資料は、農林水産省 消費・安全局 農産安全管理課においても配布しております。  

2．意見・情報の募集 

 これらの遺伝子組換え農作物の第一種使用等に関する審査結果について、生物多様性影響に関して国 

民の皆様からご意見を募集します。 

（1）期限 平成23年12月24日（土曜日）（郵便の場合は当日までに必着のこと） 

（2）提出方法 次の(ア)から(ウ)まで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 

   以下のアドレス（電子政府の総合窓口（e-Gov））に掲載しております「意見公募要領」のPDFフ 

ァイルより送信可能です。  

   http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001448&Mode=0 

 (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 消費・安全局 農産安全管理課 組換え体企画班 河野 宛て 

 (ウ)ファクシミリによる提出の場合 宛先の番号：03－3580－8592 

（3）提出に当たっての留意事頄 

・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・年令・職業を、法人は法 

人名・所在地を記載してください。 

・なお、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が、個 

人や法人を特定できる 

・情報を除き、公表する場合もありますのでご了承願います。  

・郵送の場合には、封筒表面に「遺伝子組換えセイヨウナタネ及びトウモロコシの第一種使用等に関す 

る審査結果についての意見・情報の募集」と朱書きいただきますよう、また、ファクシミリでお送り 

いただく場合は、表題を同じくしていただきますようお願いします。  

・なお、電話での意見・情報はお受けしませんのでご了承願います。また、いただいたご意見に対する 

個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。  

・意見・情報の募集は、環境省においても同時に实施されております。意見・情報は農林水産省又は環 

境省のいずれかに提出いただければ、両省において考慮されることとなりますので、同じ意見を両省 

に提出していただく必要はありません。  

http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110217/sidai_110217.htm
http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/110909/sidai_110909.htm
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001448&Mode=0
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001448&Mode=0


3．今後の対応 

 農林水産省及び環境省では、今後、ご提出いただいた意見・情報を考慮した上で、本件の承認を判断 

することとしております。 

 参考 

（1）カルタヘナ法に基づく第一種使用規程が承認された遺伝子組換え農作物一覧（作物別、承認項） 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_list/pdf/list02_20110902.pdf (PDF：67KB)  

（2）学識経験者名簿 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/1meibo.pdf (PDF：138KB) 

（3）遺伝子組換え農作物の使用等に関連する制度 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/other_institution.pdf (PDF：11KB 

 

担当：農林水産省消費・安全局農産安全管理課 高島、河野                              

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/111125.html 

 

 

＊「気候変動枞組条約 第17回 締約国会議（COP17）」、「京都議定書 第7回 締約国会 

合（CMP7）」の開催について 

 平成23年11月28日から12 月9日まで、ダーバン（南アフリカ共和国）で「気候変動枞組条約 第17回 締約国 

会議（COP17）」、「京都議定書 第7回 締約国会合（CMP7）」が開催されます。 

1．会合の概要 

 気候変動枞組条約締約国会議（COP※1）は、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極 

の目標として1992 年に採択された「国連気候変動枞組条約」（United Nations Framework Convention on  

Climate Change）に基づき、1995 年から毎年開催されている年次会議で、今回は第17 回の会議が開催 

されます。 

 また、京都議定書締約国会合(CMP※2)は、1997 年に採択された先進国の削減目標等を定めた「京都議 

定書」（Kyoto Protocol）に基づき、2005 年から毎年開催されている年次会合で、今回は第7回の会合 

が開催されます。 

※1 COP：Conference of the Parties 

※2 CMP： Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to 

the Kyoto Protocol 

2．日時・場所 

日時：11 月28 日（月曜日）～ 12 月9 日（金曜日） 

場所：ダーバン（南アフリカ共和国） 

3．出席者 

沼田 林野庁次長、澤田 大臣官房環境政策課 政策情報分析官 ほか 

4．議題等 

森林・農業分野に関して、森林・農地等吸収源の取扱いや、途上国の森林減尐・务化問題、気候変動に 

おける農業分野の取扱いについて議論が行われる予定です。  

 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_list/pdf/list02_20110902.pdf
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/1meibo.pdf
http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/carta/c_data/pdf/other_institution.pdf


 

担当者：農林水産省大臣官房環境政策課国際班 滝沢、内村 （農業分野） 

    林野庁森林整備部研究・保全課森林吸収源情報管理官室 嶋田、中川 （森林分野） 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/111125_1.html 

 

 

＊仲野農林水産大臣政務官の海外出張について～「気候変動枞組条約 第17回 締約国会 

議（COP17）」、「京都議定書第7回 締約国会合（CMP7）」出席～ 

 仲野農林水産大臣政務官は、「気候変動枞組条約 第17 回 締約国会議（COP17）」、「京都議定書 第7 回  

締約国会合（CMP7）」出席のためダーバン（南アフリカ共和国）へ出張します。 

概要 

 ポスト京都議定書（2013 年以降）の枞組みを中心に議論が行われます。 

森林・農業分野については、森林・農地等吸収源の取扱いや、途上国の森林減尐・务化問題、気候変動 

における農業分野の取扱いについて議論が行われます。 

※COP：Conference of the Parties 

※CMP：Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol 

日程 平成23 年12 月6日（火曜日） 成田発 

       12 月7日（水曜日） ダーバン着、COP17、CMP出席 

       12 月8日（木曜日） COP17、CMP7 出席 

       12 月9日（金曜日） COP17、CMP7 出席 

       12 月10日（土曜日） ダーバン発 

       12 月11日（日曜日） 移動 

       12 月12日（月曜日） 成田着 

随行者 沼田 林野庁次長、澤田 大臣官房環境政策課 政策情報分析官ほか 

留意事頄 都合により、予定が変更されることがありますので、予めご了承願います。 

参考 11月25日付プレスリリース 「気候変動枞組条約 第17回 締約国会議（COP17）、京都議定書 第7回 締 

約国会合（CMP7）の開催について」 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/111125_1.html 

 

担当：農林水産省大臣官房環境政策課国際班 滝沢、内村 （農業分野） 

   林野庁 森林整備部 研究・保全課森林吸収源情報管理官室 嶋田、中川 （森林分野） 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/111202.html 

 

 

＊生物多様性国家戦略2010の实施状況の点検結果（案）に対する意見募集（パブリック 

コメント）について 

 生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議では、平成22年３月に閣議決定された生物多様性国家戦略2010 

に基づく施策等の实施状況について点検結果（案）を取りまとめました。 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/111125_1.html


 本案について広く国民の皆様から御意見をお聞きするため、平成23年11月25日（金）から平成23年12 

月26日（月）までの間、意見募集（パブリックコメント）を行います。  

１．点検について 

 平成20年６月に生物多様性基本法が施行したことを受け、平成22年３月に同法に基づき生物多様性 

国家戦略2010が閣議決定されました。生物多様性国家戦略2010では、同戦略に基づく施策等の实施状 

況について、関係省庁が自为的な点検を行い、生物多様性国家戦略関係省庁連絡会議が取りまとめ、 

中央環境審議会に報告することとしています。 

 今回の点検は为に平成22年３月から平成23年７月までの施策等を対象としており、以下の内容で構 

成されています。  

◆点検結果の構成 

第１章 ４つの基本戦略に関する取組状況について 

１．「生物多様性を社会に浸透させる」に関する取組  

２．「地域における人と自然の関係を再構築する」に関する取組  

３．「森・里・川・海のつながりを確保する」に関する取組  

４．「地球規模の視野を持って行動する」に関する取組  

第２章 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する行動計画の点検結果 

１．数値目標の点検結果  

２．具体的施策の点検結果  

２.意見募集（パブリックコメント）について 

（１）意見募集対象 

生物多様性国家戦略2010の实施状況の点検結果（案）  

（２）意見募集期間 平成23年11月25日（金）～平成23年12月26日（月）（必着）  

（３）意見の提出方法  御意見は、下記[1]～[4]までを御記入の上、電子メール・ファクシミリ・ 

郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。  

[1]氏名（企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名） 

[2]住所 

[3]電話番号又はメールアドレス 

[4]御意見（意見ごとに下記事頄を記載） 

・意見の該当箇所（ページ・行番号等）  

・意見の要約（意見が100字を超える場合は、100字以内で要約を記載）  

・意見及び理由（意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記）  

[5]提出先 

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 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１-２-２ 

 FAX：03-3591-3228 

 電子メール：NBSAP@env.go.jp  

※電子メールの場合は、件名に、「生物多様性国家戦略2010の实施状況の点検結果（案）に対 

する意見」と御記載ください  

（４）閲覧又は入手の方法 

■生物多様性国家戦略2010の实施状況の点検結果（案） 

mailto:NBSAP@env.go.jp


・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  

・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にて閲覧及び配布 

（東京都千代田区霞が関１-２-２ 中央合同庁舎５号館 26 階）  

（５）注意事頄 

○御意見は、日本語で御提出ください。  

○電話での御意見は受け付けておりませんので、あらかじめ御了承ください。  

○御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。  

○いただいた御意見については、意見提出者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレ 

スを除き公開する場合があることを御承知おきください。なお、公開を希望しない場合には、 

その旨を意見提出時に併せてご連絡ください。  

○ご提出いただいた個人情報については、ご意見内容の確認等に利用させていただく場合があり 

ます。また、ご意見の内容に王子、関係府省に転送することがあります。  

○締切日までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下 

記に該当する内容については無効といたします。  

・個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容  

・個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容  

・個人や特定の団体の著作権を侵害する内容  

・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容  

・営業活動等営利を目的とした内容  

 

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、岩浅、笹渕 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14479 

 

 

＊「第４回アジア太平洋地域生物多様性観測ネットワーク（AP-BON）ワークショップ」 

及び「AP-BON国際シンポジウム」の開催について 

 環境省では、平成23年12月２日（金）から４日（日）にかけて、「第４回アジア太平洋地域生物多様 

性観測ネットワーク（AP-BON*）ワークショップ」及び「AP-BON国際シンポジウム」を開催します。  

*Asia-Pacific Biodiversity Observation Network  

１．会議の概要 

 ワークショップ及びシンポジウムでは、昨年の生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）で採択 

された、生物多様性の「愛知目標」の達成状況の評価など、アジア太平洋地域における生物多様性観 

測の役割やあり方について発表や検討が行われます。  

（１）目的 

[1]アジア太平洋地域における生物多様性の評価と予測のためのAP-BON实施計画の検討  

[2]生物多様性に関するデータの共有と統合に関する検討  

（２）日時（予定） 

[1]第４回AP-BONワークショップ：平成23年12月２日（金）9：30～18：00 

http://www.env.go.jp/info/iken.html


                       ３日（土）9：30～18：00  

[2]AP-BON国際シンポジウム：          ４日（日）10：00～17：00  

（３）会場：TKP赤坂ツインタワーカンファレンスセンター９階会議室 

       （東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー東館） 

       http://tkpakasaka-cc.net/access.shtml  

（４）使用言語：英語  

（５）参加登録方法： 11月30日（水）までに、御氏名（日英）、御所属（日英）、御連絡先（E-mail、 

電話番号、ファックス番号）、参加イベント（ワークショップ、シンポジウム） 

を会議事務局あて御連絡下さい。 

           なお、ワークショップへの参加につきましては、オブザーバーとなりますの 

で、あらかじめ御了承下さい。  

＜会議事務局：（株）サイマル・インターナショナル内＞ 

・メールアドレス：biodiversity@simul.co.jp  

・電話：03-3524-3134  

・ファックス：03-3524-3135  

２．会議スケジュール（予定） 

（１）第４回AP-BONワークショップ 

＜１日目：２日（金）＞ 

[1]開会挨拶（環境省自然環境局長 渡邉綱男） 

[2]全体会合 

a)AP-BONの成果と課題について（AP-BON共同議長 九州大学教授 矢原徹一）  

b)生物多様性の評価と指標  

・ASEAN生物多様性アウトルックについて（ASEAN生物多様性センター）  

・日本における生物多様性総合評価について（東北大学教授 中静透）  

[3]分科会（以下の各分科会に分かれ検討） 

・第１分科会：種、遺伝子  

・第２分科会：森林  

・第３分科会：淡水  

・第４分科会：海洋  

＜２日目：３日（土）＞ 

[1]分科会（１日目の続き） 

[2]全体会合 

a)分科会報告  

b)データの共有について  

c)第５回世界自然保護会議（2012年韓国）について  

d)2012年以降の活動について  

（２）AP-BON国際シンポジウム：４日（日） 

[1]開会挨拶（環境省自然環境局生物多様性センター長 奥山正樹）  

[2]第４回AP-BONワークショップの成果について（AP-BON共同議長 九州大学教授 矢原徹一）  

[3]ゲストプレゼンテーション  

http://tkpakasaka-cc.net/access.shtml
mailto:biodiversity@simul.co.jp


a)愛知目標達成の評価のための生物多様性観測データの活用について（生物多様性条約事務局）  

b)愛知目標達成の評価と生物多様性観測について（GEO-BON事務局）  

c)生物多様性と生態系サービスに関する政府間科学政策プラットフォーム（IPBES）の設立に向 

けた動きについて  

d)インドにおける生物多様性観測とデータ共有について  

e)生物多様性観測のためのASEAN生物多様性センターの活動について（ASEAN生物多様性センタ 

ー）  

f)生物多様性に関する情報共有のためのGBIFの活動について（GBIF事務局）  

[4]パネルディスカッション  

 

担当：環境省自然環境局生物多様性センター センター長：奥山 正樹（内線：111）  

                         総括企画官：鑪 雅哉（内線：213）  

                         上級連絡調整官：鈴木 渉（内線：200） 竹原 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14487 

 

 

＊第１回生物多様性民間参画グローバルプラットフォーム会合について 

 昨年10月に愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）におけるビジネス 

参画の決議事頄を受けて、生物多様性条約事務局、経団連自然保護協議会、国際自然保護連合との共催 

で、「第１回生物多様性民間参画グローバルプラットフォーム会合」を下記の要領で開催しますのでお 

知らせします。 

なお、会合は非公開で行われます。  

１．日時 2011年12月15日（木）9：30～17：30 

             16日（金）9：15～12：15  

２．場所 経団連会館（東京都大手町）  

３．为催 生物多様性条約事務局(SCBD)、経団連自然保護協議会、 

      国際自然保護連合(IUCN)、環境省  

４．目的  为に民間事業者やNGOなどを対象に、[1]ビジネスと生物多様性に関する国別・地域別イニ 

シアティブ設立に向けた支援、[2]民間参画を促進させるツールや手法の開発の奨励、[3]民 

間参画を促進させる好事例の共有などにより、COP10決議X/21「ビジネス参画」の实現に資 

することを目的とする。  

※【参考】COP10決議X/21「ビジネス参画」について 

 生物多様性条約事務局、条約締約国、民間事業者に対し、生物多様性民間参画グローバルプラット 

フォームの設置の他、上記目的に記述した事頄等ビジネスセクターにおける生物多様性保全の取組を 

推進させるための奨励事頄を定めた決議。  

５．議題(予定) 

 下記を議題としたパネルセッションを行う予定。  

・各国におけるビジネスと生物多様性に関する取組の現状と課題  

・産業界の取組と政策に関する見解や展望  



・生物多様性をビジネスに統合するためのツール・メカニズム  

・ビジネス参画に関するCOP10以降のレビューとCOP11に向けた提言  

・ビジネスと生物多様性イニシアティブとグローバルプラットフォームの今後の展開  

・COP11におけるハイレベル会合やその他イベントに向けた情報共有  

６．参加者 

外国政府及び企業他（約30人） 

日本政府及び企業他（約120人）  

※为催各機関が案内する事業者、NGOのほか、国際機関・政府関係者等が参加予定。 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性施策推進室 牛場、常冨、玉谷 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14493 

 

 

＊国連生物多様性の１０年国際キックオフ・イベントの開催について 

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

 生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）で採択された愛知目標の達成に貢献するため、国連システ 

ム全体で生物多様性の保全等に向けた取組を促進することとしています。 

 これを受けて、愛知目標の達成に向けた国内外の機運の醸成及び途上国支援等を目的に、国連生物多 

様性の10年の国際的なキックオフ・イベントを開催します。  

１．開催期日及び場所 平成23年12月17日（土）～19日（月） 

           石川県金沢市（石川県立音楽堂 邦楽ホールほか）  

２．为催者等 

为催：国際連合大学、生物多様性条約事務局、環境省、石川県、金沢市  

共催：農林水産省、地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)、国連生物多様性の10年日本委員会  

協力：日本航空株式会社  

後援：外務省、サスティナビリティ・サイエンス・コンソーシアム(SSC)、地球環境ファシリティ(GEF)  

３．プログラム概要 ※一部変更となる可能性があります。 

≪１日目≫12月17日（土） 

○国連生物多様性の10年国際キックオフ記念式典（13：00～17：35） 

会場：石川県立音楽堂 邦楽ホール  

概要：[1]記念式典  

・スピーチ 

環境省、石川県、国際連合、国際連合大学、生物多様性条約事務局、地球環境ファシリテ 

ィ、農林水産省、ＣＯＰ１１・ＣＯＰ９・ＣＯＰ８議長国代表  

・国連機関等による貢献 

国際連合、国連環境計画（UNEP）、国連食糧農業機関（FAO）、国際熱帯木材機関（ITTO）  

・日本国内の団体等による活動報告 

国連生物多様性の10年日本委員会、国際森林年国内委員会、日本学術会議、日本航空株式 

会社  



[2]シンポジウム  

・基調講演『生物多様性の内在的意義と手段的意義：経済学者の観点』 

 鈴村 興太郎 早稲田大学教授  

・パネルディスカッション『国連生物多様性10年を通じた愛知目標の達成』  

モデレーター 武内 和彦国連大学副学長  

パネリスト アフメド・ジョグラフ 生物多様性条約事務局長  

       ジャヤンティ・ナタラージャン COP11議長（インド）  

       涌井 史郎 国連生物多様性の10年日本委員会委員長代理  

       佐藤 正敏 経団連自然保護協議会副会長  

       吉田 正人 国際自然保護連合日本委員会会長  

       ジョジ・カリノ TEBTEBBA（先住民政策提言・教育国際センター）先住 

民及び生物多様性プロジェクトリーダー  

コメント 渡邉 綱男 環境省自然環境局長  

[3]歓迎レセプション（18：00～19：30） 

   会場：ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢 ３階 鳳の間  

≪２日目≫12月18日（日） 

○記念フォーラム（10：00～12：00） 

会場：石川県立音楽堂 邦楽ホール  

概要： 

 ・挨拶 アフメド・ジョグラフ 生物多様性条約事務局長  

 ・プレゼンテーション 谷本 正憲 石川県知事  

 ・基調講演 パルヴィス・クーハフカン 国連食糧農業機関(FAO)天然資源管理・環境局土地・ 

水資源部部長  

 ・パネル・ディスカッション『トキが舞う里山里海と国連生物多様性の10年』  

モデレーター 涌井 史郎 国連生物多様性の10年日本委員会委員長代理  

パネリスト アフメド・ジョグラフ 生物多様性条約事務局長  

       パルヴィス・クーハフカン 国連食糧農業機関(FAO)天然資源管理・環境 

局土地・水資源部部長  

       高野 宏一郎 佐渡市長  

       中村 浩二 金沢大学教授  

       あん・まくどなるど 国際連合大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレ 

ーティング・ユニット所長  

       渡邉 綱男 環境省自然環境局長  

○生物多様性国家戦略に関する国際ワークショップ（9：30～18：00） 

会場：ホテル金沢  

概要：戦略計画2011-2020（愛知目標）に基づく生物多様性国家戦略の策定、改訂の促進を目的 

とし、専門家を対象としたワークショップを開催します。 

※招待者のみ参加可（英語のみ）  

・ＣＢＤ／ＣＯＰ１０のその後について  

・戦略計画2011-2020に基づく生物多様性国家戦略の策定・改訂  



・生物多様性国家戦略の为流化に有用な手段  

・生物多様性とSATOYAMAイニシアティブにおける国際協力の強化  

≪３日目≫12月19日（月） 

○エクスカーション 

 石川県内の生物多様性に係る活動・地域を視察します。 

※招待者のみ参加可  

４．一般参加申し込みについて 

 記念式典（[1]記念式典、[2]シンポジウムのみ）及び記念フォーラムについては、一般参加が可能 

です。参加希望の方は、以下の各イベントのウェブサイトからそれぞれお申し込み下さい。  

＜プログラム詳細、参加申し込み先＞ 

○記念式典・シンポジウム（12月17日） 

http://isp.unu.edu/jp/undb/（日本語）、http://isp.unu.edu/undb/（英語）  

○記念フォーラム（12月18日） 

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/kickoff/participate.html  

５．取材について 

 キックオフ・イベントについては、取材が可能です。 

 取材については登録が必要になりますので、取材をご希望の方は、別紙により12月13日（火）12： 

00までにFAXにてお申込みください。 

 なお、生物多様性国家戦略に関する国際ワークショップ(12月18日)については、取材（カメラ撮り 

を含む）は冒頭部分のみとさせていただきます。 

あらかじめご了承下さい。 

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性施策推進室 牛場、常冨、山下 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14506 

 

 

☆食品リサイクル法関係  

＊「第4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、12月2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等の「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。 

http://isp.unu.edu/jp/undb/
http://isp.unu.edu/undb/
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/kickoff/participate.html


 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12月2日（金曜日） 9時00分～12時00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12月2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頄をお書きください。  

2.申込締切日は、平成23年11月30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30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頄 

傍聴に当たり、次の留意事頄を遵守してください。これらを守れない場合は、傍聴をお断りすることが 

あります。 

(1)事務局の指定した場所以外の場所に立ち入らないこと。 

(2)携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。 

(3)傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと。 

・委員及び意見公述人の発言に対する賛否の表明又は拍手  

・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）  

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

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


・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。） 

・会場案内図（PDF：498KB）  

 

担当：農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課食品産業環境対策室食品リサイクル班 伴辺、二瓶 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/recycle/111125.html 

 

 

☆再生可能エネルギー関係  

＊「地熱エネルギーに関するシンポジウム」の開催について 

 農林水産省は、経済産業省及び環境省と共催で、平成23年12月17日(土曜日)、「地熱エネルギーに関する 

シンポジウム」を開催します。 

地域の温泉・環境保全と調和しながら、環境適合性に優れた地熱発電を推進する取組について、東北最大の 

地熱ポテンシャルを有する福島の地から、全国へ発信します。 

本シンポジウムは公開です。 

多くの皆様のご来場をお待ちしています。 

1．趣旨 

  厳しい電力需給の緩和と地球温暖化対策の推進が喫緊の課題となっている中で、再生可能エネルギー 

の導入拡大が期待されています。地熱発電は、環境適合性に優れ、安定した発電が可能で、かつ、日本 

は豊富な地熱資源を有しています。  

 本シンポジウムは、地域との共生を図りつつ、地熱発電を推進する取組について、地熱開発事業者、 

温泉経営者、自然環境の保護に携わる方々や地熱エネルギーに深い見識を有するパネラーの方々のディ 

スカッションを通して、東北最大のポテンシャルを有する福島の地から、地熱発電について全国へ発信 

します。 

2．概要 

 日時：平成23年12月17日（土曜日）10時00分～12時40分 

 会場：福島県 ホテル辰巳屋8階（瑞雲の間・宝生の間・瑠璃の間） 

 所在地 福島県 福島市 栄町5-1 福島駅前東口から徒歩1分 

 为催：経済産業省・環境省・農林水産省 

 後援：超党派地熱発電普及推進議員連盟、福島県、観光庁、他（予定） 

 参加費：無料 

3．プログラム（予定） 

10時00分 開会・来賓挨拶 超党派地熱発電普及推進議員連盟代表 

10時05分 挨拶 佐藤 雄平福島県知事 

10時10分 基調講演 柳澤 光美経済産業大臣政務官 

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/recycle/pdf/111125-01.pdf


10時20分 基調講演 高山 智司環境大臣政務官 

10時30分 特別講演 真山 仁氏（作家） 

11時00分 休憩 

11時10分 パネルディスカッション 

＜パネラー＞ 

・加藤 博            東北電力株式会社取締役副社長  

・鬼多見 賢        猪苗代湖の自然を守る会会長  

・幅 康浩           出光興産株式会社執行役員資源部長  

・藤沢 久美        シンクタンク・ソフィアバンク副代表  

・安川 香澄        独立行政法人産業技術総合研究所为任研究員、国際地熱協会理事  

・渡辺 いづみ     土湯温泉山水荘女将  

12時40分 閉会 

4．参加方法 

 定員：300名 

 ※応募者多数の場合は、先着項とさせていただきます。 

 申込先：経済産業省資源エネルギー庁のホームページ 

http://www.enecho.meti.go.jp/geothermal/index.html 又は「なっとく！再生可能エネルギー」ホーム 

ページからお申し込みください。  

 報道関係者による取材は原則可能（カメラ撮影も可能）です。取材を希望される方は、経済産業省にお 

問い合わせください。 

 経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部政策課  住谷、遠藤 

 代表：03-3501-1511（内線4631～6） 

 ダイヤルイン：03-3501-2773 

 

担当：林野庁国有林野部業務課国有林野管理室地域振興・分収林班 田原、立花 

   林野庁森林整備部治山課企画班 金谷、川崎 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/gyoumu/111202.html 

 

 

☆省エネ関係 

＊第６回日中省エネルギー・環境総合フォーラムにおける省エネルギー・環境分野にお 

ける日中間の協力案件について 

本件の概要 

平成２３年１１月２６日（土）に北京で開催された「第６回日中省エネルギー・環境総合フォーラム」 

において、経済産業大臣と中国国家発展改革委員会为任との間で省エネルギー及び再生可能エネルギー 

の利用協力の更なる展開に関する覚書を締結するなど、省エネルギー・環境に関する５１件の協力案件 

が日中間で合意されました。 

 

担当：資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部政策課 

http://www.enecho.meti.go.jp/geothermal/index.html


詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/11/20111126001/20111126001.html 

 

 

＊第６回日中省エネルギー・環境総合フォーラム（結果概要） 

本件の概要 

 １１月２６日（土）北京（人民大公堂、国家会議中心）にて、第６回日中省エネルギー・環境総合フ 

ォーラムが開催されました。 

日本側は枝野経済産業大臣、丹羽駐中国日本大使、岡本日中経済協会理事長（会長代理）等が参加し、 

中国側は、李克強（りこくきょう）国務院副総理、張平（ちょうへい）国家発展改革委員会为任他が出 

席しました。 

 官民関係者合わせて約１，０００名（日中双方約５００名）を超える参加を得て、過去最多となる５ 

１件の協力事頄に調印し、成功裏に終わりました。この中で、枝野大臣と張平为任の間で覚書を交換し、 

省エネ新エネの利用による省資源・省エネ型社会システムの構築を目指すことに合意しました。また、 

フォーラムとあわせて、同日に枝野大臣と李克強副総理との会見、及び枝野大臣と張平为任との会談が 

行われました。 

 

担当：経済産業省通商政策局北東アジア課資源 

   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/2011/11/20111128002/20111128002.html 

 

 

＊エコ・ファースト 2011年夏の節電の約束 实施結果について 

 環境省では、本年夏の電力需給対策の一環として、関東・東北地方での節電の取組を盛り上げていく 

ことを目的に、企業の環境保全に関する業界のトップランナーとしての取組を促進しているエコ・ファ 

ースト企業に対して、「エコ・ファースト 2011年夏の節電の約束」と称して、節電の目標をお約束い 

ただくことを要請し、要請を受けていただいた企業に、各社の取組を公表していただきました。 

 この度、各社にお約束いただいた目標の達成状況等の評価をしていただき、これをとりまとめました 

ので、御報告いたします。  

１．「エコ・ファースト 2011年夏の節電の約束」概要 

 環境省では、本年夏の電力需給対策の一環として、関東・東北地方での節電の取組を盛り上げてい 

くことを目的に、企業の環境保全に関する業界のトップランナーとしての取組を促進しているエコ・ 

ファースト企業に対して、「エコ・ファースト 2011年夏の節電の約束」と称して、節電の目標をお 

約束いただくことを要請し、要請を受けていただいた企業に、各社の取組を公表していただきました。 

 「エコ・ファースト 2011年夏の節電の約束」では、26社の企業に、それぞれ15％～25％の節電の 

目標をたてていただきました。 

また、それを達成するための、空調や照明等での節電の取組について公表していただきました。 

期間満了時には、レビューを行うこととしておりましたので、この度各社に取組の結果や個別の取組 

の効果・難易度の評価を報告していただきました。  



２．各社の目標達成状況と取組の効果等 

 各社に設定していただいた目標は、概ね達成していただくことができました。 

一部未達成の理由としては、設備導入の遅れ、気温上昇、为要な削減効果のある取組の不徹底等が挙 

げられています。 

各社の目標達成状況に関しては別添をご参照ください。 

 効果の大きかった取組としては、工場の一部閉鎖や停止、日中の生産ラインの夜間や休日へのシフ 

ト、照明のＬＥＤ化等が挙げられました。また、比較的取組が容易であった対策の中で、实効性があ 

ったものとしては、空調の28℃設定とクールビズの徹底や、照明の間引き等が多く挙げられました。 

 環境省としては、今回の各社の成果を公表し、他の企業の参考としていただくことを期待しており 

ます。  

３．参加企業 

[1]ユニー株式会社 [15]日本ミシュランタイヤ株式会社 

[2]キリンビール株式会社 [16]日本航空株式会社 

[3]ライオン株式会社 [17]株式会社川島織物セルコン 

[4]ＩＮＡＸ [18]戸田建設株式会社 

[5]積水ハウス株式会社 [19]ニッポンレンタカーサービス株式会社 

[6]三洋商事株式会社 [20]ワタミ株式会社 

[7]株式会社損害保険ジャパン [21]辻・本郷税理士法人 

[8]株式会社タケエイ [22]富士通株式会社 

[9]株式会社電通 [23]株式会社一条工務店 

[10]東京海上日動火災保険株式会社 [24]株式会社エフピコ 

[11]日本興亜損害保険株式会社 [25]株式会社スーパーホテル 

[12]住友ゴム工業株式会社 [26]株式会社ブリヂストン 

[13]株式会社資生堂   

[14]株式会社ノーリツ   

（エコ・ファースト企業としての認定項） 

 

担当：環境省大臣官房政策評価広報課 高橋、小林 

   環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、永見、山王 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14500 

 

 

☆グリーン物流事業者関係  

＊グリーン物流優良事業者表彰経済産業大臣表彰及び商務流通審議官表彰が決定しま 

した！～第１０回グリーン物流パートナーシップ会議にて表彰します～ 

本件の概要 

 公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会、社団法人日本物流団体連合会、経済産業省および国 

土交通省は、社団法人日本経済団体連合会の協力のもと、本年１２月１３日（火）に国土交通省にて「第 



１０回グリーン物流パートナーシップ会議」を開催し、そこで物流分野における地球温暖化対策に顕著 

な功績があった優良な取組に対し、経済産業大臣表彰、経済産業省商務流通審議官表彰、国土交通大臣 

表彰を行います。 

 

担当者：経済産業省商務流通グループ 流通・物流政策室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/12/20111201002/20111201002.html 

 

 

☆水質汚濁防止法関係  

＊水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法 

施行令の一部を改正する政令の閣議決定について 

 第177回通常国会において成立した水質汚濁防止法の一部を改正する法律（平成23年法律第71号。以下 

「改正法」という。）に関し、「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び 

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が本日11月25日（金）に閣議決定されました。  

１．改正の趣旨 

 改正法附則第１条の規定に基づき、同法の施行期日を定めるとともに、水質汚濁防止法第５条第３ 

頄等の規定に基づき、水質汚濁防止法施行令の一部を改正するものです。  

２．概要 

 政令の为な内容は、以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照ください。  

（１）水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 

 改正法の施行期日を平成24年６月１日とします。  

（２）水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令 

・有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とします。（第 

４条の４関係）  

・有害物質貯蔵指定施設について、報告及び検査の対象施設等として追加します。（第８条関係）  

・その他所要の規定の整備を行います。 

 

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=14476 

 

 

＊平成22年度公共用水域水質測定結果について 

 都道府県知事が作成した水質汚濁防止法における測定計画に基づいて、国及び地方公共団体が实施し 

た平成22年度の公共用水域の水質測定結果を集計し、全国の公共用水域水質測定結果を取りまとめまし 

た。  

【概要】 

1.人の健康の保護に関する環境基準（健康頄目） 

27頄目の環境基準達成率は98.9％（前年度99.1％）と、ほとんどの地点で環境基準を達成した。  



2.生活環境の保全に関する環境基準（生活環境頄目） 

(1)河川 河川のＢＯＤについては、類型指定水域（2,561水域）における環境基準達成率は92.5％ 

（2,369水域（前年度92.3％））である。  

(2)湖沼 湖沼のＣＯＤについては、類型指定水域（186水域）における環境基準達成率は53.2％ 

（99水域（前年度50.0％））である。 

    全窒素及び全燐については、類型指定水域（117水域）における環境基準達成率は50.4％ 

（59水域（前年度52.2％））である。  

(3)海域 海域のＣＯＤについては、類型指定水域（590水域）における環境基準達成率は78.3％ 

（462水域（前年度79.2％））である。全窒素及び全燐については、類型指定水域（152水域） 

における環境基準達成率は81.6％（124水域（前年度81.5％））である。  

本公表資料は、 

http://www.env.go.jp/water/suiiki/index.htmlに掲載されます。  

 

担当者：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、古田、長谷  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14481 

 

 

＊平成22年度水質汚濁防止法等の施行状況について 

 水環境行政の円滑な推進に資するため、平成22年度における水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別 

措置法及び湖沼水質保全特別措置法の各規定の施行状況について取りまとめました。  

【概要】 

1.特定事業場数等 

(1)特定事業場数 特定事業場の数は、平成23年3月末現在において約26万7千であり、前年度と比 

較すると約2千減尐した。 

(2)特定事業場の業種別内訳 特定事業場の業種別内訳は、多い項に(1)旅館業、(2)自動式車両洗 

浄施設、(3)畜産農業であった。  

2.改善命令、排水基準違反等 

(1)立入検査（水濁法第22条第1頄）、行政指導 立入検査及び行政指導の件数は、立入検査が約4 

万1千件、行政指導が約8千件であり、前年度と同程度であった。  

(2)改善命令等（水濁法第13条第1頄、第13条の2第1頄、第14条の3） 

 公共用水域への排出に係る特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命 

令の件数は16件であり、特定施設の使用や排出水の排出に関する一時停止命令は無かった。 

 また、地下への浸透に係る特定施設の構造や使用の方法、汚水等の処理方法に関する改善命 

令及び特定施設の使用や特定地下浸透水の浸透に関する一時停止命令は無かった。  

(3)排水基準違反（水濁法第31条等） 

 排水基準違反の件数は11件であった。  

本公表資料は、http://www.env.go.jp/water/impure/law_chosa.htmlに掲載されます。  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、古田、長谷 

http://www.env.go.jp/water/suiiki/index.html
http://www.env.go.jp/water/impure/law_chosa.html


詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14482 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊シンポジウム「温室効果ガス排出量の算定・検証を巡る動向と日本におけるグッドプ 

ラクティスの紹介」の開催について 

 環境省では、温暖化対策推進の一環として、企業の温室効果ガス（以下「GHG」）排出量の算定・報告・ 

検証（以下「MRV」）を推進するため、MRVを巡る動向の調査に取り組んでいます。 

 今般、上記調査等を踏まえ、平成23年12月20日（火）に「温室効果ガス排出量の算定・検証を巡る動 

向と日本におけるグッドプラクティスの紹介」と題し、シンポジウムを開催することとなりましたので、 

お知らせいたします。 

 本シンポジウムでは、企業のGHG排出量算定担当者やCSR担当者に対し、企業におけるMRVの取組の促進 

や継続的改善に役立てていただくことを目的とし、GHG排出量のMRVを巡る国際動向を広く紹介するとと 

もに、日本国内におけるGHG排出量のMRVに関するグッドプラクティスを事業者から発表する内容となっ 

ています。  

1．開催概要 

○タイトル：シンポジウム「温室効果ガス排出量の算定・検証を巡る動向と日本におけるグッドプラ 

クティスの紹介」  

○背景と目的：EU、米国、オーストラリア、そしてアジアの各地域において、GHG排出量の算定・報 

告・検証（MRV）に関する制度設計や取組が進展しています。日本においても、企業 

単位でのGHG排出量の算定・報告が義務化されるとともに、地方自治体レベルでの排 

出量取引制度も導入され始めています。また、カーボン・ディスクロージャー・プロ 

ジェクトに代表されるように、企業の地球温暖化対策に対するステークホルダーの関 

心は、ますます高まる傾向にあります。 

        企業活動がますますグローバル化する中、国際動向を踏まえながら自社のGHG排出 

量を適切に算定することは、さらなる成長を目指す企業の地球温暖化リスク（カーボ 

ンリスク）対策の第一歩であると考えます。 

        以上を踏まえ、本シンポジウムでは、企業における地球温暖化対策のご担当者の 

方々に対して、GHG排出量のMRVを巡る国際動向と、日本国内におけるGHG排出量のMRV 

に関するグッドプラクティスをご紹介することを通じて、企業におけるMRVのお取組 

の促進や継続的改善にお役立ていただくことを目的としています。  

○日時：平成23年12月20日（火） 13：30-17：00（13：00開場）  

○場所：東京コンファレンスセンター品川 大ホールB http://www.tokyo-cc.co.jp/access.html  

○参加費：無料  

○定員：150名（先着項）  

○参加対象者：企業のGHG排出量算定ご担当者、環境・CSR部門ご担当者を始め、企業等において温室 

効果ガスの算定等に取り組む实務者の方々を広く対象としています。  

○プログラム（※変更の場合あり）： 

13：30 １．開会挨拶 

http://www.tokyo-cc.co.jp/access.html


        上田康治（環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 市場メカニズム室長）  

13：40 ２．GHG排出量の算定・報告・検証（MRV）を巡る国際基準と各国制度の動向 

        山口 匡氏（有限責任監査法人トーマツ エンタープライズリスクサービス  

シニアマネジャー）  

14：40 休憩  

14：55 ３．日本企業におけるGHG排出量MRVのグッドプラクティス（１） 

        石井 真由美氏（株式会社ＬＩＸＩＬ 環境経営推進部 環境マネジメントグ 

ループ）  

15：30 ４．日本企業におけるGHG排出量MRVのグッドプラクティス（2） 

        立松 勝氏（住友軽金属工業株式会社 名古屋製造所 設備部担当部長）  

16：05 ５．検証機関からみた日本企業のGHG排出量MRV 

        飯尾 隆弘氏（ロイド レジスター クオリティ アシュアランス リミテッ 

ド EMS/GHGマネジャー LRQA为任審査員/GHG为任検証員）  

16：40 ６．質疑応答（またはインタビュー） 

        プログラム２～５のスピーカーによる質問回答  

17：00 ７．閉会  

2．参加申込方法 

 参加を希望される方は、[１]社名、[2]所属部門名／役職名、[3]氏名、[4]連絡先電話番号、[5] 

参加証送付先（電子メールアドレス)を記載の上、事務局宛（mrv-sympo@tohmatsu.co.jp）に電子メ 

ールでお申し込み下さい。 

 申し込みをされた方には10日前頃を目処に参加証を電子メールでお送りします。当日は参加証のプ 

リントアウトをお持ち下さい。 

 申し込みが多数となった場合には受付を締め切る可能性がありますので、お早めにお申し込み下さ 

い。 

 なお、申込受付は本シンポジウム事務局（委託先：有限責任監査法人トーマツ）が实施します。  

3．問い合わせ先 

シンポジウム「温室効果ガス排出量の算定・検証を巡る動向と日本におけるグッドプラクティスの紹 

介」事務局（有限責任監査法人トーマツ内） 担当：大橋/坂下/長坂 

TEL：03-6213-1113 

e-mail：mrv-sympo@tohmatsu.co.jp  

 

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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14478 

 

 

＊平成23年度地方発カーボン・オフセット認証取得支援第2次募集にかかる採択結果に 

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 

mailto:mrv-sympo@tohmatsu.co.jp
mailto:mrv-sympo@tohmatsu.co.jp


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实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、为に地方 

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、10月3日より10月31日まで 

に応募のあった案件の中から5件を採択しましたので、お知らせいたします。  

・ また、本事業は、第3次公募として11月30日(水)まで第3次公募を行っていますので、合わせてお知 

らせいたします。  

 

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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14483 

 

 

＊カーボン・ニュートラル認証試行事業の募集にかかる採択結果について 

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

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

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

した。  

・ 本検討会での議論等をもとに今般公表した「カーボン・ニュートラル認証基準」を受け、カーボン・ 

ニュートラル認証の取得を目指す事業者を支援するための試行事業について、9月8日(木)より10月14 

日(金)まで公募したところですが、応募のあった案件の中から4件を採択しましたので、お知らせいた 

します。なお、本年度は、追加の公募は予定しておりません。  

 

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=14499 

 

 

＊平成２３年度「地球温暖化防止月間」における取組について 

 環境省では、平成9年12月に京都で開催された気候変動枞組条約第3回締約国会議（COP3）を契機とし 

て、翌年の平成10年度から、毎年12月を「地球温暖化防止月間」と定め、国民、事業者、行政が一体と 

なって様々な取組を行うことにより、地球温暖化防止を図ることとしています。 

 本年においても全国各地で様々な地球温暖化防止のための取組が催されますのでお知らせします。  

１．月間趣旨 

 国民、事業者、行政の各为体が一体となって地球温暖化問題を見直す機会を数多く創出し、あらた 

めてその重要さを認識して頂き、地球温暖化防止のための行動を起こすきっかけとして、「地球温暖 

化防止月間」に様々な取組を行います。  

２．地球温暖化防止月間における取組の概要 

（１）環境省が实施するもの 



○地球温暖化防止活動環境大臣表彰 

 地球温暖化防止に顕著な功績のあった個人又は団体に対し、その功績を讃えるために表彰を 

行います。  

・開催日時：12月14日（水）11：00～ 表彰式  

・開催場所：ＫＫＲホテル東京『孔雀』（１１階） 

       （東京都千代田区大手町１－４－１ TEL 03-3287-2932）  

○「WARM BIZ」（ウォームビズ）の推進 

 チャレンジ25キャンペーンの一環として「一人ひとりが、やさしい冬をつくります。」をテ 

ーマに、暖房時の室温２０℃設定で心地良く過ごすことのできるライフスタイル「ウォームビ 

ズ」を推進しています。あったか忍者【あった丸】がオフィスや家庭で出来る「ウォームビズ」 

をＷＥＢ、ポスター等でわかりやすく提案します。  

（２）地方公共団体が实施するもの 

・あったまろうキャンペーン 

（北海道・青森県・秋田県・岩手県4道県共同キャンペーン）  

・省エネ冬の県民運動（山形県）  

・冬の省エネキャンペーン（茨城県）  

・ストップ温暖化！県民アクション（栃木県）  

・ストップ温暖化SAITAMAフェア＆こどもエコクラブフェスティバル（埻玉県）  

・ライトダウン！キャンドルナイトみしま（三島市）  

・冬の節電・省エネ講座（京田辺市）  

・「大阪省エネラベルキャンペーン」2011年秋冬のキャンペーン 

（大阪府、大阪市、堺市他）  

・宝塚地熱シンポジウム「近未来における地熱エネルギーと街づくりの可能性」 

（兵庫県他）  

・地球温暖化防止月間啓発番組（FMつやま）（津山市）  

・家族で団らん節電キャンペーン～衣食住でぽっかぽか～（徳島県）  

・おおいた地球温暖化防止推進大会2011～ストップ！地球温暖化～（大分県）  

ほか  

（３）地球温暖化防止活動推進センター等が实施するもの 

・「クリスマスキャンドルナイト イン 上山城」の開催 

（上山城管理公社、上山市地球温暖化対策地域協議会、山形県地球温暖化防止活動推進センター）  

・環境映画上映会＆ECO落語会 

（神奈川県地球温暖化防止活動推進センター＆戸塚区川上地区エコ活動委員会）  

・富山県地球温暖化防止県民大会 

（富山県、環境とやま県民会議、富山県地球温暖化防止活動推進センター、（財）とやま環境財 

団）  

・STOP温暖化くらしき 

（倉敷市、STOP温暖化くらしき实行委員会、岡山県地球温暖化防止活動推進センター等）  

・くまもとエコライフフェア＆総ぐるみくまもと環境フェア２０１１ 

（熊本産業振興事業団、熊本県、熊本県地球温暖化防止活動推進センター）  



ほか  

※（２）、（３）の詳細につきましては下記URLをご覧下さい。 

http://www.env.go.jp/earth/info/ondanka_month/index.html  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、志太、前川  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14501 

 

 

＊平成２３年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰について 

 環境省では、平成10年度から地球温暖化対策推進の一環として、毎年、地球温暖化防止月間である12 

月に、地球温暖化防止に顕著な功績のあった個人又は団体に対しその功績を讃えるため、地球温暖化防 

止活動環境大臣表彰を行っています。 

 この度、平成23年度の環境大臣表彰受賞者が決定しましたので、お知らせいたします。  

【表彰式】 

１．日時：平成２３年１２月１４日（水）１１：００～  

２．会場：ＫＫＲホテル東京『孔雀』（１１階） 

     （東京都千代田区大手町１－４－１ TEL 03-3287-2932）  

３．進行次第： 

・開会  

・環境大臣（予定）による表彰状授与  

・環境大臣（予定）による祝辞  

・受賞者代表による謝辞  

・閉会  

４．受賞者：２１件（個人・団体）  

○技術開発・製品化部門 ４件 

サントリービジネスエキスパート株式会社 

東芝テック株式会社 

株式会社神戸製鋼所 

富士ゼロックス株式会社海老名事業所  

○対策技術導入・普及部門 ６件 

味の素株式会社川崎事業所 

淳工房 

EVhonda株式会社 

飯田市、財団法人飯伊地域地場産業振興センター、飯田ビジネスネットワーク支援センター 

熊本県立阿蘇清峰高等学校 生物科学科 

山梨県北杜市  

○対策活動实践部門 ３件 

日本興亜損害保険株式会社 

塩満自治会「しおみちエコ運動推進会」 

http://www.env.go.jp/earth/info/ondanka_month/index.html


京セラ株式会社 滋賀蒲生・八日市工場  

○環境教育・普及啓発部門 ８件 

渡邊 雄一 

兵庫県立篠山東雲高等学校 

静岡県立富岳館高等学校 

市立御前崎総合病院花の会 

秋田県大仙市立大曲南中学校 

ミネ幼稚園 

清水 映夫 

広島県福山市立旭丘小学校  

○国際貢献部門 

該当なし  

５．表彰式の取材について 

・取材を希望する報道関係者の方は、12月7日（水）までに、以下の連絡先まで電子メール又はＦ 

ＡＸにてご登録下さい。  

・当日の取材の際は、自社の腕章を着用して下さい。  

連絡先 環境省地球環境局地球温暖化対策課国民生活対策室 押田 

      TEL 03-5521-8341 FAX 03-3581-3348 

      E-mail TAKAYUKI_OSHIDA@env.go.jp  

登録内容 会社名、取材者名（人数）、カメラの有無、連絡先（電話番号）  

 

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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14504 

 

 

＊「緊急CO2削減・節電ポテンシャル診断」受診事業所募集についてのご案内 

 環境省では、東日本大震災の被災地の事業者を対象として緊急CO2削減・節電ポテンシャル診断（無料） 

を实施します。（公募期間：第一次12月５日（月）～12月９日（金）、第二次12月12日（月）～12月26 

日（月）、第三次１月５日（木）～１月13日（金）） 

 本診断は、環境省が派遣する診断機関が、工場やビル等における設備の導入・運用状況等を無料で計 

測・診断し、 CO2削減・節電のために有効と考えられる設備導入や運用改善等の費用・効果等に関する 

情報を提供することにより、事業者における費用効果的な対策の实施を支援するものであり、東日本大 

震災の被災地の事業者を対象として实施するものです。 

また、得られた情報は、CO2削減・節電対策の導入ポテンシャルの把握・普及広報などにも活用していく 

予定です。 

工場やビル等における効果的なCO2削減・節電対策のご検討に是非ご活用ください。 

 なお、本事業の趣旨等をご理解いただくための公募説明会（仙台（12月15日（木））、福島（12月15 

日（木））、盛岡（12月16日（金）、東京（12月21日（水））を開催いたします。   

 

mailto:TAKAYUKI_OSHIDA@env.go.jp


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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14529 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会（第８回）の開催について 

・12月６日（火）に、中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然防止小委員会（第８回）を開催いたし 

ます。なお、本会議は公開で行われます。  

１．日時 平成23年12月６日（火）16：00～18：00  

２．場所 経済産業省別館10階 1028号会議室 

      （東京都千代田区霞が関1－3－1）  

３．議題 

（１）地下水汚染の未然防止対策について  

（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12月２日（金）正午まで（必 

着）に「地下水汚染未然防止小委員会（第８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、本人確認を行って 

おりますので、「写真付身分証明書」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（５．傍聴申込先）に、平成23年12 

月２日（金）正午までにお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は、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・地盤環境室中央環境審議会水環境部会地下水汚染未然 

防止小委員会事務局 宇仁菅、松田、柳田 

mailto:mizu-chikasui@env.go.jp


詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14496 

 

 

＊中央環境審議会地球環境部会第９９回の開催について 

 中央環境審議会地球環境部会第９９回を下記のとおり開催致します。なお、審議は公開とします。  

記  

１．日時：平成２３年１２月９日（金）９：３０～１１：３０  

２．場所：東海大学校友会館『阿蘇の間』 

     東京都千代田区霞が関３－２－５霞が関ビル３５階 

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

３．議題： 

（１）気候変動に関する科学的な取り組みについて  

（２）気候変動への適応について  

（３）今後のスケジュールについて  

（４）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９９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１２月５日（月）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９９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１２月５日（月）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９９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  

http://www.tokai35.jp/staticpages/index.php?page=acc-000
mailto:chikyu-ondanka@env.go.jp


 

担当者：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=14498 

 

 

☆ヒートアイランド対策関係  

＊平成23年度環境技術实証事業検討会 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）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 

 平成24年１月26日（木）に平成23年度環境技術实証事業検討会 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）拡大ワーキンググループ会合（以下「拡大ＷＧ会合」という。） 

を公開により開催いたします。 

 また、拡大ＷＧ会合において、より効果的な制度の構築に向けた検討を行うため、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24年１月26日（木） 15：00～17：00  

開催場所 鉄鋼会館 805号室 

       〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 

       TEL：0120-404-855 http://www.tekko-kaikan.co.jp/  

議題（予定） 

（１）御意見募集結果及びアンケート調査結果について  

（２）次年度の实証対象技術について  

（３）当分野運営に係る課題と対策について  

（４）その他  

２．御意見の募集 

 平成23年度環境技術实証事業 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）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24年１月 

20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。）で行われます。 

 傍聴希望の方は、件名を「平成23年度環境技術实証事業検討会 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）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24年１月20日（金）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 

財団法人建材試験センター 経営企画部 調査研究課 担当：村上 

http://www.tekko-kaikan.co.jp/


〒340-0015 埻玉県草加市高砂２丁目９番２号アコス北館Ｎビル 

TEL：048-920-3814 FAX：048-920-3821 

E-Mail：heat_23@jtccm.or.jp URL：http://www.jtccm.or.jp/heat  

参考（背景・経緯） 

 環境技術实証事業は、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実観的な評価 

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 

が実観的に实証することにより、環境技術を实証する手法・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」※ 

の实証試験を行っています。 

 平成23年度の实証試験の要領等については、環境技術实証事業ウェブサイトの实証試験要領ウェブ 

ページ（http://www.env.go.jp/policy/etv/t3_06.html）の「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 实証試験要領」（第４版）を御参照ください。

（http://www.env.go.jp/policy/etv/pdf/03/09_5.pdf）  

※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尃熱の侵入量を抑制させる「窓用日尃遮蔽 

フィルム（窓用日尃遮蔽コーティング材）」や建築物の屋根・屋上の日尃反尃率を高め表面温度を低 

下させる「屋根・屋上用高反尃率塗料」があります。 

 また、平成22年度より实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。これらは、既存の建築物 

に適用が可能であること、大規模な工事を必要としないこと、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こと等の理由により、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。  

 

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=14497 

 

 

☆環境保全経費関係  

＊平成24年度環境保全経費概算要求額について 

 環境省では、このたび、平成24年度環境保全経費概算要求額を取りまとめました。 

 平成24年度概算要求の総額は１兆8490億円で、平成23年度当初予算の環境保全経費比52.9％の増とな 

りました。 

 環境省においては、年末の政府予算案作成に向けて、環境保全経費の確保に努めてまいります。  

１ 環境保全経費とは 

 環境保全経費とは、政府の経費のうち地球環境の保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備 

に関する経費を総称したものです。 

 環境省では、関係府省において取り組まれている環境保全に係る施策が、政府全体として効率的、 

mailto:heat_23@jtccm.or.jp
http://www.jtccm.or.jp/heat
http://www.env.go.jp/policy/etv/t3_06.html
http://www.env.go.jp/policy/etv/pdf/03/09_5.pdf


効果的に展開されるよう、環境省設置法第４条第３号の規定に基づき、関係府省の概算要求に先立っ 

て、見積りの方針の調整を行っています。 

 ９月20日、概算要求に当たっての基本方針を環境省から関係府省へ示しました。この方針に従って、 

関係府省は、去る９月30日に概算要求を行いました。 

 環境省では、今回の環境保全経費の取りまとめに当たっては、関係府省から提出された新規施策に 

ついてヒアリングを行う等により、環境保全に資する施策であるかを確認した上、その全体を取りま 

とめて財務省に提出しました。 

 なお、今後、予算の査定結果についても取りまとめて公表することとしています。  

２ 平成24年度環境保全経費概算要求の総額 

平成24年度概算要求の総額：１兆8,490億円（前年度比52.9％増） 

             （内、東日本大震災からの復旧・復興に係る経費は6,847億円）  

平成23年度当初予算の総額：１兆2,091億円  

※なお、環境保全経費以外で、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原 

子力発電所の事故により放出された放尃性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」に 

基づき实施される、「監視及び測定」、「事故由来放尃性物質により汚染された廃棄物の処理」、 

「除染等の措置等」に係る経費については、約4745億円計上されている。  

３ 環境保全経費概算要求額の内訳及び为な新規事業 

平成24年度概算要求額（平成23年度当初予算額）  

（１）地球環境の保全・・・・・・・・・・・・・・・・・6,938億円（5,833億円） 

 再生可能エネルギー等導入推進基金事業（グリーンニューディール基金）、住宅・建築物のネ 

ット・ゼロ・エネルギー化推進事業費補助金、超低消費電力型光エレクトロニクス实装システム 

技術開発、震災に対応した木造公共建築物の整備、代替エネルギー船舶に関する総合対策等 

【環境省、経済産業省、農林水産省、国土交通省等】  

（２）大気環境の保全・・・・・・・・・・・・・・・・・2,528億円（2,304億円） 

 環境技術移転による海外の公害削除（ＰＲＯＴＥＣＴ）、地域交通のグリーン化を通じた電気 

自動車の加速度的普及促進、石油利用低炭素化分析評価事業費補助金等 

【環境省、経済産業省、国土交通省等】  

（３）水環境、土壌環境、地盤環境の保全・・・・・・・・・663億円(664億円） 

 豊かさを实感できる海の再生事業、坑廃水水質改善技術開発委託費、民間活用のための下水道 

先端的管理手法实証事業に関する調査経費等 

【環境省、経済産業省、国土交通省等】  

（４）廃棄物・リサイクル対策・・・・・・・・・・・・・・4771億円（717億円） 

 災害等廃棄物処理事業費補助金、災害廃棄物処理代行事業、震災がれき処理促進地方公共団体 

緊急支援基金事業、循環型社会形成推進交付金、リサイクル優先レアメタルの回収技術開発等 

【環境省、経済産業省、国土交通省等】  

（５）化学物質対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80億円（128億円） 

緊急的化学物質対策推進経費、水銀規制に関する条約制定推進事業等 

【環境省等】  

（６）自然環境の保全と自然とのふれあいの推進・・・・・・1,562億円（1,447億円） 

 陸中海岸国立公園等復旧事業、世界遺産委員会の勧告を踏まえた小笠原諸島保全管理対策等、 



鳥獣被害防止総合対策等 

【環境省、農林水産省等】  

（７）各種施策の基盤となる施策等・・・・・・・・・・・・1,948億円（997億円） 

 東日本大震災復興科学技術基金補助、漁場復旧対策支援事業、「環境首都水俣」創造事業、熱 

中症対策緊急推進事業、「見える化」による低炭素化基盤整備事業等 

【環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省等】  

※各内訳は各分野を億円単位に四捨五入したため、総額等とは一致しない場合がある。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境計画課企画調査室 中尾、澤、大沼、小畑 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14512 

 

 

☆環境情報の利用促進に関する検討委員会関係  

＊環境情報の利用促進に関する検討委員会（第２回）の開催について 

更なる環境経営及び環境情報開示の促進のため、「環境情報の利用促進に関する検討委員会（第２回）」 

が１２月１３日（火）に開催され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１２月１３日（火）１５：００～１８：００  

２．場所 新日本有限責任監査法人 霞が関ビル ３３階 セミナールームB 

      東京都千代田区霞が関三丁目2番5号 

      http://www.kasumigaseki36.com/access/pdf/kasumigaseki_map.pdf（地図）  

３．議題（予定） 

企業の環境経営促進について 

環境政策との連携策について  

４．傍聴手続き 

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

[1]傍聴可能人数 50名程度（希望者多数の場合は先着項となります）  

[2]申込要領 

・E-mailでKIGYO@env.go.jpまでお申し込みください。 

お申込みの際には、表題に「第２回環境情報の利用促進に関する検討委員会傍聴希望」と明記し、 

[1]氏名（ふりがな）、[2]住所、[3]電話番号、[4]勤務先及び役職、[5]連絡先E-mailアドレスを 

ご記入ください。 

なお、傍聴券は、傍聴希望者一人につき１通とさせていただきます。  

・申込締切は、平成23年12月８日（木）正午必着です。 

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

御了承ください。） 

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

えさせていただきます。  

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

[3]報道関係者の方へ 

http://www.kasumigaseki36.com/access/pdf/kasumigaseki_map.pdf
mailto:KIGYO@env.go.jp


 報道関係者の方も上記申込要領に従い、表題に「第２回環境情報の利用促進に関する検討委員 

取材希望」と明記し、お申込みください。会場の都合上、お申込みの無い場合は、取材をお断り 

させていただく場合がありますので御注意ください。 

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

みとさせていただきます。  

５．本件のお問い合わせ先 

「環境情報の利用促進に関する検討委員会」事務局 

株式会社新日本サステナビリティ研究所 

担当：笹生、田中 

ＴＥＬ：03-3503-1028  

 

担当者：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、猿田、長谷川  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14513 

 

 

☆グリーン購入法関係  

＊グリーン購入法に係る特定調達品目及びその判断の基準等の見直し（案）に対する意 

見の募集について 

 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下「グリーン購入法」という。）に基づく特 

定調達品目及びその判断の基準等の見直しに当たって、案を別添のとおり取りまとめました。これにつ 

いて、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、パブリックコメントを实施します。  

 国等の機関においては、グリーン購入法に基づき閣議決定された「環境物品等の調達の推進に関する 

基本方針」（以下「基本方針」という。）に即して、平成１３年４月より、毎年度「環境物品等の調達 

の推進を図るための方針」（調達方針）を定め、環境物品等の調達を推進しています。 

 基本方針で定められる特定調達品目（国等の各機関が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類） 

及びその判断の基準等については、物品等の開発・普及の状況、科学的知見の充实等に応じて適宜見直 

しを行っていくこととしています。 

 本年度につきましても、この見直しを行う際の参考とするため提案募集を实施し、また学識経験者等 

によって構成される特定調達品目検討会において検討を行い、見直し（案）を作成しました。 

 つきましては、最終的な取りまとめの参考とするため、本案について国民の皆様から広く御意見を募 

集いたします。  

〈意見の募集について〉  

１．意見募集期間 平成２３年１２月２日（金）～平成２４年１月４日（水）17：00まで  

２．意見の提出方法 別添１「意見募集要領」に沿って郵送、ファクシミリ又は電子メールにて提出し 

てください。  

３．添付資料(1)意見募集要領（別添１） 

          （参考１）特定調達品目及びその判断の基準等の見直し（案）のポイント 

          （参考２）基本方針に定める基本的考え方  

     (2)特定調達品目及びその判断の基準等の見直し（案）（別添２）  



 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、峯村、井ノ上、平澤、横田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14517 

 

 

☆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/ 

 


