
☆グリーンエネルギー関係  

＊地球に優しい「グリーンエネルギー・クリスマス」を投稿しませんか～「グリーンエ 

ネルギー・フォトコンテスト」の開催について～ 

本件の概要 

 経済産業省は、クリスマス関連イベントや事業活動に太陽光や風力などグリーンな再生可能エネルギ 

ーを使っていただく「グリーンエネルギー・クリスマス」を始めています。 

 今般、１２月１日から２８日にかけて、参加施設を撮影した写真を対象に「グリーンエネルギー・フ 

ォトコンテスト」を開催します。 

 優秀作品については、協賛企業より表彰及び賞品を授与します。関連イベントをはじめ多数のみなさ 

まの参加をお待ちしております。 

 

担当：資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/12/20111207002/20111207002.html 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊第２２回国内クレジット認証委員会の結果について 

本件の概要 

 平成２３年１２月９日（金）に第２２回国内クレジット認証委員会を開催し、申請があった９２件に 

ついて国内クレジットの認証を行いましたので、お知らせいたします。 

 

担当者：経済産業省産業技術環境局 環境経済室  

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/12/20111209010/20111209010.html 

 

 

＊「第27回オフセット・クレジット（J-VER）制度運営委員会」の開催について 

本件の概要 

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27回オフセット・クレジット(J-VER)制度運営委員会を開催しますので、お知らせします。会 

議は公開で行います。  

１. 日時 平成23年12月14日（水） 14:00～16:00  

２. 場所 メルパルク東京 3F 牡丹http://www.mielparque.jp/tky/access.htm 

      東京都港区芝公園 2-5-20 

      TEL：03-3433-7211 

      （地下鉄：都営三田線「芝公園駅」A3番出口より徒歩2分、 

      都営浅草線・大江戸線「大門駅」A3・6番出口より徒歩4分 

http://www.mielparque.jp/tky/access.htm


      JR：山手線・京浜急行線「浜松町駅」北口又は南口より徒歩8分） 

３. 議題 

(1)はじめに  

(2)本制度における各委員会の実施状況  

(3)制度基本文書の修正等に関する審議  

(4)その他  

４．委員会委員 (五十音順。敬称略) 

市丸 新平 交通エコロジー・モビリティ財団 交通環境対策部 審議役  

亀山 康子 独立行政法人国立環境研究所 社会環境システム研究センター  

持続可能社会システム研究室 室長  

工藤 拓毅 財団法人日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニット総括研究为幹  

グリーンエネルギー認証センター 副センター長  

小林 紀之 日本大学大学院法務研究科 客員教授  

中口 毅博 特定非営利活動法人環境自治体会議環境政策研究所 所長  

新美 育文 明治大学法学部 専任教授（委員長）  

原  弘平 株式会社農林中金総合研究所 取締役基礎研究部長  

武川 丈士 森・濱田松本法律事務所 弁護士  

５．傍聴について 

 会議は公開で行います。傍聴を御希望の方は、件名に「第27回J-VER制度運営委員会傍聴希望」と 

記入し、本文[1]住所、[2]氏名・ふりがな、[3]所属（勤務先等）、[4]勤務先最寄り駅、[5]電話番 

号、[6]傍聴券の送付先（電子メールアドレス又はFAX番号）を明記の上、平成23年12月13日(火)12 

時までに以下の連絡先に電子メール又はFAXのいずれかにてお申し込み下さい。 

 お申込みは傍聴希望者１人につき１通とさせていただきます。傍聴いただける方には、傍聴券を電 

子メール又はFAXにて送付しますので、当日御持参ください。（申し込み者氏名を傍聴券に記載の上、 

受付にお渡し下さい。）なお、傍聴希望は先着順とさせていただきます。会場席数の都合により定員 

に達し傍聴いただけない方には、その旨の連絡をいたします。  

６. 取材について 

 マスコミ関係の方は、取材登録をお願いします。取材を希望される方は、件名に「第27回J-VER制 

度運営委員会取材希望」と記入し、本文に[1]住所、[2]氏名・ふりがな、[3]所属（勤務先等）、[4] 

勤務先最寄駅、[5]電話番号、[6]カメラ撮りの有無、[7]取材券の送付先（電子メールアドレス又は 

FAX番号)を明記の上、平成23年12月13日（火）12時までに以下の連絡先に電子メール又はFAXのいず 

れかにてお申し込みください。 

 事前にお申し込みの無い場合は、会場の都合上、取材をお断りする場合がありますので御注意くだ 

さい。 

カメラ撮りは会議の冒頭のみとします。当日は腕章の着用をお願いいたします。 

 当日はCO2排出削減のため、会場のエアコン設定を20℃にしておりますので、ウォーム・ビズでお 

越しください。 

またなるべく公共交通機関をご利用ください。なお、委員会開催に伴い、会場の電力使用、関係者・ 

参加者の移動に伴い排出されるCO2をオフセットするため、（お申込みの際に上記[4]）勤務先最寄り 

駅の登録にご協力お願いします。  



【連絡先】  

社団法人海外環境協力センター（気候変動対策認証センター）  

担 当：入山、大原  

ＴＥＬ：０３－５４２５－３７４４  

ＦＡＸ：０３－５４２５－３７４５  

E-mail：contact@4cj.org  

【個人情報及び情報セキュリティの取扱いについて】 

 当委員会の傍聴受付は、環境省より委託を受け社団法人海外環境協力センターが担当しております。 

傍聴希望者の情報は、当センター及び環境省が当委員会の傍聴受付の整理の目的に限り利用します。 

ただし、情報セキュリティに関しては当センターが管理し、環境省へ提供することはありません。 

情報セキュリティの取り扱いについてのお問い合わせは、contact@4cj.orgまでご連絡ください。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 上田、三好、下山 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14534 

 

 

＊「スマートムーブ ～「移動」を「エコ」に。～」キャンペーンについて 

 環境省では、「チャレンジ２５キャンペーン」の一環として、“「移動」を「エコ」に。”をテーマ 

に、よりCO2排出量の少ない「移動」にチャレンジする「smart move（スマート・ムーブ）～地球にやさ 

しい移動にチャレンジ！」キャンペーンを展開しています。 

 家庭部門のCO2排出量は1990年比で約35％増加しており、日々の生活での行動の見直しが欠かせません。 

特に、生活関連部門の約３割が“移動”に伴う排出であり、移動を見直すことは高い削減効果につなが 

ります。 

そこで、CO2排出の少ない移動にチャレンジし、エコなだけでなく、便利で快適に、しかも健康にもつな 

がるライフスタイルを「smart move」と名づけ、賛同企業・団体と連携しながら、公共交通機関の利用 

や自転車活用、自動車の利用方法の工夫など、移動にまつわる様々なアクションへの参加を呼びかけて 

います。 

 本キャンペーンの一層の推進にあたり、12月2日（金）～11日（日）に開催される「第42回東京モータ 

ーショー2011」において、ブース出展や特別ステージを通じて、「smart move」をわかりやすく伝え、 

企業・団体及び国民に広く参加を呼びかけて参ります。 

 12月7日（水）11:00～12:00に開催する特別ステージでは「モビリティの未来 と smart move」と題し、 

京都造形芸術大学の竹村真一教授をお招きし、フリーキャスターの根本美緒さんをナビゲーター役に、 

"smart move"キャンペーンの取組みをご紹介し、モビリティのビジョンと、そのような社会に暮らす私 

たちのライフスタイルの未来像について探ります。  

１．「smart move」とは 

 「移動」に伴うCO2排出削減を目指し、CO2排出の少ない移動にチャレンジし、エコで、便利・快適 

に、しかも健康にもつながるライフスタイルを「smart move」と名づけ、広く呼びかけています。 

賛同企業・団体と連携しながら、環境負荷の小さい公共交通機関の利用や自転車活用、自動車の利用 

方法の工夫など、５つの取組をテーマに、移動にまつわる様々なアクションを提案しているところで 



す。 

◆「smart move」が推進する５つの取組 

○取組１：公共交通機関を利用しよう（電車、バス等の公共交通機関の利用） 

     ＜具体事例＞ 毎日の通勤や通学、旅行やちょっとした外出も、電車やバスのなどの公共 

交通機関を積極的に利用しましょう。  

    また、日本各地で拡がりつつある、ハイブリッドバスやLRT等の低炭素な公 

共交通、太陽光エネルギーなどの自然エネルギーを活用した最新型の車両 

を利用しましょう。  

     ＜CO2削減効果の例＞ 自動車での移動を電車での移動に変更した場合の１回あたり往復 

５kmCO2排出削減量：725[g-CO2]  

○取組２：自転車、徒歩を見直そう（自転車や徒歩での移動の推奨） 

     ＜具体事例＞ CO2を全く出さない移動方法である、自転車や徒歩を見直しましょう。  

     ＜CO2削減効果の例＞ 自動車での移動を徒歩や自転車での移動に変更した場合の1回（往 

復２km）あたりCO2排出削減量：328[g-CO2]  

○取組３：地域や企業の移動におけるCO2排出削減の取組に参加しよう 

     （カーシェアリング、コミュニティサイクル等の利用促進）  

     ＜具体事例＞ カーシェアリング、コミュニティサイクル、パーク＆ライドなど、移動・ 

交通における、地域の新しいCO2削減の取組に参加しましょう。  

     ＜CO2削減効果の例＞ 自家用車をカーシェアにした場合の1人あたり年間CO2排出削減 

量：約1.9[t-CO2]  

出典：エコモビリティ財団「カーシェアリングによる環境負荷低減効果及び普及 

方策検討報告書」より  

○取組４：長距離移動を工夫しよう（エコ旅行やトレイン＆レンタカー等の利用促進） 

     ＜具体事例＞ エコな出張、トレイン＆レンタカー、カーボンオフセットが可能な旅行商 

品を選ぶなど、帰省や家族旅行、出張など長距離の移動を工夫しましょう。  

     ＜CO2削減効果の例＞ 帰省や家族旅行で、車での移動を電車での移動に変更した場合の１ 

回（700km）あたりCO2排出削減量：101.5[kg-CO2]  

○取組５：自動車の利用を工夫しよう（エコドライブの推奨、エコカーへの乗り換え） 

     ＜具体事例＞ エコドライブ（ふんわりアクセル）実践や大幅にCO2排出削減ができるエコ 

カーへの乗り換え、エコ輸送の選択など、自動車の利用を工夫しましょう。  

     ＜CO2削減効果の例＞ふんわりアクセル実践による1人１日あたりCO2削減量：186.1[g-CO2］  

◆事業概要 

(1)「smart move」賛同企業・団体、個人の賛同者を募集し、賛同企業・団体にはダウン 

ロードツールとして共通のロゴや啓発ツールを提供します。それぞれの活動のなかで、 

「smart move」のメッセージや共通のロゴマークを掲出することで、取組への参加を広 

く訴求しています。  

(2) チャレンジ２５キャンペーン」ホームページ内に「smart move」特設サイトを開設し、 

賛同企業・団体の活動を紹介するほか、様々なコンテンツを提供しています。  

URL http://www.challenge25.go.jp/smartmove/  

２．「第42回東京モーターショー2011」での「smart move」ブース展示及びステージイベント 

http://www.challenge25.go.jp/smartmove/


概 要： 12月2日（金）～11日（日）に開催される「第42回東京モーターショー2011」にお 

いて、ブース出展や特別ステージを通じて、「smart move」をわかりやすく伝え、 

企業・団体及び国民に広く参加を呼びかけて参ります。  

＜ブース展示＞ 

日  時： 平成23年12月2日（金）～11日（日）10:00～20:00 ※最終日は18:00まで  

場  所： 東京ビッグサイト（東京都江東区有明３－２１－１）  

実施内容： （１）「スマートムーブ」で推進する５つの取組に関する展示  

      （２）「スマートムーブ」クイズラリーの実施  

＜特別ステージ＞ 

日  時： 平成23年12月7日（水）11:00～12:00  

場  所： 東京モーターショー2011 西ホールアトリウムステージ  

为  催： チャレンジ２５キャンペーン  

内  容： 「モビリティの未来 と smart move」と題し、京都造形芸術大学の竹村真一教授をお招 

きし、フリーキャスターの根本美緒さんをナビゲーター役に、"smart move"キャンペーン 

の取組みをご紹介するとともに、スマートムーブに取り組む企業の代表者らが出席し、モ 

ビリティのビジョンと、そのような社会に暮らす私たちのライフスタイルの未来像につい 

て探ります。  

 

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、佐藤、相澤、杉原 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14536 

 

 

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

（反射板・拡散板等））実証機関の選定及び実証対象技術の募集について 

 環境技術実証事業 地球温暖化対策技術分野（照明用エネルギー低減技術（反射板・拡散板等））にお 

ける平成23年度の実証機関に、財団法人建材試験センターを選定しました。実証機関において平成23年 

12月６日(火)から平成24年１月10日(火)まで、実証対象技術を募集します。  

１．背景 

 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な環境技術について、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、環境技術実証の手法・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。 

 本年度より、地球温暖化対策技術分野の一つとして、照明用エネルギー低減技術（反射板・拡散板 

等）を対象技術分野として、実証事業を実施しています。  

２．実証機関の選定 

 環境省では、「平成23年度環境技術実証事業実施要領」に基づき、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）（平成23年11月17日開催）における審査の結果を踏まえ、財団法人建材試験センタ 

ーを実証機関として選定しました。  



３．実証対象技術の募集 

 財団法人建材試験センターでは、添付資料のとおり、平成23年12月６日(火)から平成24年１月10 

日(火)まで、平成23年度の実証試験の対象技術を募集します。 

＜問い合わせ先・応募先＞ 

（財）建材試験センター（http://www.jtccm.or.jp/） 

宛先部署 ：財団法人建材試験センター 経営企画部 調査研究課  

担当 ：村上哲也  

郵便番号 ：〒340-0015  

住所 ：埼玉県草加市高砂2丁目9番2号アコス北館Nビル  

TEL ：048-920-3814  

E-Mail ：light_23@jtccm.or.jp  

 

担当：環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室 長坂、武部、金子 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14553 

 

 

＊Ｗｅｂサイト「事業者のためのCO2削減対策Navi」の公開について 

 環境省では、温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいる事業者への支援の一環として、CO2削減ポテ 

ンシャル診断事業を平成22年度から行っています。これまでのところ、のべ226事業者に本事業を通じて 

CO2削減ポテンシャル診断を受診いただいています。 

 この度、本事業で得られた情報を元に、温室効果ガス削減対策や節電対策に取り組んでいる事業者へ 

の情報提供ツールとしてＷｅｂサイト「事業者のためのCO2削減対策Navi」を公開いたします。 本Ｗｅ 

ｂサイトの「簡単CO2対策チェック」は、各事業者がCO2削減対策の実施状況を入力することにより、事 

業者の対策状況と業界平均の対策状況を比較するとともに、おすすめの対策情報と関連する補助制度情 

報を提供する機能であり、事業者のCO2削減や節電の取り組みにお役立ていただける内容となっています。  

＜「事業者のためのCO2削減対策Navi」の概要＞ 

（１）内容 

事業者におけるCO2削減対策や節電対策を支援するためのＷｅｂサイトです。 

 本Ｗｅｂサイトの「簡単CO2対策チェック」は事業者の対策実施状況の見える化を促すための 

ツールであり、事業者の対策実施状況を業界平均の実施状況と比較することで、自社の対策の 

進捗状況を確認することができます。 

また、各事業者の状況に合わせたおすすめの対策情報や補助制度情報を簡易診断レポートとし 

て提供する機能を備えており、具体的な対策を御検討いただく際にお役立ていただけるよう作 

成しております。 

 対策情報や補助制度は検索機能を備えたデータベースとして活用することができます。 

また、関連情報の「平成22年度 温室効果ガス削減ポテンシャル診断事業 ベストプラクティス 

集」において、事業者における具体的な対策の事例を紹介しています。  

（２）コンテンツ内容 

●簡単 CO2削減対策チェック 

http://www.jtccm.or.jp/
mailto:light_23@jtccm.or.jp


●対策情報  

・業務部門  

・産業部門  

●補助制度 

●関連情報  

・平成22年度 温室効果ガス削減ポテンシャル診断事業 成果概要  

・平成22年度 温室効果ガス削減ポテンシャル診断事業 ベストプラクティス集  

・温暖化対策に関するリンク  

（３）ホームページアドレス http://co2-portal.env.go.jp/  （１２月９日開設） 

 

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=14547 

 

 

＊第7回カーボン・オフセットEXPO（in札幌）及び いいんでないかい！カーボン・オフ 

セット仕組み発見セミナーの開催について 

 ● 環境省では、低炭素社会の構築に向けて、市民、企業、NPO、自治体等が为体的に温室効果ガスの 

排出削減を進めていくことができる取組である【カーボン・オフセット※】の信頼性の確保と普及 

に努めているところです。 

 ● 平成20年11月には、国内の温室効果ガス排出削減・吸収量をカーボン・オフセットに用いる信頼 

性の高い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、これまで約 

154,000t-CO2のクレジットを発行しています。 

 ● 今般カーボン・オフセット及びJ-VER制度の普及促進のため、カーボン・オフセットに取り組む事 

業者とJ-VERプロジェクト事業者の交流の場として、本年度も「カーボン・オフセットEXPO」を開催 

いたします。 

 ● また、EXPO開催当日には、「いいんでないかい！カーボン・オフセット仕組み発見セミナー」を 

開催致します。 

   このセミナーでは、体験型ワークショップを通して、カーボン・オフセットの仕組み（知って・ 

減らして・オフセット）を楽しく学ぶ機会を提供いたします。 

 ● 合わせて、当日午前中には、北海道カーボン・アクション・フォーラム为催の関連イベントが開 

催されますので、関心のある事業者の皆様の参加をお願いいたします。 

 ● なお、第8回カーボン・オフセットEXPOは2012年3月7日に東京にて開催いたします。 

 ※カーボン・オフセットとは、日常生活や経済活動において避けることができない温室効果ガスの排 

出について、まずできるだけ排出量を削減する努力を行い、それでも排出される温室効果ガスにつ 

いてその排出量を見積り、その排出量に見合った温室効果ガスの削減・吸収活動プロジェクトに 

  投資すること等により、クレジットを調達することで排出される温室効果ガスの一部または全部を 

埋め合わせるという取組です。  

１．日時 2012年1月27日（金） カーボン・オフセットEXPO     13：00～17：00 

      （「いいんでないかい！カーボン・オフセット仕組み発見セミナー」は同会場で同時開催 

http://co2-portal.env.go.jp/


いたします。）  

２．場所 札幌コンベンションセンター  中ホール 

      〒003-0006 札幌市白石区東札幌６条１丁目１－１ 

      TEL：(011)817-1010（代表） 

      地図：http://www.sora-scc.jp/access/index.html   

      地下鉄東西線東札幌駅より徒歩8分  

３．内 容  【カーボン・オフセットEXPO】（13:00～17：00） 

        カーボン・オフセットの仕組みについて知識を深めるセミナーやカーボン・オフセッ 

トの取組に関する講演、J-VER創出に取り組む事業者やCSR（企業の社会的責任）への活用 

等カーボン・オフセットに取り組む事業者の事例等をご紹介するブースでの個別説明・相 

談を行います。 

＜プログラム（予定）＞ 

   ○ いいんでないかい！カーボン・オフセット仕組み発見セミナー 

     カーボン・オフセットの仕組みを明快に学び、理解を促進するためのゲームや体験ワークシ 

ョップも取り入れたカーボン・オフセットに関する『入門編セミナー』です。 

   ○ 講演 J-VER創出やカーボン・オフセットに取り組む事業者やオフセットプロバイダー等よ 

り、各取組について発表いたします。 

   ○ ブース展示・相談会 J-VER創出に取り組む事業者やカーボン・オフセットに取り組む事業 

者がブースを設置し、取組を直接説明いたします。     

   ○ ブース・ツアー 全ブースの効率的な見学の仕方を説明した後、J-VER創出に取り組む事業 

者、オフセットプロバイダー、カーボン・オフセットに取り組む事業者等の各ブースをツアー 

形式で訪問し、各ブースにて体的な取組を見学していただきます（本ツアーの予約は不要です。 

当日に会場内アナウンスにて参加者を募集いたしますので、奮ってご参加ください）。  

４．北海道カーボン・アクション・フォーラムとの連携 

  13時からのカーボン・オフセットEXPOに先立ち、当日10時30分より、北海道カーボン・アクショ 

ン・フォーラム为催の関連イベントが同会場にて開催されます。なお、当日のプログラムや参加申 

込方法等については、以下のページで告知いたします。 

○北海道カーボン・アクション・フォーラムＨＰ

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/tot/carbonforum.htm  

５．申込方法 

 【参加申込について】 

  EXPO参加・ブース出展を希望される方は、以下の申し込み用ウェブサイトより、それぞれご登録 

をお願いいたします。 

  またEXPOに参加される方は、当日は申込完了後にメール配信する参加票をご持参下さい。 

EXPO参加申し込み締切： 2012年1月26日（木）  

  ブース出展申込締切：  2012年1月18日（水）  

※ 応募者多数の場合は、応募を締め切らせて頂く場合がございますのでご了承下さい。  

  ○ブース出展・EXPO参加及びセミナー参加申込用ウェブサイト  

 http://www.j-cof.go.jp/temporary/offset_expo_201201.html  

 当日はCO2排出削減のため、会場の暖房設定を20℃にしておりますので、ウォームビズでお越し 

http://www.sora-scc.jp/access/index.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/tot/carbonforum.htm
http://www.j-cof.go.jp/temporary/offset_expo_201201.html


ください。 

 また、なるべく公共交通機関をご利用ください。なお、EXPOおよびセミナー開催に伴い、会場 

の電力使用、関係者・参加者の移動に伴い排出されるCO2をオフセットするため、お申し込みの際 

に交通手段及び最寄り駅の登録にご協力お願いします。  

６．お問い合わせ窓口 

 【取材に関するお問い合わせ】 

  マスコミ関係者の取材希望はこちらへ御連絡下さい 

  ○カーボン・オフセットフォーラム事務局 

   担当：細埜・山上・野地 

   TEL：03-5776-0402 

   E-mail：j-cof @4cj.org  

  ※ 当日会場内開催イベント全般において、マスコミ関係の方でカメラ撮影を御希望の方は、社 

団法人海外環境協力センター内カーボン・オフセットフォーラム事務局まで御連絡下さい。  

 【お問い合わせ】 

  申込方法及びカーボン・オフセットEXPO及び いいんでないかい！カーボン・オフセット仕組み 

発見セミナーについてのお問い合わせは以下までお願いします。 

  ○カーボン・オフセットフォーラム事務局 

   担当：細埜・山上・野地 

   TEL：03-5776-0402 

   E-mail：j-cof @4cj.org  

７．個人情報の取扱いについて 

  本イベントの申込受付は、環境省より委託を受け社団法人海外環境協力センター内カーボン・オ 

フセットフォーラム事務局が担当しております。 

  参加希望者の情報は、当社団及び環境省が当イベントの参加受付の整理の目的に限り利用します。 

  個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、j-cof @4cj.orgまでご連絡下さい。  

８．参 考 

 カーボン・オフセット、カーボン・ニュートラル及びオフセット・クレジット（J-VER）制度につ 

いては、以下のWEBサイトをご覧ください。 

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

 ○カーボン・オフセットフォーラム（J-COF） http://www.j-cof.go.jp/index.html 

 ○カーボン・ニュートラル認証制度（事務局：気候変動対策認証センター）  

http://jcs.go.jp/cn/index.html 

 ○オフセット・クレジット（J-VER）制度（事務局：気候変動対策認証センター）  

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

 ○カーボン・オフセット推進ネットワーク（CO-Net） http://www.carbonoffset-network.jp/ 

 

担当：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=14551 
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☆３R関係  

＊平成23年度 使用済製品等のリユースに関するモデル事業の実施について 

 循環型社会を形成するための３Ｒ（発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサ 

イクル））の取組のうち、リユースについてはより一層の促進が必要とされています。 

 地方自治体が収集する粗大ごみ等のうち１～２割程度が、中古品として販売が可能とのデータが得ら 

れているところ、リユース事業者の知見や事業体制を活用することで、リユースを促進することが必要 

との指摘がされています。 

 そこで環境省では、愛知県大府市、大阪府泉大津市、群馬県明和町及び東京都世田谷区と連携し、リ 

ユース事業者の協力を得て、使用済製品等のリユースの促進を図るためのモデル事業を実施します。 

モデル事業の取組の効果や課題の整理及び課題への対応策の検討等を行うことで、今後の使用済製品等 

のリユースに関する施策等に活かす予定です。  

１．モデル事業の概要と目的 

 循環型社会を形成するための３Ｒ（発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用 

（リサイクル））の取組のうち、リユースについてはより一層の促進が必要とされています。 

 環境省が昨年度から実施している「使用済製品等のリユース促進事業」では、地方自治体が収 

集する粗大ごみ等のうち１～２割程度が、中古品として販売が可能とのデータが得られました（別 

添資料）。 

このような使用済製品等のリユースを促進することにより、廃棄物の処分量の削減が期待できる 

と考えられます。 

 一方、地方自治体において使用済製品等のリユースを促進するには、地方自治体の人員等の体 

制や保管場所、ノウハウ等の不足についての対応が必要であり、この対応策の一つとして、リユ 

ース事業者の知見を活用することが指摘されました。 

 そこで環境省では、愛知県大府市、大阪府泉大津市、群馬県明和町及び東京都世田谷区と連携 

し、リユース事業者の協力を得て、使用済製品等のリユースを進めるモデル事業を実施いたしま 

す。 

モデル事業の取組の効果や課題の整理及び対応策の検討等を行うことで、今後の使用済製品等の 

リユースに関する施策等に活かす予定です。 

 なお、本モデル事業で各市区町と連携するリユース事業者は、リユース業の業界団体であるジ 

ャパンリサイクルアソシエーション（ＪＲＣＡ）、日本リユース機構（ＪＲＯ）及び日本リユー 

ス業協会（ＪＲＡＡ）の各会員事業者を中心に協力を依頼しています。  

２．モデル事業の実施期間 

現在のところ、平成24年２月末日までを予定しています。  

３．モデル事業の詳細 

 協力事業者の概要、取扱品目、リユース品の買取基準、利用方法などを整理したチラシ・ポス 

ター等を作成し、住民にリユースショップの利用を促します。 

 また、事業者の協力を得て、モデル事業を通じた利用実績を把握するとともに、利用者等を対 

象にアンケート調査を実施し、モデル事業の取組の効果や課題の整理を行います。 

 各市区町における事業の内容は、下記ホームページに順次掲載されていく予定です。  

・愛知県大府市  



http://www.city.obu.aichi.jp/link/reuse_shop.html  

・大阪府泉大津市  

http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kurasibosyu/seikatu_kankyou/gomi_sinyou/index.html  

・群馬県明和町  

http://www.town.meiwa.gunma.jp/gyosei/section/kankyo/index.htm  

・東京都世田谷区  

http://www.city.setagaya.tokyo.jp/020/d00013474.html（12月6日０時よりご覧になれます。）  

 

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、高橋、吉田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14528 

 

 

☆生物多様性関係  

＊平成23年度エコツーリズム地域コーディネーター活用事業の採択結果（第３次公募分） 

及び第４次公募の開始について 

 環境省では、平成23年度から「生物多様性の保全・活用による元気な地域づくり事業」の一環として、 

コーディネーターを活用してエコツーリズムの推進に取り組む地域協議会の活動を支援する「地域コー 

ディネーター活用事業」を実施しており、今般、下記の１件の事業を採択しました（第３次公募分）。 

なお、本日から本事業の第４次公募を開始しますので、お知らせします。  

１．事業の概要 

 地域の自然資源を守りながら持続的に活用するエコツーリズムは、元気な地域づくりを行う上 

で有効です。 

本事業では、エコツーリズムに取り組む又は取り組もうとする地域の協議会（以下「協議会」） 

が、コーディネーターを活用して、エコツーリズムに係るルールやプログラムづくりなどの活動 

を行うに際し、その経費の一部を国が支援します。（国費１／２以内）  

２．採択事業 

    事業为体 名称 北郷町森林セラピー推進協議会    所在地 宮崎県日南市 

    事業概要 コーディネーターの支援を受け、協議会の推進体制の整備、強化を図るとともに、 

ターゲットを絞ったエコツアープログラムを作成しモニターツアーを実施する。 

         その結果を踏まえ、推進地区全体のプランディング等に関する事業計画を策定する。 

３．第４次公募について 

(1) 公募対象 

以下の２つの要件を満たした協議会がコーディネーターを活用して行う事業とします。 

（対象事業の具体例は募集要領別表２を参照）  

ア 地域協議会が地域の多様な为体から構成されており、エコツーリズムを推進しようとする 

地域の市町村が参加していること。  

イ 地域協議会としての、意思決定の方法、事務処理及び会計処理の方法及び責任者、財産管 

理方法及び責任者、公印の管理及び使用の方法及び責任者、内部監査の方法等を明確にした 

規約その他の規定が定められていること。（交付申請までの作成見込みを含む。）  

http://www.city.obu.aichi.jp/link/reuse_shop.html
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kurasibosyu/seikatu_kankyou/gomi_sinyou/index.html
http://www.town.meiwa.gunma.jp/gyosei/section/kankyo/index.htm
http://www.city.setagaya.tokyo.jp/020/d00013474.html


(2) 応募方法  

 応募申請書（募集要領別紙１を参照）に必要事項を記入・押印の上、郵送または持参によ 

り、下記４の提出先に２部提出するとともに、別途電子メール（fureai_prize@env.go.jp あ 

て）にて電子ファイルを送付してください。 

（電子ファイルについては押印、添付書類不要）また、採択後に、交付金の交付申請等の手 

続きが必要となります。  

４．提出先 各地方環境事務所又は自然環境事務所（募集要領別表３を参照）  

５．公募期間 平成23年12月5日（月）～平成23年12月22日（木） 17時必着  

 

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=14527 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会循環型社会計画部会（第68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12月12日（月）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 

○第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第４回点検報告書 

（パブリックコメント案）について  

４．傍 聴 

 本会議は公開です。傍聴を希望される方は、12月8日（木）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68回）傍聴希 

望」と御記入ください。 

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

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「写真付身分証明書」 

（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12月8日（木）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内中央環境審議会循環型社会 

計画部会事務局 大嶋、藤沢 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14523 

 

 

＊中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第28回）の開催について 

 12月20日（火）に中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第28回）を開催いたします。本会議は、 

公開で行われます。  

１．日時 平成23年12月20日（火）14:00～17:30  

２．場所 環境省 第１会議室 （東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎第５号館22階） 

３．議題（予定） 

(1) 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について  

(2) 水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定について  

(3) その他  

４．公開に関する取扱い 

（１）この会議は公開で行われます。傍聴可能人数は、20名を予定しています。希望の方が20名 

を超えた場合は、抽選とさせていただきます。その際、同一社･団体等から２名以上の傍聴希 

望があった場合には、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。 

（２）傍聴希望の方は、平成23年12月13日（火）17:00（必着）までに、電子メール（テキスト形 

式で提出してください。 

  添付ファイルによるお申込みは御遠慮願います。）又はＦＡＸで、「農薬小委員会（第28回） 

傍聴希望」と明記し、郵便番号、住所、氏名、電話番号、傍聴券の送付先（電子メールアド 

レス、ＦＡＸ番号等）及び所属を御記入の上、下記（５．申込先）までお申し込みください 

（電話は不可）。お申込みは傍聴希望者１名につき１通とさせていただきます。 

（３）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。 

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。 

（４）委員会の傍聴に当たり、次の留意事項を遵守してください。これらをお守りいただけない 

場合は、傍聴をお断りすることがあります。 

 [1] 事務局の指示した場所以外に立ち入らないこと。 

mailto:junkan2@env.go.jp


 [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、飲食・喫煙等を慎むこと。 

 [4] その他、事務局職員の指示に従うこと。 

（５）カメラ撮影を御希望の報道関係の方は、あらかじめ下記（５．申込先）まで御連絡くださ 

い。なお、カメラ撮りについては、会議の冒頭のみでお願いいたします。  

５．連絡先 

環境省 水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室内    担当：平林、根岸  

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

ＴＥＬ:03-3581-3351(内線6643) 

ＦＡＸ:03-3501-2717 

電子メール：mizu-noyaku@env.go.jp 

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 西嶋、荒木、吉川 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14530 

 

 

＊中央環境審議会地球環境部会第６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６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。  

１．日時 平成２３年１２月２１日（水）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 http://www.toshikaikan.or.jp/06access.html  

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．議題 

 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６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１２月１５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、「第６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］ 

http://www.toshikaikan.or.jp/06access.html


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１５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６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  

 

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=14531 

 

 

☆水質汚濁法関係  

＊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８回）の開催につ 

いて 

 平成23年12月19日（月）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８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12月19日（月）15:00～18:00  

２．場所 航空会館 201会議室 （東京都港区新橋1-18-1 航空会館2階）  

３．議題 （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12月14日（水）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 

mailto:chikyu-teitanso@env.go.jp


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12月14日（水） 

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 宇仁菅、松田、堀内 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14522 

 

 

☆オゾン層の保護に関する施行令改正関係  

＊「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」の一部を改正する政 

令について 

 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」（平成６年政令第308号）の一部を改 

正する政令が12月６日（火）の閣議で決定されました。 

 この政令は、「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」（以下「議定書」という。） 

の適確な実施を確保するため、所要の規定の改正を行うものです。  

１．政令の趣旨及び内容 

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」（昭和63年法律第53号）では、「オゾン層 

を破壊する物質に関するモントリオール議定書」及びその締約国会合で決定された内容の的確な実施 

を確保するため、オゾン層破壊の原因となる物質（以下「特定物質」という。）について、製造、輸 

出入及び使用等に関する規制措置を定めています。 

ただし、代替品が存在しない用途に使用される特定物質（以下「指定特定物質」という。）について 

は、締約国会合における決定に基づき、一部暫定的に規制の対象外とされています。  

 今般、平成21年９月の締約国会合において、当該対象外とされる指定特定物質の暫定措置について、 

平成26年12月31日まで期限を延長することとされました。これに合わせ、国内担保法も整備する必要 

があることから、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」の一部を改正する 

ものです。  

 改正の具体的な内容は、施行令原始附則第３項を改正し、指定特定物質について、試験研究及び分 

析に用いる場合に限り生産抑制の対象外とする暫定措置の期限を、現在の平成23年12月31日から、平 

成26年12月31日まで延長するものです。  

２．意見募集（パブリックコメント）の結果 

 平成23年10月26日から平成23年11月24日に実施した特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関 

mailto:mizu-chikasui@env.go.jp


する法律施行令の一部改正に対する意見の募集（パブリックコメント）については、意見の提出はあ 

りませんでした。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課フロン等対策推進室  高澤、木村 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14532 

 

 

☆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/ 

 


