
☆生物多様性関係  

＊「農林水産省 生物多様性戦略検討会（第21回）」の開催及び一般傍聴について 

 農林水産省は、「農林水産省 生物多様性戦略検討会（第21回）」を12月27日（火曜日）に三田共用会議 

所 大会議室（C,D,E会議室）において開催いたします。 

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。 

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。 

開催概要 

 農林水産省は、生物多様性に関する施策について幅広い意見を聴くため、有識者による「農林水産省 生 

物多様性戦略検討会」を設置し、「農林水産省 生物多様性戦略」の策定、生物多様性の保全に資する施 

策の実施に取り組んできました。 

去年10月、名古屋市において「生物多様性条約 第10回締約国会議」（COP10（注））が開催され、生物 

多様性の保全に関する今後の世界目標となる「戦略計画（2011-2020）・愛知目標」等が決定されたこと 

から、農林水産分野における生物多様性の保全に関して意見交換を行い、「農林水産省 生物多様性戦略」 

を見直すため、検討会を開催しています。 

これまでの検討会の資料及び議事録については、次のURLでご覧になれます。 

また、今回の会議資料は会議終了後に同URLで公開いたします。 

URL：http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_senryaku/seibutu_tayo/index.html 

注）COP: Conference of the Parties 

開催日時及び場所 

 日時：平成23年12月27日（火曜日）  14時30分～16時30分 

 会場：三田共用会議所 3階 大会議室（C,D,E会議室） 

 所在地：東京都 港区 三田 2-1-8 

           （東京メトロ南北線 麻布十番駅下車 2番出口より徒歩5分、都営地下鉄大江戸線 麻布十番駅下 

車 2番出口より徒歩9分）   

議題 

（1）農林水産省生物多様性戦略見直し案について 

（2）その他 傍聴可能人数20名を予定しております。 

申込要領 

（1）申込方法 

 農林水産省ホームページ又はFAXによりお申込みください。（電話でのお申込みはご遠慮ください。） 

「農林水産省 生物多様性戦略検討会（第21回）」傍聴希望と記載し、傍聴希望者のご氏名（ふりがな）・ 

連絡先住所・電話・FAX番号・メールアドレス、（お差し支えなければ）勤務先・所属団体を添えてお申 

込みください。 

車椅子の方、盲導犬、聴導犬又は介助犬をお連れの方、手話通訳を希望される方は、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、その方のお名前も併せてお書き添えください。 

※複数名お申し込みの場合もお一人ずつ記載事項をお書きください。 

農林水産省ホームページ https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/6c77.html 

FAX送付先  

03-3591-6640 農林水産省 大臣官房 環境政策課 保全対策班 宛て 

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/s_senryaku/seibutu_tayo/index.html
https://www.contact.maff.go.jp/maff/form/6c77.html


（2）申込締切り 

12月22日（木曜日） 18時必着 

（3）抽選の実施 

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は、12月26日（月曜日）18時までに当方からご連絡いたします。 

傍聴可能となった方には、12月26日までにFAX又はEメールにて傍聴券をお送りします。 

当日会議場に入るために必要となりますので必ず御持参ください。 

また、傍聴に当たっては、次の事項をお守りください。 

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、ポケットベル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）  

写真カメラ、ビデオカメラ等による撮影、テープレコーダー等の使用  

（ただし、報道関係者の冒頭撮影及び検討会座長等が認めた場合を除く） 

新聞、雑誌その他議案に関連のない書籍類の読書  

飲食及び喫煙  

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、座長及び事務局職員の指示に従うこと 

 報道関係者の皆様へ 

報道関係者で取材を希望される方には、別途席をご用意いたしますが、資料準備等の関係上、 

当省ホームページ又はFAXにより、平成23年12月22日（木曜日）18時までに傍聴と同様にお申込みくださ

い。 

その場合は報道関係者である旨を必ず明記してください。  

 

担当：農林水産省大臣官房環境政策課保全対策班 林、大木、本宮 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/111215.html 

 

 

＊「持続可能な資源利用～アジアを中心とした課題と政策～」及び「生物多様性と生態 

系サービスの経済学」に係る公開シンポジウムの開催について 

 環境省及び財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）は、「持続可能な資源利用～アジアを中心とした 

課題と政策～」及び「生物多様性と生態系サービスの経済学」に係る公開シンポジウムを開催します。 

１．背景 

 環境省では、平成21年度より3カ年を期間として、環境保全の取組が経済をどのように発展させて 

いくのか、経済動向が環境にどのような影響を与えるのか等について調査分析し、環境と共生できる 

新しい経済社会に向けた将来像の提示や環境政策の戦略的な実施につなげていく研究事業『世界に貢 

献する環境経済の政策研究』を実施しています。 

 財団法人地球環境戦略研究機関では、「アジアを中心とした資源循環システムの環境的、経済的、 



社会的影響評価に関する研究」及び「生物多様性と生態系サービスの経済学」に関する研究を実施し 

ていますが、このたび、これまでの成果発表とパネルディスカッションによる議論を行います。  

（参考：世界に貢献する環境経済の政策研究について）  

 http://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/F_research/index.html  

２．開催日時、開催場所等 

（１）「持続可能な資源利用～アジアを中心とした課題と政策～」 

 ○日時：平成24年１月13日（金）13:30～17:00  

 ○場所：東京国際フォーラム ホールＢ５  

（２）「生物多様性と生態系サービスの経済学」 

 ○日時：平成24年１月18日（水）14:00～17:00  

 ○場所：国連大学 ウ・タント国際会議場  

３．参加申込先 

 参加を御希望の方は、それぞれ下記のウェブページより御申込をお願い致します。 

なお、定員を超えた場合にはお申込期間内であっても参加をお断りすることがあります。  

（申込先） 

（１）「持続可能な資源利用～アジアを中心とした課題と政策～」 

http://www.iges.or.jp/jp/ea/activity20120113.html  

申込締切：平成24年1月10日（火）  

問い合わせ先：  

財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）  

Eメール：eesem-re@iges.or.jp  

TEL：046-826-9575  担当：駒田祐子  

（２）「生物多様性と生態系サービスの経済学」 

http://www.iges.or.jp/jp/ea/activity20120118.html  

申込締切：平成24年1月16日（月）  

問い合わせ先：  

財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）  

Eメール：eesem-eco@iges.or.jp  

TEL：046-826-9575  担当：駒田祐子  

 

担当者：環境省総合環境政策局環境計画課環境経済政策調査室 中尾、増田、土谷 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14558 

 

 

＊気候変動枞組条約第１７回締約国会議（ＣＯＰ１７）及び京都議定書第７回締約国会 

合（ＣＯＰ／ＭＯＰ７）の結果について 

11月28日（月）～12月11日（日）にダーバン（南アフリカ）で開催された気候変動枞組条約第１７回締 

約国会議（ＣＯＰ１７）及び京都議定書第７回締約国会合（ＣＯＰ／ＭＯＰ７）の結果についてお知ら 

せいたします。  

http://www.env.go.jp/policy/keizai_portal/F_research/index.html
http://www.iges.or.jp/jp/ea/activity20120113.html
mailto:eesem-re@iges.or.jp
http://www.iges.or.jp/jp/ea/activity20120118.html
mailto:eesem-eco@iges.or.jp


１．開催期間 平成23年11月28日（月）～12月11日（日） 

２．場所 ダーバン（南アフリカ） 

３．概要 別紙参照 

 

担当者：環境省地球環境局国際地球温暖化対策室 関谷、大井、竹谷、山田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14577 

 

 

＊「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」の結果について 

環境省は、「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、12月２日（金）から４日（日）の３日間、東京において開催しました。 

 本ワークショップ及びシンポジウムには国内外から専門家39名が参加し、生物多様性条約の「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 

検討が行われました。* Asia-Pacific Biodiversity Observation Network 

１．会議の概要 

（１）会議名称 

  １．日本語：第４回アジア太平洋地域生物多様性観測ネットワークワークショップ  

    英語：Fourth Asia-Pacific Biodiversity Observation Network (AP-BON) Workshop  

  ２．日本語：アジア太平洋地域生物多様性観測ネットワーク国際シンポジウム  

    英語：Asia-Pacific Biodiversity Observation Network (AP-BON) Science Symposium  

（２）開催期間 

  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  

            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）開催場所 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）  

（４）参加者等 専門家（海外：20名、国内：19名）及び傍聴者62名  

２．会議の結果 

 会議では、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実施計画の検討、及び 

生物多様性に関するデータの共有と統合に関する検討が行われた。 

 （１） 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 

  ワークショップでは、種・遺伝子、森林、陸水、海洋の４つの作業グループを設け議論が 

行われ、その検討結果を全体会合でとりまとめるという形で作業が行われた。 

その結果、AP-BONの実施計画の案がとりまとめられ、今後、関係者への意見照会などを経 

て、実施計画がとりまとめることとされた。  

  また、2012年以降の主要な取組として、地球環境研究総合推進費等の研究費による調査研 

究の実施、2012年９月に開催される国際自然保護連合（IUCN）主催の第５回世界自然保護会 

議（WCC５）におけるAP-BONワークショップの開催などが合意された。  

 （２） アジア太平洋地域生物多様性観測ネットワーク（AP-BON）国際シンポジウム 



  AP-BON共同議長の矢原教授より第４回AP-BONワークショップの成果が紹介された後、生物 

多様性条約、IPBES（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）、 

GEO-BON（地球観測グループ生物多様性観測ネットワーク）、GBIF（地球規模生物多様性情報 

ファシリティー）など関連する国際的な枞組みに関する動きが紹介された。  

  その後、「生態系サービスに関する観測」「生物多様性に関する情報地図」などのテーマ 

によりパネルディスカッションが行われた。  

３．会議プログラム（参考） 

 （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 Sheila Vergara）  

・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) 第５回世界自然保護会議（2012年韓国）について（国民大学校教授 Eun-Shik Kim）  

c）データの共有について  

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  

   a)愛知目標の概要とAP-BONへ期待すること（生物多様性条約事務局 Kieran Noonan Mooney）  

   b)愛知目標達成の評価について（リスボン大学 Vania Proenca）  

   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）の設立につ 

いて（名古屋市立大学大学院准教授 香坂玲）  

   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（インド・リモートセンシング研究所 

 Partha Sarathi Roy）  

   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 

 Sheila Vergara）  

   f)GBIFのGEO-BONへの貢献－生物多様性データの標準、基盤、相互運用（地球規模生物多様性情 



報ファシリティー（GBIF）事務局 Eamonn O Tuama）  

  ４．パネルディスカッション  

  司会者 ：AP-BON共同議長 九州大学 矢原徹一  

  パネラー：生物多様性条約事務局 Kieran Noonan Mooney  

       リスボン大学 Vania Proenca  

       名古屋市立大学大学院 香坂玲  

       インド・リモートセンシング研究所 Partha Sarathi Roy  

       ASEAN生物多様性センター Sheila Vergara  

       GBIF事務局 Eamonn O Tuama  

４．発表資料 

  本ワークショップ及びシンポジウムでの発表資料は、AP-BONウェブサイト

（http://www.biodic.go.jp/gbm/gbon/）において順次公表の予定です。 

 

担当者：環境省自然環境局生物多様性センター 奥山、鑪、鈴木、竹原 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14593 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊2011年度 産業構造審議会環境部会地球環境小委員会・中央環境審議会地球環境部会 

自主行動計画フォローアップ専門委員会 合同会議の開催について 

 2011年度産業構造審議会環境部会地球環境小委員会・中央環境審議会地球環境部会自主行動計画フォ 

ローアップ専門委員会の合同会議を下記のとおり開催します。同会議は、経済産業省所管業種における 

自主行動計画評価・検証結果及び今後の課題等について議題とする予定です。なお、審議は公開としま 

す。  

１．日時：平成２３年１２月１９日（月）１３：００～１４：３０  

２．場所：コンベンションホールＡＰ浜松町 Ｄ,Ｅ,Ｆ 

     東京都港区芝公園２－４－１ 芝パークビルＢ館地下１階     

http://www.ap-hamamatsucho.com/info/access.html  

３．議題（予定）： 

（１）経済産業省所管業種における自主行動計画評価・検証結果及び今後の課題  

（２）その他  

４．傍聴： 

 傍聴を希望される方は、件名に「傍聴希望 自主行動計画フォローアップ合同会議」と明記し、 

［１］氏名、［２］所属、[３]役職名、[４]電話番号、［５］傍聴いただけない場合の御連絡先（電 

子メールアドレス又はＦＡＸ番号）を記入の上、１２月１６日（金）１２：００必着で下記申込先ま 

で電子メール又はＦＡＸでお申し込み下さい。 

 希望者が座席数を上回る場合は抽選とさせていただきますのであらかじめ御了承ください。 

抽選の結果、傍聴いただけない場合にのみ、その旨１２月１６日（金）中に電子メール又はＦＡＸで 

御連絡いたします。 

http://www.biodic.go.jp/gbm/gbon/
http://www.ap-hamamatsucho.com/info/access.html


 なお、マスコミ関係の方は会議の冒頭のみカメラ撮りが可能です。 

カメラ撮りを希望される方は１２月１６日（金）１７：００時までに下記申込先まで御連絡ください。 

○申込先：  

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2  

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課内  

自主行動計画フォローアップ専門委員会 事務局  

E-Mail：chikyu-ondanka@env.go.jp  

FAX：03－3580－1382  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、坪口、重松  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14559 

 

 

＊サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等に関する調査・研究会（第２回） 

の開催について 

サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等に関する調査・研究会については、下記の通り第 

２回会合を公開で開催いたしますので、ここにお知らせします。  

１．日時：平成２３年１２月２６日（月） 15:30～17:30  

２．場所：全国町村会館 ホール （http://www.zck.or.jp/kaikan/access/index.htm）  

３．議題（予定）： 

（１）サプライチェーン排出量に関する国際動向について  

（グローバル対応分科会中間報告）  

（２）サプライチェーン排出量の算定ガイドラインの検討状況について  

（排出量算定分科会中間報告）  

（３）今後の予定について  

４．傍聴： 本検討会は公開となります。傍聴を御希望の方は、「サプライチェーンを通じた温室効果 

ガス排出等に関する調査・研究会（第２回）傍聴希望」と明記の上、 [1]氏名、[2]住所、 

[3]電話番号、[4]勤務先、[5]傍聴券の送付先（E-mail）を記入し、 １２月２１日(水)必着 

でE-mail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通とさせていただき 

ます。  

  傍聴可能人数は100人程度を予定しており、希望者がこれを上回った場合には抽選とさせて 

頂きます。 

抽選の有無に関わらず、傍聴可能な方には１２月２２日（木）１７時までに傍聴券を送付 

いたしますので、当日の傍聴の際に必ずご持参ください。登録なき場合は、傍聴をお断り 

することがあります。また、マスコミ関係の方で、撮影（冒頭のみ可）を希望の方は、１ 

２月２１日（水）正午までに別途下記申込先担当者までご連絡ください。 

なお、傍聴受付につきましては、（株）三菱総合研究所に委託して実施しております。  

  当日受付は１５時００分から開始します。  

 （申込先） 

mailto:chikyu-ondanka@env.go.jp
http://www.zck.or.jp/kaikan/access/index.htm


株式会社三菱総合研究所 環境・エネルギー研究本部  

担当：森、小川、山本  

東京都千代田区永田町二丁目10-3  

E-mail:scm-mtg@mri.co.jp  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、坪口、重松 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14563 

 

 

＊「スマートムーブ ～「移動」を「エコ」に。～」キャンペーンについて[第二報] 

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排出量の尐ない「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。 

 本キャンペーンの一層の推進にあたり、12月15日（木）～17日（土）に開催される「エコプロダクツ 

2011」に出展し、ブース展示やステージを通じて、「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。 

 また、スマート・ムーブ賛同企業の東京急行電鉄は、環境省と連携し、東急大井町線内において「smart  

move（スマート・ムーブ）」をＰＲする列車「smart move号」を2011年12月13日（火）～2012年1月9日 

（日）の期間運行します  

１．「smart move」とは 

家庭のCO2排出量の約３割を占める「移動」に伴うCO2排出削減を目指し、 CO2排出の尐ない移動 

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  

[1]公共交通機関を利用しよう（電車、バスなどの公共交通機関の利用）  

[2]自転車、徒歩を見直そう（自転車や徒歩での移動の推奨）  

[3]地域や企業の移動・交通におけるCO2削減の取組に参加しよう（カーシェアリング、コミュニ 

ティサイクルなどの利用促進）  

[4]長距離移動を工夫しよう（エコ旅行や出張などの実施）  

[5]自動車の利用を工夫しよう（エコドライブの推奨、エコカーの乗り換え）  

◆「smart move」特設サイト  

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

２．「エコプロダクツ2011」での「smart move」ブース展示及びステージイベント 

環境に関わる内外の企業・団体、自治体、消費者が一同に集う「エコプロダクツ2011」に出展し、 

ブース展示及びステージイベントを通じて「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。  

mailto:scm-mtg@mri.co.jp
http://www.challenge25.go.jp/smartmove/


＜ブース展示＞  

日時：平成23年12月15日（木）～17日（土）10:00～18:00 ※最終日は17:00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： 「スマートムーブ」キャンペーン雑誌とのコラボレーションを大判グラフィックでご紹 

介するとともに、同キャンペーンに賛同する様々な企業や団体の取組をパネルや実機等で 

具体的にご紹介します。 

      また、エンジンの気持ちになってエコドライブを体験できる「自転車で行うエコドライ 

ブ・シミュレーション」や、賛同企業・団体の皆様からご提供いただいた20種以上のグッ 

ズが抽選で当たるクイズラリーなど、楽しいイベントも用意されています。  

＜特別ステージ＞  

日時：平成23年12月15日（水）17:00～17:45  

場所：「エコプロダクツ2011」会場内 環境コミュニケーションステージ  

主催：チャレンジ25キャンペーン  

タイトル：「smartmoveをトゥギャザーしよう！」  

実施内容： ゲストにタレントのルー大柴さんをお招きし、フリーアナウンサーの平田邦恵さんを進 

行役に、”smart move”キャンペーンの取り組みや、スマートムーブに取り組む企業の取 

り組みをご紹介します。  

３. 東京急行電鉄株式会社との連携による「smart move号」の実施について 

 スマート・ムーブ賛同企業の東京急行電鉄は、環境省と連携し、大井町線内において地球温暖 

化防止のため「移動」を「エコ」にする取組「smart move（スマート・ムーブ）」をＰＲする列 

車「smart move号」を2011年12月13日（火）～2012年1月9日（日）の期間運行します。  

この「smart move号」は東急６０００系の車体側面と正面に地球にやさしい移動手段である電車 

の利用促進をアピールするステッカーを添付し、地球温暖化防止を呼び掛けるラッピング車両で 

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。  

主催：東京急行電鉄株式会社、環境省  

実施期間：2011年12月13日（火）～2012年1月9日（日）  

実施概要：(1)運転区間 東急大井町線 1編成運行  

       (2)運転時刻 通常のダイヤの中で運行（運行時刻は毎日変わります）  

       (3)取組内容 東急６０００系の車体側面と正面にステッカー貼付  

   ※添付イメージについては別紙をご参照ください。  

 

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=14565 

 

 

＊松之山温泉における温泉発電設備の試験運転開始について 



環境省では、現に湧出している温泉の熱を用いて発電を行う温泉発電の導入に向けた実証研究を、新潟 

県十日町市松之山温泉にて実施しています。この度、温泉発電設備の試験運転を開始することから、１ 

２月１６日（金）に開所式を開催します。 

開所式には、横光環境副大臣が出席する予定です。  

１．実証試験の背景・概要 

環境省の地球温暖化対策技術開発等事業（競争的資金）の１課題として、平成２２年度から３カ 

年の予定で、「温泉発電システムの開発と実証」を実施しています（受託者：地熱技術開発株式 

会社、共同研究者：国立大学法人弘前大学及び独立行政法人産業技術総合研究所）。 

本事業では、地熱発電の一つである温泉発電の普及に向けて、温泉や電力系統に影響を及ぼさな 

い温泉発電システムの実用機を開発し、新潟県十日町市松之山温泉において実証試験を行うこと 

としています。  

 湧出温度約７０～１２０℃の高温温泉では、大気中に熱を放散させる等により温度を低下させ 

てから浴用等に利用される事例も多くみられます。温泉発電は、この温度差エネルギーを有効活 

用して発電を行うものです。 

また、水より低い沸点を持つ媒体を温泉の熱で沸騰させ、その蒸気でタービン発電機を回して発 

電するシステムはバイナリー発電と呼ばれ、１００℃以下の温泉熱を利用するバイナリー発電シ 

ステムとしては、我が国初の実用レベルの試験運転となります。  

＜今回導入する温泉発電システムの諸元＞  

○定格出力：８７ｋＷ  

○機器寸法：３．２ｍ×３．６ｍ×５．５ｍ（発電ユニットの幅×奥行×高さ）  

○使用媒体：アンモニア－水混合媒体  

○使用熱源：温泉（温度９７℃）  

２．開所式について 

（１）日時：平成２３年１２月１６日（金）１３時３０分～１４時３０分  

（２）場所：新潟県十日町市松之山湯本字道徳１１４７番地  

松之山温泉バイナリー発電実証試験場  

（３）出席予定者：横光克彦環境副大臣、泉田裕彦新潟県知事、関口芳史十日町市長ほか  

（４）式次第： ・式辞（横光環境副大臣、中田地熱技術開発株式会社代表取締役社長）  

    ・工事経過報告（地熱技術開発株式会社）  

    ・来賓祝辞（泉田新潟県知事、関口十日町市長）  

    ・点灯式（横光副大臣、泉田知事、関口市長、中田社長）  

３．取材要領 

取材を希望される場合は、電子メールにより、地熱技術開発株式会社まで事前にお申し込みくだ 

さい。  

○申込期限：平成２３年１２月１４日（水）１５時まで  

○記載事項：（１）取材者の団体名、（２）代表者名、（３）人数、（４）連絡先（携帯番号・ 

メールアドレス）、（５）大型撮影機材の有無と種類  

○申込先：地熱技術開発株式会社 営業・事業開発部（担当：佐伯）  

電話番号 03-5541-9072  

電子メール onsen2011@gerd.co.jp  

mailto:onsen2011@gerd.co.jp


電話番号 03-5541-9072  

（件名の欄に「松之山温泉発電開所式取材希望」と御記入ください）  

 

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=14566 

 

 

＊2010 年度（平成22 年度）の温室効果ガス排出量（速報値）について 

今般、2010 年度（平成22 年度）の温室効果ガス排出量（速報値）をとりまとめました。 

2010 年度のわが国の温室効果ガスの総排出量（速報値（注1））は、12 億5,600 万トンでした。 

これは、京都議定書の規定による基準年（CO2、CH4、N2O は1990 年度、HFCs、PFCs、 SF6 は1995 年） 

の総排出量と比べると、0.4%の減尐となっています（注２）。  

また、2009 年度の総排出量と比べると、産業部門をはじめとする各部門の二酸化炭素排出量が増加した 

ことなどにより、3.9%増加しています。その原因としては、2008 年に発生したリーマンショック後の景 

気後退からの回復の中で、製造業等の活動量の増加に伴い産業部門からの排出量が増えたこと、猛暑厳 

冬により電力消費が増加したことなどが挙げられます。  

（注１） 速報値の算定について……温室効果ガスの排出量は各種統計の年報値等に基づいて算定さ 

れますが、現時点では2010 年度の年報値等が公表されていない 

ものがあります。 

                 そこで、2010 年度の年報値等が公表されていない統計につい 

ては、 2009 年度の年報値等を代用しています。 

                 このため、今般とりまとめた速報値と 2012 年4 月に報告予定 

の確定値との間には差が生じる可能性があります。  

（注２） 京都議定書目標との関係について……0.4%減尐という数値は森林吸収源対策や京都メカニ 

ズムからのクレジットを含むものではないため、この 

数値と、我が国の削減目標であるマイナス６％とを直 

接対比することはできません。  

添付資料 

・ 2010 年度（平成22 年度）の温室効果ガス排出量（速報値）＜概要＞  

・ 2010 年度（平成22 年度）の温室効果ガス排出量（速報値）について  

 

担当：環境省地球環境局総務課低炭素社会推進室 土居、中村、鈴木、東田 

    独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター温室効果ガスインベントリオフィスマネー 

ジャー 野尻 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14564 

 

 

＊第33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33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12月20日（火）10:00～12:00  

２．議事次第（予定） 

１．第32回議事概要および関連情報に関する報告・確認  

２．登録プロジェクトに対する変更依頼に関する報告  

３．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  

４．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  

５．都道府県J-VERプログラムに対する変更依頼および認証更新可否に関する審議  

６．妥当性確認・検証機関の登録可否に関する審議  

７．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：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 

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


詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14574 

 

 

＊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行っています。  

●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、11月7日より11月30日までに 

 応募のあった案件の中から6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、今年度における今後の公募を予定しておりませんので、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=14585 

 

 

＊平成23年度チャレンジ25地域づくり事業に係る「電動低床フルフラットバス」の実証 

走行について 

環境省では、平成23年度チャレンジ25地域づくり事業の一環として、株式会社SIM-Drive、神奈川中央交 

通株式会社、京浜急行バス株式会社、JFEエンジニアリング株式会社、株式会社三菱総合研究所と共同し 

て、「電動低床フルフラットバス」を実際の営業バス路線と同じルートで試走・評価し、事業性・採算 

性・波及性等の検証等を行います。  

１．実証事業の概要 

 環境省では、平成23年度からチャレンジ25地域づくり事業を実施しています。 

本事業では、温室効果ガスを25％削減するのに効果的・先進的な対策のなかで、技術的には確立され 

ているものの、十分な効果検証がなされていない先進的対策について、事業性・採算性・波及性等の 

検証を行っています。 

「電動低床フルフラットバス」は、慶應義塾大学で開発された電気自動車Eliicaの概念をバスに応用 

したもので、タイヤ８個に１個ずつモーターを取り付け、バッテリーやインバーターを床下に格納す 

るという技術的な特徴を有しており、環境への配慮のほか、低床かつバリアフリーな車体を実現して 

います。 

また、将来の中距離路線走行に向けた充電インフラを合わせて検証するため、本電動低床フルフラッ 

トバスの充電には、JFEエンジニアリング株式会社が開発した超急速充電システムを採用しています。  

 （参考：チャレンジ25地域づくり事業について） 



http://www.env.go.jp/policy/local_challenge25/index.html  

２．実証場所及び実証期間 

 実証走行では、下記の２路線において公募モニターに試乗をしていただき、利便性や快適性、安心 

感等の利用上の評価についてアンケート調査を行うとともに、バス事業者の観点から導入の経済性や 

運用性、運転者の操作性等を評価します。  

（１）湘南台駅～慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス間（神奈川県藤沢市）  

   ○日時： 平成23年12月18日（日）、20日（火）、22日（木）、26日（月）及び 平成24年１ 

月24日（火）、26日（木）、28日（土）の計７日間  

   ○概要： 神奈川中央交通株式会社による郊外型路線での実証。１日あたり３往復（１往復あ 

たり約8km）を予定。  

（２）蒲田駅東口～羽田空港国際線ターミナル間（東京都大田区）  

   ○日時： 平成24年１月10日（火）、12日（木）、14日（土）、16日（月）、18日（水）、20 

日（金）、22日（日）の計７日間  

   ○概要： 京浜急行バス株式会社による都市型路線での実証。１日あたり２往復（１往復あた 

り約12km）を予定。  

３．モニターの募集について 

 電動低床フルフラットバスの実証走行に際しては、幅広く一般の方のモニターを募集します。 

試乗をご希望される方は、下記４．によりお申し込み下さい。なお、１回あたりの募集数は20名程度 

となっておりますので、応募者が定員を超えた場合には、お申し込み期間内であっても参加をお断り 

することがあります。  

４．モニターの申込先 

 応募資格は、18歳以上で、試乗前後にアンケートに協力いただける方とさせていただきます。 

応募資格と応募方法の詳細について、下記の募集ホームページでご確認のうえ、お申し込みください。  

 募集ホームページのURL: http://www.mri.co.jp/evbus-monitor  

５．取材について 

 実証走行の取材を希望される場合は、事前に株式会社SIM-Driveにお問い合わせ下さい。 

 株式会社SIM-Drive 企画部 

 電話 044-201-1014 

 E-mail:contact@sim-drive.com  

 

担当：環境省総合環境政策局環境計画課 加藤、古来、今野、土谷 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14594 

 

 

☆EXTEND２０１０関係  

＊EXTEND2010に基づく平成23年度第２回化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会 

の開催について 

 環境省では、EXTEND2010（化学物質の内分泌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回化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討会」を開催します。 

http://www.env.go.jp/policy/local_challenge25/index.html
http://www.mri.co.jp/evbus-monitor
mailto:contact@sim-drive.com


 今回の検討会では、(1)野生生物の生物学的知見研究及び基盤的研究、(2)文献情報に基づく影響評価 

（信頼性評価）、(3)試験の実施、(4)国際協力、(5)情報提供等について検討します。  

１ 日時 平成23年12月26日（月）14:00～16:00  

２ 場所 経済産業省別館1028号会議室（10階） 

       東京都千代田区霞が関１－３－１  

３ 委員 別紙のとおり  

４ 議題（案） 

（１）野生生物の生物学的知見研究及び基盤的研究について  

（２）文献情報に基づく影響評価（信頼性評価）について  

（３）試験の実施について  

（４）国際協力について  

（５）情報提供等の推進について  

（６）その他  

５ 傍聴について 

 本検討会の傍聴を希望される方は、「平成23年度第2回化学物質の内分泌かく乱作用に関する検討 

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12月21日（水）17時必着で下記の申込先（E-mail又はFAX）までお申し込み下 

さい。 

申込みは、傍聴希望者一人につき１通とさせていただきます。 

 なお、座席数に限りがありますので、申込者多数の場合は抽選といたしますことを御了承願います。 

 傍聴可能となった方には、指定いただいた送付先（E-mail又はFAX）に平成23年12月22日（木）ま 

でに傍聴券を送付いたしますので、当日御持参ください。  

６ 申込先 

環境省 環境保健部 環境安全課 大木 宛  

〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2  

TEL 03-3581-3351（内線6354）  

○電子メールの場合 

E-mail：ehs@env.go.jp  

○FAXの場合 

FAX：03-3580-3596  

 

担当：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=14560 

 

 

☆海岸漂着物発生抑制関係  

＊平成23年度漂流・漂着・海底ごみ原因究明・流出状況分析調査に係る海岸漂着物等の 

発生抑制に向けた普及啓発活動の実施について 

 環境省では、「平成23年度漂流・漂着・海底ごみ原因究明・流出状況分析調査」において、典型的な 

mailto:ehs@env.go.jp


海岸漂着物である漁具の発生抑制対策の１つとして普及啓発活動を実施していく予定です。 

 この度、三重県鳥羽市の鳥羽磯部漁業協同組合桃取町支所の御協力の下、漁業従事者向けの普及啓発 

活動を以下のとおり行います。なお、この普及啓発活動は全3回を予定しており、今回はその最終回とな 

ります。  

１．日時： 平成23年12月14日（水）16：00～18：00  

２．場所： 三重県鳥羽市答志島 鳥羽磯部漁業協同組合 桃取町支所  

３．主催者： 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室  

４．参加者： 三重県鳥羽市答志島 鳥羽磯部漁業協同組合 漁業従事者の皆様  

         同          婦人部の皆様  

        環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室  

        海づくり会議みえ事務局  

        日本エヌ・ユー・エス株式会社（事務局）  

５．趣旨： 

 環境省では、平成22年度より、漂着ごみの発生原因及びその発生抑制対策を検討するための調査を 

実施しています。昨年度は、典型的な海岸漂着物の種別である流木、漁具及び生活系ごみの発生原因 

を推定するとともに、それを踏まえて有効と考えられる発生抑制対策を整理し、流出防止ガイドライ 

ン（素案）を作成しました。 

今年度は、このガイドラインに示された施策の効果の検証を行っているところです。 

 この度、漁具の発生抑制対策の１つである普及啓発活動の効果について検証すべく、鳥羽磯部漁業 

協同組合桃取町支所（三重県鳥羽市）の御協力の下、漁業従事者向けの体験型普及啓発活動（全3回） 

を実施しているところであり、今回はその最終回となります。  

６．内容： 

 本普及啓発活動の最終回となる今回は、これまで討論していただいた鳥羽磯部漁業協同組合桃取町 

支所の方々に加え、関係する多くの方々に御参集いただき、答志島における漂着ごみの実態やこれま 

での活動内容を共有するとともに、市民団体の取組事例の紹介や意見交換を通じて、今後の漁具の流 

出防止対策について検討することを予定しております。  

７．連絡先（事務局）： 

 本件についてのお問い合わせ、報道関係者で取材等を希望される方は以下の事務局までお願いいた 

します。  

日本エヌ・ユー・エス株式会社 担当：井川、中澤  

〒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：050-3481-1248（中澤 直通）電話での受付時間 10時から17時  

FAX：03-5925-6745 E-mail：litter2007@janus.co.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 森、宮元、雪嶋 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14561 

 

 

☆環境協力覚書（モンゴル）関係  

mailto:litter2007@janus.co.jp


＊モンゴル自然環境観光省との環境協力覚書の署名について 

細野環境大臣は 南アフリカ共和国ダーバンにおいて、モンゴル国のガンスフ自然環境観光大臣と会談を 

行い、「日本国環境省とモンゴル国自然環境観光省の間の環境協力に関する協力覚書」に署名しました。 

今後、本協力文書に基づき、気候変動対策、エコツーリズム、自然保護対策等の分野において、相互協 

力を強化、発展させることとしています。  

１．日時 平成23年12月8日（木）  

２．場所 南アフリカ共和国 ダ－バン(気候変動枞組条約COP17会場)  

３．協力覚書の概要 

 日本とモンゴル両国の環境協力を安定的な基盤の上に立って一層の推進を図るため、以下をはじめ 

とする分野で対話及びプロジェクト等を実施、促進する。  

（１）気候変動対策（緩和策、適応策）  

（２）エコツーリズム  

（３）自然保護（保護地域管理、渡り鳥と鳥インフルエンザ、砂漠化対策）  

（４）排水処理  

（５）大気汚染管理、特にアスベスト  

４．協力覚書 

 別添参照  

 

担当者：環境省地球環境局国際連携課国際協力室 新田、長谷川、境野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14562 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会自然環境部会温泉小委員会（第１２回）の開催について 

平成23年12月26日(月)に、中央環境審議会自然環境部会温泉小委員会（第12回）が開催されますので、 

以下のとおりお知らせいたします。なお、会議は公開で行われます。  

１．会議の日程等  

（１）日時 平成23年12月26日（月）15:00～17:00  

（２）場所 経済産業省別館10階 1014会議室 

      （東京都千代田区霞ヶ関１－３－１）  

（３）議題（案）  

[1]温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)(案) 

[2]その他  

２．会議の公開等について  

（１）傍聴を希望される方は、「中央環境審議会自然環境部会温泉小委員会（第12回）傍聴希望」 

  （電子メールの場合は件名に記載）と記入し、氏名、所属（勤務先又は所属団体名）、住所、 

電話番号及び傍聴券の送付先（電子メールアドレス又はFAX番号）を明記の上、12月19日(月)17 

時必着で下記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。 

  申込みは、傍聴希望者1名につき1通としてください。また、申込みは、1団体につき2名まで 



とさせていただきます。 

  なお、電話での申込みはお受けできません。  

（２）一般の方の傍聴可能人数は30名を予定しておりますので、傍聴希望者がこれを超えた場合 

は抽選といたします（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）。  

（３）申込み締め切り後、傍聴いただける方には、傍聴券をご指定の送付先に電子メール又はFAX 

にて送付いたしますので、当日必ず御持参願います。  

（４）当日取材を希望される報道関係者につきましても、同様に申込みください。また、カメラ 

撮影を希望される場合はその旨記載してください。カメラ撮影をご希望の報道関係の方は、 

あらかじめ下記連絡先まで御連絡ください。 

  なお、カメラ撮影については会議の冒頭のみとさせていただきます。また、自社腕章を携帯 

願います。  

（連絡先）  

環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室  

担当：齋藤、五反田 

電話：03-3581-3351 内線6458 ／ FAX：03-3595-0029 

電子メール：shizen-seibi@env.go.jp  

 

担当：環境省自然環境局自然環境整備課参事官室 大庭、齋藤、五反田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14567 

 

 

☆環境基本法関係  

＊「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」（第１次報告案）に対 

する意見の募集（パブリックコメント）について 

 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では、環境基本法第16条第１項に基づく 

水質環境基準の設定のうち、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、報告案を取り 

まとめました。 

 本報告案について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成23年12月13日（火）から平成 

24年１月13日（金）までの間、パブリックコメントを実施いたします。 

１ 意見募集の概要 

 水生生物の保全に係る環境基準については、平成15年11月に環境省告示により、全亜鉛につい 

て環境基準を設定し、今後とも新たな科学的知見等に基づいて必要な追加・見直し作業を継続し 

て行っていくこととしたところです。  

 また、平成22年８月12日付け諮問第288号により、中央環境審議会に対してなされた「水生生物 

の保全に係る環境基準の項目追加等について（諮問）」について、平成23年１月より中央環境審 

議会水環境部会水生生物保全環境基準専門委員会（以下「専門委員会」という。）において、新 

たな科学的知見に基づき、環境基準項目の追加等を検討してまいりました。  

 今般、新たな毒性情報が明らかとなったノニルフェノールについて、本専門委員会において審 

議を行い、別添のとおり第１次報告案が取りまとめましたので、本案について、広く国民の皆様 

mailto:shizen-seibi@env.go.jp


からの御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施いたします。今後、本専門委員会で 

は、頂いた御意見を考慮し、第１次報告案を最終的に取りまとめる予定です。  

 ２．意見提出（詳細は御意見募集要項参照） 

提出期限：平成24年１月13日（金）  

提出方法：御意見募集要項参照  

 ３．添付資料 

・御意見募集要項  

・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（第１次報告案）  

・別紙  

本資料は、 

http://www.env.go.jp/info/iken.html#920に掲載されます。 

 

担当：環境省水・大気環境局水環境課 吉田、山本、西村 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14572 

 

 

☆エコ診断関係  

＊民間企業等による「うちエコ診断」の試行開始について 

環境省では、家庭部門での地球温暖化対策を推進するための取組である「うちエコ診断」を早期に普及 

させるため、民間企業等が「うちエコ診断」を試行的に実施する事業を開始します。 

本事業は、「うちエコ診断」の試行実施を通じて、各事業者の運用上の課題整理や事業継続性等の検証 

を行うことを目的とします。 

なお、「うちエコ診断」の試行実施に加えて、「うちエコ診断」を自社のサービスとして今後展開する 

ことを想定したフィージビリティスタディを行う事業も進めます。 

平成２３年１０月１８日より本事業への参加希望者の募集を開始し、合計１４件の応募があり、審査の 

結果、５件の案件が採択されましたので、お知らせいたします。  

１．募集と採択の概要 

 家庭部門での地球温暖化対策を推進するための取組である「うちエコ診断」を速やかに普及させる 

ためには、公平かつ正確なアドバイスの確保のための診断ツールの開発等を進めるとともに、これを 

用いた診断事業が地方公共団体や民間企業等において適切に実施できるようにすることが必要です。 

 環境省では、「うちエコ診断」の早期の普及を目指す取組の一環として、「平成23年度家庭エコ診 

断推進基盤整備事業」において、民間企業等が「うちエコ診断」の試行実施を行い、その実施に係る 

効果等を検証・評価する事業、又は、うちエコ診断を自社のサービスとして展開すると想定した場合 

のフィージビリティスタディを実施する事業をそれぞれ行う民間企業等を募集することとしました。 

 本事業のねらいは、民間企業等において「うちエコ診断」がサービスとして提供される環境を整備 

することを目指し、診断試行を通じた運用プロセスを検証し、自立的な運用に向けた課題の抽出や、 

効果的な診断が実施されるための枞組みの構築に関する知見を集積することにあります。 

 この度、平成２３年１０月１８日に、本事業への参加希望者の募集を開始し、合計で１４件の応募 

がありました。 

http://www.env.go.jp/info/iken.html#920


「平成２３年度家庭エコ診断推進基盤整備事業検討会 民間企業等による試行と制度検討に係る分 

科会」において審査を行い、下記の５件の案件が採択されました。 

２．採択事業の概要 

 採択案件（申請順）の概要は、次の通りです。  

タイプＡ：うちエコ診断を自社のサービスに組み込んで実施する事業者 

タイプＢ：うちエコ診断を自社のサービスとして展開することを想定したフィージビリティスタデ 

ィを実施する事業者 

３．今後について 

 今回採択された事業については、本年度末に成果をとりまとめます。この成果をもとに、「うちエ 

コ診断」を民間企業等が広く継続的に実施するための課題整理を行うとともに、次年度以降も民間企 

業等が「うちエコ診断」を試行的に実施する事業を引き続き行う予定です。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 室石、杉本、福井、小澤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14575 

 

 

☆環境政策提言関係  

＊第１１回NGO/NPO･企業の環境政策提言の募集について 

国民、ＮＧＯ／ＮＰＯ、企業、行政等のパートナーシップによる環境保全の取組を推進するため、ＮＧ 

Ｏ／ＮＰＯや企業から環境に関する政策の提案をいただき、政策に反映する「ＮＧＯ／ＮＰＯ・企業環 

境政策提言」を実施します。 

 平成２３年１２月１３日から平成２４年１月３１日までの期間、環境に関する政策提言を募集します。 

 応募していただいた政策提言は、専門家からなる「ＮＧＯ／ＮＰＯ・企業環境政策提言推進委員会」 

で選考し、優れた提言については「ＮＧＯ／ＮＰＯ･企業環境政策提言フォーラム」（平成２４年３月２ 

１日に開催予定）において発表していただきます。 

 また、優秀提言については、来年度に環境省が提案団体等とともにその実現に向けてのフィージビリ 

ティ調査を行い、政策化を検討する予定です。  

１ 概要 

 ア 提言募集について  

 環境省では、国民、ＮＧＯ／ＮＰＯ、企業、行政等のパートナーシップによる環境保全の取 

組を推進するため、ＮＧＯ／ＮＰＯ及び企業から環境に関する政策提言を提案いただき、政策 

への反映を目指す「ＮＧＯ／ＮＰＯ・企業環境政策提言」事業を平成１３年度から実施してい 

ます。  

 今年度も同事業を実施することとし、平成２３年１２月１３日（火）から平成２４年１月３ 

１日（火）までの期間に募集し、環境政策に精通した専門家からなる「ＮＧＯ／ＮＰＯ・企業 

環境政策提言推進委員会」が選考します。  

 イ 提言の実現に向けての取組  

いただいた提言については、環境政策への反映を図るため、以下のような取組を行います。  

 （１）「ＮＧＯ／ＮＰＯ･企業環境政策提言フォーラム」の実施  



 応募された政策提言は「ＮＧＯ／ＮＰＯ・企業環境政策提言推進委員会」で選考し、優 

れた提言について、提言団体から「ＮＧＯ／ＮＰＯ･企業環境政策提言フォーラム」（平 

成２４年３月２１日に開催予定）の場において発表していただきます。 

このフォーラムには、環境省その他の政府関係者、地方公共団体、企業、ＮＰＯほか環境 

政策に関わる方々に広く参加を呼びかけ、提言の共有を図ります。  

 （２）ＮＧＯ／ＮＰＯ･企業環境政策提言集の作成、配布  

 いただいたすべての提言を掲載した「ＮＧＯ／ＮＰＯ･企業環境政策提言集」を作成し、 

関係機関・地方公共団体などに広く配布します。  

 （３）政策提言実現に向けたフィージビリティ調査  

 委員会により選定された優れた提言のうち実現性が高いものについては、環境省が提案 

団体等とともに、の実現に向けて提言内容を深めるフィージビリティ調査を行う予定です。  

 なお、昨年度の優秀提言（概要は以下のとおり）については、現在フィージビリティ調 

査を実施中です。  

○地域のMRV（測定・報告・検証）制度確立に向けて ［一般社団法人イクレイ日本］ 

 （趣旨・内容）  

地域レベルにおけるMRV可能な対策推進をめざして、日本において、地域の地球温暖化対策推進に資 

するデータの報告・共有制度をつくる。 

アドバイザリーグループ（インベントリ・評価専門家、自治体代表、専門家等で構成）による、公表 

項目や温室効果ガス排出量算出基準統一化等の検討、報告・公表のための助言体制の検討を行い、ウ 

ェブサイトを作成する。 

地域/自治体に対して、情報提供や情報の利用を呼びかけ、その成果を国際的にもアピールしていく。  

 （４）ホームページへの掲載  

 いただいた提言は、すべて地球環境パートナーシッププラザ（GEOC）

（http://www.geoc.jp）等のホームページに掲載し、 

自由に閲覧できるようにします。  

２ 環境政策提言の募集 

 （１）募集期間 ：平成２３年１２月１３日（火）～平成２４年１月３１日（火）  

 （２）応募資格 ：ＮＧＯ／ＮＰＯまたは企業（個人の応募は受け付けておりません）  

 （３）応募方法 ：第１１回「ＮＧＯ／ＮＰＯ･企業環境政策提言」応募フォーマットに必要事 

項を入力し、下記の応募書類提出先まで電子メール又は郵送にて提出。（郵 

送の場合は電子データを入れたCD-R等電子媒体も同封してください。）  

        募集要項及び応募用紙については、環境省のホームページ 

（http://www.env.go.jp/info/）、NGO/NPO・企業環境政策提言のホームページ 

（http://www.seisaku-teigen.com）よりダウンロードできるほか、環境パート 

ナーシップオフィス、全国７ヶ所の地方環境パートナーシップオフィス及び 

地方環境事務所にて入手できます。  

問い合わせ及び応募書類提出先 ： 環境パートナーシップオフィス  

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67コスモス青山B2F  

TEL：03-3406-5180  （担当：島田・平田）  

E-mail：epo@seisaku-teigen.com  

http://www.geoc.jp/
http://www.env.go.jp/info/
http://www.seisaku-teigen.com/
mailto:epo@seisaku-teigen.com


 

担当：環境省総合環境政策局民間活動支援室 河本、小口 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14576 

 

 

☆有明海及び八代海の再生関係  

＊「有明海及び八代海の再生に関する基本方針の一部改正（案）」についての意見・情 

報の募集について 

環境省は、総務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、経済産業省と共同で「有明海及び八代海の 

再生に関する基本方針」について、所要の見直しを行ないます。 

 この基本方針の見直しについて、広く国民の皆様から意見・情報を募集するため、平成23 年12 月13 日 

（火）～年12 月21 日（水）までの間、パブリックコメントを実施します。  

１ 見直しの背景 

 平成12 年の有明海におけるノリ不作を契機として、平成14 年11 月に有明海及び八代海を豊かな 

海として再生することを目的に「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律」が制定 

されました。  

 平成21 年及び22 年に大規模な赤潮被害が発生したため、平成23 年8 月に、対象海域の拡大、漁 

港漁場整備事業に対する国庫補助の嵩上げ期間延長等を内容とする改正が行われました。  

  関係各省は、有明海及び八代海の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該 

海域における水産資源の回復等による漁業振興に関する基本方針を制定することとされており、平成 

15 年2 月に現行の基本方針が制定されましたが、法改正を踏まえ、見直しを行います。  

 このため、当該海域の漁業振興等に係る「有明海及び八代海の再生に関する基本方針の一部改正 

（案）」等について広く国民の皆様から意見・情報を募集します。  

２ 資料の入手方法 

（１）インターネットでの入手方法  

電子政府の総合窓口（e-Gov）に資料を掲載しています。以下のＵＲＬから御覧ください。  

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001459  

（２）窓口での配布  

 水産庁 増殖推進部 漁場資源課 生態系保全室 において配布しております。  

＜東京都千代田区霞ヶ関1-2-1 別館8 階 ドアNo.別803＞  

３ 意見情報の募集 

意見情報の集約は、主務省６省を代表して農林水産省（水産庁）で行います。  

（１）期限 平成23 年12 月21 日（水）（郵便の場合は当日まで必着のこと）  

（２）提出方法 次の（ア）から（ウ）までのいずれかの方法で御願いします。  

 （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=550001459  

 （イ）郵便による提出の場合  

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001459
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001459


宛先：〒100-8907 東京都 千代田区 霞が関1-2-1  

水産庁 増殖推進部 漁場資源課 生態系保全室 海洋保全班 宛て  

 （ウ）ファクシミリによる提出の場合  

宛先の番号：03-3502-1682  

４ 意見・情報の提出上の注意 

・提出の意見情報は、日本語に限ります。  

・電話での意見情報はお受けしませんので御了承願います。  

・個人は住所、氏名及び職業を、法人は法人名及び所在地を明記してください。これらは公表する場 

合がありますので御了承願います（公表の際に匿名を希望される場合は、御意見提出時にその旨を 

お書き添え下さい。）。  

・提出いただいた個人情報については、お問い合わせ内容の確認等の御連絡に利用いたします。 

 なお、これらの情報は御意見の内容に応じ、関係府省庁に転送することがあります。  

５ お問い合わせ先 

水産庁 増殖推進部 漁場資源課 生態系保全室 海洋保全班  

担当者：束原、織田、中山  

代表：03-3502-8111（内線6808）  

ダイヤルイン：03-6744-2382  

FAX：03-3502-1682  

 

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=14579 

 

 

☆除染関係ガイドライン関係  

＊「除染関係ガイドライン」の公表について 

環境省では、「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（放尃性物質汚染対処特措法）」 

に基づき、土壌等の除染等の措置の基準や除去土壌の処理の基準を定める環境省令などを具体的に説明 

する「除染関係ガイドライン」を策定しましたので公表します。 

 ガイドラインは四編で構成され、それぞれ汚染状況重点調査地域内における環境の汚染状況の調査測 

定方法、土壌等の除染等の措置、除去土壌の収集・運搬、除去土壌の保管（現場保管及び仮置場での保 

管）に関するものです。  

１．策定経緯と位置づけ  

 平成 23 年 3 月 11 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っ 

て放出された放尃性物質による環境の汚染が生じており、これによる人の健康又は生活環境に 

及ぼす影響を速やかに低減することが喫緊の課題となっています。  

 こうした状況を踏まえ、平成 23 年 8 月に「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」（平成 23 年法律第 110 号。以下、「法」）が議員立法により可決・成 



立し、公布されました。  

 環境省では、これらにかかる規則として「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 

関する特別措置法施行規則」を制定（本日付けで公布）したところですが、その内容をより具 

体的に示し、推奨する内容も加えた除染関係ガイドラインを策定しました。  

 本ガイドラインは「第１編 汚染状況重点調査地域内における環境の汚染状況の調査測定方 

法に係るガイドライン」、「第２編 除染等の措置に係るガイドライン」、「第３編 除去土 

壌の収集・運搬に係るガイドライン」及び「第４編 除去土壌の保管に係るガイドライン」の 

四編に分かれています。なお、本ガイドラインは市町村による除染等を主に対象としています 

が、国による除染等についても対象としています。  

 本ガイドラインの内容は、今後の知見の蓄積を踏まえ、随時改訂を行っていきます。  

２．ガイドラインの構成  

はじめに  

第１編：汚染状況重点調査地域内における環境の汚染状況の調査測定方法に係るガイドライン  

 １．基本的な考え方  

 ２．測定機器と使用方法  

 ３．除染実施計画の策定区域を決定するための調査測定方法  

第２編：除染等の措置に係るガイドライン  

 １．基本的な考え方  

 ２．建物など工作物の除染等の措置  

 ３．道路の除染等の措置  

 ４．土壌の除染等の措置  

 ５．草木の除染等の措置  

 ６．その他  

 （２～５はそれぞれ１．準備、２．事前測定、３．除染方法、４．事後測定と記録、で構成 

される）  

第３編：除去土壌の収集・運搬に係るガイドライン  

 １．基本的な考え方  

 ２．除去土壌の収集・運搬のための要件  

 ３．具体的に行う内容  

第４編：除去土壌の保管に係るガイドライン  

 １．基本的な考え方  

 ２．保管のために必要な安全対策と要件  

 ３．施設／管理要件を踏まえた保管方法の具体例  

 

担当：環境省水・大気環境局 牧谷、手島、白石、吉田  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14582 

 

 



＊放尃性物質汚染対処特措法施行規則等の公布について 

環境省では、「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（放尃性物質汚染対処特措法）」 

に基づく施行規則や汚染廃棄物対策地域の要件等を定める省令を制定・公布しましたのでお知らせいた 

します。  

１．制定の背景・経緯 

 放尃性物質汚染対処特措法については、平成24年１月１日に完全施行されるところです。 

今般同法に基づく施行規則等において、特定廃棄物・除去土壌の処理の基準等の法の施行に関し必要 

な事項や、汚染廃棄物対策地域等の指定の要件等を定めるものです。 

２．省令の概要 

（１）放尃性物質汚染対処特措法施行規則について 

[1]廃棄物関係  

・下水道、廃棄物処理施設等から生じた汚泥、焼却灰等の調査の方法の詳細、義務の対象とす 

る施設を定める。  

・指定廃棄物の指定基準は、8,000ベクレル/kgとする。 

・特定廃棄物の処理基準として、以下のような事項を定める。  

収集運搬基準 容器への収納、車両表面線量制限、書面の備え付け 等  

保管基準 遮水シートの設置、立入禁止区域の設定、保管場所の線量測定 等  

中間処理基準 バグフィルターの設置、排水・排ガスの濃度限度 等  

最終処分基準 セメント固型化・隔離層設置、周縁地下水測定、排水の濃度限度 等  

[2]除染関係  

・除染等の措置の基準として、以下のような事項を定める。  

工作物及び道路 洗浄等  

土壌等 表土の削り取り、土壌により覆うこと 等  

草木 草刈り、下草、落葉又は落枝の除去 等  

・除去土壌の処理基準として、以下のような事項を定める。  

収集運搬基準 容器への収納、車両表面線量制限、書面の備え付け 等  

保管基準 遮水シートの設置、立入禁止区域の設定、保管場所の線量測定 等  

（２）汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令について 

[1]汚染廃棄物対策地域及び除染特別地域の指定の要件  

 国がその地域内にある廃棄物の処理を実施する必要がある地域である汚染廃棄物対策地域の指 

定の要件及び国が土壌等の除染等の措置等を実施する必要がある地域である除染特別地域の指 

定の要件を、  

・警戒区域設定指示若しくは計画的避難指示の対象区域であること、又はこれらの対象区域で 

あったこと  

・その区域の大部分が警戒区域設定指示若しくは計画的避難指示の対象区域である市町村又は 

これらの対象区域であった市町村の区域であること等とする。  

[2]汚染状況重点調査地域の指定の要件  

 その地域内の事故由来放尃性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定すること 

が必要な地域である汚染状況重点調査地域の指定の要件を、１時間当たり0.23マイクロシーベ 



ルト以上の放尃線量とする。  

（３）除染実施計画を定める区域の要件 

 汚染状況重点調査地域内の区域であって、除染等の措置等を総合的かつ計画的に講ずるため、当該 

区域に係る除染等の措置等の実施に関する計画を定める区域の要件を、１時間当たり0.23マイクロ 

シーベルト以上の放尃線量とする。 

３．施行日 

平成24年１月１日（放尃性物質汚染対処特措法の完全施行の日） 

 

担当：環境省水・大気環境局 牧谷、永濱、湯浅 

   廃棄物・リサイクル対策部 坂川、近藤、黒瀬 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14583 

 

 

＊栃木県内の公共用水域における放尃性物質モニタリングの測定結果について 

環境省では、モニタリング調整会議において決定された総合モニタリング計画に基づき、継続的に水環 

境（公共用水域（河川・湖沼、水源地、沿岸）等）の放尃性物質モニタリングを実施しているところで 

す。 

 今般、栃木県内の公共用水域における放尃性物質モニタリングの10月5日～24日採取分について、取り 

まとめましたので測定結果(速報)を公表します（宮城県内の10月3日～11月7日採取分についても同時公 

表。）。 

 ※福島県内の9月15日～10月14日採取分については11月15日に、茨城県内の8月30日～10月8日採取分に 

ついては12月2日に公表済み。  

１．調査概要 

(1)調査地点 

栃木県内の公共用水域における環境基準点等115地点 

（河川：107地点、湖沼：8地点）  

(2)調査内容 

・水質及び底質の放尃性物質濃度（放尃性ヨウ素（ヨウ素131）、放尃性セシウム（セシウム134、 

セシウム137））の測定  

・水質及び底質採取地点近傍の周辺環境（河川敷等）の土壌の放尃性物質の濃度及び空間線量率 

の測定  

２．結果概要 

(1)水質 

・放尃性ヨウ素（ヨウ素131） 全地点において不検出（検出下限値：1Bq/L） 

・放尃性セシウム（セシウム134、セシウム137） 

（河川）１地点において検出（セシウム134：不検出、セシウム137：1Bq/L） 

（湖沼）全地点において不検出（検出下限値：1Bq/L）  

※「原子力施設等の防災対策について（原子力安全委員会）」飲食物の摂取制限に関する指標（飲 

料水） 



 放尃性ヨウ素（ヨウ素131）：300Bq/kg以上 

 放尃性セシウム（セシウム134、セシウム137合計）：200Bq/kg以上  

(2)底質 

・放尃性ヨウ素（ヨウ素131） 全地点において不検出（検出下限値：30Bq/kg(乾泥)） 

・放尃性セシウム 

（河川） 

 セシウム134： 不検出 ～ 2,200Bq/ kg(乾泥)（検出下限値：10Bq/ kg(乾泥)） 

 セシウム137： 不検出 ～ 2,700Bq/ kg(乾泥)（検出下限値：10Bq/ kg(乾泥)） 

（湖沼） 

 セシウム134： 不検出 ～ 1,900Bq/ kg(乾泥)（検出下限値：10Bq/ kg(乾泥)） 

 セシウム137： 不検出 ～ 2,500Bq/ kg(乾泥)（検出下限値：10Bq/ kg(乾泥)） 

(3)周辺環境 

・放尃性ヨウ素（ヨウ素131） 全地点において不検出（検出下限値：30Bq/kg(乾)） 

・放尃性セシウム 

（河川） 

 セシウム134： 不検出～ 7,600Bq/ kg（検出下限値：10Bq/ kg(乾)） 

 セシウム137： 11 ～ 9,400Bq/ kg(乾) 

（湖沼） 

 セシウム134： 110 ～ 1,500Bq/ kg(乾) 

 セシウム137： 150 ～ 1,900Bq/ kg(乾) 

・空間線量 

（河川） 0.05 ～ 1.05μSv/h 

（湖沼） 0.09 ～ 0.74μSv/h  

（地図別添）  

○今後の予定 

 今後、福島県、宮城県、山形県（一部）、岩手県（一部）、茨城県、栃木県、群馬県及び千葉県（一 

部）において、関係機関と調整を行い、継続的に、河川、湖沼等の水質、底質等の放尃性物質の測定 

を実施することとしています。  

 

担当：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=14589 

 

 

＊宮城県内の公共用水域における放尃性物質モニタリングの測定結果について 

環境省では、モニタリング調整会議において決定された総合モニタリング計画に基づき、継続的に水環 

境（公共用水域（河川・湖沼、水源地、沿岸）等）の放尃性物質モニタリングを実施しているところで 

す。 

 今般、宮城県内の公共用水域における放尃性物質モニタリングの10月3日～11月7日採取分について、 

取りまとめましたので測定結果(速報)を公表します（栃木県内の10月5日～24日採取分についても同時公 



表。）。 

 ※福島県内の9月15日～10月14日採取分については11月15日に、茨城県内の8月30日～10月8日採取分に 

ついては12月2日に公表済み。  

１．調査概要 

(1)調査地点 

宮城県内の公共用水域における環境基準点等138地点 

（河川：77地点、湖沼・水源地：21地点、沿岸・水浴場：40地点）  

(2)調査内容 

・水質及び底質の放尃性物質濃度（放尃性ヨウ素（ヨウ素131）、放尃性セシウム（セシウム134、 

セシウム137））の測定  

・水質及び底質採取地点近傍の周辺環境（河川敷等）の土壌の放尃性物質の濃度及び空間線量率 

の測定  

２．結果概要 

(1)水質 

・放尃性ヨウ素（ヨウ素131） 全地点において不検出（検出下限値：1Bq/L） 

・放尃性セシウム（セシウム134、セシウム137） 

 （河川）全地点において不検出（検出下限値：1Bq/L） 

 （湖沼・水源地）１地点において検出（セシウム134：1Bq/L、セシウム137：2Bq/L） 

 （沿岸・水浴場） 全地点において不検出（検出下限値：1Bq/L）  

※「原子力施設等の防災対策について（原子力安全委員会）」飲食物の摂取制限に関する指標（飲 

料水） 

 放尃性ヨウ素（ヨウ素131）：300Bq/kg以上 

 放尃性セシウム（セシウム134、セシウム137合計）：200Bq/kg以上  

(2)底質 

・放尃性ヨウ素（ヨウ素131） 全地点において不検出（検出下限値：30Bq/kg(乾泥)） 

・放尃性セシウム 

（河川） 

 セシウム134： 不検出 ～ 5,000Bq/ kg(乾泥)（検出下限値：10Bq/ kg(乾泥)） 

 セシウム137： 不検出 ～ 6,100Bq/ kg(乾泥)（検出下限値：10Bq/ kg(乾泥)） 

（湖沼・水源地） 

 セシウム134： 14 ～ 1,200Bq/ kg(乾泥) 

 セシウム137： 17 ～ 1,400Bq/ kg(乾泥) 

（沿岸・水浴場） 

 セシウム134： 不検出 ～ 170Bq/ kg(乾泥)（検出下限値：10Bq/ kg(乾泥)） 

 セシウム137： 不検出 ～ 230Bq/ kg(乾泥)（検出下限値：10Bq/ kg(乾泥)） 

(3)周辺環境 

・放尃性ヨウ素（ヨウ素131） 全地点において不検出（検出下限値：30Bq/kg(乾)） 

・放尃性セシウム 

（河川） 

 セシウム134： 不検出 ～ 2,600Bq/ kg(乾) （検出下限値：10Bq/ kg(乾泥)） 



 セシウム137： 不検出 ～ 3,300Bq/ kg(乾) （検出下限値：10Bq/ kg(乾泥)） 

（湖沼・水源地） 

 セシウム134： 36 ～ 1,100Bq/ kg(乾) 

 セシウム137： 75 ～ 1,500Bq/ kg(乾) 

（沿岸・水浴場） 

 セシウム134： 不検出 ～ 38Bq/ kg(乾)（検出下限値：10Bq/ kg(乾)） 

 セシウム137： 12 ～ 42Bq/ kg(乾) 

・空間線量 

（河川）      0.04 ～ 0.66μSv/h 

（湖沼・水源地） 0.04 ～ 0.71μSv/h 

（沿岸・水浴場） 0.03 ～ 0.06μSv/h  

（地図別添）  

○今後の予定 

 今後、福島県、宮城県、山形県（一部）、岩手県（一部）、茨城県、栃木県、群馬県及び千葉県（一 

部）において、関係機関と調整を行い、継続的に、河川、湖沼等の水質、底質等の放尃性物質の測定 

を実施することとしています。  

 

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=14591 

 

 

＊地下水質のモニタリング調査における放尃性物質濃度の測定結果（第５報）について 

環境省では、モニタリング調整会議において決定された総合モニタリング計画に基づき、継続的に地下 

水の放尃性物質濃度のモニタリング調査を実施しているところです。 

 今回、分析が終了した宮城県、山形県、福島県、茨城県及び栃木県内の地下水の放尃性物質濃度の測 

定結果を第５報として公表します（採水日：宮城県10月７日～26日、山形県10月20日～11月15日、福島 

県10月7日～11月22日、茨城県10月18日～31日、栃木県10月19日～31日）。  

○結果概要  

すべての地点において、放尃性ヨウ素（I-131）、放尃性セシウム（Cs-134、Cs-137）を測定しま 

した。（検出限界値：１Bq/L）  

 （１）宮城県 全39地点において、いずれの項目とも不検出でした。（詳細別紙１）  

 （２）山形県 全41地点において、いずれの項目とも不検出でした。（詳細別紙２）  

 （３）福島県  

放尃性ヨウ素（I-131）については、全271地点において不検出でした。 

放尃性セシウムについては、Cs-134について1地点、Cs-137について2地点において検出限界値 

である1Bq/Lが検出されました。（詳細別紙３）  

 （４）茨城県 全44地点において、いずれの項目とも不検出でした。（詳細別紙４）  

 （５）栃木県 全38地点において、いずれの項目とも不検出でした。（詳細別紙５）  

※※「原子力施設等の防災対策について（原子力安全委員会）」飲食物の摂取制限に関する指標（飲 



料水） 

 放尃性ヨウ素（I-131）：300Bq/Kg以上 

 放尃性セシウム（Cs-134、Cs-137合計）：200Bq/Kg以上  

○今後の予定 

 今後、宮城県、山形県、福島県、茨城県及び栃木県において、県や市町村等の関係機関と調整を行 

い、継続的に地下水の放尃性物質濃度の測定を実施することとしています。 

 また、放尃性セシウムが検出された地点（福島県大熊町）については、直ちに問題となる濃度のレ 

ベルではないと考えられるものの、追加調査を実施する等、福島県等とも協力して、汚染実態の把握 

に努めていく予定です。  

 

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=14592 

 

 

☆SATOYAMAイニシアティブ関係  

＊地球環境ファシリティ事務局とのSATOYAMAイニシアティブに関する協力覚書の署名 

について 

 12月17日（土）、環境省と地球環境ファシリティ（GEF）事務局との間で、「SATOYAMAイニシアティブ 

に関する協力覚書」の署名を行います。 

本文書の環境省側署名者は寺田地球環境審議官、GEF事務局側署名者はモニーク・バルビュー事務局長の 

予定です。 

本協力文書に基づき、今後、GEF第５フェーズ（2010年7月～2014年6月）の生物多様性戦略のもと、SATOYAMA 

イニシアティブに関連した活動に対する支援の機会を促進するとともに連携活動の機会をさらに探るこ 

ととしています。  

１．日時 平成23年12月17日（土）14:40～ 

２．場所 石川県立音楽堂内 

３．協力覚書の概要 

 SATOYAMAイニシアティブを推進することを目的として、両者がGEF第５フェーズ（2010年7月～2014 

年6月）の生物多様性戦略の下、SATOYAMAイニシアティブに関連した活動に対する支援の機会の促進、 

連携活動の機会の探求等により、協力を実施します。 

４．取材について 

 取材を希望される方は、連絡先に事前に登録願います。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ご注意下さい。 

（参考：SATOYAMAイニシアティブ） 

 環境省は、国連大学高等研究所と連携し、「自然共生社会の実現」という長期目標のもと、二次的 

自然環境における自然資源の持続可能な利用・管理を進めるための取組を「SATOYAMAイニシアティブ」 

として国際的に推進しているところです。同イニシアティブを推進することが生物多様性条約第10 

回締約国会議（COP10）で採択されました。 

 また、同イニシアティブを推進していくため、多様な主体が参画する「SATOYAMAイニシアティブ国 



際パートナーシップ（IPSI）」がGEF事務局を含む51団体の参加を得てCOP10において発足しました。 

12月現在、15カ国の政府機関を含む105団体が参加しています。  

 

担当者：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、田邊 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14584 

 

 

☆環境影響評価法関係  

＊環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会（第７回）の開催につ 

いて 

「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会（第７回）」を1月12日（木）に開催し 

ます。 

なお、検討会は公開で行います。 

１．環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会（第７回）の開催について 

（１）日時：平成24年1月12日（木）10:00～12:30  

（２）場所：経済産業省別館10階1028号会議室  

      〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1  

      TEL 03-3501-1511  

（３）議題（仮）  

（１）環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会報告書（案）について  

（２）その他  

２．会合の傍聴 

本会合は公開です。 

傍聴を御希望の方は、電子メール又はFAXにて、平成24年1月5日（木）必着で、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、傍聴券の送付先（電子メールアドレス又はFAX番号） 

及び「環境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会傍聴希望」の旨を記入。  

一般傍聴定員：50名程度（定員を超えた場合は抽選とさせていただきます）  

※傍聴いただける方には傍聴券を御指定いただいた送付先（電子メール又はFAX）にお送りしますの 

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、その旨も併せて御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、「環 

境影響評価法に基づく基本的事項等に関する技術検討委員会」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。  

 

担当者：環境省総合環境政策局環境影響評価課 上杉、上田、佐藤 

詳しくは↓ 



http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14586 

 

 

☆持続可能な社会の形成関係  

＊「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）」の署名状況 

について 

平成23年11月15日（火）より署名受付を開始した「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）」の平成23年12月14日（水）現在での署名状況についてお知らせ致します。 

１. 概要 

 平成23年10月４日の第７回日本版環境金融行動原則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）」の趣旨に賛同される金融機関等の皆 

様からの署名の受付を本年11月15日（火）より行っております。12月14日（水）現在での署名状況に 

ついてお知らせ致します。  

２. 本件のお問い合わせ先・署名送付先 

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  

３. 添付資料 

署名金融機関一覧（平成23年12月14日現在）  

 

担当：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=14587 

 

 

☆環境保全功労者表彰関係  

＊平成２３年度大気環境保全活動功労者表彰及び平成２３年度水・土壌環境保全活動功 

労者表彰の受賞者の決定について 

大気環境及び水・土壌環境の保全に関し顕著な功績のあった団体や個人に対し、その功績を讃えるため、 

環境省水・大気環境局長より表彰状を授与します。 

 なお、表彰状の伝達は、推薦地方公共団体等から行われます。  

１．大気環境保全活動功労者表彰 

 大気汚染、騒音・振動、悪臭の防止等、大気環境の保全に係る活動に従事し顕著な功績のあっ 

た団体及び個人を表彰します。  

 受賞者数： ５（団体： １団体、個人：４名）※詳細は別紙１のとおり  

２．水・土壌環境保全活動功労者表彰 

 地域における河川等の水質浄化、生活排水対策等の普及啓発、水生生物の調査などを通じ、水・ 

mailto:principle@env.go.jp


土壌環境の保全に関し顕著な功績のあった団体及び個人を表彰します。  

 受賞者数：２６（団体：１９団体、個人：７名）※詳細は別紙２のとおり  

 

担当：環境省水・大気環境局総務課  粕谷、松本、赤石、鈴木 

   環境省水・大気環境局水環境課 吉田、池田、山本、堀田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14588 

 

 

☆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/ 

 


