
☆国際森林年関係  

＊＜2011国際森林年関連事業＞「第5回 国際森林年国内委員会」の開催及び一般傍聴に 

ついて 

 農林水産省は、平成24年1月11日(水曜日)に、岩手県住田町において「第5回 国際森林年国内委員会」を 

開催します。 

会議は公開です。ただし、カメラ撮影は冒頭のみとします。 

1. 概要 

 2011年は「国際森林年」です。「国際森林年」は、世界中の森林の持続可能な経営、保全、持続可能 

な利用の重要性に対する認識を高めることを目的としています。 

我が国としても、国連の求めに応じて国内委員会を設置し、「国際森林年」における普及の方針と国連 

への報告内容等を討議しています。 

この度、国際森林年国内委員会として2011国際森林年の取り組みを総括すべく、第5回国内委員会を实施 

します。 

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

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/2011iyf.html 

2. 開催日時・会場 

日時： 平成24年1月11日（水曜日）14時00分～15時30分 

場所： 岩手県 住田町 農林会館 多目的ホール 

所在地： 岩手県 住田町 世田米 字 川向 96の5 

3. 議題 

(1) 各団体からの国際森林年の活動報告 

(2) 林野庁からの報告 

(3) その他 

4. 委員 

 別紙1「国内委員会委員名簿」参照。 

5. 傍聴可能人数 

  一般傍聴は15名程度を予定しています。 

注) 会場の都合上、応募多数の場合は抽選とさせていただきます。 

ただし、幅広い関係者にご参加いただくため、同一と考えられる組織等から多数の応募があった場合に 

は、人数を調整させて頂くことがございます。 

6. 傍聴及び取材のお申込み 

 傍聴を希望される方は、別紙2「第5回 国際森林年国内委員会 傍聴申込書」に、氏名（ふりがな）、 

住所、所属（任意）、電話番号、FAX番号、駐車場ご使用の有無を記入の上、FAXまたは電子メールにて 

お申込みください。（電話でのお申込みはご遠慮ください。） 

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

添えください。 

また、介助の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。 

複数名お申し込みの場合も、お一人ずつ記載事頄をお書きください。 

[電子メール送付先] entry@green.or.jp 

［FAX送付先］ 03-3264-3974 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/kaigai/2011iyf.html
mailto:entry@green.or.jp


国際森林年国内委員会事務局 宛 

・お申込みの締切は、12月26日（月曜日）12時（必着）です。  

・傍聴の可否については、12月27日（火曜日）中にご連絡致します。  

・報道関係者で取材を希望される方には別途席を用意いたしますが、資料の準備等の都合上、同様にお 

申し込みください。 

・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。  

7. 傍聴に当たっての留意事頄 

 14時より会議開始となります。10分前には傍聴席に御着席できるよう、余裕をもって会場にお越しく 

ださい。 

また、傍聴に当たっては次の事頄にご留意ください。これらを守られない場合は、傍聴をお断りするこ 

とがございます。 

(1) 携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。 

(2) 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）  

・会議中の、カメラ、ビデオ、音声レコーダー、ワイヤレスマイク等の使用  

・新聞、雑誌その他議案に関係のない書類等の読書  

・喫食及び喫煙  

(3) 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。 

(4) その他、座長及び事務局の指示に従うこと。  

 

担当：林野庁 森林整備部 計画課 海外林業協力审海外指導班 大川、上西 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/kaigai/111219.html 

 

 

☆食品リサイクル関係  

＊「第5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27日（火曜日）に 

スタンダード会議审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ています。 

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27日（火曜日） 9時00分～12時00分 

場所： スタンダード会議审301新橋Museum 5階A会議审 

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 

(1)細分類での相関分析の結果について 

(2)アンケート調査の結果について 

(3)業界団体ヒアリングを踏まえた主要論点別の検討の方向について 

(4)業種別における食品廃棄物等の発生抑制の目標値設定に係る方向について  

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27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、手話通訳等を希望される方は、その旨をお書 

き添えください。 

・また、介助の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12月22日（木曜日）12時00分必着  

6.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、別途席を御用意いたしますが、資料準備等の関係がございま 

すので、FAX又は電子メールにより、平成23年12月22日（木曜日）12時00分までに、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。  

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。 

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


(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  

・新聞、雑誌その他議案に関係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。 

 

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

瓶 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/recycle/111219.html 

 

 

☆国際熱帯木材協定関係  

＊「二千六年の国際熱帯木材協定」の発効について 

 「二千六年の国際熱帯木材協定」(二千六年協定）が12月7日木曜日に発効し、12月21日水曜日に公布され 

ました。 

1．国際熱帯木材協定とは 

 国際熱帯木材協定は、一次産品である熱帯木材の貿易の促進や、熱帯林の持続可能な経営を促進させ 

ることを目的としたもので、横浜市に本部を置く国際熱帯木材機関（ITTO) ※の根拠協定となるものです。 

「二千六年の国際熱帯木材協定」（以下「二千六年協定」という。）は、これまで有効であった「千九 

百九十四年の国際熱帯木材協定」に代わる協定として、平成18年（2006年）1月にジュネーブで作成され 

ました。 

協定の発効には各国の批准が必要であり、我が国は、平成19年（2007）年6月の国会承認後、同年8月に 

批准し、本年12月7日に協定の発効要件を満たし効力を生じたため、本日、公布されました。 

※ITTO： International Tropical Timber Organization 

2．二千六年協定の主な特長 

 二千六年協定では、違法伐採問題への対処や、持続可能な熱帯林経営を通じた貧困軽減、非木材林産 

物及び環境サービスの持続可能な森林経営に対する貢献についての理解促進等が、協定の目的として新 

たに追加されました。 

また、多くの国や民間企業などが持続可能な熱帯林経営の实現に参加できるように、テーマ別プログラ 

ムという新たな制度が追加され、テーマごとに資金を集めてプロジェクトを实施することとなりました。 

なお、現時点では、違法伐採対策、気候変動対策、住民による林業・林産企業、貿易促進・市場透明性 

向上、林産業の発展・効率性向上の5つのテーマが決定されています。  

3．加盟国 



生産国25カ国、消費国36カ国の計61カ国とEU （平成23年12月20日現在） 

 

担当者：林野庁林政部木材利用課木材貿易対策审貿易第二班  服部、池田 

詳しくは↓ 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/riyou/111221.html 

 

 

☆東日本大震災関係  

＊東日本大震災に伴う東京電力福島原子力発電所事故による被害に係る電気の特別措 

置の延長について 

本件の概要 

経済産業省は、本日、東京電力福島原子力発電所事故により福島県の一部の地域に対し避難指示等がな 

された地域から東京電力の供給区域内に避難された電気の需要家に対する特別措置の延長について認可 

を行いました。 

 

担当者：資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/12/20111226001/20111226001.html 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊「第1回カーボン・オフセット大賞」のエントリー募集について 

 低炭素社会の实現に向けた、優れたカーボン・オフセットの取組を行う団体を表彰することにより、 

現在取組を行っている多くの団体の取組を奨励するとともに、事例の紹介を通じて、カーボン・オフセ 

ットの意義と取組への理解が社会全体に広く浸透することを目的として、「第1回カーボン・オフセット 

大賞」が、カーボン・オフセット推進ネットワーク(以下「CO-Net」という。)の主催により、環境省の 

後援を受けて今年度開催されることとなりました。 

 そこで、この「第1回カーボン・オフセット大賞」の開催に向けて、全国から、カーボン・オフセット 

の取組を行う企業等の団体に対してエントリー募集が行われることとなりましたのでお知らせいたしま 

す。 

 CO-Netは有識者からなる審査委員会を設置し、エントリーの中から特に優れたものに対し、環境大臣 

賞(1団体)及び優秀賞(3団体)を授与する予定です。  

■ 「第1回カーボン・オフセット大賞」へのエントリー募集 

応募様式及び応募要頄は、主催団体であるCO-Netのホームページに設置した以下のカーボン・オ 

フセット大賞ウェブサイトから御覧ください。 

 http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/index.html  

【募集期間】2011年12月20日（火）～ 2012年1月31日（火）当日消印有効 

【応募資格】 

[1]カーボン・オフセットに取り組む企業、行政、民間団体、学校、協働プロジェクト運営主体な 

ど  

http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/index.html


[2]自薦、他薦は問いません（他薦の場合は、応募対象団体の事前了承が必要です）  

[3]対象となるカーボン・オフセット活動は、2010年1月1日時点でカーボン・オフセットを实施し 

ていた事例及び2010年1月1日以降にカーボン・オフセットを開始した事例とします。  

【応募方法】 

 所定の応募申込書を事務局までEmailで送信または郵送でお送りください。 

[1]応募申込書のダウンロード方法   

以下のURLから応募用紙をダウンロードしてください。 

URL：http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/apply.html  

※ダウンロードができない場合は、事務局までご連絡ください。  

[2]応募申込書の送付先  

   CO-Net事務局 

  Email: award@carbonoffset-network.jp 

  郵送先：〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-8 芝公園アネックス7階 （社）海外環境協力 

センター内  

【選考方法】 

[1]ご応募いただいた事例は事務局による予備審査（書類審査）を経て、エントリー事例としてカ 

ーボン・オフセット大賞ウェブサイトに掲載します。  

[2]予備審査を通過した事例について、有識者からなる審査委員会による本審査を行います。  

■ 表彰の種類 

 表彰はカーボン・オフセット大賞・環境大臣賞として1団体、優秀賞として3団体を授与いたし 

ます。 

 表彰式に関しては、2012年3月7日に東京国際フォーラムで開催予定の「カーボン・マーケット 

EXPO」(詳細は別途発表)にて行います。 

■ 主催団体 

【主催】カーボン・オフセット推進ネットワーク（CO-Net）  

【後援】環境省  

【協力】社団法人海外環境協力センター  

【事務局】（問い合わせ先） 

    CO-Net事務局 

    TEL 03-5776-1223 / FAX 03-5472-0144  

■ 取材について 

 表彰団体や表彰式に関する取材要領については、2012年2月下旪頃、別途リリース(第2報)する予定 

です。 （御質問等ありましたら、CO-Net事務局までお願いします。）  

 

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审 上田、三好、下山 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14596 

 

 

＊平成23年度地球温暖化対策技術開発成果発表会の開催について 

http://www.carbonoffset-network.jp/award1st/apply.html
mailto:award@carbonoffset-network.jp


 環境省では、地球温暖化対策技術開発等事業（競争的資金）の成果について広く情報提供を行うため、 

平成24年1月19日（木）に平成22年度に終了した事業の成果発表会を開催することとしましたのでお知ら 

せします。  

１．発表会の趣旨 

 環境省では、エネルギー起源二酸化炭素削減対策技術の開発及び先端的技術の实証を目的とした 

「地球温暖化対策技術開発等事業（競争的資金）」において、民間企業、公的研究機関、大学等から 

の提案を公募し、すぐれた内容と实施体制を有する事業を採択の上、实施しております。 

 この度、平成22年度に終了した事業の成果について広く情報提供を行うために、「平成23年度地球 

温暖化対策技術開発成果発表会」を開催いたします。  

２．会議内容 

（１）日時 平成24年1月19日（木）15:30～18:00（開場14:45）  

（２）場所 椿山荘 ９階「アザレア」 

       東京都文京区関口２－10－８ 

       ※別添地図参照  

（３）発表内容（予定）  

○平成24年度環境省技術開発等予算案説明（環境省） 

○事業成果発表  

・知的照明および輻尃空調システム等を統合的に活用した低炭素型オフィス設備の最適化制御に関する 

技術開発（三菱地所株式会社）  

・屋根一体型高効率真空集熱・負荷応答蓄熱等を用いた創エネルギーシステムの技術開発（三井ホーム 

株式会社）  

・乾式メタン発酵法活用による都市型バイオマスエネルギーシステムの实用化に関する技術開発（東京 

ガス株式会社）  

（４）傍聴について  

 傍聴を御希望の方は電子メールで、[1]氏名、[2]勤務先、[3]電話番号、[4] E-mailアドレス を平 

成24年1月12日（木）12:00必着で、下記の宛先までE-mailにてお申し込み下さい。お申し込みの際は、 

E-mailのタイトルに「地球温暖化対策技術開発成果発表会傍聴希望」と明記して下さい。 

 なお、傍聴希望者が定員（120人）を超えた場合には、受付を締め切ることがありますので、お早 

めにお申し込み下さい。  

※ 会場の都合により、取材を希望されるマスコミ関係の方についても、平成24年1月12日（木）12:00 

までに所属と氏名をE-mailにて御連絡ください。カメラ撮りを御希望の方は、その旨も併せて御連絡 

ください。カメラ撮りは会議の冒頭のみでお願いいたします。 

※ 一般の方、マスコミ関係の方、いずれの場合も、お申し込みのない場合は、傍聴をお断りすること 

があります。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 审石、和田、平塚、工藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14597 

 

 



＊平成２４年度地球温暖化対策技術開発・实証研究事業（競争的資金）の实施方針の公 

表について 

 環境省では、早期に实用化が必要かつ可能なエネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制する技術の開発 

及び实証研究について、民間企業、公的研究機関、大学等からの提案を募集し、外部専門家から成る評 

価委員会において選定した提案事業を委託又は補助により实施することとしています。 

 このたび、重点的かつ効率的に地球温暖化対策技術の開発及びその普及を図るため、以下のとおり平 

成24年度の事業实施に向けた实施方針を定めましたので、お知らせいたします。 

 なお、本事業の实施については、平成24年度予算の成立を前提としています。  

【实施方針の概要】 

１．基本的事頄  

（１）技術開発・实証研究の分類  

環境省として目指すべき戦略的目標の観点から、以下の技術開発・实証研究に分類する。  

[１]地球温暖化対策技術開発等  

【領域I】グリーンイノベーション推進实証研究領域  

【領域II】再生可能エネルギートレードオフ克服技術開発領域  

【領域III】地球温暖化対策技術開発領域  

[２]自立・分散型エネルギーシステム技術实証研究等  

 （２）対象分野  

 個別の課題に関する技術的・専門的な内容に応じて、以下の４分野に整理し、審査に当たっ 

ては全体審査（評価委員会）に先立ち、以下の分野ごとの審査（専門分科会）を行うこととす 

る。  

・交通低炭素化技術開発分野  

・住宅・オフィス等低炭素化技術開発分野  

・再生可能・分散型エネルギー低炭素化技術開発分野  

・バイオマス・循環資源低炭素化技術開発分野  

２．地球温暖化対策技術開発・实証研究事業において平成24年度に重点的に取り組むべき課題（現時 

点で想定しているもの）  

（１）交通低炭素化技術開発分野 

・物流の低炭素化を進めるための技術とその円滑な運用のためのシステムの構築に関する实証 

研究  

・エコドライブの一層の普及を図るための定量的評価システムの開発及びそのシステムを活用 

したビジネスモデルの構築に関する实証研究  

・各種モビリティ（自動車や自転車等）の共同利用サービスに係る制度と車両管理最適化シス 

テムの構築に関する实証研究  

・電気自動車等の各種モビリティの利用環境向上に係る技術とビジネスモデル構築に関する实 

証研究  

 （２）住宅・オフィス等低炭素化技術開発分野  

・既設住宅・建築物に適用可能で低コストな省エネルギー技術の導入に関する实証研究  

・住宅等向け電力需要制御システム技術の製品化に関する技術開発・自然冷媒を利用した空調・ 

冷凍機等の高効率化に関する技術開発  



・スマートウィンドー（スマートガラスを用いた採光制御型システム）の低コスト化に関する 

技術開発  

 （３）再生可能・分散型エネルギー低炭素化技術開発分野  

・蓄電・蓄熱等の蓄エネルギーシステムの实用化・製品化（蓄電池の大容量化・長寿命化・低 

コスト化、蓄熱システムの高温低温対応・熱密度向上・低コスト化）に関する技術開発  

・複数の分散型エネルギー源（太陽光、太陽熱、燃料電池等）のハイブリッドシステムの高効 

率化・低コストパッケージ化に関する实証研究  

・中低温熱利用システム（バイナリー発電・カスケードシステム等）の高効率化・低コスト化 

に関する技術開発  

・風力発電等分散型エネルギーの広域運用システムに関する实証研究  

 （４）バイオマス・循環資源低炭素化技術開発分野  

・里地里山の保全に伴い生じる草木質バイオマスのエネルギー源としての利活用に関する实証 

研究  

・収集・運搬を含めた廃棄物系バイオマスの利活用システムの低コスト化及び汎用化技術に関 

する实証研究  

・バイオガス利活用システム（コージェネレーション等）技術の小型パッケージ化に関する技 

術開発  

 （５）上記４分野に限定されない横断的課題  

・被災地の自然・社会条件に適合した再生可能エネルギー・省エネルギー技術の導入に関する 

实証研究  

・自立・分散型エネルギー需給システム技術に関する技術開発・实証研究  

なお、重点公募課題に該当しない課題であっても、対象とする技術開発・实証研究であり、かつ 

対象分野に該当するものは応募することができる。 

３．留意事頄  

 地球温暖化技術開発・实証研究事業は、石油石炭税を財源としたエネルギー対策特別会計の 

エネルギー需給勘定による予算である。  

 特別会計に関する法律の規定により、使途はエネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制のため 

の開発等であって、再生可能エネルギー導入技術や省エネルギー技術に関する開発等に限定さ 

れている。  

 このため、例えば、非エネルギー起源の二酸化炭素の排出抑制に関する開発等、二酸化炭素 

以外の温审効果ガス(メタン、一酸化二窒素、HFC等)の排出抑制に関する開発等*、森林などの 

吸収源に関する技術の開発等、排出した後の二酸化炭素の吸収等に関する開発等は、本事業の 

対象とならない。また、海外で行う開発等も対象外としている**。  

*エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に関する開発等であって、二酸化炭素以外の温审効果ガ 

スの排出抑制にもつながるものは対象となる。  

**国内における開発等であって、CDM／JIにもつながるものは対象となる。  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 审石、和田、平塚、工藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14610 



 

 

＊地球温暖化対策の推進に関する法律第２１条に基づく排出抑制等指針の改正案に対 

する意見の募集について 

 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）第21条に基づく排出抑制等指針の改正案 

について広く国民の皆様から御意見を募集するため、平成23年12月 22日（木）から平成24年１月20日 

（金）までの間、意見の募集（パブリックコメント）を实施いたします。  

１．背景 地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「法」という。）の規定により、事業者に次の２ 

つの努力義務が課せられている。  

（１）事業者が事業活動において使用する設備について、温审効果ガスの排出の抑制等に資 

するものを選択するとともに、できる限り温审効果ガスの排出量を尐なくする方法で 

使用する努めること（第20条の５）。  

（２）事業者が、国民が日常生活において利用する製品・サービス（日常生活用製品等）の 

製造等を行うにあたっては、その利用に伴う温审効果ガスの排出の量がより尐ないも 

のの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温审効果ガスの排出 

に関する情報の提供（温审効果ガス排出量等の「見える化」）を行うよう努めること 

（第20条の６）。  

      また、主務大臣（環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣）は、事業者がこれら 

の努力義務を果たす上で講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な实施を図るた 

めの必要な指針（排出抑制等指針）を公表することとされており（第21条）、今般、 

廃棄物処理部門における排出抑制等指針を公表するため、告示を改正する。  

２．意見募集の対象 

「事業活動に伴う温审効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温审効果ガスの排出抑制への 

寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な实施を図るために必要な指針」 

の改正について  

３．意見募集要領 

（１）意見募集期間 平成23年12月22日（木）から平成24年１月20日（金）17：00まで （※郵送の場 

合は同日必着）  

（２）意見提出方法  

 意見提出様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で（３）の提出先へ提出 

してください。 

 なお、電話での意見提出はお受けいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。 （注意事頄）  

・御意見は日本語で提出してください。  

・いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事頄を除き、 

すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。  

・皆様からいただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨、御了 

承願います。  

・御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等 

の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせて 

いただくこともあります。  



   ※電子メールにて提出される際は、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください（添 

付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。）。  

（３）意見提出先  

  環境省地球環境局地球温暖化対策課 宛  

  １）電子メールの場合 chikyu-ondanka@env.go.jp  

  ２）ファックスの場合 03-3580-1382  

  ３）郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

  ※郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「排出抑制等指針の改 

正案に対する意見」と記載してください。  

４．資料入手方法 

 （１）電子政府のパブリックコメント（http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public）のページを参 

照  

 （２）環境省ホームページを参照  

 （３）環境省地球環境局地球温暖化対策課で配布（東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号 

館23階）  

５．問い合わせ先 

環境省地球環境局地球温暖化対策課 担当：杉本、福井、小澤  

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

ＴＥＬ：03-3581-3351(内線6759、6729)  

ＦＡＸ：03-3580-1382  

電子メール：chikyu-ondanka@env.go.jp  

 

担当：環境省地球環境局地球温暖化対策課 审石、杉本、福井、小澤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14616 

 

 

＊京都議定書目標達成計画の進捗状況について 

地球温暖化対策推進本部により、京都議定書目標達成計画の進捗状況の点検が取りまとめられました。  

今般、京都議定書の第一約束期間（2008～2012年度）の最終年度を来年に控え、当該期間の目標達成に 

向けて、京都議定書目標達成計画（改定版）（平成20年３月28日閣議決定。以下「目標達成計画」とい 

う。）に定める進捗管理の方法を踏まえ、本計画に掲げられた対策・施策の点検作業を行い、地球温暖 

化対策推進本部として取りまとめました。  

具体的には、全体で188件の対策のうち、各対策・施策の排出削減量及び目標達成計画に掲げられた対策 

評価指標について、目標達成計画策定時の見込みに照らした实績のトレンド等の評価は以下のとおりで 

した。  

（１）目標達成又は实績のトレンドが見込みを上回っている  64件  

（２）实績のトレンドが概ね見込みどおり  73件  

（３）实績のトレンドが計画策定時の見込みと比べて低い  31件  

（４）その他（定量的なデータが得られないものなど）  20件  

mailto:chikyu-ondanka@env.go.jp
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
mailto:chikyu-ondanka@env.go.jp


 京都議定書の目標達成は予断を許さない状況にありますが、今後対策･施策を着实に实施し、京 

都議定書に基づく削減約束の確实な達成に向け努力していきます。  

 

担当者：環境省地球環境局総務課低炭素社会推進审 土居、星野、鈴木、今井 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14618 

 

 

☆ヒートアイランド関係  

＊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（地中熱・下水等を利 

用したヒートポンプ空調システム）における实証対象技術の選定 

 平成23年度環境技術实証事業において、ヒートアイランド対策技術分野（地中熱・下水等を利用した 

ヒートポンプ空調システム）における实証機関である特定非営利活動法人地中熱利用促進協会により、 

实証対象技術３件が選定されました。  

１．实証対象技術の選定 

 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（地中熱・下水等を利用したヒート 

ポンプ空調システム）において、实証試験の实施、实証試験結果報告書の作成等の業務を行う实証機 

関である特定非営利活動法人地中熱利用促進協会では、平成23年６月13日（月）から６月28日（火） 

まで实証対象となる技術の募集を行ったところ、３件の申請がありました。 

 （ただし、一部实証単位については平成23年９月27日（火）から10月11日(火)まで追加募集。） 

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

技術实証委員会において、技術の先進性や環境保全効果などの観点から検討を行った結果、下表のと 

おり２つの实証単位において实証対象技術を合計３件選定しました。また、選定結果は实証運営機関 

である株式会社エックス都市研究所により承認され、環境省に報告がなされました。 

 なお、实証対象技術の選定結果詳細については、添付資料を御参照ください。  

２．今後の予定 

 实証対象技術ごとの实証試験計画を策定した後、今年度末までに、实証試験を項次实施し、实証試 

験結果報告書を取りまとめ、公表する予定です。 

＜各問い合わせ先＞  

实証機関：特定非営利活動法人地中熱利用促進協会  

实証機関事務局 担当：宮崎  

〒167-0051東京都杉並区荻窪５丁目29番20号パシフィックアークビル５階  

TEL/FAX：03-3391-7836  

E-mail：geohpaj@geohpaj.org  

URL：http://www.geohpaj.org/  

实証運営機関：株式会社エックス都市研究所  

       コンサルティング＆プランニング事業本部サステイナブルデザイングループ 

          新事業創出チーム 担当：岡田、山崎  

         〒171-0033東京都豊島区高田２丁目17番22号 目白中野ビル６F  

         TEL：03-5956-7503（代表）  

mailto:geohpaj@geohpaj.org
http://www.geohpaj.org/


         FAX：03-5956-7523  

         URL：http://www.exri.co.jp/japanese/consulplan/sustain/creation/env/  

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、「地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空 

調システム」※の实証試験を行っています。 

本技術分野では、平成23年度より手数料徴収体制となり、实証試験要領の作成・实証機関の公募選定・ 

手数料頄目の設定と徴収等を行う实証運営機関が設置されております。平成23年度は、株式会社エッ 

クス都市研究所が实証運営機関業務を实施しています。 

 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（地中熱・下水等を利用した 

ヒートポンプ空調システム）ワーキンググループ会合（第１回）における検討結果等を踏まえ、ヒー 

トアイランド対策技術分野「地中熱・下水等を利用したヒートポンプ空調システム 实証試験要領」 

（第３版）を策定し、平成23年５月10日に公表しました。  

※地中等（地下水・河川・下水等も含む）と外気との温度差を利用して、外気を熱源とする空冷 

式ヒートポンプよりも効率的に建築物の冷暖房を行う技術です。地中熱等（地下水・河川・下 

水等の熱も含む）は、冬は外気よりも暖かく、夏は外気より温度が低いという特性を有するこ 

とから、空気を熱源とするよりも効率よく冷暖房を行うことができます。 

 そして以下の２点で人工排熱低減に役立つという特徴を有します。  

（１）夏季においては、外気と熱交換する空冷式のヒートポンプ（一般的な冷房）のように审外 

機による排熱を空気中に放出せず、地中等に排熱するため、外気への排熱が低減され、外気 

の温度上昇を抑制します。  

（２）地中熱等を利用したヒートポンプ空調システムの場合、地中等との熱交換は水冷式で行わ 

れます。 

  そのため通常の空冷式（审外機等）に比べてヒートポンプの中の熱交換器を小さくできるた 

め、冷暖房の省エネルギー化の分、排熱が低減されます。  

 

担当：環境省水・大気環境局総務課環境管理技術审 西本、高野、佐久間  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14601 

 

 

☆エコツーリズム関係  

＊第７回エコツーリズム大賞の決定について 

 環境省では、エコツーリズムを实践する地域や事業者の優れた取組を表彰する「エコツーリズム大賞」 

を平成１７年度から实施しています。 

 この度、第７回エコツーリズム大賞に応募のあった63件を対象に、審査委員による審査が行われ、合 

計８点の受賞が決まりましたのでお知らせします。  

http://www.exri.co.jp/japanese/consulplan/sustain/creation/env/


１．エコツーリズム大賞 

 エコツーリズム大賞は、エコツーリズムに取り組む事業者、団体、自治体などを対象に、優れた取 

組を表彰し、広く紹介するもので、全国のエコツーリズムに関する活動の質的・量的向上並びに、情 

報交換等による関係者の連帯感の醸成を図ることを目的とした表彰制度です。 

今年度は環境省と特定非営利活動法人日本エコツーリズム協会の共催により实施しています。  

２．審査委員 

下村 彰男 東京大学大学院農学生命科学研究科教授（審査委員長）  

海津 ゆりえ 特定非営利活動法人 日本エコツーリズム協会理事  

桜井 義維英 独立行政法人 国立青尐年教育振興機構  

  国立赤城青尐年交流の家所長  

佐藤 博康 松本大学総合経営学部観光ホスピタリティ学科教授  

長谷川 和芳 社団法人 日本旅行業協会理事・事務局長  

３．審査結果 

応募総数63件のうち大賞１件、優秀賞３件、特別賞４件（概要は別紙のとおり。） 

【大 賞】特定非営利活動法人 信越トレイルクラブ  

【優秀賞】てしかがえこまち推進協議会  

 二戸市宝を生かした事業实行委員会  

 針江生水（はりえしょうず）の郷委員会  

【特別賞】小岩井農牧 株式会社  

 株式会社 エコロの森  

 飛騨里山サイクリング  

 特定非営利活動法人 桜島ミュージアム  

４．表彰式等 

表彰式は、平成24年１月下旪に開催する予定です。詳細については確定次第、環境省のホームページ 

で公表します。 

 

担当：環境省自然環境局総務課自然ふれあい推進审 堀上、小林、小野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14604 

 

 

☆アジアEST地域フォーラム関係  

＊第６回アジアＥＳＴ地域フォーラムの結果について 

 環境省は、国際連合地域開発センター（UNCRD）、インド国都市開発省、世界保健機関南東アジア地域 

事務局（WHO/SEARO）とともに、平成23年12月４日～６日に、アジアEST地域フォーラムの第６回会合を 

インド共和国・ニューデリーにて開催しました。 

 アジアEST地域フォーラムは、アジア地域における環境的に持続可能な交通（EST）の实現を目指して、 

我が国と国際連合地域開発センター（UNCRD）が共同で設立した、政府ハイレベルによる政策対話会合で 

す。 

本会合の主な結果は以下のとおりです。  



（１）アジア地域21カ国（ASEAN９カ国、SACEP８カ国、中国、日本、韓国、モンゴル）の代表等が 

参加し、ESTに関する政策、先進事例等の共有が図られた。  

（２）グリーン経済の实現に向けたESTの役割や取組についての議論が行われ、その重要性が確認さ 

れた。  

（３）これらの議論を踏まえ、アジア地域において、「バンコク宠言2020」に示された目標の实現 

に向け、より一層ESTを推進することについて確認された。 

  また､今回はインド都市モビリティ会議（UMI-2011）と共同開催しました｡ 

  環境省では、国土交通省等の関係機関とも連携しながら、アジア地域を中心とした環境的に持 

続可能な交通（EST）の实現に、引き続き積極的に取り組んでまいります。  

＜会議概要＞ 

■日程 平成23年12月4日～6日  

■場所 インド共和国・ニューデリー（会場： マネクショーセンター）  

■主催 日本国環境省、国際連合地域開発センター、インド国都市開発省、世界保健機関南東アジア 

地域事務局  

■参加者 アジア諸国21カ国の政府高官（環境省及び交通関係省庁等） （ASEAN９カ国、SACEP８カ国、 

中国、日本、韓国、モンゴル） 交通と環境分野に関する学識経験者等の専門家  

    国際機関関係者 他 合計約160名  

＜その他＞ 

＊本会合のサマリーは、国際連合地域開発センター(UNCRD)のHPに掲載しています。  

＊本会合のプログラムについては、別添を御参照ください。  

＊ 関連リンク先：  

  環境省の環境と交通の取組 http://www.env.go.jp/air/traffic_env/index.html 

  国際連合地域開発センター  http://www.uncrd.or.jp/env/est/  

 

担当：環境省水・大気環境局自動車環境対策課 弥元、木村、岡田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14607 

 

 

☆環境配慮基本法関係  

＊平成23年度 環境配慮契約法基本方針検討会(第３回)の開催と傍聴案内について 

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

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

す。 

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

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

されます。 

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

本方針検討会」を開催することとしました。本検討会の第３回会合を１月13日（金）に開催する予定で 

すので、お知らせします。  

http://www.env.go.jp/air/traffic_env/index.html
http://www.uncrd.or.jp/env/est/


１．検討会の開催について  

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

慮した契約の推進に関する法律）及び同年12月に閣議決定された基本方針（国及び独立行政法 

人等における温审効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針、平成22年 

２月５日改定）に基づき、国等が契約を締結する際には、温审効果ガス等の排出の削減に配慮 

することが求められています。 

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

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

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

「環境配慮契約法基本方針検討会」を開催することとしました。  

２．開催日時： 平成24年１月13日(金)  10：00～12：00  

３．開催場所： 合同庁舎５号館22階 環境省第1会議审  

      東京都千代田区霞が関１－２－２  

４．議 題：  

(１)国及び独立行政法人等における温审効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する 

基本方針及び解説資料について  

(２)その他  

＜環境配慮契約法 基本方針検討会委員＞  

  秋鹿 研一 放送大学特任教授・東京世田谷学習センター所長  

  碓井 光明 明治大学法科大学院教授  

  乙間 末廣 北九州市立大学大学院国際環境工学研究科教授  

  坂本 雄三 東京大学大学院工学系研究科教授  

  鈴木 恭蔵 東海大学法科大学院教授  

  大聖 泰弘 早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科教授  

  田中 勝  鳥取環境大学環境マネジマント学科特任教授  

  野城 智也 東京大学生産技術研究所長・教授  

  山地 憲治 財団法人地球環境産業技術研究機構理事・研究所長  

◎山本 良一 東京大学名誉教授・国際グリーン購入ネットワーク会長  

（五十音項）（注）「◎」は座長 

  オブザーバー：関係府省庁の課审長等 

５．傍聴手続： 本検討会は原則として公開です。（ただし、一部非公開とすることがあります。）傍 

聴を御希望の方は、下記要領に従ってお申し込みください。  

（１）傍聴可能人数 ３０名程度（希望者多数の場合は抽選となります）  

（２）申込要領  

・E-mail（又はFAX）でお申し込みください。  

（電話でのお申込みには応じられない旨御承知おきください。）  

お申込みの際には、表題に「平成23年度環境配慮契約法基本方針検討会 (第３回)傍聴希望」 

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

をご記入ください。  

・申込締切は、平成24年１月10日（火）16時必着です。  



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

ご了承ください。）  

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

連絡を差し上げます。  

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

付身分証のご持参をお願いいたします。  

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

検討会 (第３回)取材希望」と明記し、お申し込みください。 

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

注意ください。 

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

みでお願いします。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、峯村、田中 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14609 

 

 

☆悪臭防止法関係  

＊平成22年度悪臭防止法施行状況調査について 

環境省は、全国の都道府県等の報告に基づき、平成22年度における悪臭防止法の施行状況を取りまとめ 

ました。  

１．目的 環境省では、悪臭防止行政の一層の推進を図るため、毎年度、全国の都道府県、指定都市、 

中核市、特例市及び特別区を通じ、悪臭防止法に基づく各種措置の施行状況等について調査を行い、 

その結果を取りまとめています。  

２．調査結果の概要 

（１）悪臭防止法に基づく規制地域の指定状況  

 悪臭防止法の規制地域を有する市区町村は、平成22年度末現在、全国の市区町村の72.9%に当 

たる1,275市区町村でした。  

（２）臭気判定士の状況  

 平成８年に創設された臭気判定士については、平成22年度末現在の臭気判定士免状の取得者 

数が3,062名（前年度2,990名）となりました。  

（３）悪臭苦情の状況  

 悪臭苦情の件数は、平成22年度は15,194件であり、前年度に比べ743件減尐し、７年連続で減 

尐しました。  

 苦情の内訳をみると、野外焼却が最も多く4,135件（全体の27.2％）、サービス業・その他が 

2,363件（15.6％）、個人住宅・アパート・寮が1,791件（11.8%）等でした。  

 前年度と比較すると、野外焼却に対する苦情が65件（1.6％）増加した一方で、その他の苦情 

件数はいずれも減尐しました。  



（４）悪臭防止法に基づく措置等の状況  

 平成22年度の悪臭防止法の指定地域内の工場・事業場に係る苦情は、6,062件でした。 

 当該年度に行われた悪臭防止法に基づく立入検査は2,043件、報告の徴収は410件、測定は86 

件でした。 

 測定の結果、規制基準を超えていたものは38件でした。また、悪臭防止法に基づく改善勧告 

が８件行われましたが、改善命令は行われませんでした。この他、悪臭防止に関する行政指 

導が1,570件行われました。  

  ※平成22年度悪臭防止法施行状況調査では、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響に 

よる記録資料の滅失により、青森県、岩手県、宮城県及び福島県内の一部の地域で受け付けた 

苦情件数に関する報告が得られず、集計に含まれておりません。  

  ※詳細は別紙参照。  

 

担当：環境省水・大気環境局大気生活環境审 大村、中西、楠本  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14615 

 

 

☆日本モデル環境対策技術等の国際展開関係  

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

消費と生産に関するアジア太平洋ラウンドテーブル」への参加結果について 

インドネシア・ジョグジャカルタで開催された「第10回持続可能な消費と生産に関するアジア太 

平洋ラウンドテーブル（ＡＰＲＳＣＰ）」（主催：インドネシア環境省ほか）において、「日本 

モデル環境対策技術等の国際展開」事業の一環として、環境技術等に関するパッケージ施策の推 

進に関するパネルディスカッションを实施しました。  

１．経緯 

 アジア諸国においては、著しい経済成長を遂げる中、大気汚染や水質汚濁、温审効果ガスの排 

出等の環境問題が深刻化しています。 

アジア諸国と密接な関係を有する我が国は、アジア諸国がこれらの環境問題に対処し、持続可能 

な経済発展を实現するため、国際協力の更なる展開が求められています。このため、環境省では、 

平成20年６月に「クリーンアジア・イニシアティブ」を提唱し、我が国の公害克服の経験を基に、 

環境対策・測定技術、規制体系、人材育成などをパッケージにして普及・展開し、低炭素型・低 

公害型社会へ誘導するための施策等を進めることとしています。  

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

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

ているところです。  

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

の一環として、中国、ベトナム及びインドネシアとの間で、日本の経験に基づき、適正な環境技 

術の導入に有効な法制度や人材育成などをパッケージとして推進する協力事業を实施しています。  

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

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



について議論するため、パネルディスカッションを实施いたしました。  

２．概要 

 （１）開催日時  

 平成23年11月10日（木） 16:00～18:00  

 （ＡＰＲＳＣＰの開催期間は、11月9日（水）～ 11日（金））  

 （２）開催場所  

 シェラトン・ムスティカ・ジョグジャカルタ ホテル  

 （インドネシア・ジョグジャカルタ）  

 （３）パネルディスカッションのパネリスト及びコーディネーター（項不同、敬称略）  

 パネリスト  

高梨祐司          千葉県環境研究センター センター長  

野口裕司          社団法人 埼玉県環境検査研究協会 業務本部本部長  

ダスルル・チャニアゴ   インドネシア環境省 第7局 標準化・環境技術担当課 課長  

ドゥ・ナム・タン       ベトナム天然資源環境省 環境総局 環境管理科学院 副院長  

   レイナルド L. エスグエラ フィリピン科学技術省 産業技術開発研究所 上級科学研究専門家  

西本俊幸          環境省 水・大気環境局 総務課 環境管理技術审長  

 コーディネーター  

西宮康二          社団法人 海外環境協力センター 業務部長  

 （４）参加者  

 のべ約50名  

 参加者の所属（項不同）：インドネシア環境省、インドネシア地方政府環境部局、インドネシ 

ア企業関係者、ＳＷＩＴＣＨ－Ａｓｉａ、ベトナムクリーナープロダクションセンター、ドイツ 

－インドネシア商工会議所、独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所、財団法人地球環 

境戦略研究機関 等 ら17時  

（５）開催結果  

 パネルディスカッションでは以下のプレゼンテーションが行われました。  

   -西本审長より、「環境管理のためのパッケージ・アプローチ」と題して、「法制度整備」、「人 

材育成」、「環境技術の普及」からなるパッケージ・アプローチの重要性、日本のこれまでの公 

害克服経験、環境管理の实施を担保するスキームや体制構築の具体的手段、インドネシア及びベ 

トナムで实施している二国間協力事業について報告があった。  

   -ダスルル課長より、「インドネシアにおける環境に優しい技術開発のための政策及び将来の方 

向性」と題して、インドネシアの環境規制と環境に優しい技術の導入推進のための施策とその概 

要について報告があった。  

   -ドゥ・ナム・タン副院長より、「ベトナムにおける最近の環境政策及びパッケージ・アプロー 

チの今後の展望」と題して、ベトナムにおける現在の環境問題及び環境施策の概要、日本との共 

同政策研究の内容、ベトナムにおけるパッケージ・アプローチの今後の展望について報告があっ 

た。  

   -エスグエラ専門家より、「環境管理のためのパッケージ・アプローチ」と題して、フィリピン 

における現在の環境の状況と課題、パッケージ・アプローチの観点から望まれる施策、有効な環 

境管理のための環境技術实証（ＥＴＶ）制度の役割とその効果について報告があった。  



   -野口本部長より、「環境技術实証（ＥＴＶ）事業における实証試験について」と題して、日本 

における環境技術实証事業实施の背景とこれまでの实績、環境技術評価の必要性、实証試験の实 

際と課題について報告があった。  

   -高梨センター長より、「『環境保全の規制体系』と『人材育成』をつなぐ環境測定分析統一精 

度管理調査が果たす役割について」と題して、日本における環境測定分析統一精度管理調査の概 

要、測定分析精度の重要性及び環境測定分析の精度管理分野における人材育成の重要性について 

報告があった。  

  上記プレゼンテーションを受けて、タン副院長より、環境管理を推進するためには、住民及びコ 

ミュニティーの環境に対する認識の向上、そしてそれ以上に政策決定者の環境に対する意識向上 

が重要であることが指摘されました。 

  また、エスグエラ専門家から、パッケージ・アプローチはフィリピンにおける現在の環境政策の 

流れにも合致していること、技術やその性能といった基本的な情報がアジア諸国で共有されるこ 

とがアジア諸国の技術導入の観点からも重要であることが述べられました。西本审長からは、パ 

ッケージ・アプローチの適用には、特に实施主体の育成が鍵となること、環境管理の推進に際し 

ては住民のコンセンサスが不可欠であり、住民の意識向上が重要であること、環境技術实証・認 

証制度についてはアジア共通のスキーム構築を検討することも有益であると考えられることを 

表明しました。  

  最後に、コーディネーターの西宮部長より、以下のとおりパネルディスカッションのまとめがな 

されました。  

   -ＡＳＥＡＮ諸国各国において環境保全における課題は異なるが、「法制度の整備」、「人材育 

成」、「環境技術の普及」は、個別の課題として対応されるべきものではなく、包括的に対応す 

ることが有効であり、このようなパッケージ・アプローチはＡＳＥＡＮ諸国各国において適用で 

きる可能性がある。  

   -環境管理の推進には住民の関与が不可欠であり、住民の先を見通した考え方や活動を推進する 

必要がある。ひいてはこれがパッケージの推進にもつながる。  

   -各国の経済活動はつながっている。そしてその経済活動において、グローバルな市場で生き残 

るためには、環境の視点は非常に重要であり、そのためにパッケージ・アプローチを効果的に取 

り入れることは有益であると考えられる。  

 

担当：環境省水・大気環境局総務課環境管理技術审 西本、高野、山本 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14617 

 

 

☆国際環境技術見本市関係  

＊国際環境技術見本市「ＩＥ expo 2012」廃棄物処理・リサイクル技術ジャパンブース 

への出展企業の募集について 

 環境省では、平成２３年度より、我が国静脈産業が海外において事業展開することを支援し、世界規 

模で環境負荷の低減を实現するとともに、我が国経済の活性化につなげるため、「日系静脈産業メジャ 

ーの育成・海外展開促進事業」を实施しています。 



 この事業の一環として、中国・上海で開催される国際環境技術見本市「IE expo 2012」において、日 

本の静脈産業全体や日本企業のもつ廃棄物処理・リサイクル技術をアピールすることを目的としたジャ 

パンブースを設け、企業の出展支援を行いますので、出展企業を募集します。  

 環境省は、「日系静脈産業メジャーの育成・海外展開促進事業」の一環として、日本の静脈産業と 

廃棄物処理・リサイクル 技術を広くアピールすることを目的に、以下のとおり国際環境技術見本市 

「IE expo 2012」にジャパンブースを設け、日系企業の出展をサポートします。さらに、ビジネスマ 

ッチングやセミナー等も開催し、効果的なビジネス展開のための機会を提供いたします。  

１．IE expo 2012 の概要 

（１）名称 IE expo 2012 （中国国際環境博覧会2012, International Trade Fair for Water, Sewage,  

Refuse, Recycling and Energy Conservation )  

  http://www.ie-expo.com/  

（２）会期  2012年3月7日（水）～3月9日（金)  

（３）場所 中国・上海新国際博覧センター（SNIEC）  

（４）主催者 メッセ・ミュンヘン・インターナショナル（MMI)、上海中貿国際展覧有限公司 

（ShanghaiZM Int’l)、中国環境科学学会（CSES)  

２．IE expo 2012廃棄物処理・リサイクル技術ジャパンブースへの出展企業の募集について 

（１）主な出展分野  

廃棄物の収集・運搬、中間処理、リサイクル、焼却、最終処分等に関わるサービスの提供、お 

よびこれらのサービス提供に必要な施設建設、機器(システムを含む)販売、調査・計画・コン 

サルティング等の事業並びにこれら事業に関する技術  

（２）出展資格  

会期中、現地見本市会場で商談を行うことが可能な日本企業および日本企業の代理店  

（３）募集企業数  

９社９小間 （お申し込み後、出展計画書に基づき選考を行う場合がございます。）  

（４）費用負担  

出展小間費用（１小間３m×４m分）及び最低限の基本装飾費（壁面パネル、テーブル等）は、 

環境省が負担します。それ以外の費用については自己負担となります。  

（５）応募について  

下記のウェブサイトにて出展のご案内を御確認下さい。その上で、出展申込書および出展計画 

書をダウンロードしていただき、メールにて運営事務局までお申し込みください。  

https://www.secure-net.jp/ieexpo2012  

※出展申込締め切り: 平成23年1月23日（月）17：00  

※申込み及び問い合わせ先  

IE expo 2012 廃棄物処理・リサイクル技術ジャパンブース運営事務局  

株式会社JTBコミュニケーションズ コーポレートコミュニケーション局  

担当：荒谷  

〒530-0001 大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビル4階  

TEL 06-6348-1371  FAX 06-6348-1375  

運営事務局Email：ieexpo2012@jtbcom.com 

 

http://www.ie-expo.com/
https://www.secure-net.jp/ieexpo2012
mailto:ieexpo2012@jtbcom.com


 

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审 中尾、木村、築地、大嶋 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14620 

 

 

☆振動規制法関係  

＊平成22年度振動規制法施行状況調査について 

環境省は、全国の都道府県等の報告に基づき、平成22年度における振動規制法の施行状況を取りまとめ 

ました。  

１．目的  環境省では、振動防止行政の一層の推進を図るため、毎年度、全国の都道府県、指定都市、 

中核市、特例市及び特別区を通じ、振動規制法に基づく各種措置の施行状況等について調査 

を行い、その結果を取りまとめています。  

２．調査結果の概要 

 （１）振動規制法に基づく地域指定の状況及び届出状況  

 振動規制法に基づく規制地域を有する市区町村は、平成22年度末現在、全国の市区町村の70.9％ 

に当たる1,240市区町村でした。  

 同法に基づき届出された規制対象の工場・事業場（特定工場等）の総数は、平成22年度末現在、 

全国で126,412件でした。 

 また、同法に基づき届出された規制対象の建設作業（特定建設作業）の総数は、34,302件でし 

た。  

 （２）振動苦情の状況  

 振動苦情の件数は、平成22年度は2,882件で、前年度に比べ342件増加しました。  

 苦情の内訳を見ると、建設作業が最も多く、1,805件（全体の62.6％）、工場・事業場が580件 

（20.1％）、道路交通が227件（7.9％）等でした。  

 前年度と比較すると、建設作業に係る苦情が347件（23.8％）増加し、工場・事業場に係る苦情 

は変わりませんでした。  

 （３）振動規制法に基づく措置等の状況  

 平成22年度の振動規制法の指定地域内の特定工場等に係る苦情は138件でした。当該年度に行わ 

れた振動規制法に基づく立入検査は113件、報告の徴収は28件、振動の測定は45件でした。測定の 

結果、規制基準を超えていたものは８件であり、改善勧告及び改善命令は行われませんでした。 

この他、行政指導が120件行われました。  

 また、指定地域内の特定建設作業に係る苦情は661件でした。当該年度に行われた振動規制法に 

基づく立入検査は452件、報告の徴収は68件、振動の測定は134件でした。測定の結果、規制基準 

を超えていたものは４件であり、改善勧告及び改善命令は行われませんでした。この他、行政指 

導が579件行われました。  

※平成22年度振動規制法施行状況調査では、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響による記 

録資料の滅失により、青森県、岩手県、宮城県及び福島県内の一部の地域で受け付けた苦情件数に関 

する報告が得られず、集計に含まれておりません。  

※詳細は別紙参照。  



 

担当：環境省水・大気環境局大気生活環境审 大村、中西、櫻井 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14621 

 

 

☆騒音規制法関係  

＊平成22年度騒音規制法施行状況調査について 

環境省は、全国の都道府県等の報告に基づき、平成22年度における騒音規制法の施行状況を取りまとめ 

ました。  

１．目的 環境省では、騒音防止行政の一層の推進を図るため、毎年度、全国の都道府県、指定都市、 

中核市、特例市及び特別区を通じ、環境基準の適合状況、騒音規制法に基づく各種措置の施行状況等に 

ついて調査を行い、その結果を取りまとめています。  

２．調査結果の概要 

 （１）騒音に係る環境基準の現状  

 騒音に係る環境基準の地域類型を当てはめる地域を有する市区町村は、平成22年度末において、 

全国の市区町村数の71.0％に当たる1,243市区町村でした。平成22年度に環境騒音の測定を实施し 

た地方公共団体数は374市区町村であり、全測定地点3,307地点のうち、81.6％の地点で環境基準 

に適合していました。  

 （２）騒音規制法に基づく地域指定の状況及び届出状況  

 騒音規制法に基づく規制地域を有する市区町村は、平成22年度末現在、全国の市区町村数の 

75.1％に当たる1,315市区町村でした。  

 同法に基づき届出された規制対象の工場・事業場（特定工場等）の総数は、平成22年度末現在、 

全国で215,512件でした。 

 また、同法に基づき平成22年度に届出された規制対象の建設作業（特定建設作業）の総数は、 

71,131件でした。  

 （３）騒音苦情の状況  

 騒音苦情の件数は、平成22年度は15,849件で、前年度に比べ748件増加しました。  

 苦情の内訳を見ると、工場・事業場が最も多く4,852件（全体の30.6％）、建設作業が4,755件 

（30.0％）、営業が1,697件（10.7％）等でした。  

 前年度と比較すると、工場・事業場に係る苦情が84件（1.8％）、建設作業に係る苦情が561件 

（13.4％）増加しました。  

 （４）騒音規制法に基づく措置等の状況  

 平成22年度の騒音規制法の指定地域内の特定工場等に係る苦情は992件でした。 

 当該年度に行われた騒音規制法に基づく立入検査は651件、報告の徴収は170件、騒音の測定は 

316件でした。 

 測定の結果、規制基準を超えていたものは176件であり、改善勧告が１件行われましたが、改善 

命令は行われませんでした。 

 この他、行政指導が822件行われました。  

 また、指定地域内の特定建設作業に係る苦情は1,687件であった。当該年度に行われた騒音規制 



法に基づく立入検査は1,125件、報告の徴収は198件、騒音の測定は272件でした。 

 測定の結果、規制基準を超えていたものは66件であり、改善勧告及び改善命令は行われません 

でした。 

 この他、行政指導が1,436件行われました。  

※平成22年度騒音規制法施行状況調査では、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響による記 

録資料の滅失により、青森県、岩手県、宮城県及び福島県内の一部の地域で受け付けた苦情件数に関 

する報告が得られず、集計に含まれておりません。  

※詳細は別紙参照。  

 

担当：環境省水・大気環境局大気生活環境审 大村、中西、櫻井 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14622 

 

 

☆ウォームビズ関係  

＊2011年度ウォームビズについて（第三報） 

 チャレンジ２５キャンペーン（環境省）では、2005年度から冬の地球温暖化対策の一つとして、暖房 

時の审温２０℃設定で心地良く過ごすことのできるライフスタイル「WARM BIZ」（ウォームビズ）を推 

進しています。 

 本キャンペーンの一層の推進にあたり、チャレンジャー企業であるKCJ GROUP株式会社が、こども向け 

職業・社会体験型施設｢キッザニア｣にて「WARMBIZ応援キャンペーン」を開催します。 

 また、チャレンジャー企業である、北海道空港株式会社は、北海道の玄関口新千歳空港ターミナルビ 

ル“北海道ショールーム”やラジオでWARM BIZを呼びかけます。  

１．キッザニアにおけるWARMBIZキャンペーンについて 

 チャレンジャー企業である、KCJ GROUP株式会社が、こども向け職業・社会体験型施設｢キッザニア｣ 

にて「WARMBIZ応援キャンペーン」を開催します。これは、こども達が「コピーライター」、「グラ 

フィックデザイナー」、「印刷技師」になり、WARMBIZを広めるためにポスターやポストカードを作 

成するものです。 

こども達がこれらの仕事を経験することでWARMBIZの理解を深め、さらに周りの人たちに伝える役割 

を担うことで、WARMBIZの取組が広がる事を目的としています。  

期間 ：2011年12月22日（木）～2012年2月12日（日）  

特別協力 ：チャレンジ２５キャンペーン(環境省)  

◇コピーライターになってWARMBIZポスターを作る  

キッザニアオフィシャルサイト内にWARMBIZ専用ページを設置し、こども達がコピーライターと 

なってこの取り組みを広めるためのポスターにいれる宠伝文句（コピー）を考え、オリジナル 

のコピーを応募します。  

WARMBIZ専用サイトhttps://www.kidzania-archive.jp/wb/  

◇WARMBIZポスターを制作する「グラフィックデザイナー」 

  キッザニア東京では、「WARMBIZ」ポスターを制作する「グラフィックデザイナー」を体験し、 

WARMBIZをテーマにしたポスターを作成します。  

https://www.kidzania-archive.jp/wb/


会場 ：キッザニア東京（東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 ノースポ 

ート3階33200） キッザニア東京オフィシャルサイト ：www.kidzania.jp/tokyo/wb 

◇WARMBIZポストカードを作成する「印刷技師」 

  キッザニア甲子園では、「WARMBIZ」ポストカードを作成する「印刷技師」を体験し、WARMBIZ 

をテーマにしたポストカードを作成します。  

会場 ：キッザニア甲子園（兵庫県西宮市甲子園八番町1-100 ららぽーと甲子園）  

キッザニア甲子園オフィシャルサイト ：www.kidzania.jp/koshien/wb  

お問い合わせ先   

KCJ GROUP株式会社 広報部 TEL:(03)3532-1801 mail:press@kidzania.jp  

２．『新千歳ターミナルビル“北海道ショールーム”ウォームビズキャンペーン』实施概要 

 チャレンジャー企業である、北海道空港株式会社は、北海道の玄関口新千歳空港ターミナルビル“北 

海道ショールーム”においてウォームビズを啓発するキャンペーンを立ち上げます。 

 空港内各店舗POPの掲出、館内大型モニター、デジタルサイネージにおいて、積極的にウォームビ 

ズを呼びかけます。 

 また、ラジオ番組では、暖房時の审温が２０℃でも、北海道の冬を快適に過ごすことのできるライ 

フスタイルを提案しています。  

主催 ：北海道空港株式会社  

特別協力 ：チャレンジ２５キャンペーン(環境省)  

◇新千歳空港ターミナルビル内での啓発  

期間 ：2011年１2月26日(月)～2012年2月15日（水）  

場所 ：新千歳ターミナルビル“北海道ショールーム”各店舗  

内容 ：ウォームビズ啓発POP掲出 12/26（月）～2/15（水） 

ウォームビズ啓発映像の放映 12/26（月）＊予定～2/15（水）  

新千歳空港ターミナルビル“北海道ショールーム”ホームページ 

http://fleur.new-chitose-airport.jp/ja/  

新千歳空港ターミナルビル“北海道ショールーム”のウォームビズキャンペーンの 

取材に関するお問合せ先  

株式会社 えんれいしゃ （担当）橋本 TEL:0123－46－5888  

◇ラジオ番組 

放送局 ：（北海道）ＦＭノースウェーブ  

番組名 ：WARM BIZ NAVI  

期間 ：2011年12月15日(木)～2月2日（木） 

毎週木曜日13:50～14:00  

生放送の様子（USTREAM内） ：http://www.ustream.tv/channel/northwave  

FMノースウェーブホームページ ：http://825.fm/northwave/   

 

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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14628 
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☆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「有害物質使用特定施設等に 

係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について（第２次答申案）」等に対 

する意見募集の結果及び環境大臣への答申について 

 平成23年10月３日（月）から11月１日（火）に行った「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関す 

る基準の設定及び定期点検の方法について（第２次答申案）」等に対する意見募集（パブリックコメン 

ト）について、その結果を公表します。 

 この結果を受け、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において審議を行い、12月 

26日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。  

１．経緯 

 平成23年２月15日の中央環境審議会答申「地下水汚染の効果的な未然防止対策の在り方について 

（答申）」において、地下水汚染を未然に防止するためには、現行の水質汚濁防止法に基づく地下浸 

透規制に加え、有害物質を取り扱う施設・設備や作業において漏えいを防止するとともに、漏えいが 

生じたとしても地下への浸透を防止し地下水の汚染に至ることのないよう、施設設置場所等の構造に 

関する措置や点検・管理に関する措置が必要とされました。 

 同答申を踏まえた水質汚濁防止法の一部を改正する法律案が平成23年３月８日に閣議決定され、６ 

月14日に成立、６月22日に公布されました。 

 改正後の水質汚濁防止法においては、有害物質による地下水の汚染の未然防止を図るため、有害物 

質貯蔵指定施設等に関する届出、有害物質使用特定施設等に係る構造、設備及び使用の方法に関する 

基準の遵守並びに定期点検及び点検結果の記録・保存を義務付けることとしており、今後、施行に必 

要な事頄について検討が必要となっています。 

 このため、平成23年７月に環境大臣は中央環境審議会会長に対して、「水質汚濁防止法に基づく有 

害物質貯蔵指定施設となる対象施設並びに有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設 

定及び定期点検の方法について」を諮問しました。 

 この諮問は、同審議会水環境部会に付議され、同部会の「地下水汚染未然防止小委員会」（委員長： 

須藤隆一 東北大学実員教授）における審議を経て、諮問事頄のうちの有害物質貯蔵指定施設の対象 

となる施設については、平成23年９月29日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされま 

した（第1次答申）。 

この答申を踏まえ、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が平成23年11月25日に閣議決定され、 

11月28日に公布されたところです。 

 この度、諮問事頄のうち有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の 

方法について、地下水汚染未然防止小委員会の審議を経て、意見募集の結果及び第２次答申案を取り 

まとめました。 

これを受け、平成23年12月26日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。 

 今回の第２次答申等を踏まえ、環境省では、今後、水質汚濁防止法施行規則の改正を行うこととし 

ています。  

２．意見募集の概要  

（１）意見募集対象  

[１]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「有害物質使用特定施設等に係 



る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について（第２次答申案）」  

[２]水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案の概要について  

（２）意見募集期間 平成23年10月３日（月）～11月１日（火）  

（３）告知方法 電子政府の総合窓口（ｅ－ＧＯＶ）、環境省ホームページ、報道発表  

（４）意見提出方法 電子メール、ＦＡＸ、郵送  

３．意見の概要及びこれに対する考え方  

頂いた意見の概要及びこれに対する考え方については、別添１のとおりです。  

４．「有害物質使用特定施設等に係る構造等に関する基準の設定及び定期点検の方法について（第２ 

次答申）」について取りまとめられた答申は別添２のとおりです。  

 

担当：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（環境省水・大気環境局土壌環境 

課地下水・地盤環境审） 宇仁菅、松田、柳田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14629 

 

 

＊第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第４回点検結果（案）に関する意見 

の募集について 

中央環境審議会循環型社会計画部会では、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 

結果（案）について、平成２３年１２月２７日（火）から平成２４年１月２６日（木）まで、広く国民 

の皆様の御意見を募集いたします。 

 この点検は、平成２０年３月に閣議決定された第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況につい 

て中央環境審議会が点検を行い、その結果を取りまとめて環境大臣に報告するものです。  

１．背景 

 平成２０年３月に閣議決定された第二次循環型社会形成推進基本計画において、中央環境審議 

会は毎年、国民各界各層の意見を聴きながら、施策の進捗状況などの点検を行い、必要に応じ、 

その後の政策の方向につき政府に報告することとされています。  

 これを受け、中央環境審議会循環型社会計画部会は、今般、数値目標の達成状況や、循環型社 

会形成のための取組の状況等について評価し、今後の課題と取組の方向を提言した点検結果（案） 

を取りまとめましたので、広く国民の皆様から御意見を募集（パブリック・コメント）します。  

２．意見募集について 

（１）意見募集対象 第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第４回点検結果について（案）  

（２）募集期間 平成２３年１２月２７日（火）～平成２４年１月２６日（木）  

（郵送の場合は、１月２６日（木）必着でお願い致します）  

（３）意見の提出方法  

 御意見は、下記の意見提出様式に従い、電子メール・郵送・ファックスのいずれかの方法で 

下記３の提出先まで提出してください。電子メールで送付される場合は、テキスト形式でメー 

ル本文に記載するか、一太郎又はWordにて作成の上、送付してください。  

※注意事頄  

（１）電話での御意見はお受けすることができませんので、あらかじめ御了承ください。  



（２）提出いただいた御意見については、氏名、住所等の個人情報に関するものを除き、公開される 

可能性があることをあらかじめ御了承ください。  

（３）御意見に附記された氏名、住所等の個人情報については、適正に管理するとともに、本件に関 

する連絡・確認に限って利用させていただきます。  

（４）提出いただいた御意見について、個別の回答は致しかねますのであらかじめ御了承ください。  

３．意見提出先 

中央環境審議会 循環型社会計画部会事務局  

〒１００－８９７５ 東京都千代田区霞が関１－２－２  

環境省 大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 企画課 循環型社会推進审  

担当：大嶋、藤沢  

ＦＡＸ：０３－３５９３－８２６２  

電子メール：junkan2@env.go.jp  

（件名に「第二次循環基本計画の進捗状況の第４回点検結果（案）に関する意見」と明記してく 

ださい。）  

４．資料の入手方法 

 第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第４回点検結果（案）は、添付資料のほか、 

以下において入手可能です。  

（１）事務局窓口（上記３の提出先）において配布（入館の手続が必要なため、事前に電話等により 

御連絡ください。）  

（２）郵送を御希望の方は、３９０円切手を貼付した返信用封筒（Ａ４版、郵便番号、住所、氏名を 

記入したもの）を同封の上、「第二次循環基本計画の進捗状況の第４回点検結果（案）を希望」 

と明記して上記３の提出先までお送りください。 

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進审 中尾、御厩敷(おんまやしき)、 

大嶋 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14640 

 

 

☆農用地土壌汚染防止法関係  

＊平成22年度農用地土壌汚染防止法の施行状況について 

環境省では、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」に基づき、農林水産省とともに農用地の土壌 

汚染対策を進めております。 

 これに関連して、平成22年度の法の施行状況について取りまとめました。 

 （１）常時監視の結果、農用地土壌汚染対策地域の指定要件基準値以上のカドミウムが６地域で検出 

されました。 

 （２）新たに農用地土壌汚染対策地域に指定された地域はありませんでした。 

 （３）新たに農用地土壌汚染対策地域が解除された地域はありませんでした。 

 （４）新たに農用地土壌汚染対策計画が策定された地域はありませんでした。 

 （５）平成22年度末の対策事業等完了面積は6,651haであり、基準値以上検出等地域面積の87.8%が対 

mailto:junkan2@env.go.jp


策事業等を完了しています。 

 １．概要 

 農用地については、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（以下「農用地土壌汚染防止法」 

という。）に基づき、人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育 

が阻害されることを防止することを目的とした各般の対策が講じられています。  

 今回、平成22年度に行われた農用地土壌汚染防止法に基づく対策地域の指定、常時監視及び土 

壌汚染対策事業の状況について別紙※のとおり取りまとめましたので、お知らせします。 

 ※ 別紙「平成22年度農用地土壌汚染防止法の施行状況」参照  

 ２．常時監視について 

 農用地土壌汚染防止法では、都道府県知事に農用地の土壌汚染状況について常時監視 

（過去の調査結果等から状況を把握していることを含む。）することが義務付けられています。  

 常時監視には、以下の調査が定められており、平成22年度の調査結果は以下のとおりでした。  

  （１）細密調査  

 汚染のおそれがある地域において適宜ほ場を変えながら、汚染の広がりと程度を把握する 

調査。 

平成22年度には６地域1,488.56haで实施され、617地点中21地点において基準値（玄米中カド 

ミウム濃度0.4mg/kg）を超えるカドミウムが検出され、最高値は1.05mg/kgでした。  

  （２）対策地域調査  

 対策地域内及びその周辺において地点を定めて、農作物や周辺環境の汚染と地質の状況を 

把握する調査。 

平成22年度には５地域で实施され、基準値以上の汚染はありませんでした。  

  （３）解除地域調査  

 地域指定が解除された地域において地点を定めて、再汚染の有無を確認する調査。 

平成22年度には１地域で实施され、基準値以上の汚染はありませんでした。  

 ３．農用地土壌汚染対策地域について 

 農用地土壌汚染防止法では、人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されること、又は 

農作物等の生育が阻害されることを防止するため、指定要件＊に該当する地域を都道府県知事が 

「農用地土壌汚染対策地域」として指定することができます。  

 「農用地土壌汚染対策地域」では、「農用地土壌汚染対策計画」を策定し、これに基づき対策 

を行うことにより、汚染の除去や防止を図っていきます。  

  （１）平成22年度に新たに地域指定を行った地域はありませんでした。  

  （２）平成22年度に新たに対策計画の策定を行った地域はありませんでした。  

  （３）平成22年度に新たに指定解除を行った地域はありませんでした。  

 この結果、平成22年度末現在で対策地域として指定された地域は累計で72地域、うち対策事 

業等がすべて完了したとして指定解除された地域は53地域、指定地域として現存している地域 

は19地域となっています。  

 ＊特定有害物質（カドミウム、銅及び砒素）について以下のいずれかを満たすこと 

・当該農用地で生産される玄米中のカドミウム濃度が0.4mg/kgを超える地域又はそ 

のおそれが著しい地域（平成22年6月16日から適用。平成22年6月15日までは下線 

部を「1.0mg/kg以上である」としていた。）  



・当該農用地（田に限る。）の土壌中の銅濃度が125mg/kg以上である地域  

・当該農用地（田に限る。）の土壌中の砒素濃度が15mg/kg以上である地域  

４．農用地土壌汚染対策事業の進捗状況について  

 指定要件における基準値以上の特定有害物質が検出された、又は検出されるおそれが著しい地 

域（以下「基準値以上検出等地域」という。）の累計面積は、平成22年度末現在で7,575haになり 

ます。このうち、対策地域の指定がなされた地域の累計面積は6,577ha、対策事業等が完了してい 

る地域は6,651haになり、基準値以上検出等地域の累計面積の87.8%が対策事業等を完了していま 

す。  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課 牧谷、紺野、福地 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14633 

 

 

☆公害健康被害補償不服審査会関係  

 

＊公害健康被害補償不服審査会の裁決について（大気系疾病、石綿関係疾病） 

公害健康被害補償不服審査会は、「公害健康被害の補償等に関する法律」及び「石綿による健康被害の 

救済に関する法律」に基づき、平成２３年１２月２１日付けで３件の裁決を行った。  

【「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づく裁決】 

 都道府県知事等が行った、大気系疾病被認定者の障害補償費の不支給処分を不服として審査請求され 

ている事件１件。  

１．裁決年月日 平成２３年１２月２１日（水）  

２．件数 １件（詳細は別紙）  

３．裁決の内訳 審査請求の棄却 １件  

【「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく裁決】 

 独立行政法人環境再生保全機構が行った、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料等の支給を行わないとす 

る処分を不服として審査請求されている事件１件、並びに未支給の医療費及び療養手当の支給を行わ 

ないとする処分を不服として審査請求されている事件１件。  

１．裁決年月日 平成２３年１２月２１日（水）  

２．件数 ２件 （詳細は別紙）  

３．裁決の内訳 審査請求の棄却 ２件  

【公害健康被害補償不服審査会について】 

 公害健康被害の補償等に関する法律（昭和４８年法律第１１１号）第１１１条に基づき、国家 

行政組織法第８条に位置づけられる審査機関として環境庁長官（当時）の所轄の下、昭和４８年 

に設置。委員は６人で構成され、衆参両院の同意を得て環境大臣が任命する。  

 次の行政処分に対する審査請求事件を取り扱い、その裁決は、行政不服審査法第４３条第１頄 

により、関係行政庁を拘束する。  

 （１）公健法に基づく都道府県知事等の認定又は補償給付の支給に関する処分。  

 （２）石綿による健康被害の救済に関する法律（平成１８年法律第４号）に基づく独立行政法人環 



境再生保全機構の認定又は救済給付の支給に関する処分。  

 

担当：環境省総合環境政策局環境保健部企画課公害補償審査审 木村 京子  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14631 

 

 

＊｢廃棄物関係ガイドライン｣（事故由来放尃性物質により汚染された廃棄物の処理等に 

関するガイドライン）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、事故由来放尃性物質により汚染された廃棄物の保管や処理の基準を定めた環境省令などを具 

体的に説明する「廃棄物関係ガイドライン」を策定しましたので公表します。 

 ガイドラインは五部で構成され、「第一部 汚染状況調査方法ガイドライン」「第二部 特定一般廃 

棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン」「第三部 指定廃棄物関係ガイドライン」「第四部 除染廃 

棄物関係ガイドライン」「第五部 放尃能濃度等測定方法ガイドライン」から成っています。  

 １．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、廃棄物の排出者、市町村等を含む廃棄物処理を行う者等のこれまでの廃棄物の 

処理に関わってきた方々に体的にわかりやすく説明するため、廃棄物関係ガイドラインを策定 

しました。 

 本ガイドラインは、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係など法の施行に最低限必要な事頄 

のみを先行的にまとめたものです。 

特定廃棄物に関する事頄など、第１版に記載されていない事頄については、今後速やかに追加 

していくこととしております。 

また、現時点では本ガイドラインで示した方法で廃棄物処理を实施することが妥当と考えられ 

ますが、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  

第一部 汚染状況調査方法ガイドライン  

廃棄物の汚染状況の調査方法  

第二部 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物関係ガイドライン  

特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の収集運搬、中間処理、埋立処分方法  

第三部 指定廃棄物関係ガイドライン  

指定廃棄物の現場保管、収集運搬方法  



第四部 除染廃棄物関係ガイドライン  

除染廃棄物の現場保管方法  

第五部 放尃能濃度等測定方法ガイドライン  

排ガス、排水中の事故由来放尃性物質の濃度等の測定方法  

 

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

                              産業廃棄物課 廣木、足立、佐川                           

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14643 

 

 

☆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/ 

 


