
☆再生可能エネルギー関係 

＊再生可能エネルギー特別措置法に定める費用負担調整機関の公募開始について 

 資源エネルギー庁は、本日より、再生可能エネルギー特別措置法第１９条第１項に定める「費用負担 

調整機関」を担う法人について公募いたします。この公募は、「再生可能エネルギー電気の固定価格買 

取制度」の開始に向け、再生可能エネルギー電気の買取り費用として集める賦課金の地域間調整を行う 

機関を指定するため、応募を受け付けるものです。 

 

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再生可能エネルギー推進室 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120104001/20120104001.html 

 

 

☆蓄電池戦略プロジェクト関係  

＊蓄電池戦略プロジェクトチームの設置について 

 経済産業省に、平成２４年１月６日付けで「蓄電池戦略プロジェクトチーム」を設置し、蓄電池を活 

用した電力需給両面での負荷平準化対策、防災対策、今後の蓄電池市場の創造、産業競争力強化、これ 

らにかかる国際標準化の推進などの政策を戦略的かつ横断的に推進していきます。 

 

担当者：経済産業省商務情報政策局情報通信機器課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120106001/20120106001.html 

 

 

☆クールジャパン関係  

＊クール・ジャパン情報のポータルサイト「Cool Japan Daily」２０１２年１月９日（月） 

オープン！- 新しい「クール・ジャパン」のニュース、トレンド、オピニオンを世界へ 

発信 - 

 経済産業省は、クール・ジャパンの魅力をさまざまな観点から世界に向けて紹介するための施策の一 

環として、クール・ジャパン情報のポータルサイト「Cool Japan Daily」を1月9日（月）より開始いた 

します。「Cool Japan Daily」：http://cooljapandaily.jp/ 

 

担当者：経済産業省商務情報政策局クリエイティブ産業課 

詳しくは↓ 

http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120110001/20120110001.html 

 

 

☆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 

http://cooljapandaily.jp/


に関する協力覚書」の署名を行いました（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）。 

 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．署名の概要  

 平成23年12月17日（土）、石川県立音楽堂内にて、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」の署名を行いました（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）。  

２．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。  

３．協力覚書  

 協力覚書は別添１を、協力覚書の日本語仮訳は別添２を参照して下さい。（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=14652 

 

 

＊国際シンポジウム「里山・里地・里海の生態系サービス：自然共生社会に向けた戦略 

展開」の開催について 

 1月30日に国際シンポジウム「里山・里地・里海の生態系サービス：自然共生社会に向けた戦略展開」 

を国連大学高等研究所、（独）国立環境研究所、横浜国立大学、東京大学、人間文化研究機構総合地球 

環境学研究所の主催、環境省の共催により開催します。 

 本シンポジウムは、環境省環境研究総合推進費※1による研究プロジェクトE-0902「里山・里地・里海 

の生態系サービスの評価と新たなコモンズによる自然共生社会の再構築」※2の研究成果を報告し、東日 

本大震災による生態系サービスへの影響も考慮して、グローバル化および地球環境変動のもとでの里 

山・里地・里海の生態系サービスの持続的な利用・管理のあり方（新たなコモンズ）を議論するために 

開催するものです。  

※１ 環境省環境研究総合推進費 

 環境問題が人類の生存基盤に深刻かつ重大な影響を及ぼすことに鑑み、様々な分野における 



研究者の総力を結集して学際的、国際的な観点から総合的に調査研究及び技術開発を推進し、 

もって持続可能な社会構築のための環境保全に資することを目的とした政策貢献指向型の競争 

的研究資金。 

※２ E-0902「里山・里地・里海の生態系サービスの評価と新たなコモンズによる自然共生社会の再 

構築」 

 環境省環境研究総合推進費の支援を受け、平成21年度より、国連大学高等研究所、（独）国 

立環境研究所、横浜国立大学、東京大学、人間文化研究機構総合地球環境学研究所が実施。 

 里山・里地・里海がもたらす生態系サービスを定量的・定性的に評価するとともに、国土の 

将来シナリオを作成して、自然共生社会の再構築に向けた政策の選択肢を提示することを目 

指す。 

１ 実施主体 

主催： 国連大学高等研究所、（独）国立環境研究所、横浜国立大学、東京大学、人間文化研究 

機構総合地球環境学研究所  

共催： 環境省  

２ 目 的 

本シンポジウムは、以下を目的として開催します。 

(1)環境省環境研究総合推進費研究プロジェクトE-0902の研究成果を報告すること  

(2)国際的な見解を交え、グローバル化および地球環境変動のもとでの里山・里地・里海の生態系 

サービスの持続的な利用・管理のあり方を議論すること  

(3)東日本大震災による里山・里地・里海の生態系サービスへの影響を検討すること  

(4)自然共生社会の実現に向けた政策の選択肢を模索すること  

３ 日 時 

平成24年1月30日（月）10:00～17:30 

４ 開催場所 

東京都渋谷区神宮前5－53－70 

国連大学本部5階 エリザベスローズ会議場 

５ 入場料 

無料（定員100名・事前登録制） 

※会場には駐車場がありませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。 

６ 申込方法 

 件名に『1/30里山・里地・里海の生態系サービス・シンポジウム』と記入し、本文に氏名、所 

属機関、Eメールアドレス、電話番号を明記して、1月26日（木）までに 

eventregistration@ias.unu.edu宛に御送信ください。 

 なお、定員になり次第、締め切らせていただきますので予め御了承ください。  

７ 使用言語 

日本語 

８ プログラム（予定） 

10:00 - 10:05 開会の挨拶 

          ・渡辺綱男（環境省 自然環境局長）  

10:05 - 10:10 シンポジウムの目的および趣旨 

mailto:eventregistration@ias.unu.edu


          ・渡辺正孝（国連大学高等研究所 客員教授／慶応義塾大学大学 特別研究教授）  

第1部：基調講演および報告  

進行：中村浩二（金沢大学学長補佐（社会貢献）・環日本海域環境研究センター 

長 教授／国際連合大学高等研究所 客員教授）  

10:10 - 11:10 基調講演1「生態系サービスの価値と里山・里海」 

          ・アナンサ・クマール・ドゥライアパ（IHDP事務局長）  

11:10 - 11:25 報告「里山・里海の長期的傾向と将来的リスク」 

          ・松田裕之（横浜国立大学環境情報研究院 教授）  

11:25 - 11:40 報告「里山・里地の生物多様性と多面的機能の統合評価」 

          ・大黒俊哉（東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授）  

11:40 - 12:00 報告「里山・里海の文化的価値と新たなコモンズ」 

          ・湯本貴和（人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 教授） 

          ・秋道智彌（人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 教授）  

12:00 - 12:30 報告「里山・里海がもたらす生態系サービスの総合評価システム」 

          ・渡辺正孝（国連大学高等研究所 客員教授／慶応義塾大学大学院特別研究教 

授） 

          ・武田史郎（関東学園大学経済学部 准教授） 

          ・岡寺智大（（独）国立環境研究所アジア自然共生研究グループ研究員）  

12:30 - 13:30 昼休み  

第2部：基調講演および特別セッション  

進行：嘉田良平（人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 教授／横浜国立大学 

教授）  

13:30 - 14:30 基調講演2「グローバル化と社会・生態学システムのガバナンス」 

          ・エドゥアルド・S・ブロンディジオ（インディアナ大学ブルーミントン校 人 

類学部教授）  

14:30 - 15:50 特別セッション「東日本大震災による里山・里海の生態系サービスへの影響と再生」 

          「津波による被害と適応」 ・柴山知也（早稲田大学理工学術院 教授／早稲田 

大学・東日本大震災復興研究拠点・複合災害研究所長）  

          「里山の放射能災害と今後」 ・恩田裕一（筑波大学大学院生命環境系 教授）  

          「漁村・水産業の災禍と復興」 ・秋道智彌（人間文化研究機構 総合地球環境 

学研究所 教授）  

          「里山・里海連携による三陸復興国立公園（仮称）の展開」 ・渡辺綱男（環 

境省 自然環境局長）  

15:50 - 16:10 コーヒー・ブレイク  

第3部：総合討論およびコメント  

16:10 - 17:15 総合討論「自然共生社会に向けた道筋」  

          座長：渡辺正孝（国連大学高等研究所 客員教授／慶応義塾大学大学 特別研究 

教授）  

          パネリスト（五十音順）：  

           ・中村浩二（金沢大学学長補佐（社会貢献）・環日本海域環境研究センター 



長 教授／国際連合大学高等研究所 客員教授）  

           ・嘉田良平（人間文化研究機構 総合地球環境学研究所 教授／横浜国立大学  

教授）  

           ・武内和彦（国際連合大学 副学長／東京大学大学院 農学生命科学研究科 教 

授／国際連合大学高等研究所 客員教授）  

           ・第1部および第2部講演者6名  

           （秋道 智彌、アナンサ・クマール・ドゥアイラパ、エドゥワルド・S・ブロ 

ンディジオ、松田 裕之、湯本 貴和、渡辺綱男）  

17:15 - 17:30 総合コメント  

          ・伴 金美（大阪大学大学院 経済学研究科 教授）  

          ・森本幸裕（京都大学大学院 地球環境学堂・農学研究科 教授  

17:30 閉会  

※ なお、国連大学のホームページ（http://videoportal.unu.edu/event/241）において、日本語で中 

継する予定です。 

  また、開催後は、（http://videoportal.unu.edu/）のページにおいて録画を配信する予定です。  

 

担当：環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性地球戦略企画室 奥田、伊奈、田邊 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14654 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊中央環境審議会地球環境部会第７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７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。  

                記 

１．日時： 平成２４年１月１８日（水）１３：００～１６：００ 

２．場所： フロラシオン青山『ふじの間』  

       東京都港区南青山4-17-58  

       http://www.floracion-aoyama.com/access.php 

３．議題： 

(1)関係者からのヒアリング  

(2)国内外の動向等について  

(3)今後のスケジュールについて  

(4)その他  

４．傍聴： 

 本会は公開です。傍聴を希望の方は、傍聴登録を行ってください。 

申し込みの際は、「第７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 

http://videoportal.unu.edu/event/241
http://videoportal.unu.edu/
http://www.floracion-aoyama.com/access.php


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２４年１月１３日（金）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７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２４年１月１３日（金）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７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=14655 

 

 

＊中央環境審議会地球環境部会第１００回の開催について 

 中央環境審議会地球環境部会第１００回を下記のとおり開催致します。なお、審議は公開とします。  

         記  

１．日時：平成２４年１月３０日（月）１５：００～１８：００  

２．場所：全国都市会館 ２階『大ホール』  

東京都千代田区平河町２－４－２  

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

３．議題： （１）国内外の動向等について  

      （２）今後のスケジュールについて  

      （３）その他  

４．傍聴：  本会は公開です。傍聴を希望の方は、傍聴登録を行ってください。 

      申し込みの際は、「中央環境審議会地球環境部会第１００回 傍聴希望」と明記し、 

mailto:chikyu-teitanso@env.go.jp
http://www.toshikaikan.or.jp/06access.html


      ［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２４年１月２４日（火）正 

午必着で、以下の連絡先宛てにE-mail又はFAXで申し込みください。 

      申し込みは、傍聴希望者１名につき１通とさせていただきます。  

  傍聴希望者が多数の場合は、抽選となります。  

  傍聴登録締切後、指定の送付先に傍聴券を送付しますので、 当日必ず持参してください 

  （傍聴いただけない場合は、その旨を連絡します。）。  

   なお、マスコミ関係の方は、取材登録をお願いします。申し込みの際は、「中央環境 

審議会地球環境部会第１００回 傍聴希望」と明記し、［１］氏名（ふりがな）、［２］ 

住所、［３］電話番号、［４］勤務先、［５］傍聴券の送付先（E-mailアドレス又はFAX 

番号）を記入の上、平成２４年１月２４日（火）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１００回事務局  

担当：中川・星野・中村  

ＴＥＬ：03-3581-3351［内6778］ ＦＡＸ：03-3581-3348  

E-mail：chikyu-ondanka@env.go.jp  

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=14663 

 

 

＊中央環境審議会第６６回総合政策部会の開催について 

 中央環境審議会第６６回総合政策部会を以下のとおり開催しますのでお知らせいたします。なお、審 

議は公開で行われます。  

１．日時 平成２４年１月２５日（水）１４：００～１７：００  

２．場所 三田共用会議所 ４階 第４特別会議室（東京都港区三田２－１－８）  

３．議題（予定）  

・第四次環境基本計画（素案）について  

・その他  

４．傍聴  

 傍聴を希望される方は、１月１７日（火）１７：００（必着）までに、電子メール又はＦＡ 

Ｘにてお申し込みください。 

お申し込みの際は、件名に「第６６回総合政策部会傍聴希望」、本文に「住所・氏名・勤務先 

又は所属団体・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）」をご記入 

mailto:chikyu-ondanka@env.go.jp


ください。お申し込みは傍聴希望者１名につき１通といたします。  

 会場の都合上、傍聴可能人数は２０名を予定しております。傍聴希望者が２０名を超えた場 

合は抽選とさせていただきますのであらかじめご了承ください。  

 傍聴いただける方には、ご指定いただいた送付先（電子メール又はＦＡＸ）に傍聴券をお送 

りしますので、傍聴の際には必ずご持参ください。（傍聴いただけない場合は、その旨ご連絡 

いたします。)  

 ※マスコミ関係者の方も、同様にお申し込みください。（カメラ撮りを希望される方は、傍 

聴申し込みの際にその旨ご記入ください。 

  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。また、必ず自社腕章を携帯 

ください。）  

連絡先：環境省総合環境政策局環境計画課 担当：下田・小池 

03-3581-3351(内線6280) 

03-5521-8233(夜間直通) 

ＦＡＸ：03-3581-5951 

E-mail：sokan-keikaku@env.go.jp 

 

担当：中央環境審議会総合政策部会（環境基本計画関係）事務局環境省総合環境政策局環境計画課 加 

藤、矢田、南、下田、小池 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14671 

 

 

☆グリーン・マーケット関係  

＊グリーン・マーケット＋（プラス）研究会のとりまとめについて 

 環境省では、昨年５月から、市場の更なるグリーン化に向けて既存の施策を再評価しつつ、今後の関 

連施策の強化・充実の方向性を示すための検討を「グリーン・マーケット＋ （プラス）研究会」におい 

て進めてきましたが、今般、検討結果を取りまとめましたのでお知らせいたします。  

１．検討の概要 

 地球規模の環境問題は、今日の生産と消費の構造に根ざしており、その解決には、経済社会の在り 

方そのものを持続的発展が可能なものに変革していくことが不可欠です。 

本研究会では、持続可能な経済社会の実現に向け、市場のグリーン化を一層進めていくため（＝グリ 

ーン・マーケット＋）、幅広い商品・サービスについて、環境配慮に向けた事業者の取組が評価され、 

環境に配慮した商品・サービスへの需要が掘り起こされているか、といった観点から既存施策を見直 

しつつ、今後の施策を強化・充実させていくための方向性を検討しました。  

２．とりまとめ資料 

資料１：市場の更なるグリーン化に向けて（グリーン・マーケット＋研究会とりまとめ）  

資料２：市場の更なるグリーン化に向けて（概要版）  

資料３：消費者アンケート調査結果（参考資料）  

資料４：事業者ヒアリング調査結果（参考資料）  

資料５：市場のグリーン化に関する施策の現状（参考資料）  

mailto:sokan-keikaku@env.go.jp


※その他関連資料は、下記の環境省ウェブサイト「グリーン・マーケット＋（プラス）研究会」のペ 

ージに掲載しておりますので、ご覧ください。  

http://www.env.go.jp/policy/g-market-plus/com.html  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、内藤、福井 

    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、江藤  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14656 

 

 

☆ヒートアイランド対策関係  

＊平成23年度環境技術実証事業検討会 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）拡大ワーキンググループ会合の開催と意見の 

募集について 

 平成24年１月30日（月）に平成23年度環境技術実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）拡大ワーキンググループ会合（以下「拡大ＷＧ会合」 

という。）を公開により開催いたします。 

 また、拡大ＷＧ会合において、より効果的な制度の構築に向けた検討を行うため、皆様から本事業に 

ついての御意見を募集します。  

１．拡大ＷＧ会合開催の御案内  

開催日時   平成24年１月30日（月） 14：30～16：30  

開催場所   法曹会館 富士の間  

〒100-0013 東京都千代田区霞が関１-１-１  

TEL：03-3581-2146  

URL：http://www.hosokai.or.jp/item/kaikan/kaikan.html  

議題（予定）  

（１）環境技術実証事業 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）の概要について  

（２）本事業や当技術分野への要望・意見について  

（３）実証試験要領の改訂に向けて  

（４）当技術分野の普及拡大方策について  

（５）その他  

２．御意見の募集  

 平成23年度環境技術実証事業 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）の運営全般についての御意見を募集します。添付資料の意見募集要領に従い、 

平成24年１月23日（月）17時必着で、下記の連絡先まで御提出ください。  

３．拡大ＷＧ会合の傍聴  

 本拡大ＷＧ会合は、公開（ただし、資料の一部は非公開。）で行われます。 

傍聴希望の方は、件名を「平成23年度環境技術実証事業検討会 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） 拡大ＷＧ会合傍聴希望」としていただき、住 

http://www.env.go.jp/policy/g-market-plus/com.html
http://www.hosokai.or.jp/item/kaikan/kaikan.html


所、氏名、勤務先、電話番号、電子メールアドレス及びＦＡＸ番号を明記の上、平成24年１月23日（月） 

17時必着で、以下の連絡先まで電子メール又はＦＡＸにてお申し込みください。 

お申込みは、傍聴希望者１人につき１通といたします。  

 また、傍聴可能人数は20名を予定していますので、傍聴希望者が20名を超えた場合は、抽選となる 

場合があります。 

抽選の結果、傍聴いただけない場合はその旨の連絡をいたします。  

４．拡大ＷＧ会合の御意見の提出先及び傍聴希望の連絡先  

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、倉石、山崎）  

〒171-0033 東京都豊島区高田2-17-22 目白中野ビル6F  

TEL：03-5956-7503 FAX：03-5956-7523 E-mail：etv23-hp@exri.co.jp  

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

参考（背景・経緯）  

 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、環境技術を実証する手法・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」※の実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、実証試験要領の作成・実証機関の公募選定・ 

手数料項目の設定と徴収等を行う実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 

クス都市研究所が実証運営機関業務を実施しています。  

 平成23年度環境技術実証事業検討会 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 実証試験要領」 

（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。  

[I] 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）のように室外機 

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。  

[II] 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（室外機等）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室 西本、高野、佐久間 

mailto:etv23-hp@exri.co.jp
http://www.exri.co.jp/japanese/consulplan/sustain/creation/env/


詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14658 

 

 

☆チャレンジ２５関係  

＊チャレンジ25キャンペーンin加古川住宅公園の開催について 

 環境省（チャレンジ２５キャンペーン）では、ABCハウジングと特別協力を行い、「チャレンジ25キャ 

ンペーンin加古川住宅公園」を開催し、住宅のエコ化を呼びかけます。 

 会場内では、パネル展示やクイズ、スタンプラリーを通じてわかりやすく断熱を中心とした「住宅の 

エコ化」を啓発するとともに、チャレンジ２５キャンペーンへの参加を呼びかけます。  

＜イベント概要＞ 

 「ABCハウジング加古川住宅公園」は、住まいと暮らしの「ゼロエネルギー」を考える住宅展示場 

をテーマに、各住宅メーカーが最新のモデルホームを展示しています。 

イベントでは、地球にやさしいだけでなく「体にやさしい」「お財布にやさしい」などの快適に暮ら 

すメリットがあることから、住まいの断熱化をすることをはじめとした住宅のエコ化を呼びかけます。  

日時 ：2012年1月7日（土）～2012年2月28日（火） 

場所 ：ABCハウジング 加古川住宅公園（兵庫県加古川市野口町野口188-2）  

 ※詳細はhttp://www.abc-housing.co.jp/kinki/park/kakogawa.html参照。  

実施内容：下記の2点を中心に、チャレンジ25キャンペーンへの参加を募るとともに、「住宅のエコ化」 

の普及・啓発を行います。 

・パネル展示とチャレンジ２５クイズ  

住まいの「断熱」と省エネ製品の導入などにより住宅のエコ化を図ることで、地球にやさ 

しいだけでなく「体にやさしい」「お財布にやさしい」などの様々なメリットがあること 

についてパネル展示します。また、パネルの内容を基にした「チャレンジ２５クイズ」を 

実施します。  

・会場内でのスタンプラリー  

住宅展示場内の各企業の協力により、断熱、窓の構造などのエコ性能について啓発を行う 

スタンプラリーを行います。  

 

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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14659 

 

 

☆水質汚濁防止法関係  

＊改正水質汚濁防止法全国説明会の開催について 

 水質汚濁防止法の一部を改正する法律（以下｢改正水濁法｣という。）が平成23年６月22日に公布され、 

平成24年６月１日に施行されます。 

 環境省では、改正水濁法の円滑な施行を図るため、事業者・業界団体の皆様に対応していただきたい 

点などを説明することを目的に、改正水濁法についての説明会を全国７箇所で開催します。  

http://www.abc-housing.co.jp/kinki/park/kakogawa.html


１．趣旨  

 地下水汚染の効果的な未然防止を図るための改正水濁法が平成23年６月14日に成立、６月22日に公 

布され、平成24年６月１日より施行されます。  

 改正水濁法においては、有害物質による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯 

蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、 

定期点検及び結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。  

 これを受け、環境省では、構造、設備及び使用の方法に関する基準及び定期点検の方法を中心に、 

事業者や業界団体の皆様にわかりやすく解説することを目的に「地下水汚染の未然防止のための構造 

と点検・管理に関するマニュアル」をとりまとめる予定です。  

 この度、事業者等の皆様を対象に、平成24年２月から３月の間に全国７箇所（福岡、大阪、東京、 

名古屋、岡山、仙台、札幌）において、改正水濁法の内容やマニュアルのポイントを解説する説明会 

を開催する予定です。  

 参加を希望される方は、開催日時及び申し込み方法等の詳細について、１月中旪（16～20日を予定） 

に発表予定の報道発表資料を御覧の上、お申し込みください。  

 

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、柳田、三浦 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14660 

 

 

☆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「東アジアにおける 

日本の排水処理技術普及のためのセミナー」の開催について 

 「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、「東アジアにおける日本の排水処理技 

術普及のためのセミナー」（主催：環境省、大阪商工会議所、一般財団法人 関西環境管理技術センター 

及び関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム）を、２月８日（水）に大阪歴史博物館講 

堂(大阪市)で開催します。  

１．背景  

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

インドネシア及びベトナムを対象として、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 

度整備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実施するとともに、我が国の優れた環 

境対策技術等をアジア諸国に展開することにより、環境の改善及び環境管理能力の強化に貢献するた 

めの事業を実施しています。  

 そこで、我が国の排水処理・モニタリング関係企業、研究機関等を対象として、インドネシア及び 

ベトナムにおいて必要とされる排水処理技術等に関する情報や先行する企業の経験、市場の概観及び 

JETROによる支援等に関する情報を提供する、「東アジアにおける日本の排水処理技術普及のための 

セミナー」を開催いたします。  

２．主催  

環境省  

大阪商工会議所  



一般財団法人 関西環境管理技術センター  

関西・アジア 環境・省エネビジネス交流推進フォーラム  

３．開催日時  

平成24年２月８日（水）12:45～16:15（開場12:15）  

４．会場  

大阪歴史博物館 講堂  

大阪市中央区大手前４丁目１番32号  

５．プログラム  

挨拶・趣旨説明（12:45～13:00） 環境省 水・大気環境局 総務課 環境管理技術室長 西本 俊幸  

基調講演I（13:00～13:30）「インドネシアにおける水質汚濁に係る法制度と技術ニーズ」  

インドネシア環境省 第7局 標準化・環境技術担当課 課長補佐 アリフ・ウィボウォ  

基調講演II（13:30～14:00）「ベトナムにおける水質汚濁に係る法制度と技術ニーズ」  

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 ドゥ・ナム・タン  

講演（14:00～14:30）「国内水処理産業のアジア進出の課題と克服の経験」  

富士化水工業株式会社 経営企画部門 海外グループ会社担当理事 前野 茂  

講演（14:30～15:00）「世界の環境・エネルギー市場における日本企業の可能性とJETROの支援内容」  

（独）日本貿易振興機構（JETRO） 機械・環境産業部 環境エネルギー課 課長 峯村 直 

志  

休憩（15:00～15:10）  

質疑応答（15:10～16:15） 講師全員  

       （コーディネーター： （一財） 関西環境管理技術センター 常任参与  

佐藤健二）  

※ 外国人講師の講演は英語で行われ、英語・日本語同時通訳が入ります。  

※ 講師等の都合により、講師及び講演内容を一部変更する場合があります。  

６．定員  

250名  

７．参加費等  

参加費は無料です。なお、参加を希望される場合は、事前のお申込みが必要です。お申込みの詳細は、 

別添資料を御参照ください。  

８．お問い合わせ先・お申込み先（開催事務局）  

一般財団法人 関西環境管理技術センター 企画推進室  

電話：06-6583-7126、FAX：06-6583-3274  

E-mail：seminar@ematec.or.jp  

 

担当：環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室 西本、高野、山本 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14661 

 

 

☆土壌汚染調査対策技術検討調査関係  

mailto:seminar@ematec.or.jp


＊「平成24年度低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術検討調査」対象技術の募集に 

ついて 

 環境省では、毎年度、土壌汚染の調査技術及び対策技術の開発や普及の促進を図るため、実証試験段 

階にある低コスト・低負荷型の土壌汚染の調査技術及び対策技術を公募し、実証試験及び技術評価を行 

う調査を実施しています。 

 平成24年度の本調査の対象技術の募集を１月10日（火）から２月10日（金）まで行います。  

１ 概要  

 本調査では、提案された技術について、実証試験段階にあること、実証試験が実施可能であること 

などの提案要件及び評価項目への適合性等を学識者からなる検討会において審査し、選定します。 

 選定された技術の提案者は環境省と委託契約を結び、実証試験を行います。その結果については、 

検討会において総合的に評価することとし、評価結果を公表します。  

 なお、本調査は平成24年度予算によるものであり、平成24年度予算成立が調査実施の条件となるこ 

とを御承知おきください。  

２ 募集要綱等  

 提案の詳細については別添の募集要綱及び提案書様式を御参照ください。  

３ 問い合わせ及び応募書類送付先  

 環境省水・大気環境局土壌環境課  

 「低コスト・低負荷型土壌汚染調査対策技術担当」  

 TEL 03-3581-3351(内線6656)  

 FAX 03-3501-2717  

 E-mail mizu-dojo@env.go.jp  

 〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

 

担当：環境省水・大気環境局土壌環境課 牧谷、紺野、助川、小笠原 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14662 

 

 

☆環境報告ガイドライン関係  

＊環境報告ガイドライン等改訂に関する検討委員会（第３回）の開催について 

 環境報告ガイドライン等についてその改訂の項目等を具体的に検討する「環境報告ガイドライン等改 

訂に関する検討委員会」（第３回）が平成２４年１月２６日（木）に開催されることとなりましたので、 

お知らせいたします。  

１．日時 平成２４年１月２６日（月）１５：００～１８：００  

２．場所 全日通霞ヶ関ビル ８階 「大会議室Ａ」  

   （住所：〒100-0013 千代田区霞ヶ関 3-3-3）  

   電話 03-3581-2261  

   地図：http://www.jata-net.or.jp/map/tokyo_zenntu8thflr.pdf  

３．議題（予定）  

環境報告ガイドライン等改訂に関する論点について  

mailto:mizu-dojo@env.go.jp
http://www.jata-net.or.jp/map/tokyo_zenntu8thflr.pdf


４．傍聴手続き  

本会合は公開です。  

傍聴を御希望の方は、必ず下記事項を明記の上、電子メール（宛先： houkokugl@mizuho-ir.co.jp） 

にて、平成２４年１月２３日（月）１７時までにお申込みください。 

なお、電子メールの件名は「第３回環境報告ガイドライン等改訂に関する検討委員会傍聴希望」 

と明記ください。  

○記入事項：(1)氏名、(2)勤務先、(3)電話番号、(4)電子メールアドレス  

○傍聴定員：７０名程度（先着順とさせていただきます。）  

※ 傍聴いただける方には、傍聴人登録証を登録いただいたメールアドレス宛にお送りしますので、 

当日必ずお持ちください。  

※ マスコミ関係者の方も、同様にお申し込みください。カメラ撮りについては、会議の冒頭のみ 

でお願いします。  

※ 申込みの際に記入いただいた個人情報は、「環境報告ガイドライン等改訂に関する検討委員会」 

傍聴人の管理、傍聴人登録証の発行以外に使用することはありません。  

５．本件のお問い合わせ先  

（事務局）  

みずほ情報総研株式会社 環境・資源エネルギー部  

担当：熊久保、寺鍛冶、竹下  

〒101-8443 東京都千代田区神田錦町2-3  

TEL：03-5281-5285 FAX：03-5281-5466  

E-mail: houkokugl@mizuho-ir.co.jp  

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、猿田、佐藤 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14664 

 

 

☆生物多様性関係  

＊研究開発段階の遺伝子組換え生物等の第一種使用規程承認に係る学識経験者からの 

意見聴取会合(平成２３年度第２回)の開催について 

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

係る第一種使用規程について、学識経験者からの意見を聴取するための会合を開催いたします。  

１ 日時 平成２４年１月２３日(月) １３：３０～１６：００  

２ 場所 中央合同庁舎第７号館東館 １７階１会議室  

(東京都千代田区霞が関３丁目２番２号)  

３ 議事：(１)研究開発段階の遺伝子組換え生物等の第一種使用規程承認に係る申請書等の検討につ 

いて  

【審査案件】  

[1] 複合病害抵抗性イネ（WRKY45 遺伝子発現イネ（PGST-ADH）、  

 Oryza sativa L. 日本晴；NLA-OS001-8）  

mailto:houkokugl@mizuho-ir.co.jp
mailto:houkokugl@mizuho-ir.co.jp


[2] 複合病害抵抗性イネ（WRKY45 遺伝子発現イネ（POsUbi7）、  

 Oryza sativa L. 日本晴；NLA-OS002-9）  

[3] 複合病害抵抗性イネ（WRKY45 遺伝子発現イネ （PZmUbi）、  

 Oryza sativa L. 日本晴；NLA-OS003-1）  

[4] 複合病害抵抗性イネ（WRKY45 遺伝子発現イネ （PGST-ADH）、  

 Oryza sativa L. たちすがた；NLA-OS004-2）  

[5] 複合病害抵抗性イネ（WRKY45 遺伝子発現イネ （POsUbi7）、  

 Oryza sativa L. たちすがた；NLA-OS005-3）  

[6] 複合病害抵抗性イネ（WRKY45 遺伝子発現イネ （PZmUbi）、  

 Oryza sativa L. たちすがた；NLA-OS006-4）  

(２) その他  

４ 傍聴  

（１）傍聴可能人数  

 ２０名程度（傍聴希望者多数の場合には、先着順となります。）  

（２）申込先  

 文部科学省研究振興局ライフサイエンス課  

 生命倫理・安全対策室 木村  

 電話（直通）：０３－６７３４－４１１３  

 ＦＡＸ番号 ：０３－６７３４－４１１４  

（３）申込締切日 １月２０日（金）１７時  

（４）その他  

 冒頭カメラ撮りは可能です。  

５ お問い合わせ先  

 環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室  

 担当者 植竹、串田  

 代表：０３－３５８１－３３５１（内線６９８２）  

 

担当：環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 関根、東岡、串田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14665 

 

 

☆地球温暖化対策関係  

＊第34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34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24年1月17日（火）10:00～15:00  

２．議事次第（予定）  

１．第33回議事概要および関連情報に関する報告・確認  

２. 本制度における各委員会の実施状況  

３．登録プロジェクトに対する変更依頼に関する報告  

４. 登録プロジェクトに対する変更依頼に関する審議  

５．プロジェクト計画・妥当性確認に基づくプロジェクト登録可否に関する審議  

６．モニタリング報告・検証に基づく温室効果ガス排出削減・吸収量認証可否に関する審議  

７．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  

８．妥当性確認・検証機関の登録可否に関する審議  

９．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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14666 

 

 

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


＊「低炭素杯２０１２」の一般参加者募集について 

 次世代に向けた低炭素な社会を構築するため、学校・家庭・有志・ＮＰＯ・企業などの多様な主体が 

全国各地で展開している地球温暖化防止に関する地域活動を報告し、学びあい、連携の輪を拡げる「場」 

を提供する「低炭素杯２０１２」が、「低炭素杯２０１２実行委員会」の主催により、平成２４年２月 

に開催されます。 

 全国からエントリーされた多くの団体のうち、厳しい審査を経て選ばれた４１団体（ファイナリスト） 

から日本一を決定します。 

今回、授与される低炭素杯（カップ）は、東日本大震災の被災地である宮城県石巻市の小学６年生の子 

どもたちの涙と勇気を形にしたものです。 

 全国各地域の温暖化防止の先進的な取組みを知っていただき、交流していただけるまたとない機会で 

すので、ぜひ皆さまの参加と応援をお待ちしています。  

 

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、相澤、押田 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14669 

 

 

☆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/ 


