
☆生物多様性関係  

＊「平成23年度 第6回 生物多様性影響評価検討会総合検討会」の開催及び一般傍聴に 

ついて 

  農林水産省及び環境省は、遺伝子組換え農作物の第一種使用規程の承認申請があった3件について学識 

経験者から意見を聴取するため、「平成23年度 第6回 生物多様性影響評価検討会 総合検討会」を1月24 

日（火曜日）に農林水産省農林水産技術会議委員室において開催します。 

本会議は公開です。ただし、カメラ撮影は冒頭のみとします。また、本会議資料は、会議終了後当省ホー 

ムページで公開します。  

1 概要 

  我が国での遺伝子組換え農作物の栽培等に当たっては、我が国の野生動植物へ影響を与えないよう、 

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（平成15年法律第97号。 

通称「カルタヘナ法」という。）」に基づき評価を行っています。 

  遺伝子組換え農作物の栽培等を行う者が、一般ほ場での栽培など環境中への拡散を防止せずに栽培等 

を行う場合（第一種使用等）には、その栽培等に関する規程（第一種使用規程）を定め、これを農林水 

産省及び環境省に申請し、承認を受ける必要があります。 

第一種使用規程の承認申請があった場合には、農林水産省及び環境省は、それらの遺伝子組換え作物を 

第一種使用規程に従って使用した場合の生物多様性影響に関し、専門の学識経験者から意見を聴く必要 

があります。 

今回、農林水産省及び環境省に対し申請された3件の第一種使用規程について、当検討会を開催し、学 

識経験者から意見を聴きます。 

これまでの当検討会の議事概要については、次のURLでご覧になれます。 

また、今回の会議資料及び議事概要は会議終了後に同URLで公開いたします。 

URL：http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/top.htm 

2 日時・場所 

日時：平成24年1月24日（火曜日）13時30分～ 

会場：農林水産省 農林水産技術会議委員室 （本館南側6階、ドア番号本678） 

所在地：東京都 千代田区 霞が関 1丁目2番1号   

3 議題 

(1)第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討について 

  （検討予定案件） 

[1]隔離ほ場での栽培についての検討  

・除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ダイズ(DAS68416)  

・除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ワタ(DAS1910)   

[2]食用又は飼料用のための使用等についての検討 

・チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホサート耐性トウモロコ 

シ (1507×59122×MON810×NK603×MIR604)   

(2)その他 

4 傍聴について 

(1)傍聴可能人数：10名程度（希望者多数の場合、抽選を実施） 

(2)申込要領 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/commitee/diversity/top.htm


・はがき、封書、FAX又はインターネットにて、以下のお申込み先に、「平成23年度 第6回 生物多様性 

影響評価検討会 総合検討会」の傍聴を希望する旨、ご氏名（フリガナ）、ご連絡先（電話番号、FAX 番 

号、メールアドレス）、差し支えなければ勤務先・所属団体等の名称を明記の上、お申込みください。 

なお、電話でのお申込みはご遠慮ください。  

・申込期間は、平成24年1月22日（日曜日）必着とします。  

・申込者多数の場合は抽選を行います。傍聴の可否については、1月23日（月曜日）中にご連絡いたしま 

す。  

はがき、封書又はFAXでお申込みの場合 

住所:〒100-8950 東京都 千代田区 霞が関1-2-1 

FAX:03-3507-8794 

宛先:農林水産省 農林水産技術会議事務局 

技術政策課 技術安全室 技術安全企画評価班 宛    

インターネットでお申込みの場合 

URL：https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/228f.htm 

お申し込みに当たっての注意事項 

・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、介助の方がいらっしゃる場合は、その方の氏名も併せてお書き添えください。  

・複数名お申込みの場合も、お一人ずつ申込み願います。      

（3）傍聴される皆様への留意事項 

当検討会の傍聴に当たり、次の留意事項を遵守願います。これらを守られない場合は、傍聴をお断りす 

ることがあります。 

[1]事務局の指定した場所以外の場所に立ち入らないこと。 

[2]携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。 

[3]傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと。 

・委員及び意見公述人の発言に対する賛否の表明又は拍手  

・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）  

・会場においてのカメラ、ビデオ、テープレコーダー、ワイヤレスマイク等の使用（報道関係者の方々 

を除く。）  

・新聞、雑誌 その他議案に関連のない書籍類の読書  

・飲酒及び喫煙  

[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、座長等及び事務局職員の指示に従うこと。 

 

担当：農林水産技術会議事務局技術政策課技術安全室技術安全企画評価班 浦野、塩田、白神 

詳しくは↓ 

http://www.s.affrc.go.jp/docs/press/120113.htm 

 

 

https://www.contact.maff.go.jp/affrc/form/228f.htm


＊名古屋議定書実施基金の第１号承認案件について 

 環境省では、名古屋議定書の早期発効及び効果的な実施のため、地球環境ファシリティ（GEF）が運営 

する名古屋議定書実施基金に拠出をしています。 

 平成23年12月13日、地球環境ファシリティ（GEF）事務局長が名古屋議定書実施基金の第１号案件を承 

認しましたのでお知らせいたします。  

１．プロジェクトの概要  

実施国：パナマ  

事業パートナー： パナマ環境庁（ANAM）、科学・先端技術サービス調査機関（INDICASAT）、パ 

ナマ大学、スミソニアン熱帯研究機関、国連開発計画（UNDP）、エーザイ・イ 

ンク（エーザイ株式会社の米国子会社）等  

事業内容： ガン等に対して治療効果のある化合物の発見、有効な化合物の発見と生物多様性の 

持続可能な利用を推進する技術の移転、国立公園とパナマ国民との利益配分、ABS国内 

制度の構築  

事業期間： 3年間  

事業予定額：4,422,000米ドル（うちNPIFより1,000,000米ドル）  

２．参考資料  

GEFプレスリリース（http://www.thegef.org/gef/node/5383）  

（参考：名古屋議定書実施基金）  

 我が国は、COP10議長国として、遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABS）に関する途上国の能力構 

築を支援するための10億円の資金拠出を表明し、名古屋議定書の早期発効及び効果的な実施のために 

GEFに設置された「名古屋議定書実施基金」に平成23年4月27日に拠出いたしました。  

 当基金は、地球環境ファシリティ（GEF）の運営の下、ABS国内制度の構築、遺伝資源の保全及び持 

続可能な利用における民間セクターの参加を推進する国及び地域レベルのプロジェクトの実施等を 

支援するもので、申請されたプロジェクトはGEFの審査プロセスに従って審査されます。  

 

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=14683 

 

 

＊平成２３年度第６回生物多様性影響評価検討会総合検討会の開催及び傍聴について 

 「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 

基づき、遺伝子組換え農作物の第一種使用等について学識経験者から意見を聴取するため、標記総合検 

討会を以下のとおり開催します。  

１ 日時 平成２４年１月２４日（火）１３：３０～  

（検討会は、議事が終わり次第終了）  

２ 場所 農林水産省  農林水産技術会議委員室（本館南側６階, ドアNo.678）  

東京都 千代田区 霞が関 1 丁目2 番1 号  

３ 議題  

（１）第一種使用規程の承認に係る申請書等の検討について  

http://www.thegef.org/gef/node/5383


（検討予定案件）  

[1] 隔離ほ場での栽培についての検討  

(1)除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ダイズ  

(改変aad-12, pat, Glycine max (L.) Merr.)(DAS68416, OECD UI: DAS-68416-4)  

(2)除草剤アリルオキシアルカノエート系及びグルホシネート耐性ワタ  

(改変aad-12, pat, Gossypium hirsutum L.)(DAS1910, OECD UI: DAS-8191φ-7)  

[2] 食用又は飼料用のための使用等についての検討  

(3)チョウ目及びコウチュウ目害虫抵抗性並びに除草剤グルホシネート及びグリホ サート耐 

性トウモロコシ (改変cry1F, pat, cry34Ab1, cry35Ab1, cry1Ab, 改変cp4 epsps, 改変 

cry3Aa2, Zea mays subsp. mays (L.) Iltis) (1507×59122×MON810×NK603×MIR604, OECD  

UI:DAS-φ15φ7-1×DAS-59122-7×MON-φφ81φ-6×MON-φφ6φ3-6×SYN-IR6φ4-5) (B.t.  

Cry1F maize line 1507、B.t. Cry34/35Ab1 Event DAS-59122-7、MON810、NK603及びMIR604 

それぞれへの導入遺伝子の組合せを有するものであって当該トウモロコシから分離した後代 

系統のもの（既に第一種使用規程の承認を受けたものを除く。）を含む。)  

（２）その他  

４ 公開（傍聴）  

（１）傍聴可能人数 １０名程度（希望者多数の場合は抽選を実施）  

（２）申込要領  

・はがき、封書、ＦＡＸ又はインターネットにてお申し込みください。（別紙を御参照くださ 

い。また、電話でのお申し込みは御遠慮ください。）  

・申込締切日は平成２３年１月２２日（日）（必着）です。  

・申込者多数の場合は抽選を行います。傍聴することが可能な方には、１月２３日（月）中に 

御連絡致します。  

・傍聴に当たっては、別紙の「傍聴される方の留意事項」を遵守願います。  

（３）その他  

・報道関係者の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  

直通：０３－５５２１－８３４４  

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=14692 

 

 

☆食品リサイクル関係  

＊「第6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、1月20日（金曜日） 

にスタンダード会議室301新橋Museumにて開催いたします。この会議は公開です。ただし、カメラ撮影は 

会議冒頭のみとします。 

傍聴等を希望される方は、傍聴申込要領によりお申込みください。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24年1月20日（金曜日） 10時00分～12時00分 

会場：スタンダード会議室301新橋Museum 5階A会議室 

所在地：東京都 港区 新橋3-1-9 301新橋ビル5階（別添参照） 

3.予定議事 

ワーキンググループ取りまとめ報告素案について 

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24年1月20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項をお書きください。  

2.申込締切日は、平成24年1月18日（水曜日）12時00分必着 

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


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24年1月18日（水曜日）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項 

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

あります。 

(1)事務局の指定した場所以外の場所に立ち入らないこと。 

(2)携帯電話等の電源は必ず切って傍聴すること。 

(3)傍聴中は静粛を旨とし、以下の行為を慎むこと。 

・委員及び意見公述人の発言に対する賛否の表明又は拍手  

・傍聴中の入退席（ただし、やむを得ない場合を除く。）  

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

・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。 

＜添付資料＞（添付ファイルは別ウィンドウで開きます。） 

・会場案内図（PDF：498KB）  

 

担当者：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室食品リサイクル班 伴辺、二 

瓶 

詳しくは↓ 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/recycle/120116.html 

 

 

☆廃棄物処理・静脈産業関係  

＊平成２３年度「静脈産業海外展開促進フォーラム」分科会（第2回）の開催について 

 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実現するとともに、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」を実施しています。 

 この事業の一環として、我が国静脈産業の海外展開について、情報共有・意見交換を行うことを目的 

として、事業者、地方公共団体、関係団体、有識者等を会員とする「静脈産業海外展開促進フォーラム 

（以下、フォーラム）」を昨年8月に設立したところであり、今般、その分科会（第2回）を開催します。  

１．日時 平成24年1月31日(火) 14:00～17:15  

２．場所 京王プラザホテル（南館4階 扇）  

      （東京都新宿区西新宿2-2-1）http://www.keioplaza.co.jp/index.html  

３．テーマ 

http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/recycle/pdf/120116-01.pdf
http://www.keioplaza.co.jp/index.html


「アジアにおける廃棄物処理の動向と日本の静脈産業への期待について」 

４．主催 環境省 

５．対象者 

事業者（廃棄物処理・リサイクル事業者、処理装置メーカー、商社、コンサルティング会社等） 

地方公共団体（エコタウン事業、海外展開促進を行う自治体） 

廃棄物・リサイクル関連団体 

有識者 等 

６．プログラム（敬称略） 

※各講演は英語で実施予定。同時通訳（英／日）あり。  

14:00 開会  

14:00-14:05 環境省挨拶  

14:05-14:35 マレーシアにおける廃棄物処理制度の改正と日本の静脈産業への期待  

         Dr. Nadzri Yahaya  

         Director General, Department of National Solid Waste Management,  

         Ministry of Housing and Local Government  

         （マレーシア住宅地方自治省廃棄物管理局長）  

14:35-14:45 質疑応答  

14:45-15:05 中国におけるごみ焼却施設建設の動向  

        上海康恒環境工程有限公司 代表  龍 吉生氏  

15:05-15:10 質疑応答  

15:10-15:25 休憩  

15:25-16:05 アジアの都市の廃棄物処理の動向と日本の静脈産業への期待  

          ・バンコク（タイ）  

          ・ハノイ（ベトナム）  

          ・パダン（インドネシア）  

          ・デリー（インド）  

16:05-16:15 質疑応答  

16:15-17:15 アジアの各都市との情報交換会（参加者間の情報交換・交流）  

17:15 閉会  

※プログラム内容は都合により変更される場合があります。  

 

７．参加費 無料 

８．フォーラム分科会（第2回）への参加について 

 フォーラムへの参加を希望される方は、1月27日（金）17:00（必着）までに財団法人日本環境 

衛生センターのホームページ（http://www.jesc.or.jp/）よりアクセスの上、参加登録を行って 

ください。 

 参加可能な人数は、200名程度を予定しています。フォーラム会員の方を優先的に登録させてい 

ただきます。 

定員に達した場合は御参加をお断りする場合もありますので、予めご了承下さい。 

（フォーラムへの入会をご希望される方は、（http://www.jesc.or.jp/）よりアクセスの上、入 

http://www.jesc.or.jp/
http://www.jesc.or.jp/


会申し込みを行ってください。） 

 なお、登録は１社につき２名までとさせていただきますので、ご承知おき下さい。  

※参加申込締め切り: 平成24年1月27日（金）17：00 

※申込み及び問い合わせ先 

  静脈産業海外展開促進フォーラム事務局 

  財団法人日本環境衛生センター 

  担当： 研修広報部企画広報課 橋本、長谷川、古澤、村岡 

  電子メール： jyomyaku@jesc.or.jp 

  電話： 044-288-5095 

９．取材について 

 御希望の方は平成24年1月27日（金）17時までに、「御社名、媒体名（テレビ、新聞等）、撮影 

の有無、取材代表者名、取材者合計人数、御連絡先（ＴＥＬ、携帯電話、ＦＡＸ、電子メール）」 

を明記の上、電子メールにより、上記の申込み及び問合せ先（電子メール：jyomyaku@jesc.or.jp） 

までお申し込みをお願いいたします。 

なお、会場の都合上、お申し込みのない場合は、取材をお断りさせていただく場合がございます 

ので御注意ください。  

 

担当者：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室 中尾、木村、築地、大嶋 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14675 

 

 

☆環境保全功労者表彰関係  

＊平成２３年度環境保全功労者等の表彰について 

 環境保全、地域環境保全及び地域環境美化に関し、顕著な功績があった者（団体）に対して、その功 

績をたたえるため、毎年度、環境大臣による表彰を行っています。 

また、本年度は新たに環境対策に係る模範的取組表彰を併せて行います。概要は下記のとおりです。  

１ 日時   平成２４年１月１８日（水） １０：３０～１２：３０  

２ 場所   グランドアーク半蔵門（東京都千代田区隼町１－１）  

３ 環境大臣賞受賞者   １０６件（３９名、６７団体）  

（別紙のとおり）  

内 訳  

[1] 「環境保全功労者表彰」            ５件（ ４名、 １団体）  

 （環境保全の推進のため、多年にわたり、顕著な功績のあった者・団体）  

[2] 「地域環境保全功労者表彰」         ４３件（１８名、２５団体）  

 （地域環境保全の推進のため、多年にわたり、顕著な功績のあった者・団体）  

[3] 「地域環境美化功績者表彰」         ５４件（１５名、３９団体）  

 （地域環境の美化のため、多年にわたり、顕著な功績のあった者・団体）  

[4] 「環境対策に係る模範的取組表彰」      ４件（ ２名、 ２団体）  

 （産業活動における公害防止に資する模範的取組として、顕著な功績のあった者・団体）  

mailto:jyomyaku@jesc.or.jp
mailto:jyomyaku@jesc.or.jp


 

担当者：環境省大臣官房総務課（内訳[1][2][3]）  田中、吉川、鈴木 

         水・大気環境局総務課（内訳[4]）  粕谷、松本、鈴木 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14677 

 

 

☆再生可能エネルギー関係  

＊平成２３年度再生可能エネルギー事業のための緊急検討委託業務の採択案件につい 

て 

 環境省では、東日本大震災の被災地において再生可能エネルギーの導入を加速し、地球温暖化対策に 

配慮した復興の実現に資することを目的として、平成２３年度第三次補正予算により、再生可能エネル 

ギー事業計画の策定のための各種調査・検討等を実施することとしています。 

 この度、応募のあった４４件について審査を行った結果、８件を採択することとしましたのでお知ら 

せします。  

１．事業の概要と目的  

 再生可能エネルギーの導入は、電力供給量の確保とともに、温室効果ガス排出量の削減及び東 

日本大震災の被災地における地域経済の活性化を同時に実現可能な施策として期待されています。 

被災地の復興の一環として、スピード感を持って再生可能エネルギーの導入を進めることが重要 

ですが、事業の実施に当たっては、民間事業者のみでは解決に時間と費用を要する課題が多く存 

在しています。 

 このため、環境省では、被災地において再生可能エネルギーの導入を加速し、地球温暖化対策 

に配慮した復興の実現に資することを目的として、平成２３年度第三次補正予算により、再生可 

能エネルギー事業計画の策定のための各種調査・検討等の実施を支援します。  

２．審査方法  

平成２３年１１月１１日から１２月９日までの公募期間に応募のあった４４件の提案について審 

査を行った結果、８件を採択することとしました。  

３．採択提案者一覧（別添参照）  

 

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=14676 

 

 

☆地球温暖化関係  

＊平成２４年度地球温暖化対策技術開発・実証研究事業（競争的資金）の公募について 

 環境省は、早期に実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 

び実証研究について、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課題を、委託又は補助により実施することとしています。 

 このたび、平成２４年度開始課題の公募を開始することとしましたので、お知らせします。 



なお、本事業の実施については平成２４年度予算の成立を前提にしております。  

１．事業の概要  

 地球温暖化対策技術の研究開発・実用化は、温室効果ガスの削減目標と再生可能エネルギー供 

給目標を達成し、経済と環境との両立により国際競争力を維持・向上させるとともに雇用を創出 

する新産業として育成を図る上で不可欠です。 

 地球温暖化対策技術開発・実証研究事業は、技術開発の成果を社会実装する実証研究、自立・ 

分散型エネルギーシステムを確立するための技術実証研究、他の環境問題との間のトレードオフ 

を解消する技術開発、その他早期に実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抑 

制技術のうち現状の取組が不足している開発等を通じて、地球温暖化対策を推進することを目的 

とした技術開発・実証研究資金です。  

２．公募実施期間  

平成２４年１月１３日（金）１７時～平成２４年２月１３日（月）１７時  

３．予算及び実施期間  

予算は１課題・単年度当たり３千万円～５億円程度（補助金の場合は交付額として）、実施期間 

は原則３年間以内とします。  

４．応募方法  

 本事業へ応募される場合には、環境省ホームページ内の「お知らせ」の「公募」のページから 

応募様式等をダウンロードし、公募要領・作成要領にしたがって必要事項を記載の上、所定の方 

法で提出してください。  

 【公募のページ】http://www.env.go.jp/guide/kobo.html  

 

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=14679 

 

 

＊オフセット・クレジット(J-VER)制度における対象プロジェクト種類の追加について 

・ 環境省では、平成20年11月に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として認証するオフセッ 

ト・クレジット（J-VER）制度を創設しました。 

・ J-VER制度の対象となるプロジェクト種類を拡充するため、特に市場ニーズの高い温室効果ガス排出 

削減プロジェクトのアイデア等について、オフセット・クレジット（J-VER）運営委員会及び運営委員 

会の下に設置された技術小委員会において方法論（案）を検討してまいりました。 

・ 今般、これらの検討を踏まえて、新たに3種類のプロジェクト種類を本制度に位置づけたのでお知ら 

せします。 

 ※自らの温室効果ガス排出量のうち削減困難な部分を、他の場所で実現された排出削減・吸収量をも 

って埋め合わせる活動。  

１．オフセット・クレジット（J-VER）制度について  

 オフセット・クレジット（J-VER）制度は、国内のプロジェクトにより実現した温室効果ガス排 

出削減・吸収量をカーボン・オフセットに用いられるクレジットとして認証する制度です。 

http://www.env.go.jp/guide/kobo.html


 本制度においては、プロジェクト登録のための適格性基準や、排出削減・吸収量の算定・モニ 

タリングの方法を定めた「方法論」を作成しています。  

２．今般追加されたプロジェクト種類の方法論の概要（資料1～資料3）  

資料1 E027 魚油由来バイオマスによる化石燃料代替  

資料2 E028 カーナビゲーションシステムを利用したエコドライブ支援システムによるCO2排出 

削減  

資料3 I001 液晶製造工程におけるSF6からCOF2への使用ガス代替  

これまで、本制度の対象プロジェクトとして31種類が公表されていました。今般、新たに3種類の 

プロジェクトを承認し、本制度の対象プロジェクトは合計34種類となりました。  

なお、最新のその方法論は、事務局のHP（http://www.4cj.org/jver/index.html）に掲載いたし 

ます。  

３．検討経過等  

 新たに制度の対象とした3つのプロジェクト種類の方法論は、平成23年10月25日に開催された技 

術小委員会での審議、同年11月14日から11月28日に実施されたパブリックコメントを経て、同年 

12月26日に開催された技術小委員会において正式に採択されたされたため、今般、これらの方法 

論を公表するものです。  

 なお、オフセット・クレジット（J-VER）運営委員会及び技術小委員会の委員名簿は、以下のと 

おりです。  

 

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=14681 

 

 

＊オフセット・クレジット(J-VER)制度における対象プロジェクト種類の追加に係る意 

見募集について 

・ 環境省では、平成20年11月に、国内のプロジェクトにより実現された温室効果ガス排出削減・吸収 

量をカーボン・オフセットに用いられるクレジットとして認証するオフセット・クレジット（J-VER） 

制度を創設しました。 

・ J-VER制度の対象となるプロジェクト種類を拡充するため、特に市場ニーズの高い温室効果ガス排出 

削減プロジェクトのアイデアについて、平成23年12月26日にオフセット・クレジット（J-VER）運営委 

員会の下に設置された技術小委員会（非公開）で審議を行い、 5種類の方法論（案）を作成しました。 

・ 今般、本プロジェクト種類の認証基準（案）について、国民の皆様から広く御意見を募集するため、 

本年1月13日（金）から1月27日（金）までの間、意見の募集（パブリックコメント）を行います。  

１．意見募集の対象（別添）  

資料1 硝化抑制剤入り化学肥料の投入による茶園土壌からのN2O排出抑制(案)  

資料2 海上コンテナの国内トラック輸送効率化(案)  

資料3 下水汚泥脱水機の更新(案)  

資料4 温室効果ガス不使用絶縁開閉装置等の導入(案)  

資料5 廃油等由来の再生燃料油の製造・利用(案)  

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


２．意見募集要領  

（１）意見募集期間  

平成24年1月13日（金）～平成24年1月27日（金）（12:00締切）  

※郵送の場合は、平成24年1月26日（木）必着  

（２）意見提出方法  

 次の意見提出様式にならい、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法で（３）の意 

見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しかねますので、あらかじめ御了承ください。  

（注意事項）  

・ 御提出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項 

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。  

・ 頂いた御意見に対し、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。  

＜意見提出様式＞ 

宛先：環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室  

件名：オフセット・クレジット(J-VER)制度における対象プロジェクト種類の追加に対する意見  

住所：  

氏名（会社名／部署名／担当者名）：  

職業：  

電話番号：  

ファクシミ電子メールアドレス：電話番号：  

意見内容：（対象資料番号及び該当箇所を明記の上、できるだけ簡潔に御記載ください。）  

（３）意見提出先  

 [1] 郵送の場合 〒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市場メカニズム室宛  

 [2] ファクシミリの場合 03-3580-1382  

 [3] 電子メールの場合 carbon-offset@env.go.jp  

（郵送の場合は封筒の表面に、ファクシミリ又は電子メールの場合は件名に、 

「オフセット・クレジット(J-VER)制度における対象プロジェクト種類の追加に対する意見」と 

記載してください。）  

３．資料の入手方法  

資料は、以下により入手可能です。  

（１）電子政府の総合窓口（ http://www.e-gov.go.jp/ ）のパブリックコメントのページを参照 

（1月13日以降）  

（２）環境省ホームページのパブリックコメント欄（http://www.env.go.jp/info/iken.html）を 

参照(1月13日以降）  

（３）環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室において配布  

４．意見への回答  

頂いた意見・質問への回答及び対応は、技術小委員会で報告・審議され、下記のJ-VER制度事務局 

（気候変動対策認証センター）のホームページに公表されます。  

・気候変動対策認証センター(CCCCJ) http://www.4cj.org/jver/scheme.html  

mailto:carbon-offset@env.go.jp
http://www.e-gov.go.jp/
http://www.env.go.jp/info/iken.html
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=14682 

 

 

＊第2回カーボン・ニュートラル認証制度運営委員会の開催について 

 市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの排出量を認識し、主体的にこれを削 

減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について他の場所で実現した温室効果ガスの排 

出削減・吸収量で埋め合わせる「カーボン・オフセット」は、温室効果ガスの削減に向けた取組として、 

国内外で注目されており、その件数は年々増加しています。 

 海外でも、従来の取組を更に進め、排出量の全量をオフセットする「カーボン・ニュートラル」が注 

目されるなど、新しい動きも見られております。 

 「カーボン・ニュートラル」に関する国内での検討については、平成23年4月より開催された「カーボ 

ン・ニュートラル等によるオフセット活性化検討会」の中で議論が行われ、今般、「カーボン・ニュー 

トラル認証基準」が公表されたところです。 

 この認証基準に基づき、環境省ではカーボン・ニュートラル認証制度を創設しました。 

今般、第2回カーボン・ニュートラル認証制度運営委員会を下記のとおり開催します。なお、会議は公開 

で行います。  

１．日時 平成24年1月23日（月） 13:00～14:30  

２．場所 アルカディア市ヶ谷 4F 鳳凰 http://www.arcadia-jp.org/access.htm  

東京都千代田区九段北4-2-25  

TEL：03-3261-9921  

（東京メトロ：有楽町線・南北線「市ヶ谷駅」1又はA1出口  

都営：新宿線「市ヶ谷駅」A1又はA4出口、JR：総武線「市ヶ谷駅」）  

３．議題：  

（１）はじめに  

（２）本制度の状況に関する報告  

（３）制度基本文書の改訂に関する審議  

（４）その他  

４．委員会委員 (五十音順。敬称略)  

麹谷 和也   グリーン購入ネットワーク 専務理事・事務局長  

佐藤 雄也   中央大学大学院 公共政策研究科・理工学部 教授 （委員長）  

篠崎 良夫   カーボン・オフセット推進ネットワーク カーボン・オフセット推進委員長  

菅 美千世   社団法人全国消費者生活相談員協会 常任理事  

永田 有吾   東京青山・青木・狛法律事務所  

 ベーカー＆マッケンジー外国法事務弁護士事務所 辯護士  

二宮 康司   財団法人地球環境戦略研究機関 市場メカニズムグループ ディレクター  

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

 ディレクター／公認会計士  

http://www.arcadia-jp.org/access.htm


藤倉 まなみ  桜美林大学 リベラルアーツ学群 教授  

５．傍聴について  

 会議は公開で行います。傍聴を御希望の方は、 件名に「第2回カーボン・ニュートラル認証 

制度運営委員会傍聴希望」と記入し、 本文に[1]住所、[2]氏名・ふりがな、[3]所属（勤務先 

等）、[4]勤務先最寄り駅、[5]電話番号、 [6]傍聴券の送付先（電子メールアドレス又はFAX番 

号）を明記の上、平成23年1月20日(金)12時までに以下の連絡先に電子メール又はFAXのいずれ 

かにてお申し込み下さい。  

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

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

に記載の上、受付にお渡し下さい。） 

なお、傍聴希望は先着順とさせていただきます。会場席数の都合により定員に達し傍聴いただ 

けない方には、その旨の連絡をいたします。  

６．取材について  

 マスコミ関係の方は、取材登録をお願いします。取材を希望される方は、 件名に「第2回カ 

ーボン・ニュートラル認証制度運営委員会取材希望」と記入し、 本文に[1]氏名・ふりがな、 

[2]所属（勤務先等）、[3]勤務先最寄駅、[4]電話番号、[5]カメラ撮りの有無、[6]取材券の送 

付先（電子メールアドレス又はFAX番号)を明記の上、平成23年1月20日（金）12時までに以下の 

連絡先に電子メール又はFAXのいずれかにてお申し込みください。  

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

意ください。 

カメラ撮りは会議の冒頭のみとします。当日は腕章の着用をお願いいたします。  

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

でお越しください。 

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

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

勤務先最寄り駅の登録にご協力お願いします。  

 

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

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14686 

 

 

＊平成23年度温室効果ガス排出量算定方法検討会（第1回）の開催について 

温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）等に関する検討を行うため、平成23年度温室効果ガス排 

出量算定方法検討会を開催します。  

              記  

（１） 日時：平成24年１月25日（水）10:00～12:00   

（２） 場所：経済産業省別館827号会議室（８階）  

（３）議題：（１）平成23年度温室効果ガス排出量算定方法検討会について  

（２）2006年IPCCガイドラインの概要及び次期国際枠組におけるインベントリ作成につ 



いて  

（３）2012年に提出するインベントリ（2010年度分）の算定方法等について  

（４）インベントリ品質保証ワーキンググループについて  

（５）その他  

（４）傍聴：本検討会は公開となります。  

 傍聴をご希望の方は、「平成23年度温室効果ガス排出量算定方法検討会（第1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又は 

FAX番号）を記入し、 １月20日(金)正午必着で、E-mail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通とさせていただきます。  

 傍聴可能人数は30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いたし 

ます。 

傍聴可能な方には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。 

傍聴いただけない場合には、前日までにその旨ご連絡致します。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、別途下記申込先担当者まで 

ご連絡ください。  

 

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 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14687 

 

 

☆放射性物質モニタリング関係  

＊群馬県内の公共用水域における放射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）の放射性物質モニタリングを実施しているところ 

です。 

 今般、群馬県内の公共用水域における放射性物質モニタリングの11月23日～12月16日採取分について、 

測定結果(速報)を取りまとめましたので公表します。  

※福島県（9月15日～10月14日採取分：11月15日公表）、茨城県（8月30日～10月8日採取分：12月2日公 

表）、宮城県（10月3日～11月7日採取分：12月16日公表）、栃木県（10月5日～24日採取分：12月16日 

公表）、山形県（10月24日～10月27日採取分：12月22日公表）、千葉県（10月31日～11月4日採取分： 

12月22日公表）については公表済み。  

１．調査概要  

(1)調査地点 群馬県内の公共用水域における環境基準点等69地点（河川：50地点、湖沼・水源地： 

19地点）  

(2)調査内容  

・水質及び底質の放射性物質濃度（放射性ヨウ素（ヨウ素131）、放射性セシウム（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）の土壌の放射性物質の濃度及び空間線量 



率の測定  

２．結果概要  

(1)水質（検出下限値：1Bq/L）  

・放射性ヨウ素（ヨウ素131） 全地点において不検出  

・放射性セシウム（セシウム134、セシウム137） 全地点において不検出  

※「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）  

放射性ヨウ素（ヨウ素131）：300Bq/kg以上  

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

(2)底質  

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

・放射性セシウム  

（河川）  

セシウム134： 不検出 ～ 160Bq/ kg(乾泥)（検出下限値：10Bq/ kg(乾泥)）  

セシウム137： 不検出 ～ 220Bq/ kg(乾泥)（検出下限値：10Bq/ kg(乾泥)）  

（湖沼・水源地）  

セシウム134： 不検出 ～ 2,000Bq/ kg(乾泥) （検出下限値：11～41Bq/ kg(乾泥)）  

セシウム137： 不検出 ～ 2,600Bq/ kg(乾泥) （検出下限値：21～68Bq/ kg(乾泥)）  

(3)周辺環境  

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

・放射性セシウム  

（河川）  

セシウム134：  8 ～ 1,600Bq/ kg(乾)  

セシウム137： 22 ～ 2,100Bq/ kg(乾)  

（湖沼・水源地）  

セシウム134： 40 ～ 3,100Bq/ kg(乾)  

セシウム137： 55 ～ 4,000Bq/ kg(乾)  

・空間線量  

（河川）        0.06 ～ 0.43μSv/h  

（湖沼・水源地）  0.06 ～ 0.37μSv/h  

（詳細別紙）  

（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、底質等の放射性 

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=14680 

 

 

☆省エネ関係  

＊省エネ・照明デザインフォーラム２０１１～省エネ照明から考える魅力的な空間づく 

り～の開催について 

 環境省では、ＣＯ２排出量が１９９０年比で約４割増加している商業施設やオフィス等の業務部門の 

うち、その約２割を占める照明について、省エネ対策をより一層推進するため、店舗・商業施設の事業 

者や施設の設計者を対象に、省エネ型の照明導入を促進することを目的としたフォーラムを開催します。 

 同フォーラムでは、基調講演・パネルディスカッションを通じて、省エネ型の照明と未来の照明デザ 

インなどをテーマに有識者の方々から提言をいただきます。 

 さらに、昨年１１月から公募してきた「省エネ・照明デザインアワード２０１１」のグランプリ及び 

優秀事例の発表・表彰を行います。 

また同会場では、社団法人日本照明器具工業会の協力を得て、同会会員企業８社による最新の省エネ型 

の照明の実物展示を行います。 

 なお、上記開催概要の詳細は、ホームページ（http://shoene-shomei2011.jp/）にて紹介しています。  

■フォーラム開催概要  

【名称】 省エネ・照明デザインフォーラム２０１１～省エネ照明から考える魅力的な空間づくり～  

【日時】 平成２４年２月６日（月）１３：００～１５：４５(開場 １２：３０)  

【会場】 日経ホール＜定員６００名＞〔東京都千代田区大手町１－３－７〕  

【プログラム】  

１２：３０～１３：００ 開場  

１３：００～１３：０５ 開会挨拶（環境省代表者）  

１３：０５～１３：２５ 優秀事例発表  

１３：２５～１３：３５ グランプリ発表  

１３：３５～１４：１０ 基調講演「省エネ・照明デザインのあり方－東日本大震災を踏まえて」  

石井幹子氏(石井幹子デザイン事務所代表／照明デザイナー)  

１４：１０～１４：３０ 休憩  

１４：３０～１５：４５ パネルディスカッション  

テーマ[1]「環境に配慮した照明空間の提案」  

グランプリ受賞施設のデザイン性や省エネに配慮した照明空間の設計手法を解説。  

テーマ[2]「社会が求めるこれからの省エネ・照明デザインとは」  

東日本大震災により、我が国の経済社会は大きな影響を受けました。 

これにより、照明を取り巻く環境はどのように変化し、どのような要素が求められるよう

になったのでしょうか。 

省エネ・照明デザインの「これからのあり方」を提言します。  

＜パネラー>（五十音順）  

・石井幹子氏（石井幹子デザイン事務所代表／照明デザイナー）  

・大谷義彦氏（元日本大学教授／工学博士)  

・川上元美氏（カワカミデザインルーム代表／デザイナー）  

http://shoene-shomei2011.jp/


・武内徹二氏（日本電球工業会専務理事／工学博士）   

＜モデレーター＞  

・山倉礼士氏（月刊商店建築 編集長）  

【入場料】 無料（事前登録制）  

申込みフォーム（https://shoene-shomei2011.jp/forum-submit.php）からお申し込みい 

ただけます。  

または、チラシ（http://shoene-shomei2011.jp/forum-submit.pdf）をダウンロードし必 

要事項を記載の上、Fax（03・6420・2192）にてお申し込み下さい。  

【取材】 

取材を希望される方は、メール又は取材申込書（別紙１）にてお申し込みください。メールで 

のお申し込みの場合には、下記アドレスに、[1]貴紙・誌・番組名、[2]貴社名、[3]部署名、[4] 

取材代表者名、[5]人数及びカメラの有無、[6]電話番号(できましたら、当日連絡可能な携帯番 

号)を記載の上送付願います。  

※メールアドレス：info@shoene-shomei2011.jp  

【主催】 環境省  

【協力】 光文化フォーラム、社団法人日本照明器具工業会  

 

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、藤原 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14689 

 

 

☆中央環境審議会関係  

＊瀬戸内海における今後の目指すべき将来像と環境保全・再生の在り方に関する意見の 

募集と現地ヒアリングの開催について 

 中央環境審議会瀬戸内海部会企画専門委員会では、環境大臣からの諮問「瀬戸内海における今後の目 

指すべき将来像と環境保全・再生の在り方について」に関する調査に際し、国民各界各層の意見を調査 

に反映することが必要との判断から、諮問に関する意見を募集するとともに、瀬戸内海の現地において 

地元関係者へのヒアリングを実施します。  

１．諮問に関する意見募集等の背景  

 瀬戸内海が、我が国のみならず世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として、また、 

国民にとって貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民が等しく享受し、後代に引き継いで 

いくため、瀬戸内海の環境の保全・再生に関し、従来の施策に加え、新たな課題や時代の変化へ 

の対応が必要との認識から、平成23年７月20日に環境大臣から中央環境審議会会長に対し、「瀬 

戸内海における今後の目指すべき将来像と環境保全・再生の在り方について」諮問が行われまし 

た。  

 これを受け、諮問について中央環境審議会から瀬戸内海部会に付議され、平成23年7月22日に開 

催されました瀬戸内海部会（第10回）において、同部会のもとに諮問に関する調査を行うための 

企画専門委員会を設け、調査を開始しているところです。  

 企画専門委員会では、瀬戸内海に対して有している国民の意見を広く伺い、今後の調査に反映 

https://shoene-shomei2011.jp/forum-submit.php
http://shoene-shomei2011.jp/forum-submit.pdf
mailto:info@shoene-shomei2011.jp


することが必要との認識から、以下のとおり「意見募集」と「現地ヒアリング」を行うこととな 

りました。  

２．意見募集について  

瀬戸内海における今後の目指すべき将来像や環境保全・再生の在り方に関して御意見を募集しま 

す。  

（１）意見の提出方法  

 意見提出様式により、電子メール・郵送・ファクシミリのいずれかの方法で、（３）の意見 

送付先まで御提出ください。  

 意見の提出方法の詳細については、添付資料「瀬戸内海における今後の目指すべき将来像と 

環境保全・再生の在り方に関する意見の募集について」の別紙 意見募集要領を御参照くださ 

い。  

（２）意見募集期間  

平成24年１月16日（月）から２月29日（水）17時まで  

（郵送の場合は、平成24年２月29日（水）必着）  

（３）意見送付先  

中央環境審議会瀬戸内海部会企画専門委員会事務局  

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖性海域対策室  

担当：橋本、生川、千野  

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２  

TEL：03－5521－8320  

FAX：03－3501－2717  

E-mail：mizu-hesasei@env.go.jp  

３．現地ヒアリングの開催について  

 現地ヒアリングは、中央環境審議会瀬戸内海部会企画専門委員会委員が、本諮問に関して、瀬 

戸内海の現場に近い関係者の方々（自治体、事業者、漁業関係者、NPO、学識経験者等）から意見 

を伺うため、瀬戸内海沿岸の３か所において現地ヒアリングを公開で開催します。また、時間の 

範囲内で傍聴されている方からの御意見も伺う予定です。  

（１）開催日程  

・瀬戸内海 西部（第１回）  

主な対象：響灘、周防灘、伊予灘、豊後水道  

（関係県：山口県、愛媛県、福岡県、大分県）  

日時 : 平成24年２月13日（月）13：30～16：30  

場所 : 西日本総合展示場新館ＡＩＭビル３階314・315会議室  

福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目８－１  

・瀬戸内海 中部（第２回）  

主な対象：広島湾、安芸灘、燧灘、備後灘、備讃瀬戸  

（関係県：岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県）  

日時 : 平成24年２月14日（火）13：30～16：30  

場所 : 高松シンボルタワー展示場(ホール棟１階)  

香川県高松市サンポート２―１  

mailto:mizu-hesasei@env.go.jp


・瀬戸内海 東部（第３回）  

主な対象：播磨灘、大阪湾、紀伊水道  

（関係府県：京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、徳島県、香川県）  

日時 : 平成24年２月23日（木）13：30～16：30  

場所 : 新梅田研修センターＬホール  

大阪府大阪市福島区福島６－22－20  

（２）現地ヒアリングの公開に関する取扱い  

○傍聴希望の方は、以下に示す期日まで（必着）に、電子メール又はファクシミリでお申込みく 

ださい。 

 お申込みの際には、「瀬戸内海部会 企画専門委員会 現地ヒアリング（例：西部）傍聴希望」 

と明記し、住所、氏名、所属（勤務先）、電話番号、傍聴券の送付先（電子メールアドレス又 

はファックス番号）を記入の上、（３）の連絡先までお申込みください。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。電話でのお申込みはお受けできません。  

◇傍聴申込み期限  

・瀬戸内海 西部 ： 平成24年２月３日（金）12時  

・瀬戸内海 中部 ： 平成24年２月３日（金）12時  

・瀬戸内海 東部 ： 平成24年２月13日（月）12時  

○傍聴可能人数は、各地域80名程度を予定しています。傍聴を希望される方が予定人数を超えた 

場合は、抽選といたします。  

○電子メールで申し込まれた場合は返信メールを印刷したものを、ファクシミリで申し込まれた 

場合は（３）の連絡先からの返信をそれぞれ傍聴券といたしますので、傍聴の際に御持参願い 

ます。 

 なお、当日は傍聴の受付に当たり、身分を証明するものを御提示していただく場合がございま 

すので、あらかじめ御了承ください。  

○カメラ撮りを御希望の報道関係者の方は、あらかじめ（３）の連絡先までお申込みください。 

 カメラ撮りについては、ヒアリングの冒頭のみでお願いいたします。  

（３）現地ヒアリング傍聴希望連絡先  

社団法人 瀬戸内海環境保全協会  

（※意見募集の意見提出先とは異なりますので御注意ください）  

担当者： 石川 ishikawa@seto.or.jp  

 藤原 fujiwara@seto.or.jp  

〒651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通１－５－２  

 人と防災未来センター東館 ５階  

TEL ： 078-241-7720  

FAX ： 078-241-7730  

 

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、橋本、生川、千野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14690 
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☆循環型社会関係  

＊「アジア資源循環研究公開シンポジウム～アジアにおける循環型社会構築へ向けた取 

組とグリーン経済～」の開催について 

 環境省は、平成21年度より、「アジア資源循環研究」として、アジアにおける循環型社会構築、３Rの 

推進に向けた政策オプションやその評価についての国際共同研究を実施しております。 

 この度、本研究の実施機関である（財）地球環境戦略研究機関（IGES）と共同で、本研究のこれまで 

の成果をを紹介する公開シンポジウムを平成24年2月10日（金）に開催します。  

 2009年に設立された「アジア３R推進フォーラム」（※１）では、その活動の一つとして、３Rの推 

進の向けた政策研究を国際的協力により、実施することとしています。これを受け、環境省では、平 

成21年度より、国際共同研究「アジア資源循環政策研究」を実施しています。 

 今回の公開シンポジウムでは、本研究に参画したアジアの研究者にもご参加いただき、これまでの 

成果として、アジアでの循環型社会構築へ向けた課題、政策オプションとその評価、アジアでの静脈 

産業の発展の可能性等について報告します。 

また、中国、マレーシア、タイ等からの参加者を交え「アジアでのグリーン経済と循環型社会構築へ 

向けて」をテーマにパネルディスカッションを実施します。  

（※１）アジア３R推進フォーラム  

 我が国の提唱により、アジアでの３Ｒの推進に向けて、各国政府、国際機関、援助機関、研究機関、 

民間セクター等幅広い関係者の協力の基盤となるものとして「アジア3R推進フォーラム」が、 2009 

年11月に東京にて日本国環境省と国連地域開発センター（UNCRD）が共催した設立会合において設立 

された。  

 同フォーラムの活動として、ハイレベルの政策対話の定期的開催、政策研究の国際的協力による実 

施などを行うこととされている。  

１．日時  

平成24年2月10日（金） 14:00～17:20  

２．場所  

航空会館 501／502会議室（東京都港区新橋１丁目１８番１号）  

http://www.kokukaikan.com/  

３．主催  

環境省、（財）地球環境戦略研究機関  

４．プログラム（敬称略）  

14:00 開会  

14:00-14:25 挨拶  

         ・環境省  

         ・（財）地球環境戦略研究機関 持続可能な消費と生産グループディレクター  

            マグナム・ベングソン  

研究概要紹介  

「アジア資源循環研究：アジアでの３R政策実施改善に向けた課題と可能性」  

（財）地球環境戦略研究機関 持続可能な消費と生産グループ副ディレクター  

堀田康彦  

14:25-14:50 基調講演 「発展途上国での３R実施改善へ向けた提言:マレーシアの事例研究」  

http://www.kokukaikan.com/


マレーシア・マラヤ大学 廃棄物管理研究センター所長・教授 P・アガムト

ゥ  

14:50-15:10 講演 「アジアでの３R技術の移転と３R産業育成」  

アジア工科大学教授 C・ヴィスバナサン  

15:10-15:30 講演 「中国の循環経済政策と取組の拡大」  

中国科学院 応用生態研究所教授 耿湧  

15:30-15:50 講演 「国際的な循環型社会構築へ向けた取組」  

環境省 廃棄物・リサイクル対策部 循環型社会推進室室長補佐 木村正伸  

15:50-16:00 休憩  

16:00-17:15  パネルディスカッション 「アジアでのグリーン経済と循環型社会構築へ向けて」  

＜司会＞  

（財）地球環境戦略研究機関 持続可能な消費と生産グループ副ディレクタ 

ー 堀田康彦  

＜パネリスト＞  

・中国科学院（中国）応用生態研究所教授 耿湧  

・マラヤ大学（マレーシア）廃棄物管理研究センター所長 P・アガム  

・アジア経済研究所（日本）新領域研究センター 環境・資源研究グループ 

長 小島道一  

・アジア工科大学（タイ）環境資源開発学部教授 C・ヴィスバナサン  

・（財）地球環境戦略研究機関 持続可能な消費と生産グループ研究員 ジ 

ャンヤ・サンアルン  

17:15 閉会  

※プログラム内容は都合により変更される場合があります。  

５．参加費 無料  

６．言語 日英同時通訳  

７．申し込み方法  

下記ウェブサイトを御確認の上、サイト上の申し込みフォームからお申し込み下さい。  

http://www.iges.or.jp/jp/wmr/activity20120210.html  

※申し込み締め切り 平成24年１月31日（火）  

※お問合せ先  

GES持続可能な消費と生産グループ  

〒240-0115 神奈川県三浦郡葉山町上山口2108-11  

TEL: 046-855-3840 FAX: 046-855-3809  

E-mail:scp-sympo@iges.or.jp  

 

担当：環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社会推進室 中尾、木村、築地、大嶋  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14691 
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☆閉鎖性海域水環境改善技術関係  

＊平成24年度 環境技術実証事業 閉鎖性海域における水環境改善技術分野 実証対象技 

術への選定希望技術の募集について 

 環境技術実証事業 閉鎖性海域における水環境改善技術分野の実証運営機関である一般財団法人みな 

と総合研究財団では、環境技術実証事業閉鎖性海域における水環境改善技術分野の平成24年度実証事業 

の実施に当たり、平成24年1月16日(月)から２月１日(水)まで、実証対象技術への選定を希望する技術を 

募集します。  

１．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、環境技術実証の手法・体制の確立を図るとともに、環 

境技術の普及を促進し、環境保全と環境産業の発展を促進することを目的としています。  

 今般の技術募集は、環境技術実証事業の対象分野のうち、閉鎖性海域における水環境改善技術 

分野について、実証対象技術への選定を希望する技術開発者等から選定希望技術を募集し、その 

結果を実証機関公募時に提示することにより、本分野の技術実証をより一層推進することを目的 

として実施するものです。  

２．応募資格者  

 閉鎖性海域における水環境改善技術分野において、平成24年度に技術実証を希望する企業、団 

体等  

３．応募方法  

・別添１に示す様式に必要事項を御記入のうえ、技術の紹介用パンフレット等の参考資料ととも 

に、受付期間内に６．応募先まで、電子メール又は郵送により提出してください。  

・電子メールで提出する際は、件名を「閉鎖性海域における水環境改善技術分野 平成24年度実 

証対象技術への選定希望（会社名）」としてください。なお、実証運営機関が受信可能な電子メ 

ールの容量は、２ＭＢまでです。  

・郵送する場合は書留郵便等の配達の記録が残る方法により行ってください。  

４．募集期間  

平成24年１月16日(月)から2月１日(水) 17時まで  

（郵送の場合は2月１日（水）必着）  

５．その他留意事項等  

・提出書類への記載事項については、企業名等を特定できる情報を除いて、平成24年度実証機関 

の公募の際の参考資料として公表することを予定しています。  

・実証対象技術は、平成24年度の実証機関が公募を行い選定します。今回の応募をもって実証対 

象技術への選定を意味するものではありません。  

・平成24年度の実証対象技術に選定された場合、当該技術の実証申請者は実証試験等に係る経費 

のうち、「測定・分析等」、「試験に伴う消耗品」、「人件費」、「出張旅費」の４項目に関す 

る手数料を負担することになります。  

・実証対象技術の選定にあたっては、別添２の実証試験要領に定める選定の観点等を満たす必要 

があります。 

 その他、実証試験は実証試験要領に基づき実施しますので参考にしてください。 



 （実証試験要領は年度ごとに改訂されますので、平成24年度の実証試験実施に際しては変更の 

可能性があります。）  

・本事業全般については、環境技術実証事業のホームページ  

(http://www.env.go.jp/policy/etv/)を参照してください。  

６．応募先等  

実証運営機関  

一般財団法人みなと総合研究財団  

担当：中島、岡田  

電子メール：etvheisasei@wave.or.jp  

住所：〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-1-10 第２虎の門電気ビル4階  

電話：03-5408-8298  

Fax ：03-5408-8747  

 

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、橋本、千野 

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14693 

 

 

☆エコビジネス関係  

＊エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト「eco japan cup 2011」受賞決定！ 

受賞者および受賞アイデア／作品名と表彰レセプションのお知らせ 

 エコビジネスの芽を見つけ、育てるコンテスト「eco japan cup 2011」（環境省、国土交通省、総務 

省、一般社団法人環境ビジネスウィメン、株式会社日本政策投資銀行、株式会社三井住友銀行が主催） 

の受賞者および受賞アイデア／作品名を発表いたします。  

 また、表彰レセプションは、2月13日（月）17:00～19:00、ホテルイースト21東京にて行います。  

 eco japan cup 公式ホームページ http://www.eco-japan-cup.com 

 

担当：環境省総合環境政策局環境経済課 正田、中島 

    eco japan cup 総合運営事務局一般社団法人 環境ビジネスウィメン 石井・浦  

詳しくは↓ 

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=14694 

 

 

☆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/ 

 

 

http://www.env.go.jp/policy/etv/
mailto:etvheisasei@wave.or.jp
http://www.eco-japan-cup.com/


☆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/ 

 

 

 

 


